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後援：標茶町、標茶町教育委員会、標茶町文化団体連絡協議会 
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町内の部
◎小学生男子の部
優勝　標茶陸上少年団男子ゴールド

（１時間35分05秒）
関　優道・石﨑　琉輝・小杉山航生・山田　舜也・
篠塚　昴星・石﨑　大雅・菅原　悠暉
準優勝　パッション！アイスホッケー少年団
第３位　標茶陸上少年団混合ゴールド

◎小学生女子の部
優勝　標茶陸上少年団女子ゴールド

（１時間40分53秒）
齊藤　衣織・本間　朱里・矢島　鼓未・伊藤　蒼永・
井上　沙知・伊藤　朱里・簾内　菫
準優勝　標茶ミニバス少年団

◎中学男子の部
優勝　標中男子バスケ部２年（１時間22分53秒）
木村　世南・本間　浩幸・佐藤　宏紀・植松　奏太・
鹿股　耀芳・武田　和樹・醜茶　有希
準優勝　標中陸上boys
第３位　虹中Rainbow ８'s（エイツ）

◎中学女子の部
優勝　標中バドミントンＡ（１時間46分06秒）
加藤　優奈・伊東　明音・森田　彩菜・井上　未来・
日野　雅妃・豊田　菜央・小杉山遥月
準優勝　標中バド・バス連合
第３位　標中卓球部女子

◎高校男子の部
優勝　標茶高校陸上部（１時間35分52秒）
田中　湧世・入山　開斗・近藤　勇佑・榊　あみ・
甲野藤　翔・掛水　慎悟・工藤　春菜
準優勝　標高バドミントンＡ
第３位　標高バドミントンＢ

　９月20日㈰に開催した駅伝競走大会は、町内外から47チームが参加し、全チームが完走しました。
　各部門の成績は次のとおりです。（敬称略）

◎一般男子の部
優勝　標茶消防署（１時間22分11秒）
谷　大輝・常陸　拓也・熊谷　雄斗・齊藤　一也・
中川　貴之・佐藤　俊明・小野寺将人
準優勝　虹別酪農
第３位　沼幌走ろう会

◎一般女子の部
優勝　team0930（おくさま）（１時間53分17秒）
小野寺なおみ・吉岡　美香・畑井　梨絵・菅原　美香・
長瀬　美穂・阿部　美穂・松田　智仙 

町外の部
◎高校男子の部
優勝　帯広農業高校（帯広市）

（１時間15分31秒）

◎高校女子の部
優勝　釧路湖陵高校陸上競技部(女)（釧路市）

（１時間30分15秒）

◎一般男子の部
優勝　大體筋膜張筋（日本体育大学）（東京都）

（１時間18分10秒）

◎一般女子の部
優勝　スリムボディ（日本体育大学）（東京都）

（１時間33分08秒）

第43回

標茶町駅伝競走大会の結果
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　標茶消防団・署では家庭からの火災を未然に防ぐ
ため、下記の地域を対象とした防火訪問を実施しま
す。ストーブなどの暖房機器やガスコンロなどの点
検のほか、住宅用火災警報器が設置されているご家
庭には不正販売防止のための設置済ステッカーを配
布します。各地域の消防団が一般住宅の防火訪問に
伺いますので、ご協力お願いします。

標茶消防団による防火訪問

消防だより
ホームページ
 http://www.town.shibecha. hokkaido.jp/~sfsma/

標茶消防署☎485-2021　10月１日㈭標茶消防署において
基準適合通知書（表示マーク）の
交付式が行われました。
　昨年に引き続きヘイゼルグラウ
スマナーから交付継続申請があり、
審査の結果、表示マークを交付す
ることとなりました。
　防火対象物表示制度は、ホテル・旅館などの施設で
防火･防災管理体制が一定の基準に適合していれば表
示マークを掲示する事ができ、利用者などに防火安全
であることをお伝えできる制度です。施設関係者から
の申請に基づき消防
機関での審査を経て、
表示基準に適合して
いると認められた建
物に対して表示マー
クを交付します。
　今後、交付状況を
標茶消防署ホーム
ページに掲載してい
きます。

基準適合通知書（表示マーク）の
交付式が行われました

健全化判断比率および資金不足比率公表について
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、毎年度、決算に基づき健全化判断比率を算定
しています。また、地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、同様に資金不足比率を算定します。  
　これらの比率は、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会へ報告し、皆さんに公表することとなっ
ています。      
　平成26年度決算に基づく本町の健全化判断比率および公営企業の資金不足比率は次のとおりです。

（注１）赤字が発生していないため「ー」と表示しています。
（注２）資金不足が発生していないため「ー」と表示しています。

■防火点検の日程
◆虹別地区一般住宅
　標茶消防団第５分団／11月１日㈰
◆阿歴内地区一般住宅
　標茶消防団阿歴内消防部／11月７日㈯
◆塘路地区一般住宅
　標茶消防団第４分団／11月８日㈰
◆久著呂地区一般住宅
　標茶消防団久著呂消防部／11月15日㈰
◆標茶市街を除く町内一円の単身高齢者宅
　標茶消防団女性部／11月16日㈪～20日㈮
※防火点検は強要ではありませんので、不都合があれ
　ば訪問の際に申し出ください。

区分 比率 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 （注１）－％ 　１４．４３％ ２０．０％

連結実質赤字比率 （注１）－％ 　１９．４３％ ３０．０％

実質公債費比率 　１０．７％ 　２５．０　％ ３５．０％

将 来 負 担 比 率 　４２．３％ ３５０．０　％

会計名 比率 経営健全化基準 財政再生基準

病 院 事 業 会 計 （注２）－％

２０．０　％上 水 道 事 業 会 計 （注２）－％

下水道事業特別会計 （注２）－％

健全化判断比率

資金不足比率

基準適合通知書（表示マーク）の交
付を受けたヘイゼルグラウスマナー

（スカイファーム代表取締役 山崎孝
嗣氏・写真左）
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お済みですか？消費税の届け出！

　個人事業者の方で、新たに課税事業者（消費税の申告・納付が必要な方）となる場合は「消費税課税事
業者届出書」（基準期間用）を釧路税務署長に提出してください。

平成28年分において課税事業者となる方
　基準期間の課税売上高が１千万円を超える方が該当します。
　個人事業者の「基準期間」とは、その年の前々年をいいます。したがって、平成26年分の課税売
上高が１千万円を超えている方は、平成28年分の消費税の課税事業者に該当します。
　また、平成26年分の課税売上高が１千万円以下であっても、平成27年１月１日から６月30日ま
での期間（特定期間）の課税売上高が１千万円を超えている場合、平成28年分は消費税の課税事業
者に該当し、釧路税務署長に「消費税課税事業者届出書」（特定期間用）を提出する必要があります。

●新たに課税事業者になる方

　基準期間の課税売上高が５千万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。平成28年分
から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成27年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出
書」を釧路税務署長に提出してください。

簡易課税制度とは
　課税期間における課税売り上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を掛けて
計算した金額を課税仕入れなどに係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
　なお、簡易課税制度を選択した方は、事業を廃止した場合を除き２年間以上継続した後でなければ
選択を止めることができません。選択を止める場合は、止めようとする課税期間の開始日の前日まで
に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を釧路税務署長に提出してください。

（注意事項）
◦課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要です。
◦�一般課税で申告する方（簡易課税制度の適用を受けない方）は、課税仕入れなどの事実を記録した帳簿

および請求書などの両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができません。

●簡易課税制度について

※ 消費税の届出書や、帳簿の記載方法などについて詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ（www.
nta.go.jp）で確認するか、電話相談センターを利用してください。電話相談センターは釧路税務署（☎
0154-31-5100）へ電話し、自動音声にしたがって番号「１」番を選択すると利用できます。

※ 「消費税課税事業者届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」などの各種届出書はe-Taxでも提出
できます。e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で確認してください。

　税務署では、例年11月11
〜17日を「税を考える週間」
と定め、各種広報・広聴活動
を行っています。平成27年
度は「税の役割と税務署の仕
事」をテーマとして、税の役
割や国税庁の取り組みを紹介
します。

税を考える週間

国税庁ホームページ
www.nta.go.jp

■問い合わせ／釧路税務署
（☎0154-31-5100）

　光通信（Bフレッツ）や高速ブロードバンド（ADSL）で接続できない地
域に、インターネット接続のための無線LANを整備しています。
　また、無線LANアンテナ設置のため、建柱工事など高額な工事費が発生
するときは助成制度がありますので、詳しくは町ホームページ（アドレスは
24ページ参照）をご覧ください。

　「スマートフォンからのテザリング（※）ではホームペー
ジの読み込みが遅い、Youtube（ユーチューブ）などの

動画が止まってしまうなどストレスがありました。その点、無線LANだ
とホームページの閲覧はもちろん動画の視聴がスムーズなので快適です」
※ テザリング…スマートフォンや携帯電話を中継点とすることで、ほかの通信機器（ノートパソコ

ン・タブレット端末・ゲーム機など）をインターネットに繋いで利用できる機能のこと。

◦無線LANの申し込み…
　NPO標茶インターネットプロジェクト（SIP）（☎485-4500）
◦ブロードバンドの相談窓口…
　役場総務課電算管理係（２階⑬番窓口☎485-2111内線218）

無線LANでインターネットを利用しませんか

利用者の声
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　マイナンバー制度は、複数の行政機関で保管する個人情報が同じ人の情報であると確認し、さまざまな制度の
効率性や透明性を高め、皆さんにとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。社会
保障・税・災害対策の分野で、個人情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。10月中旬から11月
にかけて、世帯ごとに世帯全員分のマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で郵送されています。

 不審な問い合わせにご注意を！
◦�マイナンバーをかたる不審な電話・メール・訪問などには十分に注意してください。
◦�手続きの中で国や地方自治体などが口座番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報な
どを聞くことはありません。現金やキャッシュカードを要求したり、ATMの操作をお願いしたりすることも
一切ありません。
◦�マイナンバー関連のメールが届いた場合は、安易に開封しないよう注意してください。（自分の勤務先である
など送信者が明らかなものを除く）
◦安全管理対応の困難さなどを、過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などにご注意ください。
◦�「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺き、
他人のマイナンバーを取得すると法律で罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを
他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

 なりすましの郵便物にお気をつけください　　
◦�通知カードは「通知カード 個人カード交付申請書 在中」「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、世帯
ごとに簡易書留で郵送されています。普通郵便で届くことはありません。また、配達員が代金を請求したり、
口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
◦�個人番号カードを申請する際は、返信用封筒に顔写真など重要な個人情報を含んだ申請書を入れて返信します
ので、封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」となっていることを確認してください。なお、申請書
に口座番号などを記載することはありません。

 相談窓口　　
◦�不審な電話などがかかってきたら…消費者ホットライン（☎188）
◦�詐欺などの被害に遭ったら…………警察相談専用電話（☎＃9110）
◦�個人情報の取り扱いに関する苦情…苦情あっせん相談窓口（☎03-6441-3452）

詐欺や不正な情報収集などは、これからますます増えることが予想されます。マイナンバーだけでなく、通知
カードの管理もしっかり行い、情報が外に漏れない工夫をして、安心・安全な取り扱いをお願いします。

十分注意して

ください！

◦役場総務課庶務係（２階⑬番窓口☎485-2111内線211）

◦全国共通ナビダイヤル

マイナンバー制度に便乗した
不正な勧誘や個人情報の
取得にご注意ください

社会保障・税番号制度

マイナンバーは、国民一人一人がもつ12桁の番号です。

午前９時30分～午後５時30分（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）
※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は、☎050-3816-9405におかけください。
※ナビダイヤルは、通話料がかかります。
※外国語対応（英語）は☎0570-20-0291におかけください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ

マイ
ナンバー

特集
その４
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　標茶町スポーツ表彰の授与式が９月20日に農業者トレーニングセンターで行われました。本年度の受賞者
は次のとおりです。
○平成26年度中にスポーツにおいて優秀な成績を収めたもの

加藤　颯
そうた

汰さん（標茶柔道スポーツ少年団）
・平成26年度北海道中学校体育大会�第42回北海道中学校柔道大会（札幌市）
　男子個人90kg超級　優勝　（平成26年７月31日～８月１日）

前畑　鈴
すずね

音さん（標茶柔道スポーツ少年団）
・平成26年度北海道中学校体育大会�第42回北海道中学校柔道大会（札幌市）
　女子個人78kg超級　準優勝　（平成26年７月31日～８月１日）

菊地　公
きみや

椰さん（国際空手道連盟極真会館世界総極真高橋道場標茶支部）
・第５回東日本極真空手道選手権大会（静岡県静岡市）�　中学男子�重量級　３位　（平成26年４月27日）
・第７回北海道空手道選手権大会（帯広市）　中学生の部�準優勝　（平成26年９月７日）
・第１回総極真関東空手道選手権大会（東京都八王子市）　中学生男子上級重量級�３位（平成27年２月14日）

菅原　悠
はるき

暉さん（標茶町陸上スポーツ少年団）
・第32回北海道小学生陸上競技大会（網走市）　�男子４年走幅跳�３位　（平成26年７月20～21日）

平成27年度標茶町スポーツ表彰受賞者

駒ケ丘公園の遊具が
新しくなりました

利用するときは順番を守り、飛び降りるなど
危険な行為をせず、安全に遊びましょう。


