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〈平成29年３月23日撮影〉坂井　千
ちさ

紗ちゃん
坂井　達也さん（麻　生）

小林　陽
はるた

太くん
小林　薫平さん（桜公住）

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

　毎年この時季は空気が乾燥し
て風の強い日が多くなり、山火
事や野火などの林野火災が発生
しやすくなります。その原因の
多くは、ごみの野外焼却や山菜
採りなどで入林した時のタバコ
の投げ捨てによるものです。
　本町の林野火災をゼロにするために、以下の事項
を守りましょう。

※�処理基準に従わないごみの焼却処理は一部例外を
除き法律で禁止されており、懲役・罰金などの対
象となります。火災危険だけではなく近隣に多大
な迷惑となりますので、絶対にしないでください。

林野火災ゼロの町に！

◦枯れ草などのある場所では火を使用しない
◦タバコの吸い殻は必ず消し、投げ捨てない
◦火遊びをしない
◦�キャンプなどで火気を使用する場合は、その
場を離れず使用後は完全に消火すること
◦ごみの野外焼却は絶対にしない

☆林野火災を防ぐための注意事項☆

　４月１日付けで標茶消防署の人事異動がありま
したのでお知らせします。
　今年度は職員２人を新規採用し、１人が弟子屈
消防署川湯支署から配属されています。
※赤字⋯人事異動職員　青字⋯新採用職員
　緑字⋯川湯支署からの配属職員

署長　　　　　　　　田中善志
次長兼予防救急課長　　嶽　義明
予防救急課長補佐　　鈴木利弘　
兼予防広報係長　　
主査　　　　　　　　小野けん太、（兼）矢島幸宏
主任　　　　　　　　大越慎太郎、工藤康浩
係員　　　　　　　　佐藤俊明、氏家恭介
　　　　　　　　　　川村　翔
救急救助係長　　　　小野寺将人
主査　　　　　　　　矢島幸宏
係員　　　　　　　　齊藤一也
警防管理課長　　　　高橋　勝
警防係長　　　　　　田中　稔
主査　　　　　　　　佐藤直幸、佐々木亮太
主任　　　　　　　　谷　大輝
係員　　　　　　　　堀内一磨、中川貴之　　　
　　　　　　　　　　熊谷雄斗、下山竜祐
　　　　　　　　　　中谷晃基
総務係長　　　　　　髙橋　行
係員　　　　　　　　常陸拓也

標茶消防署組織図変更のお知らせ

住宅用火災警報器の適切な維持管理を
　平成18年６月から新築住宅に住宅用火災警報器の設置が始まり、平成23年６月に
は全ての住宅で設置が義務化されました。警報器の電池寿命は約10年とされてお
り、電池切れなどにより火災時に適切に作動しなくなる可能性があります。
　いま一度家庭の住宅用火災警報器の機能点検を行い、いざという時のために備え
ましょう。
◉点検方法
①住宅用火災警報器にほこりなどの異物が付着していれば取り除く。
②�警報器にあるボタンを押し、正常に作動するか確認する。機種にもよりますが、電池切れの場合は電池
切れのアナウンスや音がほんのわずかしか鳴らないなどの症状が現れます。
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１㈪ ２㈫ ３㈬ ４㈭ ５㈮ ６㈯
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

７㈰ ８㈪ ９㈫ 10 ㈬ 11 ㈭ 12 ㈮ 13 ㈯
◦総合住民健診
　�7:00～10:00(中)
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦総合住民健診
　�7:00～10:00(虹)
◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦総合住民健診
　�7:00～10:00(虹)

◦総合住民健診
　�7:00～10:00(阿)

◦総合住民健診
　�7:00～10:00(茶)
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

14 ㈰ 15 ㈪ 16 ㈫ 17 ㈬ 18 ㈭ 19 ㈮ 20 ㈯
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦介護者のつどい
　13:30～15:30（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）

◦1歳6カ月健診
　�9:30～9:45（交）
※対象は平成27年
　９・10月生まれ
◦乳児健診
　13:00～13:15(交)

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

21 ㈰ 22 ㈪ 23 ㈫ 24 ㈬ 25 ㈭ 26 ㈮ 27 ㈯
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦遊びの広場
　10:00～11:30（交）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

28 ㈰ 29 ㈪ 30 ㈫ 31 ㈬
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦わんぱく
　10:00～11:30（富）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）

　　�障がい者相談支援事業�相談日のお知らせ
■相談日／５月10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬
■場所／役場保健福祉課社会福祉係
※事情により来庁できない方のために訪問相談も行っています。
また、上記相談日以外も随時受け付けていますので、相談希
望の方は下記へお気軽にご連絡ください。　
■問い合わせ／
◦役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎485-2111内線132）
◦ハート釧路障がい者相談支援事業所（☎0154-32-7400）

暮らしいきいきカレンダー

６月上旬の予定

◦２日㈮…子育てサロン（0・1歳）
◦５日㈪…健康相談
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）
◦６日㈫…子育てサロン（２歳以上）

　町立病院で子宮頸がん検診を希望され
る方は、ふれあい交流センター（☎485-
1000）へ。釧路がん検診センターでの乳が
ん・子宮頸がん検診を希望される方は、直
接釧路がん検診センター�（☎0154-37-3370）
へ申し込みください。

　　乳がん・子宮頸
けい

がん検診

母子健康手帳の交付はふれあい交流センター
で受け付けています。

５月

（交）…ふれあい交流センター　　��（阿）…阿歴内公民館
（中）…中御卒別集落改善センター�（茶）…茶安別農村環境改善センター
（虹）…虹別酪農センター　　　　��（富）…富士公園



26

10日㈬ 9:30〜 自動車運転免許更新時講習会（優良の方のみ）
（開発センター）

11日㈭ 9:00〜 第66回協会長杯春季ゲートボール大会
（ふれあいプラザゆう）

13日㈯ 9:00〜 標茶町中学校羽球交流大会
（農業者トレーニングセンター）

14日㈰ 9:00〜

協会長杯ミニバレーボール大会
（農業者トレーニングセンター）

ふれあいプラザ硬式テニス大会
（ふれあいプラザゆう）

20日㈯ 9:30〜 標茶柔道同好会長杯少年柔道大会（武道館）
27日㈯ 10:00〜 標茶水泳プールオープン（標茶水泳プール）

　広報しべちゃで掲載された写真は、デー
タ形式にて提供しますので、お気軽に連絡
してください。
▽連絡先／役場企画財政課地域振興係
　（２階⑯番窓口☎485-2111内線224）

広報しべちゃに掲載した写真を
データ提供します

発行／標茶町役場／編集／地域振興係／発行日／

町ホームページ　　　　   http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/ 
携帯電話版ホームページ   http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/i/ 
町公式Facebook            https://www.facebook.com/town.shibecha/
Eメール                        info@office.town.shibecha.hokkaido.jp 

カメラ付き携帯電話の
機能にバーコードリー
ダーがある方は、ＱＲ
コードからもアクセス
できます。ＱＲコード

平成29年５月１日

◀
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3月１日〜3月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

鈴木　芽
めい

生ちゃん 晴則さん 多 和

伊藤　千
ちひろ

紘ちゃん 正和さん 虹 別

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

木村　　衛さ　ん 74歳 川 上

金田　　昭さ　ん 68歳 虹 別

上原ノブヱさ　ん 102歳 川 上

藤村　トメさ　ん 102歳 川 上

堀内　サダさ　ん 95歳 川 上

川向　直衛さ　ん 90歳 旭

三浦　　彊さ　ん 86歳 富 士

加藤　敬男さ　ん 89歳 桜

西村　きくさ　ん 93歳 北 標 茶

工藤　稻子さ　ん 92歳 旭

阿部　　勉さ　ん 70歳 磯 分 内

人の動き

注）おたんじょうおよびおくやみコー
ナーは、役場へ届け出の際に同意い
ただいた方のみ掲載しています。

3月末現在 前月対比
男 3,704人 60人減
女 3,997人 30人減
計 7,701人 90人減
世帯 3,627世帯 32世帯減

  5  月の催し

団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月 額 家 賃

川上団地 7-2-5 3DK 64.98㎡ S57 13,900〜19,300円

開運団地
C-1-1 3LDK 76.50㎡ H18 24,800〜36,900円

C-1-2 2DK 55.80㎡ H18 18,100〜26,900円

桜 団 地 S-10-213 3LDK 76.73㎡ H5 23,200〜34,600円

　５月10日まで下記住宅の入居者を募集します。
■申し込み・問い合わせ／
　役場管理課管財係（１階⑧番窓口☎485-2111内線142）

町営住宅入居者募集

◎月額家賃は世帯人数や年間所得により上の表の幅で変わります。
◎１つの住宅に２件以上の申し込みがあった場合は、選考委員会を開催
し、入居者を決定します。
◎申し込みの結果は20日ごろ郵送でお知らせします。
◎入居が決定した場合、入居者と同程度以上の収入がある連帯保証人（１
人）の連署する請書の提出が必要で、月額家賃の３カ月分の敷金が必
要となります。
◎単身者は１LDK･ ２DK・２LDKまでの住宅のみ申し込みできます。
　ただし、２LDKは２名以上の世帯の申し込みがある場合は、その世帯
が優先されることがあります。
◎４月10日現在、退去届けが出されている住宅です。入居日については、
修繕などにより遅くなる住宅もありますのでご了承ください。

　リサイクル率向上のため平成30年４月より、黒色のごみ袋
およびダンボールに入った有料ごみの収集は行いません。今
後もごみの分別収集にご協力をお願いします。
■�問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎485-
2111内線127）

黒色ごみ袋とダンボールに入れたごみの収集について


