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〈平成29年７月27日撮影〉砂山　蓮
はすと

翔くん
砂山　珠来さん（平　和）

小山内大
だいき

基くん
小山内昌裕さん（川　上）

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

　９月９日㈯、第62回釧路地方支部消防団員技能
競技大会が釧路市消防訓練場で開催されます。
　この大会は、災害から住民の生命を守るため、
競技を通じて消防活動技能の錬成や士気の高揚を
図ることを目的に実施されています。
　標茶消防団は昨年、消防ポンプ自動車の部にお
いて第１分団が準優勝、第３分団が第３位に入賞
し好成績を収めました。
　大会までの期間は毎晩訓練が行われ、消防署周
辺の住民の皆さんに騒音などでご迷惑をお掛けし

ますが、団員一同優勝
を目指して訓練に励ん
でいますので、ご理解
とご協力をお願いしま
す。皆さんの温かい応
援を心よりお待ちして
います。

がんばれ標茶消防団

登山のシーズン到来！
　登山のシーズンが始まります。「低
い山だから心配ない」「ガイドブック
に易しい山と書かれていたから大丈夫」と軽い気持
ちで行くと、重大な事故に繋がる危険性があります。
次のことに注意して登山を楽しみましょう。
・�登山をする時は、家族や知り合いの方に「○○の
山に行く」とスケジュールを伝えましょう。
・�天気予報や体調管理に注意し、持ち物を入念に確
認してから行きましょう。
・�入山・下山の届け出を忘れずに提出しましょう。
・マナーとルールを守りましょう。

　10月１日を期日として、就業構造基本
調査を実施します。調査の対象となるの
は、一定の統計上の抽出方法により選定
された、全国約52万世帯の15歳以上の方
で、普段の就業・不就業の状態について
調査します。
　この調査の結果は、国や都道府県が実
施する雇用政策および経済政策などを企
画・立案する上で、重要な指標として利
用されます。
　調査対象世帯には、９月下旬に統計調
査員が訪問しますので、回答をお願いし
ます。
■問い合わせ／
・�役場企画財政課企画調整係（２階⑯番
窓口☎485-2111内線222）
・�就業構造基本調査コールセンター（☎
0570-07-1937）

10月１日は就業構造基本調査
～働く人の明日をつくる～ 今年も本町で開催されます

　10月14日㈯、昨年に引き続き本町で「第70回男子・第33回女子
北海道高等学校駅伝競走大会」が開催されます。この大会は、全
国高等学校駅伝競走大会の予選会を兼ねており、男女とも優勝校
が全国大会への切符を手にします。
　全国大会を目指して、道内の高校生約600人を含む、監督・コー
チ、大会競技役員、各校関係者など総勢約1,000人が本町に集い
ます。標茶高校では男女とも出場するほか、開催当番校として大
会準備や当日の運営を行います。
　参加校の中には、大会に向けてコースを試走する選手もいます

ので、練習中の選手を見掛けた際は、
温かい声援をお願いします。
　当日のコースや交通規制などは、
広報しべちゃ10月号でお知らせする
ほか、標茶高校ホームページ（http://
www.shibecha-h.ed.jp）にも掲載し
ています。

問い合わせ／標茶高等学校（☎485-2001）

北海道高等学校駅伝競走大会
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１㈮ ２㈯
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

３㈰ ４㈪ ５㈫ ６㈬ ７㈭ ８㈮ ９㈯
◦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（駒）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　10:00～14:00（交）

10㈰ 11㈪ 12㈫ 13㈬ 14㈭ 15㈮ 16㈯
◦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）

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

17㈰ 18㈪ 19㈫ 20㈬ 21㈭ 22㈮ 23㈯
◦健康相談
　�9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育て講座
　�10:00～11:30(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）

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

24㈰ 25㈪ 26㈫ 27㈬ 28㈭ 29㈮ 30㈯
◦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（幼）

◦1歳6カ月健診
　�9:30～9:45（交）
※対象は平成28年
　１・２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）

◦第22回標茶町
　健康まつり
　�10:00～14:00(交)

　　�障がい者相談支援事業�相談日のお知らせ
■相談日／９月６日㈬、13日㈬、20日㈬、27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
10月上旬の予定

◦２日㈪…子育てサロン（全乳幼児）
◦３日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦６日㈮…子育てサロン（0・1歳）
　　　　　パパママ教室

　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。

（交）…ふれあい交流センター
（駒）…駒ケ丘公園
（幼）…標茶幼稚園

９月



26

１日㈮ 9:50〜 第39回標茶町小学校陸上競技大会
（多目的運動広場）※雨天時は６日㈬に延期

４日㈪ 13:00〜 特設人権相談所（社会福祉センター）
10日㈰ 10:00〜 第44回標茶町産業まつり（２ページ参照）

13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）

17日㈰
8:40〜 第45回標茶町駅伝競走大会（21ページ参照）

12:30〜 平成29年度標茶町スポーツ表彰授与式
（農業者トレーニングセンター）

24日㈰ 9:00〜 協会長杯硬式テニス大会（ふれあいプラザゆう）

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９月１日
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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。

７月末現在 前月対比
男 3,735人 6人増
女 4,018人 4人増
計 7,753人 10人増
世帯 3,684世帯 13世帯増

 ９  月の催し

団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月 額 家 賃

開運団地 C-4-2 2DK 55.80㎡ H21 18,600〜27,700円

桜 団 地

S-2-125 2LDK 55.80㎡ H3 16,200〜24,200円

S-9-224 2LDK 60.44㎡ H7 18,500〜27,600円

S-10-121 2LDK 60.44㎡ H6 18,300〜27,200円

麻生団地 A-1-4 3LDK 76.90㎡ H23 24,400〜36,300円

虹別団地 N-17 3LDK 74.90㎡ H10 19,600〜29,200円

　９月11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。
◎８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月から、黒色ごみ袋や麻
袋、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・麻袋・ダンボールに入れたごみの収集について

高齢者肺炎球菌ワクチン
■対象者／ 平成29年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる方

で過去に受けた事が無い方
■実施機関／町立病院（予約制）　　�　�■自己負担額／3,000円
※町民税非課税世帯および生活保護世帯の方は無料
■�申し込み／ふれあい交流センター健康推進係（☎485-1000)

７月１日〜７月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

佐々木唯
ゆく

玖ちゃん 裕之さん 茶 安 別

吉沼　和
かずし

志く　ん 利晃さん 常 盤

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

阿部　源吉さ　ん 79歳 虹 別

庄司　幸子さ　ん 81歳 川 上

工藤　清志さ　ん 71歳 開 運

村山　光宏さ　ん 76歳 平 和

齋藤　　繁さ　ん 80歳 上 多 和

越㟢　登美さ　ん 86歳 川 上

山本　孝司さ　ん 63歳 平 和

　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


