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主催：標茶町文化講演会実行委員会

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
問合せ先：図書館内文化講演会実行委員会事務局（℡ ）
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☆町内の部
〈小学男子の部〉
１位　標茶陸上少年団男子ゴ－ルド

（１時間36分31秒）
関　優道、秋山　爽、吉田　智哉、澁谷　幸宗、
矢島　永吉、菅原　充晃、蠣崎　太智
２位　チーム☆パッション!!（１時間37分21秒）
３位　標茶ジャイアンツＡ （１時間40分57秒）

〈小学女子の部〉
１位　標茶陸上少年団女子ゴールド 

（１時間36分05秒）
本間　朱里、佐藤　美和、木村　寧々、和田　夏妃、
藤田　真央、伊藤　蒼永、小島すばる
２位　標茶ミニバス少年団Ａ （１時間41分49秒）
３位　標茶陸上少年団女子スペシャル
　　　（1時間47分46秒）

〈中学男子の部〉
１位　標茶中学校　陸上部（１時間23分25秒）
中川　結介、伊藤　朱里（女子）石崎　大雅、山田　舜也、
篠塚　昴星、油谷　駿輝、井上　沙知（女子）
２位　☆レボリューション☆（標中）

（１時間36分30秒）
３位　標中男バス卓球合同チーム

（１時間37分11秒）

〈中学女子の部〉
１位　標茶中学校女子バスケットボール部

（１時間37分02秒）
小澤　彩、長瀬　弥羽、牛﨑　琴翔、小野二千華、阿部　楓、
河合　菜那、荒井乃々佳
２位　標中女子バドバスチーム（１時間49分45秒）
３位　標中卓球部女子１・２年（１時間55分01秒）

〈高校男子の部〉
１位　標茶高校陸上スケート部

（１時間25分40秒）
大熊優太郎、宍戸　大夢、菊地　康介、近藤　勇佑、笛木　悟、
笛木　兵吾、真野　美咲（女子）
２位　標茶高校陸上部（１時間31分05秒）
３位　標茶高校羽球部（１時間42分30秒）

　９月17日㈰に開催され、町内外から50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。なお、来年は９月16日㈰に開催予定です。

（敬称略）

〈一般男子の部〉
１位　標茶消防署（１時間25分24秒）
谷　大輝、小野寺将人、熊谷　雄斗、佐藤　俊明、下山　竜祐、
　家　恭介、常陸　拓也
２位　沼幌走ろう会（１時間27分46秒）
３位　虹別酪農（１時間33分06秒）

〈一般女子の部〉
１位　EGOIST （１時間58分42秒）
表　友琴、松田　未来、宍戸　裕子、熊谷　尚美、檜森　佳奈、
檜森　寿枝、山口亜希子

☆町外の部
〈高校男子〉
１位　帯広農業高校（１時間10分59秒）
２位　Team　Sanjo　男子（帯広三条高校）

（１時間19分50秒）

〈高校女子〉
１位　Team Sanjo女子（帯広三条高校）

（１時間43分49秒）

〈一般男子〉
１位　釧路地方駅伝競走部（１時間14分15秒）
２位　北海道クボタ　ジェネスト

（１時間40分46秒）
３位　標茶高校スケート部ＯＢ （１時間41分12秒）

〈一般女子〉
１位　上西虹別陸上クラブ　母

（１時間53分35秒）

第45回

標茶町駅伝競走大会の結果



4

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

表示基準適合通知書（表示マーク）の
交付式が行われました
　10月２日㈪標茶消防署において表示基準適合通知
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「金」を交
付することとなりました。
　本制度は、ホテル・旅館などの施設が防火･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
を掲出する事ができ、利用者などに防火安全である
ことをお伝えする制度です。
　３年間継続して防火安全に関する基準に適合して

いる場合、表示マーク
「金」を掲出することが
可能となります。

基準適合通知書の交付を受けた
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・写真右）

　標茶消防団・署では家庭からの火災を未然に防ぐ
ため、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。
■防火点検の日程
◆�標茶市街を除く町内一円
の単身高齢者宅…標茶消
防団女性消防部／11月1３
日㈪～1７日㈮

※�各地域の消防団については11月中に実施予定です。

標茶消防団による防火訪問

平成29年度標茶町スポーツ表彰受賞者

　
◎スポーツにおいて優秀な成績を収めた方

受賞者
村山　俊

としき

騎さん
��（柔道）

◦�第７回十勝カップ北海道中学生柔
道選手権大会�個人戦男子50kg級
準優勝

　標茶町スポーツ表彰授与式が、９月17日に農業者トレーニングセ
ンターで行われました。今年度の受賞者は、次の方です。 　年末を控え忙しくなるこの時期、運

転する機会が大変多くなります。夏道
から冬道へと路面も変わり滑りやすく
なります。
　早めに冬タイヤへの交換を済ませる
など、路面状況に合った運転を心掛け
てください。また歩行者は夜光反射材
などを利用し、事故に遭わないように
しましょう。

・�高齢者の交通事故防止
�・�飲酒運転の根絶
・�凍結路面などのスリップによる交通
事故防止

冬の交通安全運動
11月11日㈯〜20日㈪期間

　子どもを始めとする全ての人が「木とふれあい、
木に学び、木と生きる」取り組み「木育」は北海
道で生まれた言葉です。
　木育を通じ協働の森林づくりを進めるため、釧
路管内の市町村と国や道などの関係機関が連携し
て「2017木育・森づくりフェア」を開催します。
　会場内には「木の玉のプール」などの木製遊具
や、木工作（木の葉のステンドグラス、丹頂のオ
ブジェ、松ボックリを利用したミニツリーなど）、

木育・森づくりフェア 釧路管内の木育活動や植樹活動を紹介するパネルな
ども展示されます。
　「木」に触れて、木が与えてくれる温もりや安ら
ぎを感じてみませんか。

■�日時／11月11日㈯、12日㈰、両日とも午前
10時～午後4時
■会場／イオンモール釧路昭和　
■�入場料等／入場料は無料ですが、一部のコーナー
は事前の予約が必要です。
■�問い合わせ／役場農林課林政係　（⑰番窓口☎
485-2111内線246）
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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）となる場合には「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30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。
「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28年分の課税売上高が1千万円を超えている方は、
平成30年分の消費税の課税事業者に該当します。
　また、平成28年分の課税売上高が1千万円以下であっても、平成29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30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

　基準期間における課税売上高が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
30年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成29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上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」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された方は、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はできません。選択を止める場合には、止めようとする課税期間の開始の日の
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）で確認ください。

　税務署では、例年、11月
11日から17日までを『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。今年は「くらしを支える
税」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）

　北海道と本町は、個人町・道民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。
個人町・道民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴
収と同じように、従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給
与から個人町・道民税を引き去り、納入していただく制度です。税額計算
を市町村が行いますので、事業主は、所得税のように税額を計算したり年
末調整をする手間がかかりません。従業員は、納付を忘れて滞納となった
り、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12
回なので、納付書で納める方法に比べて１回あたりの納税額が少なくてす
みます。

■問い合わせ／役場税務課税務係
（１階⑨番窓口☎485-2111内線154）

個人町・道民税の特別徴収について
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地域おこし協力隊活動日誌

地域おこし協力隊
岡本　昌

vol.3

標茶町初の官民連携事業“道東ホース
タウン”体験ツアーは都市圏からの参
加者を迎えて、2開催とも無事終了し
ました。2泊3日で多様な乗馬プログ
ラムを組み込んだツアーは、参加者の
満足度も高く、標茶町の魅力を十分に
アピールする機会となりました。今月
は、速報第一弾として今回のツアーの
成果を、私の実感と共にご紹介します。

馬を核とした魅力的な地域づくりの可能性を実感！
～官民連携事業・“道東ホースタウン”体験ツアー2017秋  実施報告～

＜ツアー実施概要＞
A日程：9月22日㈮～24日㈰：14名参加
B日程：9月29日㈮～10月1日㈰：13名参加
・釧路空港in/out
・乗馬プログラム／釧路セントラル牧場、
　ムツ牧場、ヘイゼルグラウスマナー
・宿泊／ヘイゼルグラウスマナー
・観光／塘路湖、多和平、釧路湿原など
・ツアー価格／1人あたり148,000円～164,000円

実感１
事業者連携による多様な
乗馬サービスは地域の魅力!

１日目
阿歴内ホースパークで、馬
と対面。練習後、セントラ
ル牧場へ。阿歴内地域振興
会の皆さんのご協力で、施
設の利用をさせていただき
ました。

２日目
ムツ牧場（中標津町）で乗
馬レッスンとホートレッキ
ング。10町歩の草地を駈
ける強者も！

３日目
ヘイゼルグラウスマナーか
ら馬で近所のカフェへ。途
中、草地を通らせていただ
くなど、近隣の住民の方々
のご協力で、すばらしい
コースとなりました。

実感２
標茶町は
見どころが満載！

実感３ 標茶町ならではの
名産品も大人気！

参加者の皆さんから
は「標茶町のファンに
なった」などの嬉しい
声をたくさんいただ

き、すでに再訪を決めてくださっ
た方も複数いらっしゃいます。こ
のトライアルの成果を活かし、た
くさんの方に標茶町を訪れていた
だけるように、今後のプランを検
討していきます。

シラルトロ湖
標茶町の誇る写真スポッ
トで、夕日をバックに。

多和平　
「ここで馬に乗れたら素
敵」と夢はふくらみます。

塘路湖
１時間くらい散策。ホー
ストレッキングで疲れて
いても、美しい風景で癒
されました。

グリーンヒル多和で
は、参加者の多くが、
標茶町の名産品をお
土産として購入。品
切れになるものも！

�標茶町は乗馬環境
が素晴らしいです
ね。今後の発展が
楽しみです。
��（参加者・Sさん）

�娘と標茶町での3
日間を振り返り、
あの馬可愛かった
とか、ご飯美味し
かったとか…ちょっ
としたハプニング
を思いだし笑った
りと、楽しい会話
が弾みました。　

（参加者・Mさん）

�本当に、夢のよう
な３日間でした。
いろいろな人に、
素敵な標茶町の宣
伝をしています。
（参加者・Hさん）



7

　10月12日に開通した国道391号五十石橋
（新橋）への交通切り替え後、現在、町道
ルルラン通りを国道へ接続するための工事
を行っています。工事が終了するまで通行
止めを実施しますので、国道391号を迂回
路としてご利用ください。ご理解ご協力を
お願いします。
■�通行止め期間／10月12日～12月下旬（予定）
※�通行止め解除の日程などにつきましては、
来月以降の広報しべちゃでお知らせします。

■�問い合わせ／役場建設課道路係（２階⑭
番窓口☎485-2111内線232）

町道ルルラン通り通行止めのお知らせ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルルラン通り 
工事区間 

五十石橋(新) 

ルルラン通り 

 

健全化判断比率および資金不足比率の公表ついて
　平成19年６月に公布されました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、都道府県、市町村および
特別区は毎年度、決算に基づき健全化判断比率を算定することとなりました。
　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
員の審査を受けた上で、その意見を付けて議会へ報告し皆様に公表することとなりました。
　平成28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における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－と表示しています。　（注２）資金不足が発生していないため－と表示しています。

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）－％ 　　１４．４７％ ２０．０％
連結実質赤字比率 （注１）－％ 　　１９．４７％ ３０．０％
実 質 公 債 費 比 率 　１０．０％ 　　２５．０　％ ３５．０％
将 来 負 担 比 率 　２０．９％ 　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

　釧路湿原大橋の補修に伴う通行止めを実施します。通行止め期間中においては、釧路外環状道路を迂回路とし
てご利用ください。市道鶴野広里線と市道新釧路川右岸通の交差点は直角となりますので、通行の際はご注意く
ださい。

釧路湿原大橋

新釧路川

釧路市道新釧路川右岸通

釧路外環状道路

釧路市道鶴野広里線

出典・国土地理院の電子地形図（タイル）に通行止め箇所を追記して記載

遠矢駅

至標茶

国道391号線

釧路市道鶴野広里線（釧路湿原道路）通行止めのお知らせ

■�規制箇所／釧路市道鶴野広
里線（釧路湿原道路）
■�通行止め期間／12月６日、
午後２時～（予定）
■�問い合わせ／釧路市都市整
備部道路河川課（☎0154-
31-4559）
※�町外の通行止めの情報では
ありますが、町民の皆さん
の利用が多いと想定される
ため周知するものです。

通行止め箇所


