
15

　本町では下水道の集合処理が困
難な地域について、生活環境の保
全・公衆衛生の向上を図るため、
合併浄化槽の設置に対し補助金を
交付しています。
○�補助の対象（すべてに該当する
こと）／

・�公共下水道設置条例の排水区
域・処理区域を除く地域に設置
するもの。

・�町内に住所を有し町税などの滞
納がないこと。

・�自ら居住または居住しようとし
ている専用住宅及び併用住宅で
10人槽以下のもの。

・�浄化槽工事業の登録または届出
をしている町排水設備指定工事
店で施工するもの。

○�補助金の額／浄化槽設置工事費
から10万円を減じた額とし、下
記の額を限度額とします。

・５人槽…1,250,000円
・７人槽…1,530,000円
・10人槽…2,140,000円
※�排水設備工事費と浄化槽の年間
維持管理費は個人負担です。

※�平成26年度は35基になり次第締
め切ります。（７月31日時点の
予約受付数は21基です）

○�問い合わせ／役場住民課環境
衛生係（１階⑤番窓口☎内線
126）、役場水道課下水道事業係
（２階⑭番窓口☎内線264）

　動物愛護管理法では、広く動物
の愛護と適正な飼養の理解と関心
を深めるため、９月20～26日を動
物愛護週間と定めています。散歩
コースとなりやすい歩道や公園に
は放置された犬のふんが多く残さ
れており、近隣住民からの苦情が
寄せられています。また、鎖や柵
の破損から、飼い犬が脱走すると
いった報告もあります。ペットを
飼うためのマナーをもう一度見つ
めなおし、ペットだけではなく、
近隣住民とより良い関係を築いて
いきましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階⑤番窓口☎内線126）

　ごみの野外焼却は法律で禁止さ
れており、違反すると厳しい罰則
が適用されます。また、ラップフィ
ルムなどの産業廃棄物を不法処理
した場合には３億円以下の罰金が
適用される可能性があります。野
外焼却は野火や森林火災の原因と
なるだけではなく、ごみの不完全
燃焼からダイオキシンを発生させ
る可能性があり、動植物に悪影響
をもたらします。ごみはきちんと
分別し、収集日に出すことによっ
て、豊かな自然環境に悪影響を与
えないよう心掛けましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階⑤番窓口☎内線126）

　夏の暑さが残る季節、体の疲労
も残り、注意力が散漫になり、ス
ピード超過や居眠り運転から大事
故が多くなります。車を運転する
時は時間に余裕を持ち、疲れを感
じたら休憩しましょう。
　これから日没時間が早まりま
す。運転者は交通マナーを守り、
安全運転を心がけ、歩行者は自ら
を見せる努力をし、交通事故に遭
わないようにしましょう。
○�期間／９月21日㈰～30日㈫
○�交通事故死ゼロを目指す日／９
月30日㈫

○�年間スローガン／ストップ・
ザ・交通事故～めざせ　安全で
安心な北海道～

○�問い合わせ／役場総務課交通防
災係（２階⑫番窓口☎内線213）

　10月１～７日までは公証週間で
す。公証制度を皆さんに普及させ
るため、日本公証人連合会本部に
おいて、電話相談を実施します。
○�日時／10月１日㈬～７日㈫、午
前９時30分～正午、午後１～４
時30分

○�問い合わせ／日本公証人連合会
本部（☎03-3502-8239）（土・日
曜日も実施）

動物愛護週間 合併処理浄化槽
設置整備事業 秋の交通安全運動
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　今年の文化講演会の講師は、個性
的な気象解説が人気のお天気キャス
ター森田正光さんに決まりました。
■日時／11月16日㈰、午後１時
■�場所／コンベンションホールうぃ
ず
■�演題／「異常気象と環境問題～テ
レビで言えない天気の話」
■�問い合わせ／文化講演会実行委員
会（図書館内☎485-2300）

文
化
講
演
会

９月15日㈪、23日㈫のごみ
収集は通常どおり行います。ク
リーンセンターはお休みです。

祝日の
ごみ収集・受け入れ

野外焼却は
やめましょう

公証週間
電話相談のご案内
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　平成25年４月から行っていまし
た65歳以上の高齢者肺炎球菌ワク
チンの助成制度は９月30日に終了
します。助成制度は下記のとおり
ですので、希望する方は町立病院
に申し込みしてください。
○�対象者／65歳以上の町民の方
で、過去５年間に当ワクチンを
接種していない方。
○�自己負担／3,000円（生活保護世
帯の方は無料）
○�実施医療機関／町立病院
○�問い合わせ／ふれあい交流セン
ター健康推進係（☎485-1000）

　お店で売っている食品が安全か
どうか、どのように作られている
のか、疑問に思ったことはありま
せんか？食品の安全を高めるため
に、何をすればいいのか考えたこ
とはありませんか？
　道では、親子で食の安全確保に
ついて理解を深めていただくた
め、“食の安全見てみ隊、学び隊”
を実施します。
○�日時／10月４日㈯、午前９時30
分～正午
○�場所／イオン釧路昭和店
○�体験内容／
・�クイズに挑戦！
・�お店の裏側を探検！
・�温度計を片手に、食品衛生プチ
監視員!?
・�手洗いは大丈夫？汚れがとれた
かチェックしよう！
○�募集対象／小学４～６年生と保
護者
○�参加料／無料
○�申込締切／９月12日㈮必着
○�申し込み・ 問い合わせ／釧路
保健所生活衛生課（☎0154-22-
1233）

　今年も「健康はあなたの宝、標
茶の宝」をキャッチフレーズに、
健康まつりを実施します。昨年好
評だった血管年齢測定、骨密度測
定などの測定コーナーのほか、歯
科相談や足と靴の相談コーナーも
あり、盛りだくさんとなっていま
す。ぜひ、ご近所お誘いあわせて
来てください。
○�日時／９月28日㈰、午前９時30
分～午後０時30分
○�場所／農業者トレーニングセン
ター
○�内容／　
・ 各種測定コーナー…体力測定、
骨密度測定、血管年齢測定、脳
年齢計など

・ 体験コーナー…運動体験～ディ
スビンゴ、作成体験～「親子で
つくろう」（簡単な工作をしま
す）、アロマ体験～アロマテラ
ピー・ハンドトリートメント・
ベビーマッサージ

・ 相談コーナー…健康相談、歯科
相談、足と靴の相談（シュー
フィッター担当）

・ 食生活改善協議会コーナー…
テーマ「牛乳は、健康長寿の鍵」、
試食

・ 保健推進委員会コーナー…大腸
がんクイズラリー

・ バザーコーナー…しべちゃコス
モス、標茶町地域活動支援セン
ターほか
※�各コーナーの実施時間は新聞チ
ラシやポスターをご覧くださ
い。
※�当日は、上靴を持参してくださ
い。
※�骨密度・体脂肪測定は裸足で測
定しますので、脱ぎやすい靴下
などをお勧めします。
○�問い合わせ／ふれあい交流セン
ター健康推進係（☎485-1000）

○�日時／９月21日㈰
★�スタート…標茶駅前（午前10時）
★�ゴール…トレーニングセンター
前（午後０時10分頃を予定）
　選手の安全を守るため、皆さん
　のご協力をお願いします。
・ 交通規制…当日は一般車両など
の通行を一部規制します。通行
の際は警察や競技役員の指示に
従ってください。また、コース
周辺の路肩や歩道脇へ駐停車し
ないでください。

・ 走行選手への援助…レース中は
自動車や自転車などによる伴
走、飲食物の提供、その他の援
助は一切認めません。違反チー
ムは失格となりますので注意し
てください。

・ 観戦時の注意…走行選手の妨げ
にならないようお願いします。
特に中継所付近は選手や競技役
員で混雑します。必ず競技役員
などの指示に従ってください。
また、自動車などで場所を移動
しながらの観戦するのは、交通
渋滞を招き、走行選手の妨げと
なりますので、１カ所で観戦し
移動は控えてください。
○�交通規制／午前11時～午後０時
30分（最終ランナー到着まで）
　�開催に伴い常盤10丁目・川上10
丁目などの一部区間を交通規制
します。ご不便をおかけします
がご協力をお願いします。
○�問い合わせ／農業者トレーニン
グセンター（☎485-2434）

第19回
標茶町健康まつり

高齢者肺炎球菌ワクチン
助成制度が終了します

第42回標茶町駅伝
競走大会の注意とお願い

information

食の安全
見てみ隊、学び隊
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　本町では、麻生・平和地区の町
有地の売り払いを行っています。
○�売り払い物件・価格／役場ホー
ムページに掲載（アドレスは20
ページ参照）
○�申込方法／普通財産譲与（譲渡）
申請書（役場ホームページまた
は下記係に設置）に必要事項を
記入し、下記係に提出
○受付時間／
　午前８時45分～午後５時30分
　（土・日曜日、祝日は除く）
○申し込み・問い合わせ／
　役場管理課管財係
　（１階⑦番窓口☎内線141）

　本町では、学校給食共同調理場
に勤務可能な調理員の臨時職員を
１人募集しています
○�募集条件／町内在住で心身とも
に健康な方（調理師免許の有無
は問いません。）
○�申込方法／履歴書（写真添付）
および町発行の納税確認書（配
偶者がいる場合は配偶者分も）
を提出
○�募集期限／９月12日㈮午後５時
○�申し込み・問い合わせ／標茶中
央学校給食共同調理場（☎485-
2470）

○申込方法・申込期間／
　10月６日㈪までに下記係へ申し
込みください。
　（原稿は原則電子データ）
○申し込み・問い合わせ／
　役場企画財政課地域振興係
　（２階⑮番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順

　本町では毎月、夜間納付窓口を
開設しています。
　今月の窓口開設日は次のとおり
ですので、普段お仕事などで納付
しづらい方、納付方法などについ
て相談したい方は利用してくださ
い。
　町税などは、皆さんの暮らしを
支えるための貴重な財源となって
いますので、納税に対するさらな
るご協力をお願いします。
○日時／９月30日㈫
　　　　午後８時まで
○場所／役場１階⑨番窓口
○�問い合わせ／役場税務課納税係
（☎内線155）および各担当係

　プールや川などでの事故を防ぐ
ため、着衣のまま入水したときの
不自由さを体験したり、水難時の
対応や救助方法を学びます。
○�日時／10月15日㈬、午後７～８
時
○�場所／標茶水泳プール
○�対象／町内在住の一般町民
※�中学生以下は親の同伴が必要。
○�定員／50人
○�参加料／無料
○�持ち物／入水可能な服装や靴、
タオル、着替え、必要な方は水
中メガネ
○�申込締切／10月14日㈫
○�申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-
2434）

　火薬類による災害を防止し、公
共の安全を確保することを目的と
した火薬類取締法を施行するため
の保安技術基準の検討に必要な爆
発実験を、陸上自衛隊矢臼別演習
場を使用して実施します。
○�期間／９月７日㈰～19日㈮、午
前８時30分～午後４時30分の間
で、爆発実験を１日に１～３回
実施します。
○�危険立入禁止場所／矢臼別演習
場の実験場所の入り口門扉を閉
鎖し、併せて警備員を配置しま
す。
○�問い合わせ／公益社団法人全
国火薬類保安協会（☎03-3553-
8762）

○�実施日時／10月４日㈯、午後１
～５時30分（暴風雨など荒天の
場合は中止）
○�見学場所／北海道横断自動車道
（浦幌～白糠間）建設工事現場
○�集合場所／釧路地方合同庁舎正
面（合同庁舎の駐車場利用可）
○�内容／工事現場見学、建設機械
試乗会など
○�交通手段／集合後、バスでの移
動
○�対象／釧路管内在住の小学生と
その保護者
○�定員／親子20組、40人程度（先
着順）
○�参加料／無料
○�申込方法／電話受付（平日午前
９時～午後５時）
※定員になり次第終了。
○�申込期間／９月１日㈪～12日㈮
○�申し込み・ 問い合わせ／釧路
市役所道路河川課（☎0154-31-
4599）

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設 町有地売り払い情報 火薬類保安技術実験
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高速道路親子現場見学会
参加者募集

着衣による
水泳教室

学校給食調理員を
募集しています

広報しべちゃ11月号
有料広告募集

納期限のお知らせ
９月25日㈭は、固定資産税
第３期、国民健康保険税第３
期、下水道受益者負担金・分
担金第２期の納付期限です。


