information
平成30年度
税務職員募集

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

札幌国税局では税務職員を募集
します。採用試験の概要は次のと
おりです。
○受験資格／高校卒業見込の方お
よび高校卒業後３年を経過して
いない方
○申込期間／
・インターネット…６月18日㈪〜
27日㈬（http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html）
・インターネット申し込みが出来
ない場合…郵送または持参（送
付書類や送付先については下記
へ問い合わせください）
○試験日／
・第１次試験…９月２日㈰（基礎
能力試験、適性試験、作文試験）
・第１次試験合格発表日…10月４
日㈭
・第２次試験…10月10日㈬〜19日
㈮のうち指定する日
・最終的合格発表日…11月13日㈫
○問い合わせ／釧路税務署総務課
（☎0154-31-5100）
、札幌国税局
人事第２課（☎011-231-5011）

介護職の臨
時職員３人
と調理職の臨
時職員１人を
募集していま
す。要件、待
遇、
提出書類などの詳細は、
町ホー
ムページ（アドレスは22ページ参
照）またはハローワーク釧路をご
覧になるか、下記へ問い合わせく
ださい。
○提出先・ 問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎4853501）

デイサービスセンター
運転手を募集しています
運転手のパート
の臨時職員を２人募
集しています。
○募集要件／65歳以
下で大型自動車
か普通自動車運
転免許証を有する健康な方
○業務内容／利用者の送迎、乗車
の介助など
○勤務時間／１日５時間以内
（月〜土曜日、交代制）
○雇用期間／採用の日から６カ月
以内（更新予定あり）
○問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ
◎新緑の湿原野鳥観察会
夏鳥が勢揃いしたフィールド
で、繁殖期の野鳥の姿とさえずり
の特徴を教わりながら散策しま
しょう。
○日時／６月２日㈯、午前10時～
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○開催場所／シラルトロ湖・蝶の
森周辺（集合は憩の家かや沼駐
車場）
○申し込み・問い合わせ／塘路湖
エコミュージアムセンター（☎
487-3003）
◎初夏の花を見に行こう
釧路湿原はいよいよ花のシーズ
ン到来です。初夏を代表する湿原
の花々を観察しましょう。
○日時／６月10日㈰、午前10時～
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○集合・申し込み・問い合わせ／
温根内ビジターセンター（☎
0154-65-2323）

森林の届け出を忘れずに
○立木を伐採するとき
森林所有者が下記の森林の立木
を伐採するときは、伐採および伐
採後の造林を事前に届け出る必要
があります。また、伐採後に造林
を行った場合は、造林に係る森林
の状況報告書の届け出が必要です。
１haを 超 え る 伐 採 は「 林 地 開
発行為」の届け出と知事の許可が
必要です。また、保安林では立木
の伐採や土地の形質の変更につい
て、知事の許可が必要です。
○土地を取得したとき
個人・ 法人を問わず、売買契約
や相続、贈与、法人の合併などに
より、下記の森林の土地を新たに
取得した場合は、森林の土地の所
有者の届け出が必要です。面積が
小さくても届け出の対象となり
ます。ただし、国土利用計画法に
基づく土地売買契約の届け出を提
出している場合は、不要です。
届け出が必要な森林
都道府県が作成する地域森林
計画の対象となっている森林。
登記上の地目によらず、土地が
森林の状態となっている場合に
は、届け出の対象となる可能性
が高いのでご注意ください。
○問い合わせ／役場農林課林政係
（⑱番窓口☎内線247）

堤防の刈草を
提供します
釧路河川事務所では、釧路川の
堤防保護と河川環境保全を目的に
堤防除草工事を行っており、工事
で発生した刈草を有効活用するた
め、再利用していただける方を募
集しています。詳細は刈草バンク
ホームページをご覧ください。
○申し込み・問い合わせ／釧路開
発建設部釧路河川事務所河川課
維持担当（☎0154-21-5306）
18

特トク 情 報

特トク 情 報 標茶町役場☎485-2111

標茶町役場☎485-2111

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設
本町では毎月、夜間納付相談窓
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、昼間はお仕事などで納
付相談が困難という方は、ご利用
ください。
なお、コンビニエンスストアで
も町税などの納付ができますの
で、夜間や休日に納付するときな
どに利用してください。
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／６月29日㈮、午後８時まで
○場所／１階⑩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

カパラミフに挑戦
塘路口琴研究会「あそう会」で
はアイヌ文様刺しゅう講座を開催
します。カパラミフはアイヌ文様
刺しゅうの一種で、テープ状に切
り裂いた布を伏せて文様を作り、
上から刺しゅうをしたものです。
初心者用も用意しています。
○日時／７月15日㈰～17日㈫、午
前９時～午後３時（昼食は各自、
コーヒー有り）
○場所／塘路住民センター
○講師／アイヌ文化振興・ 研究推
進機構アドバイザー二色美重氏
○定員／10人
○申込締切／６月28日㈭
○申し込み・問い合わせ／
◦塘路住民センター (☎487-2111)
・塘路口琴研究会「あそう会」事
務局 安部さん(☎090-4877-9061)

納期限のお知らせ

６ 月25日 ㈪ は、 町 道 民 税
第１期の納付期限です。
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町有地売り払い情報
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／町ホーム
ペ ー ジ に 掲 載（ ア ド レ ス は22
ページ参照）
○申し込み ・ 問い合わせ／役場管
理課管財係（１階⑧番窓口☎内
線141）

教科書展示会
現在、小学校・中学校・高等学
校で使用している教科書の見本を
展示します。教育関係者や保護者
の皆さんなど、たくさんの方のご
来場をお待ちしています。
○期間／６月15日㈮～29日㈮、午
前９時～午後５時
○場所／開発センター
○展示教科書／小学校・ 中学校・
高等学校用教科書見本
○問い合わせ／教育委員会管理課
学校教育係（☎内線286）

無料調停相談会を
開催します
釧路調停協会では、次のとおり
無料相談を行います。
離婚、遺産相続、不動産、金銭
貸借、交通事故など身近なトラブ
ルについて、調停で解決する手続
きの相談に無料、秘密厳守で応じ
ます。
○主催／釧路調停協会
○日時／６月８日㈮、午前10時〜
午後８時まで（予約不要）
○場所／釧路市交流プラザさいわ
い
○相談員／釧路調停協会所属の調
停委員
○問い合わせ／釧路調停協会事務
局（☎070-3149-2273）

町税および水道料金などの
収納業務を委託しています
本町では、町税および水道料金
などのコンビニ収納業務を次のと
おり委託しました。
○収 納業務の種類／ 町道民税（普
通徴収分）
・ 固定資産税・ 軽自動
車税・国民健康保険税（普通徴収
分）
・介護保険料（普通徴収分）
・
後期高齢者医療保険料（普通徴収
分）
・ 保育園、幼稚園保育料・ 墓
園管理手数料・ 町営住宅使用料
（共用電気料含む）
・建物、土地貸
付料・やすらぎ園、デイサービス
センター利用料・上下水道料
○委託する事業者／
◦株式会社しんきん情報サービス
◦大地みらい信用金庫
○委託期間／６月１日から平成35
年５月31日まで

高次脳機能障がい者の
家族のためのミーティング
釧路保健所では脳外傷友の会コ
ロポックル道東支部釧根地区会と
共催で、高次脳機能障がい者家族の
ためのミーティングを開催します。
○日程／６月20日㈬、８月22日㈬、
10月17日㈬、12月19日㈬
○時間／午後１時30分〜２時30分
○場所／釧路保健所
◯問い合わせ／釧路保健所健康推進
課健康支援係（☎0154-65-5825）

広報しべちゃ
有料広告募集
○申込方法／下記係へ申し込みく
ださい。
（原稿は原則電子デー
タ）
○申込期間／
・７月号…６月５日㈫まで
・８月号…７月５日㈭まで
○申し込み ・ 問い合わせ ／役場
企画財政課地域振興係（２階⑰
番窓口☎内線224）

