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のかを考えていきます。
・ 講師…釧路公立大学　白川欽哉
教授

⑵テーマ…インセンティブ
　�市場における取引を分析する際
に重要な概念となる「インセン
ティブ」について解説し、この
「インセンティブ」に関する経
済学の基本的な考え方を紹介し
ます。

・ 講師…釧路公立大学　中川訓範
准教授

○対象／高校生以上
○受講方法／申込不要
○�問い合わせ／釧路公立大学総務
課（☎0154-37-3211）、役場企画
財政課企画調整係（２階⑮番窓
口☎内線221）

　釧路公立大学では、「地域に結
びつき、開かれた大学」という理
念のもと、毎年釧路管内市町村の
２会場で公開講座を行っており、
その公開講座が本町で開催されま
すので、ぜひ参加してみてくださ
い。
○�日時／10月31日㈮、午後６時30
分〜９時
○場所／開発センター
○講座内容／
⑴ テーマ…農産物のグローバル化

と世界史〜工業のための農業か
ら人のための農業へ〜
　�欧米経済史の視点から農産物の
グローバル化の功罪を考察する
とともに、近年のスローフード
運動や食糧安全保障をめぐる論
争が、社会に何を提案している

○�日時／10月６日㈪、午後１時30
分〜３時40分

○�場所／釧路地方裁判所
○�料金／無料
○�内容／民事調停制度の説明、模
擬調停、質疑応答、調停室見学

※�一般的な制度や手続についての
説明です。

○�定員／30人（先着順）
※定員になり次第締め切ります。
○�申込方法／郵送、電話・FAX
○�申し込み・問い合わせ／釧路地
方裁判所事務局総務課庶務係
（〒085-0824釧路市柏木町４番
７号☎0154-99-1225、FAX015-
41-6532）

※�電話受付…平日午前８時30分〜
午後５時

釧路公立大学公開講座 知っていますか？
簡易裁判所の民事調停

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報 information

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき
建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として設立された退職金制度で
す。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金を支払う退職金制度です。
■加入できる事業主／建設業を営む方
■対象となる労働者／建設業の現場で働く人
■掛金／日額310円
★特長
◎�国の制度なので安全・確実で申し込み手続は簡
単です。
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎�掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、
個人では必要経費として扱われ、税法上全額非
課税となります。
◎�事業主が変わっても退職金は企業間を通算して
計算されます。

建退共

知っていますか？建退共制度

　∮建退共制度の特例措置のお知らせ∮
　建退共では、地震などにより災害救助法が
適用された方々に対し、各種手続の特例措置
を実施しています。

☆建退共から事業主の方々へお願い
・�共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に
貼付してください。
・�｢建設業退職金共済手帳｣ を所持している労働
者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退
職金を請求するよう指導してください。

　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、
Q&Aなど建退共制度の知りたい情報が記載され
ています。ぜひ、アクセスしてみてください。

　
■�問い合わせ／建退共北海道支部（☎011-261-
6186）
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　本町では、子ども発達支援セン
ター職員を１人募集します。
○�募集職種／正職員（子ども発達
支援業務担当）
○�受験資格／昭和44年４月２日以
降に生まれた方で、保育士・幼
稚園教諭、小中学校の教員免許
または養護教員免許の有資格者
で、子ども発達支援業務に５年
以上従事経験のある方
○�勤務地／子ども発達支援セン
ター
○�提出書類／
・�履歴書（自筆、写真添付、子ど
も発達支援業務の経験期間を明
示）
・�健康診断書（様式は町ホーム
ページ（アドレスは24ページ参
照）からダウンロード、現在町
職員として勤務実績のある場合
は26年度の健康診断書の写し）
・�納税確認書（町内在住者〜本
人・配偶者）
・�保育士・幼稚園教諭、教員免許
の資格証明書
・�最終学校の成績証明書および卒
業証明書
・�小論文〜市販の400字詰め原稿
用紙２枚に自筆で書き、応募書
類と一緒に提出してください。
テーマ「小規模自治体の子ども
発達支援体制について」
○�提出期限／10月24日㈮
※郵送の場合は、当日の消印有効。
○�選考方法／面接、小論文
○�提出先・問い合わせ／役場総務
課職員係（２階⑫番窓口☎内線
216）

　本町では平成27年４月採用の保
育士を２人募集します。
○�受験資格／昭和44年４月２日以
降に生まれた方で、保育士・幼
稚園教諭の有資格者または平成
26年度資格取得見込みで、平成
27年４月１日から勤務可能な方
○�勤務地／町内保育園
○�提出書類／
・�履歴書（自筆、写真添付）
・�健康診断書（様式は町ホーム
ページ（アドレスは24ページ参
照）からダウンロード、現在町
職員として勤務実績のある場合
は26年度の健康診断書の写し）
・�納税確認書（町内在住者〜本
人・配偶者）
・�保育士・幼稚園教諭の資格証明
書または取得見込み証明書
・�最終学校の成績証明書および卒
業証明書（見込みを含む）
・�小論文〜市販の400字詰め原稿
用紙２枚に自筆で書き、応募書
類と一緒に提出してください。
テーマ「子ども・子育て支援新
制度について」
○�提出期限／10月24日㈮
※�郵送の場合は、当日の消印有効。
○�選考方法／面接、小論文
○�提出先・問い合わせ／役場総務
課職員係（２階⑫番窓口☎内線
216）

○申込方法・申込期間／
　11月５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

　事業場における労働衛生意識高
揚と自主的な労働衛生管理活動の
促進を図るため「平成26年度（第
65回）全国労働衛生週間」を実施
します。
　この週間中に作業管理、作業環
境、メンタルヘルスなどの健康管
理に取り組みましょう。
○本週間／10月1〜7日
○�スローガン／「みんなで進める
職場の改善　心とからだの健康
管理」
○�問い合わせ／釧路労働基準監督
署（☎0154-42-9711）

　北海道内で事業を営む使用者お
よびその事業場で働くすべての労
働者（臨時、パートタイマー、ア
ルバイトなどを含む）に適用され
る北海道最低賃金が次のとおり改
正されます。

○最低賃金額／時間額…748円
○効力発生年月日／10月８日
○�問い合わせ／北海道労働局　労
働基準監督署（☎0154-42-9711）

　標茶町総合文化祭の一環として
標茶町音楽祭を開催します。歌、
合唱、器楽演奏など、日ごろの練
習の成果をステージの上で発表し
てみませんか。
○�日程／10月26日㈰
○�場所／開発センター
○�申込締切／10月６日㈪
○�申し込み・問い合わせ／標茶町
音楽祭実行委員会山崎さん（☎
090-1648-7107）

保育職員（正職員）の
採用について

子ども発達支援センター
職員（正職員）の採用

平成26年度（第65回）
全国労働衛生週間

information

標茶町音楽祭
出場者募集

広報しべちゃ12月号
有料広告募集

必ずチェック最低賃金
使用者も　労働者も

納期限のお知らせ
10月27日㈪は、町道民税第
３期、国民健康保険税第４期
の納付期限です。
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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24
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）

　小学生が入院した際の医療費
は、本人負担分を超えて支払った
額が申請により戻ります。
○�助成の範囲／小学生（満12歳に
達する日以後の最初の３月31日
までの方）の入院や入院時にお
ける補装具など
※�小学生には、「乳幼児等医療費
受給者証」は交付されません。
○�申請方法／先に入院代を病院に
支払い、①病院の領収書②健康
保険証③印かん④振込先口座の
控えを持参して、下記係に申請。
○�助成内容（月額）／３割負担か
ら下記の本人負担を差し引いた
額が戻ります。（食事代などの
保険適用外のご負担分は、計算
の対象とはなりません。）

・ 住民税非課税世帯…本人負担：
初診時一部負担金（580円）

・ 住民税課税世帯…本人負担：１
割負担（月額上限44,400円）
※通院は助成対象外です。
○�問い合わせ／役場住民課年金保
険係（１階④番窓口☎内線127）
�

　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／10月31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

　北海道と釧路・根室管内市町村
による差し押さえ財産の合同公売
会を開催します。
��会場内では差し押さえた物件を
ご自分で確認でき、入札や競り売
りに参加できます。
��詳しくは、釧路総合振興局の
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ts/nzi/
index_nzi.htm）または下記まで
問い合わせください。
○�日時／10月18日㈯、午前10時〜
※競り売り開始時刻…午前11時
　入札締切時刻…正午
○�場所／旧釧路市立東栄小学校体
育館
○�参加団体／釧路総合振興局・根
室振興局、釧路・根室管内の市
町村、釧路・根室広域地方税滞
納整理機構
○�問い合わせ／役場税務課納税
係（役場１階⑨番窓口☎内線
155）、釧路総合振興局納税課（☎
0154-43-9171）

　今年も町内外を問わず、たくさ
んのプレーヤーにご利用いただき
ました市街地４カ所のパークゴル
フ場は下記日程のとおり冬期閉鎖
を予定していますので、お知らせ
します。
　なお、ときわパークゴルフ場は
11月１日㈯〜３日（月・祝）の間、
無料開放を予定していますが、コ
ース状況などにより10月31日㈮で
閉鎖することもありますので、ご
了承願います。
○冬期閉鎖開始日／
・�釧路川標茶緑地ときわパークゴ
ルフ場、釧路川標茶緑地桜パー
クゴルフ場、駒ヶ丘公園パーク
ゴルフ場…11月４日㈫
・�釧路川標茶緑地パークゴルフ場
…ホールのピンをはずしたとき
から
○問い合わせ／
・�釧路川標茶緑地ときわパークゴ
ルフ場…農業者トレーニングセ
ンター（☎485-2434）
・�その他市街地パークゴルフ場…
役場建設課都市計画係（２階⑬
番窓口☎内線275）
※�農村公園などのパークゴルフ場
は、各地区公民館（磯分内は酪
農センター）または地域会に問
い合わせください。

　農業委員会では、農地の遊休化
防止と無断転用の防止、農地法許
可案件の履行状況確認のため毎年
10月を「農地パトロール月間」と
位置付けています。農業委員と事
務局職員が敷地内に立ち入ること
がありますのでご理解ご協力くだ
さい。
○�問い合わせ／農業委員会事務局
（⑰番窓口☎内線171）

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 パークゴルフ場

冬期閉鎖のお知らせ

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

地方税合同公売会の
開催について

小学生の入院費用を
助成します

農地パトロールを
実施します


