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　本町に入札参加申請をして登録
された運送業者などで、平成27年
度における「町有バス運行管理委
託業務」の受託を希望する業者は、
２月27日㈮までに下記へ連絡して
ください。
○�委託内容／茶安別・阿歴内・沼
幌・オソベツ・磯分内・虹別線
の全６路線および行事バス運行
などの一括委託
○�委託期間／４月１日〜平成28年
３月31日
○�必要乗務員／専任乗務員１人・
代替要員１人以上（大型２種免
許必要）
※�町有バスは無償で貸し付けしま
す。
○�問い合わせ／役場管理課車両管
理係（１階⑦番窓口☎内線143）

　超高齢社会を迎え、認知症の方
の増加や障がいなどにより物事の
判断能力が不十分な方が増えてい
くことが予想され、その方々を地
域でどう支えていくかについて研
修会を開催します。
　興味がある方や学んでみたいと
いう方は、お気軽にお問い合わせ
ください。たくさんの方の参加を
お待ちしています。
○�日時／３月３日㈫、午後１〜３
時

○�場所／ふれあい交流センター
○�演題／「超高齢化時代における
地域社会のあり方」〜市民後見
人に期待すること〜

○�講師／東京大学教育学研究科　
牧野　篤　教授

○�申込期限／２月25日㈬
○�申し込み・問い合わせ／地域包
括支援センター（☎485-1515）

◎歩くスキーで冬の湿原ハイク
　（釧路市立博物館共催）
　歩くスキーでセンター周辺の林
内や木道など、散策道を移動しな
がら自然を観察します。冬も活動
する動物の足跡やフン、食痕を探
し行動の推理をするほか、湧水地
での冬越しの植物を観察。ガマの
穂やミドリシジミの卵も見所で
す。
○�日時／２月８日㈰、午前10時〜
正午
○�定員／20人
○�参加費／無料
○�集合・申し込み・問い合わせ／
鶴居村温根内ビジターセンター
（☎0154-65-2323）
◎冬の塘路湖畔散策
　結氷した湖上と湖畔の林の期間
限定コースを散策しながら、冬の
自然を体感しましょう。
○�日時／２月14日㈯、午前10時〜
正午
○�定員／10人
○�参加費／無料
○�集合・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）
※�積雪状況によっては、スノー
シュー（貸出無料）を使用しま
す。

　農業世帯員（申請者代表）の申
請に基づき、平成27年１月１日現
在で調製した農業委員会委員選挙
人名簿を縦覧できます。
○�期間／２月23日㈪〜３月９日㈪
　（土・日曜日は除く）
○�時間／午前８時45分〜午後５時
30分
○�縦覧場所・問い合わせ／選挙管
理委員会事務局（☎内線292）

　虹別オートキャンプ場では、同
キャンプ場の円滑な管理運営のた
め、管理人を募集します。
○募集範囲／主、副管理人各１人
※�寝食をともにするため、原則夫
婦が望ましい。
○�雇用条件／
・�本町在住者で５〜10月はキャン
プ場管理棟に寄宿できる方（雇
用開始は４月から）
◦パソコン操作可能な方
○�管理人報酬など／詳しくは採用
時に相談
○�社会保険／労働保険（雇用保険、
労災保険）
○提出書類／履歴書
○審査／書類審査、面接
○申込期限／２月20日㈮必着
○�提出先・問い合わせ／虹別連合
振興会事務局（虹別酪農セン
ター内☎488-2111）

　献血にご協力ください。血液が
不足しています。
○実施月日／２月23日㈪
○場所・時間／
◦役場前…午前10時〜正午
◦ 農業協同組合前…午後１時30分
〜３時

◦ 開発センター前…午後３時30分
〜４時30分
　献血をした方には、後日、血液
センターから血液検査結果が送ら
れますので、健康チェックに役立
ててください。
※�現在ご協力いただけるのは、
200ml献血は16〜69歳、400ml
献血は男性17〜69歳、女性18〜
69歳となります。なお65歳以上
の方の献血は、献血する方の健
康を考慮し、60〜64歳の間に献
血経験がある方に限ります。

虹別オートキャンプ場
管理人募集

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

町有バス運行管理委託
業務希望者を募集します

information

思いやりと健康を
献血で贈ります

標茶町権利擁護セミナー
開催について

農業委員会委員選挙人
名簿を縦覧できます
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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／町ホーム
ページに掲載（アドレスは22
ページ参照）
○�申込方法／普通財産譲与（譲渡）
申請書（町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）

　行政相談員、人権擁護委員、心
配ごと相談員の三者による合同相
談所を次のとおり開設します。
　どんな悩みごともお気軽にご相
談ください。
○�日時／２月16日㈪、午前10時〜
午後２時
○�場所／茶安別公民館
○�相談内容／
・ 行政相談…役所の仕事について
の苦情、要望はありませんか。
行政相談員は、国の行政に関す
る苦情などの相談を受け付け、
その解決の促進を通じ国民の行
政に対する確保に寄与します。

・ 人権相談…家庭の問題、不動産
の金銭貸借、損害賠償などの民
事問題のほか、刑事問題、行政、
税務、労働、近隣関係、その他
いじめや差別、嫌がらせなどの
人権問題の相談に応じます。

・ 心配ごと相談…日常生活上の心
配ごとに対して、相談員が問題
の解決に向けて助言します。
○�問い合わせ／社会福祉協議会
（☎485-2503）

　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／２月27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

　本町では、４月１日から臨時職
員としての雇用を希望する方の登
録受付を行います。登録すると平
成28年３月31日までの間に必要に
応じ、臨時職員として任用されま
す。
○�募集職種／事務、介護、保育、
調理、医療、牧場作業など
○登録資格／満64歳までの方
○提出書類／
・ 臨時職員雇用登録申請書（町
ホームページ（アドレスは22
ページ参照）または下記係に設
置）

・ 履歴書（上半身写真貼付）
・ 納税確認書（本人・配偶者）
※町内在住者のみ
○申込期限／２月20日㈮
○�申し込み・問い合わせ／役場総
務課職員係（２階⑫番窓口☎内
線217）

　特別養護老人ホームやすらぎ園
では、介護職員を募集します。募
集内容は次のとおりです。
○募集職種／介護職員（正規職員）
○募集人員／１人
○�受験資格／昭和55年４月２日以
降に生まれた方
※�ただし、日本国籍を有しない方
または地方公務員法第16条の各
号のいずれかに該当する方は受
験できません。
○募集要件／
・�介護福祉士
の資格（見
込みを含む）
を有し、変
則交代夜間
勤務のでき
る健康な方
・�４月１日から勤務可能な方
○提出書類／
・�履歴書（自筆、上半身写真貼付）
・�健康診断書（腰痛検査を含む、
病院発行のもの）
・�納税確認書（本人・配偶者）
※町内在住者のみ
・�作文〜市販の400字詰め原稿用
紙２枚に自筆で書き、応募書類
と一緒に提出願います。
　�作文テーマ　『今までに体験し
た正の感情と負の感情につい
て』
・�介護福祉士の資格証明書または
取得見込み証明書の写し
・最終学校の成績証明書
・�最終学校の卒業証明書（見込み
を含む）
◯提出期限／２月13日（金）
※郵送は当日消印有効です。
◯�提出先・問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎485-
3501）

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 介護職員を

募集します

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

平成27年度
臨時職員雇用登録受付

移動特設合同相談所
開設します

納期限のお知らせ
２月25日㈬は、国民健康保険
税第８期の納付期限です。
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information

　『改製原附票の写し』の発行が
９月17日で終了します。《戸籍の
附票とは、戸籍に記載されている
方の住所履歴が記録されているも
のです。》
　自動車の廃車、名義変更の手続
きで車検証の住所から現在の住所
に異動しているときや、不動産登
記の手続きで、登記簿上の住所か
ら現在の住所に異動しているとき
などに改製原附票が必要となるこ
とがあります。
　本町では平成22年９月18日に戸
籍電算化が実施されました。これ
に伴い、戸籍に付随している紙
の「戸籍の附票」も同様に電算化
（改製）されました。「戸籍の附票」
の保存期間は、戸籍が除籍または
改製された日から５年と定められ
ています。「改製原附票」は９月
18日で５年の保存期間が経過し、
廃棄処理を行います。この廃棄処
理以降は「改製原附票の写し」を
発行することができません。
　『改製原附票の写し』が必要と
なる方はお早めにご請求くださ
い。
　詳しくは町ホームページ（アド
レスは22ページ参照）をご覧くだ
さい。
○�問い合わせ／役場住民課町民係
（１階①番窓口☎内線123）

　標茶町文化講演会実行委員会で
は、平成27年度の文化講演会に町
民主体での運営をめざして、講師
選定の企画段階から携わっていた
だける実行委員を募集します。
○申込期限／２月27日㈮
○�申し込み・問い合わせ／教育委
員会社会教育課社会教育係（☎
内線288）

　中皮腫や肺がんなどを発症し、
それが労働者として石綿ばく露作
業に従事していたことが原因であ
ると認められた場合には、労災保
険法に基づく各種の労災保険給付
や石綿救済法に基づく特別遺族給
付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を扱っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになら
れた方が過去に石綿業務に従事さ
れていた場合には、労災保険給付
などの支給対象となる可能性があ
りますので、まずはお気軽に最寄
りの都道府県労働局または労働基
準監督署に相談してください。
○�問い合わせ／釧路労働基準監督
署（☎0154-42-9711）

○�募集科目・人数／
・ 建設荷役車両運転科…フォーク
リフト、小型移動式クレーン、
トラクタショベル、玉掛け技能
講習ほか…20人

・ ビジネスワーク科…簿記、給与、
社会保険、ワープロ、表計算演
習…15人
○�対象／ハローワーク求職登録者
○�選考日／３月12日㈭
○�訓練期間／４月３日㈮〜９月30
日㈬
○�実施場所／釧路職業能力開発促
進センター（ポリテクセンター
釧路）（☎0154-57-5938）
○�費用／教科書代15,000円程度
○�申込期間／２月６日㈮〜３月６
日㈮
○�申し込み／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）

中皮腫や肺がんなど
石綿による疾病の補償・救済

改製原附票の写し
発行終了のお知らせ

標茶町文化講演会
実行委員を募集します

４月受講生募集

　毎年冬になると、沿道建物などか
らの落氷雪による死傷事故が多発し
ています。
　皆さんも冬期間の生活には苦労し
てると思いますが、冬期間の通行を
円滑にし、事故を無くすため、次の
ことに注意してください。
①�屋根の雪や氷、つららが道路に落
ちるような建物には、落雪などに
よって事故が起きないよう、丈夫
な雪のすべり止めなどを付けるよ
うにしてください。
②�雪のすべり止めを付けても、強さ
が足りなかったり、針金などが古
くなり錆び付くと、壊れて落ちる
こともありますので、雪が多くな
る前に必ず点検し、悪いところが
あれば早く修繕するようにしてく
ださい。
③�屋根の雪や氷、つららは、気温の
上昇や降雨時には特に落ちやすく
なり、歩行者に危険を及ぼす恐れ
がありますので、早めに取り除き
次のことに注意してください。
・�屋根の軒下の通行はできるだけ避
け、通行するときは十分注意して
ください。　
・�小さなお子さんが、歩道で遊ばな
いように指導してください。
　�なお、雪下ろしなどをする場合は、
歩行者などに危険のないよう十分
に注意してください。
④�屋根から大量の雪が落ちた時は、
すぐに事故がないかどうか点検
し、歩行者の通行の支障にならな
いよう取り除いてください。
⑤�敷地内の雪を道路に出すと、歩行
者などは迷惑しますので、出さな
いようにしてください。
⑥�ビルの壁や窓枠、突出看板などか
らの落氷雪は少量でも危険ですの
で、付着した雪や氷を取り除くよ
うにしてください。
■�問い合わせ／釧路開発建設部弟子
屈道路事務所（☎482-2327）、
釧路建設管理部弟子屈出張所（☎
482-2147）、弟子屈警察署（☎
482-2110）、役場総務課交通
防災係（２階⑫番窓口☎485-
2111内線213）

屋根からの落雪
事故防止などのお願い
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標茶町役場☎485-2111
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標茶町役場☎485-2111

特　情報

第４回標茶町ミニテニス大会
○�日時／２月15日㈰、開会式…午
前９時30分〜

○�場所／農業者トレーニングセン
ター

○�参加対象／町内在住または勤務
（通学）する中学生以上、また
は町内のサークルに所属する方

○�競技方法／ペア変動型によるダ
ブルス戦

○�申込締切／２月６日㈮
冬季健康づくり事業
歩くスキー教室
　冬の運動不足を解消するため、
「歩くスキー」を体験してみませ
んか？
　初心者への指導のほか、郷土館
学芸員による自然ガイドもありま
すので気軽に参加してください。
○�日時／２月21日㈯、開会式…午
前10時〜

○�場所／憩の家かや沼周辺
○�参加対象／町内在住の小学生以
上（小中学生は保護者同伴）

○�コース／
・ スキーハイキングコース（経験
者）…シラルトロ湖および蝶の
森周辺

・ 初心者コース…蝶の森周辺
○申込締切／２月13日㈮
※スキーレンタルあり（要申込）
◉�申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-
2434）

　農業振興地域の整備に関する法
律により、農振農用地区域内で開
発行為（建物の建築、土石の採取
など）を行う場合は、事前に北海
道知事の許可を受けなければなり
ません。
　平成27年度の許可申請書類の提
出期限が決まりましたので、お知
らせします。
　通常は、下記の表にある北海道
農業会議常任会議員会議の後に許
可が出ますが、他の法令（砂利採
取法、農地法など）との関係など
により長引くこともありますの
で、十分に余裕をもって提出して
ください。

役場への
提出期限

北海道農業会議
常任会議員会議

H27. 3.20 H27. 4.24
H27. 4.14 H27. 5.19
H27. 5.22 H27. 6.25
H27. 6.19 H27. 7.24
H27. 7.21 H27. 8.25
H27. 8.21 H27. 9.25
H27. 9.15 H27.10.22
H27.10.19 H27.11.25
H27.11.13 H27.12.18
H28. 1.19 H28. 2.18
H28. 2.16 H28. 3.24

※�１月は、常任会議員会議が開催
されません。
○�問い合わせ／役場農林課農業企
画係（⑯番窓口☎内線242）

　保険料納付は、支払いの手間や
時間が省ける「口座振替」が便利
です。
��当月分保険料を当月末に口座か
ら引き落としすると月々50円割引
される早割制度や、現金納付する
よりも割引額が多い６カ月前納・
１年前納・２年前納があります。
（口座振替による前納は２月末ま
でに申し込みしてください。）
○�申し込み・問い合わせ／役場住
民課年金保険係（１階④番窓口
☎内線127）、釧路年金事務所（☎
0154-22-5810）

　平成26年度の対象者の方は３月
31日㈫までの接種となります。今
まで肺炎球菌ワクチンを受けたこ
とがなく、接種を希望する方は、
お早めに申し込みください。
○�対象者／平成26年度中に65・
70・75・80・85・90・95・100歳以上
になる方

○�接種医療機関／町立病院
※予約制
○�自己負担額／3,000円（生活保
護および非課税世帯は無料）

○�申し込み・問い合わせ／ふれあ
い交流センター健康推進係（☎
485-1000）

農業振興地域の開発行為
許可申請書類の提出期限

トレセンからの
お知らせ

国民年金保険料は
口座振替で前納すると

おトクです！

高齢者肺炎球菌
ワクチンのお知らせ

ジョイカル標茶店東部ダイハツグループ ジョイカル標茶店
東部ダイハツグループ

みなさまに
お世話になって30年

TEL015-485-1516
標茶町常盤3丁目12番地

←至弟子屈 国道391号 至釧路→

カスタム店
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東部ダイハツ㈱
ジョイカル標茶店

国内
全メーカー現行車種取扱い！！

即見積可能

※店頭にて各車カタログをご用意しております。

176*45


