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　今年も次のとおり開催します。
昨年に引き続き町外の部もありま
す。学校や部活動、職場の仲間を
誘い合って参加しませんか。皆さ
んの参加をお待ちしています。
○日時／９月20日㈰
・開会式…午前８時40分
・スタート…午前10時
○部門／
・ 町内の部…一般、高校生、中学
生、小学生

・ 町外の部…一般、高校生、中学
生

※�ともに「男子の部」「女子の部」
に分かれています。

○�コース／標茶駅前→磯分内小学
校前（折り返し）→農業者トレー
ニングセンター前（全長約21.2
㎞・７区間）

○�申込方法／農業者トレーニング
センターおよび各公民館に設置
している申込用紙に、必要事項
を記入して申し込みください。
申込用紙は町ホームページ（ア
ドレスは24ページ参照）からも
ダウンロードできます。

○申込締切／８月28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）

　現在、児童扶養手当や特別児童
扶養手当を受けている方で、引き
続き受給資格を有する方は、現況
届を提出してください。受給要件
がありながら申請していない方な
どは、下記係まで問い合わせくだ
さい。該当者へは８月上旬までに
関係書類を送付します。
○届出期間／
・�児童扶養手当…８月３日㈪〜31
日㈪
・�特別児童扶養手当…８月11日㈫
〜９月10日㈭

○�申請窓口／役場保健福祉課児童
福祉係（１階⑤番窓口☎内線135）
○�児童扶養手当とは…次の条件に
当てはまる児童（18歳に達する
日以降の最初の３月31日までの
間にある者）を監護している父
または母、父母にかわって養育
している方に支給されます。な
お、児童が政令で定める程度の
障がいの状態にある場合は、20
歳未満まで手当を受けられま
す。
①�父母が離婚した後、父または母
と生計を同じくしていない児童
②父または母が死亡した児童
③�父または母が重度の障がいがあ
る児童
④�父または母の生死が明らかでな
い児童
⑤�父または母から１年以上遺棄さ
れている児童
⑥�父または母が１年以上拘禁され
ている児童
⑦�母が婚姻によらないで生まれた
児童
⑧父母とも不明である児童
○�特別児童扶養手当とは…身体や
精神に障がい（法律の定める程
度）のある満20歳未満の児童を
養育する父または母、父母にか
わって養育をしている方に支給
されます。

　税関では戦後、海外から引き揚
げて来られた方々からお預かりし
ている、約87万件の下記のような
未返還の保管証券類をお返しして
います。
　返還の請求は家族の方でもかま
いません。お気軽に最寄りの税関
まで問い合わせください。
・��終戦後、海外から引き揚げて来
られた方が、上陸地の税関・海
運局に預けられた通貨・証券。

・�帰国前に樺太（真
ま�おか

岡、大
おお�どまり

泊、豊
とよ�さかえ

栄、
留

る�た�か

多加など）、満州（瀋
しん�よう

陽、吉
きつ�りん

林、
撫
ぶ�じゅん

順、鞍
あん�ざん

山など）にあった在外公
館、日本人自治会に預けられた
通貨・証券などのうち日本に返
還されたもの。

◯�保管証券類とは…日本銀行券
（新・旧）、旧日本軍軍票、預貯
金証書、国債証書をいいます。
上陸港で引揚者から税関が預
かった『上陸港扱いの保管物件』
と外地からの引き揚げの際、在
外公館または日本人自治会へ寄
託され、最終的に税関に移管さ
れた『外地扱いの保管物件』が
あります。

○問い合わせ／　
・函館税関監視部統括監視官部門
　（☎0138-40-4244）
・�釧路税関支署（☎0154-22-3730）

児童扶養手当・
特別児童扶養手当現況届

第43回標茶町駅伝
競走大会開催のお知らせ

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報 information

戦後海外から
引き揚げて来られた方々へ

　すっかり夏らしい季節となり、町内各水泳プールは連日多くの方々に
ご利用いただいています。
　水泳プールでは夜間開放も行っていますのでご利用ください。夜間に
幼児や小中学生が利用する場合は、保護者の同伴が必要です。
　開設期間・休館日は各水泳プールの掲示または町ホームページ（アド
レスは24ページ参照）をご覧ください。

※�開放時間内に着替えてください。また、夜間開放のない日もあります
ので、事前に確認してください。

プール名 標　　　茶 磯　分　内 虹　　　別
開放期間 10月８日㈭まで ８月31日㈪まで ８月31日㈪まで
開放時間 午後５〜９時 午後６〜８時30分 午後６〜８時30分

水泳プール夜間開放 ■利用料／300円（高校生以下無料）・
　シーズン券4,620円（70才以上は3,080円）
　回数券（12回分）3,080円
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　ハローワーク求職登録者対象の
職業訓練受講生を募集します。
○募集科目・人数／
・ビジネスワーク科…15人
・建設荷役車両運転科…20人
○�見学会／８月21日㈮、28日㈮
○選考日／９月10日㈭
○�訓練期間／10月１日㈭〜平成28
年３月29日㈫
○費用／教科書代15,000円程度
○�申込期間／８月７日㈮〜９月４
日㈮
○�申し込み／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）
○�問い合わせ／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）

○申込方法・申込期間／
　８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⑯番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順

○募集職種／介護職員（正規職員）
○募集人員／２人
○�受験資格／昭和51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／
・�介護福祉士の資格を有し、変則
交代夜間勤務のできる健康な方
・�平成28年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）
・�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）
・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』
・�健康診断書（腰痛検査を含む、
病院発行のもの）
※�診断内容…身長、体重、血圧、
視力、聴力、胸部X線、尿検
査、心電図、血液検査（貧血、
GOT、GPT、 γ-GTP、LDLコ
レステロール、HDLコレステ
ロール、トリグリセライド、血
糖）、既往症、その他所見、総
合所見。様式は町ホームページ
（アドレスは24ページ参照）よ
りダウンロードできます。

○�提出期限／９月７日㈪（郵送の
場合は当日消印有効）
○試験日／応募者に対し直接通知
○�提出先・問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎485-
3501）

広報しべちゃ９月号
有料広告募集

平成28年度やすらぎ園
介護職員を募集します

information

職業訓練受講生を
募集します

　人権擁護委員による「特設人権相談所」が下記のとおり開設されます
ので、お気軽に相談してください。なお、相談は無料で秘密は守られます。
○日時／９月７日㈪、午後１〜３時　　○場所／社会福祉センター
○�相談内容／家庭の問題、不動産や金銭貸借、損害賠償などの民事問題
のほか刑事問題、行政、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
■問い合わせ／役場企画財政課地域振興係
　　　　　　　（２階⑯番窓口☎485-2111内線224）

　このほど、後藤登喜和さんが法務大臣から人権擁護委
員に委嘱されました。町内には後藤さんのほかに２名の
委員がおり、人権に関わる悩みごとなどに応じます。
○�本町の人権擁護委員／後藤登喜和さん、髙澤俊一さん、
石窪しのぶさん

人権に関する相談はこちらへ

　８月１日から「燃やせるごみ
（赤）」「燃やせないごみ（青）」
のSSサイズごみ袋の販売を開
始します。これまで「生ごみ
（黄）」だけだったSSサイズご
み袋ですが、少量の有料ごみを
出したいときにぜひ活用くださ
い。町内の各店舗で取り扱って
います。
　袋の大きさは次のとおりで
す。なお、証紙（シール）につ
いては、これまでどおり40円と
80円のみの取り扱いとなりま
す。

ＳＳサイズ�12ℓ
（１枚30円）

35㎝

60
㎝◯◯ごみ専用袋

燃やせるごみ・燃やせないごみ

SSサイズ
ごみ袋の販売開始

■�問い合わせ／役場住民課環境
衛生係（１階③番窓口☎485-
2111内線127）
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　本町では、麻生・平和地区の町
有地の売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24
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⑧番窓口☎内線141）

　献血にご協力ください。血液が
不足しています。
◯実施月日／８月10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、健康チェックにお役
立てください。
※�平成23年４月１日から、採血基
準の改定により、これまで男女
ともに18歳以上の方にお願いし
ていた400㎖献血について、男
性の方に限り17歳の方にもご協
力いただけます。

○�日時／８月28日㈮、午後１〜５
時
○場所／釧路市生涯学習センター
○内容／
・�第１部…基調講演「日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に関す
る検討状況及び防災対策」「東
日本大震災における教訓及び東
北地方復興を踏まえた防災対
策」
・�第２部…パネルディスカッショ
ン
○�入場料／無料（整理券などはあ
りません）
○�問い合わせ／陸上自衛隊北部方
面総監部総務部広報室（☎011-
511-7116）

　標津線代替輸送連絡調整協議会
では、飲酒運転撲滅とCO2削減の
ためのエコ運動として「イベント
にはバスで」を企画しました。
　下記のイベントに利用できる無
料乗車券を配布しますので、他の
町のイベントに参加してみません
か。
　なお、バス時間については下記
に問い合わせください。
○��配布期間／各イベント開催３日
前まで
※小学生以下は保護者同伴。
★なかしべつ夏祭り
○�日程／８月８日㈯・９日㈰
○�場所／中標津町総合文化会館し
るべっと広場
★しべつあきあじまつり
○�日程／９月27日㈰
○�場所／標津町サーモンパーク広
場
○�申し込み・問い合わせ／役場企
画財政課地域振興係（２階⑯番
窓口☎内線223）

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

　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／８月31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

　本町では、排水設備指定工事店
の資格要件に排水設備工事責任技
術者制度を導入しており、次のと
おり全道統一試験が行われます。
　なお、すでに登録している方は、
受験の必要はありません。
○日程・場所／
・10月20日㈫…北見、函館
・10月21日㈬…釧路、室蘭、旭川
・�10月22日㈭…帯広、苫小牧、岩
見沢
・10月23日㈮…札幌
○時間／午後１時30分〜３時30分
○手数料／受験料5,000円
○�受付期間／８月24日㈪〜９月２
日㈬（土・日曜日は除く）
○�その他／試験標準問題集（2,000
円）、講習用テキスト（2,500円）
が販売されています。必要な方
は公益社団法人日本下水道協会
総務課図書係（☎03-6206-0251）
まで問い合わせください。
※試験講習会はありません。
○�問い合わせ／役場水道課管理係
（２階⑮番窓口☎内線262）

町有地売り払い情報

納期限のお知らせ
8月25日㈫は､ 町道民税第2
期、国民健康保険税第2期の
納付期限です。

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設

防災セミナーを
開催します

排水設備工事責任
技術者試験のお知らせ イベントにはバスで

思いやりと健康を
献血で贈ります


