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　平成25年に内閣府が実施した
「アイヌ政策に関する世論調査」
では、アイヌの人々について、差
別や偏見がなく平等であると思う
か聞いたところ「平等ではないと
思う」（9.2％）、「どちらかという
と平等ではないと思う」（24.3％）
という回答が、合わせて約３分の
１にのぼりました。これを受けて
政府は、要因の分析と対応策を検
討するための調査を実施すること
としました。
　北海道に住む20歳以上のアイヌ
の方々は、調査へのご協力と道外
に住むアイヌのご親戚や知人の紹
介をお願いします。ご協力いただ
ける方は、下記へご連絡ください。
　この調査は無記名で、個人情報
を目的外に使用することはありま
せん。情報は厳重に管理されます。
今後のアイヌ政策の検討に役立て
るため、多くの方々のご理解・ご
協力をお願いします。
◯�連絡先・問い合わせ／公益社団

法人北海道アイヌ協会（☎011-
221-0462）

　法務局では、登記、供託、戸籍、
人権擁護など、皆さんからの相談
にお応えする「全国一斉！法務局
休日相談所」、公証人による「法
務局なるほど講座」を開催します。
○日程／10月４日㈰
○時間／
◦ 全国一斉！法務局休日相談所…

午前10時～午後３時
◦ 法務局なるほど講座…
　午前10時～11時30分
※事前に申し込みが必要です。
○場所／釧路地方合同庁舎
○申込締切／９月30日㈬、午後５時
○�申し込み・問い合わせ／釧路地

方法務局総務課（☎0154-31-5000）

　開催に伴い常盤10丁目・川上10
丁目などの区間で、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
路肩や歩道脇へは駐停車しないで
ください。ご不便をおかけします
が、選手の安全を守るため、皆さ
んのご協力をお願いします。
○日時／９月20日㈰
★スタート…標茶駅前（午前10時）
※開会式は午前８時40分
★ ゴール…農業者トレーニングセン

ター前（午後０時10分頃を予定）
○�交通規制／午前11時～午後０時

30分頃（最終走者到着まで）
○観戦時の注意／
・ 中継点は選手や競技役員、観戦

者などで混雑します。必ず競技
役員の指示に従ってください。

・ 自動車などで移動しながらの観
戦は、交通渋滞を招き走行選手
の妨げとなります。移動は控え、
１カ所で観戦してください。

・ 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。
○�問い合わせ／農業者トレーニン

グセンター（☎485-2434）

　
　火薬類による災害の防止と、公
共の安全の確保を目的とする火薬
類取締法を適切に施行するため、
保安技術基準の検討に必要な爆発
実験を行います。
○�期間／９月６日㈰～19日㈯、午

前８時30分～午後４時30分に爆
発実験を１日１～３回実施
○場所／陸上自衛隊矢臼別演習場
○�問い合わせ／公益社団法人全

国火薬類保安協会（☎03-3553-
8762）

第43回標茶町
駅伝競走大会のお願い

　本町では、町内会・地域会が行
う地域活性化にむけた自主的な取
り組みを支援しています。
◉地域振興補助金
◯補助対象者／町内会・地域会
◯補助対象事業／
① 地域的特殊性を有する産業振興

事業
②生活環境を整備する事業
③憩いの場を整備する事業
④交通防災に関する事業
⑤ 地域の保健体育、スポーツ振興

事業
⑥教育文化の充実を図る事業
◯募集期限／随時
※ 詳しくは下記まで問い合わせく

ださい。
◯�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）　

　防衛省では、平成28年４月採用
の自衛隊各種学生を募集します。
○�募集種目／防衛医科大学、防衛

大学、看護学生
○受付期間／９月５日㈯～30日㈬
○�応募資格／高卒（見込み含む）

～21歳未満
○試験期日（１次）／
・�防衛医科大学…10月31日㈯、11

月１日㈰
・�防衛大学…11月７日㈯、８日㈰
・�看護学生…10月17日㈯
○試験会場／
・�防衛医大・防衛大学…帯広地方

協力本部釧路出張所会議室
・�看護学生…道東経済センタービ

ル
○�問い合わせ／役場総務課庶務係
（２階⑬番窓口☎内線211）、自
衛隊帯広地方協力本部釧路出張
所（☎0154-22-1053）

地域づくりを
応援します!!

自衛隊各種学生を
募集します

アイヌに対する理解度
についての意識調査

火薬類保安技術実験

法務局休日相談所
なるほど講座
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　動物愛護管理法では、動物の愛
護と適正な飼養の理解と関心を深
めるため、毎年９月20～26日を動
物愛護週間と定めています。
　今年度のテーマは「飼う前も、
飼ってからも考えよう」です。ペッ
トは餌代だけでなく、トイレの後
始末や病気のときの治療費など、
一生の間に想像以上にお金がかか
るものです。責任を持って一生世
話ができるのか考えてから飼うこ
とが大切です。
　ペットを
飼ってから
は、近隣住
民に迷惑を
かけること
のないよう
しつけや散
歩のマナーなどについてもう一度
確認し、ペットと幸せに暮らして
いけるよう考えましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛

生係（１階③番窓口☎内線127）

○�日時／10月８日㈭、午後１時30
分～３時
○場所／釧路家庭裁判所
○参加費／無料
○定員／30人（先着順）
○�テーマ／「成年後見制度～詳し

く知っていただくために～」
○�内容／ DVD上映、制度説明お

よび質疑応答
○�申込期間／９月１日㈫～30日㈬
○�問い合わせ／釧路家庭裁判所事

務局総務課庶務係（☎0154-99-
1221）

◎針穴写真講習会
　空箱と針穴を開けたアルミ板を
組み合わせてカメラを作り、撮影、
現像をして写真に仕上げます。デ
ジタル写真とは異なる映像の世界
を体験します。
○�日時／９月５日㈯、午前10時～

午後３時
○ 定員／８人
○ 参加費／500円（材料費）
○ 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）

※ 参加者は昼食、エプロン、手拭
タオル、時計（秒が計れるもの）
を用意してください。

◎秋の湿原花ハイク
　釧路湿原ではまもなく花の季節
が終わりを迎えます。温根内木道
で華やかな秋の花を観察して、今
シーズンの花を締めくくりましょ
う。
○ 日時／９月13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／

鶴居村温根内ビジターセンター
（☎0154-65-2323）

　国立北海道障害者職業能力開発
校では、求職中の障がい者（応募
希望者）の入校前適性相談を実施
しています。詳しくは、下記へ問
い合わせください。
○実施期限／平成28年３月11日㈮
○問い合わせ／
・  国立北海道障害者職業能力開発

校（☎0125-52-2774）
・  釧路公共職業安定所（☎0154-

41-1201）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

information

北海道障害者職業能力開発校
入校前相談実施中

動物愛護週間

　「標茶町手をつなぐ育成会」は、
障がいやさまざまな課題を抱える
子を持つ親の会として、昭和40年
に設立しました。
　今年は創立50周年の節目の年で
す。この機会に、障がいを持つ方
が出演する映画を鑑賞し、皆さん
と共に障がいへの理解を深めたい
と考えています。
　映画鑑賞後には監督・出演者に
よるシネマトークがあります。
○日時／10月24日㈯
・  １回目上映…午後１時30分～
・  ２回目上映…午後６時30分～
○場所／開発センター
○作品／映画「39窃盗団」
○料金／前売り700円、当日800円
※ 障がいを持つ方と中学生以下は

無料
○�問い合わせ／標茶町手をつなぐ

育成会会長　橋本志津江さん
（☎485-3623）

　ごみの野外焼却は法律で禁止さ
れており、違反すると５年以下の
懲役もしくは１千万円以下の罰金
など厳しい罰則があります。
　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科せられ
ます。
　野外焼却は野火や森林火災の原
因となるだけでなく、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、周囲の環境に
悪影響をもたらします。
　ごみはきちんと分別して収集日
に出し、豊かな自然環境を守るよ
う心がけましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛

生係（１階③番窓口☎内線127）

野外焼却は
やめましょう

映画「39窃盗団」
鑑賞会を開催します

家庭裁判所
市民講座を開催します
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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28
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）

　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
水の抵抗や不自由さを体験し、水
難時の対応や救助する際の注意点
などを学びます。
○�日時／10月９日㈮、午後７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
○申込締切／10月６日㈫
○�持ち物／入水可能な服装や靴
（汚れていない物）、タオル、着
替え、水中メガネ

※ 使用してみたい物がある場合
は、下記係へご連絡ください。
○�申し込み・問い合わせ／農業者

トレーニングセンター（☎485-
2434）

○募集職種／管理栄養士（正職員）
○募集人員／１人
○�受験資格／昭和60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／管理栄養士の有資格

者、または平成28年度中に資格
取得見込者で平成28年４月１日
から勤務可能な方
○提出書類／
・履歴書（自筆、写真貼付）
・ 管理栄養士の資格書の写し
・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

　 作文テーマ『栄養指導から見た
町民の健康づくりについて』

・健康診断書（病院発行のもの）
※ 様式は町ホームページ（アドレ

スは28ページ参照）よりダウン
ロードできます
○�提出期限／10月16日㈮（郵送の

場合は当日消印有効）
○�試験日／応募者に通知します
○�提出先・問い合わせ／役場総務

課職員係（２階⑬番窓口☎内線
216）
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　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／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、標茶中央学校給食共
同調理場に勤務可能な調理員の臨
時職員１人を募集します。
○�募集要件／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（写真貼付）

および町発行の納税確認書（本
人・配偶者）を提出
○募集期限／９月16日㈬
○�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／
　９月７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

町有地売り払い情報

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。

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設

平成28年度
町職員（管理栄養士）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10月号
有料広告募集

９月21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。
■�問い合わせ／役場住民課環境
衛生係（１階③番窓口☎内線
127）

祝日の
ごみ収集・受け入れ


