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information

　ＰＣＢを使用している電気機器
（変圧器、コンデンサー、蛍光灯
安定器（家庭用を除く）など）を
保有している場合は、ＰＣＢ特別
措置法に基づき届け出が必要で
す。事業所などで使用している電
気機器や、電気室・キュービク
ル・倉庫などに保管している電気
機器に、ＰＣＢを使用しているも
のがないか点検を行い、届け出し
ていない機器がある場合は、速や
かに届け出てください。詳しくは、
下記まで問い合わせください。
※ ＰＣＢとは…ポリ塩化ビフェニ
ルという人工的に作られた油の
一種です。主に電気機器の絶縁
油などに使用されていました
が、人体に有害な物質であるこ
とが判明したため、処理期限内
に適正な処理施設で処分するよ
う法律で定められています。

◯ ホームページ／
　�北海道「ＰＣＢ含有電気機器」
（http://www.pref.hokkaido.
l g . j p / k s / j s s / t o p _ p a g e /
pcbganyukiki.htm）

○ 問い合わせ／
　�北海道環境生活部環境局循環型
社会推進課（☎011-204-5199）

ＰＣＢ使用の電気機器
などはありませんか？

　マイナンバー（社会保障・税番
号）制度の開始に伴い、住民基本
台帳カードの申請受付は12月４日
㈮、電子証明書の登録は12月22日
㈫をもって終了します。なお、現
在お持ちの住民基本台帳カードと
電子証明書は、それぞれ有効期限
まで利用できます。
　住民基本台帳カードをお持ちの
方は、マイナンバーに対応した個
人番号カードを申請する際に、住
民基本台帳カードを返納していた
だきます。
　詳しくは、町ホームページ（ア
ドレスは34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122）

　林業の仕事をしていたことはあ
りませんか？林退共制度に加入し
ていた方で、退職金をまだ受け
取っていない方を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたが、
林退共へ加入していたか分からな
い方についてもお調べします。
　また、罹災した共済契約者・被
共済者の皆さんに対し、各種手続
（共済手帳の紛失、退職金の請求
など）の必要が生じた場合は、可
能な限り速やかに対応しますの
で、最寄りの支部または本部へご
相談ください。
○ 問い合わせ／独立行政法人勤労
者退職金共済機構林業退職金共
済事業本部（☎03-6731-2887）

※�詳しくはホームページ（http://
www.rintaikyo.taisyokukin.
go.jp/）をご覧ください。

住民基本台帳カード・
電子証明書が終了します

　近年、道内では捕獲対策などの
効果により、エゾシカの個体数が
減少していますが、農林業被害は
増加しています。こうした中、エ
ゾシカによる農林業被害を自ら防
止するため「わな猟」の免許を取
得する農家が増えています。
　「くくり罠」を仕掛けることに
より、単にエゾシカを捕獲するだ
けではなく「畑に近づかなくなる」
などの効果も期待できます。
　これまでに、町内では19人の農
林業関係者が「わな猟」免許を取
得しており、所有農地におけるエ
ゾシカ対策に積極的に取り組んで
いるところです。
　「免許をどうやって取得するの
か？」「どのくらいの費用がかか
るか？」などをわかりやすく説明
する「狩猟免許出前教室」を開催
いたしますので、多くの方の参加
をお待ちしております。
※�講習を受講＝免許取得にはなり
ません。

◯ 日時／平成28年１月12日㈫、午
後１時

◯場所／役場大会議室
◯ 申し込み・問い合わせ／役場農
林課林政係（⑰番窓口☎内線
247）

狩猟免許出前教室を
開催します

林業退職金共済制度
からのお知らせ

　磯分内北公住の建て替え建設が平成26年度から始まり、３棟目（木
造平屋建１棟３戸）が完成しました。
■ 問い合わせ／役場管理課管財係（１階⑧番窓口☎485-2111内線141）

磯分内公住（I-11）が完成しました。
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　冬期間のごみ収集について、皆
さんのご理解・ご協力をお願いし
ます。
◦�ごみが雪に埋もれて、収集員が
ごみを見つけられないことがあ
ります。雪に埋もれない場所に
ごみを出していただくようお願
いします。
◦�吹雪などの悪天候によって、収
集作業が遅れる場合がありま
す。また、道路状況によっては、
収集作業自体を中止せざるを得
ないこともあります。その際
は、次週以降の回収となります
ので、ご了承ください。

○ 問い合わせ／
　�役場住民課環境衛生係（１階③
番窓口☎内線127）

◦�生まれてから91日以上の犬に
は、「犬の登録」と「狂犬病予
防注射の接種」が法律で義務付
けられています。新しく犬を飼
い始めたなどの理由で、まだ登
録が済んでいない犬がいれば、
居住地の役場で登録申請をして
ください。
◦�狂犬病予防注射は、お近くの動
物病院で、通年、接種が可能で
す。町の予防接種は、毎年５月
頃に町内を巡回して実施してい
ます。どちらも料金は同じです。
１年に１度、必ず受けさせるよ
うにしてください。
◦�犬を放し飼いにしていると、勝
手に他人の敷地に入ったり、人
を追いかけたりして、近隣住民
を怖がらせてしまう可能性があ
ります。首輪とひもをつけて、
犬を正しく飼うように心がけて
ください。

○ 問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

犬の正しい飼い方

　冬休みを利用して親子で裁判所
や裁判の仕組みについて理解を深
めてもらうため、無料で小学校
５・６年生とその保護者を対象と
した特別企画を実施します。
○ 日時／平成28年１月12日㈫、
　　　　午前９時30分〜11時50分
○場所／釧路地方裁判所
○ 内容／ＤＶＤ視聴、模擬裁判、
法廷見学、クイズ大会、裁判官
に対する質問など

○ 定員／小学校５・６年生とその
保護者を合わせて50人（先着順）

○申込方法／
◦�グループ申し込み…保護者は最
低１人同伴してください。
◦�個人申し込み…親子で申し込み
ください。

○申込期限／12月11日㈮
○ 受付時間／午前８時30分〜午後
５時（土・日曜日、祝日は除く）

○ 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（☎0154-99-1223）

冬休み特別企画
～親子で体験！裁判所～

　寒さが厳しい時期となりました。水道や水洗トイレの凍結に注意しま
しょう。万が一、凍結した場合は、下記指定店に修理を申し込んでください。
　また、地下水を利用している方は、凍結しない程度に蛇口を閉め、節水
にご協力ください。

水道の凍結に
ご注意を

冬季ごみ収集について

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

■水道の凍結（指定給水装置工事事業者）
　水洗トイレの凍結（排水設備指定工事店）
▽町内
・㈱永昌工業……………………………☎485-3650
・㈲服部組………………………………☎485-2098
・㈲三浦ポンプ機械店…………………☎485-3136
・㈱小野商店……………………………☎485-1345
▽町外
・㈱共立…………………………… ☎0154-22-0808
・後藤工務店㈲…………………… ☎0154-36-2325
・㈱ホームクリニックオオサキ… ☎0154-31-0039
・㈱竹崎工業……………………… ☎0153-77-2144
・㈲釧路設備工業………………… ☎0154-37-3178
・㈲ダイエイ水道………………… ☎0154-32-5535

■水道の凍結のみ（指定給水装置工事事業者）
▽町外
・大倉工業㈱……………………… ☎0154-24-5176
・第一水道工業㈱………………… ☎0154-23-3414
・太平洋設備㈱…………………… ☎0154-46-3474
・総合設備㈱……………………… ☎0154-25-3116
・協和建設工業㈱………………… ☎0154-75-2240
・㈲細谷設備……………………… ☎0153-78-2626
・㈱佐藤工業……………………… ☎0153-52-2406
■水洗トイレの凍結のみ（排水設備指定工事店）
▽町内
・㈲ライフクリエイトくまがい………☎485-2327
・赤羽根建設工業………………………☎487-2404
・㈱藤原組………………………………☎485-3110
・㈲カネゼン建設………………………☎486-2454
・赤坂建設㈱……………………………☎486-2109



30

　今年も町民
スケート大
会を開催しま
す。参加は無
料で、町内に
在住・在勤・
在学している
方であれば、
どなたでも参加できます。
　冬の間に練習した成果を大会で
発揮してみませんか。
○日時／平成28年２月13日㈯
◦開会式…午前９時
◦競技開始…午前９時30分
※�悪天候の場合は中止。会場内に
赤旗を掲示する予定です。

○ 場所／多目的運動広場スケート
リンク

○ 競技種目／出場者が少ない競技
種目については、中止となる場
合があります。

◦ 幼児の部男子・ 女子…50m・
100m

◦ 小 学 １ 〜 ２ 年 男 子・ 女 子 …
50m・100m・300m・500m

◦ 小 学 ３ 〜 ４ 年 男 子・ 女 子 …
100m・300m・500m・1000m※

◦ 小 学 ５ 〜 ６ 年 男 子・ 女 子 …
300m・500m・1000m・1500m※

◦ 中学１年〜高校３年男子・女子
…500m・1000m・1500m

◦  一般男子・女子…300m・500m
◦ 地域対抗2000mリレー※…小
学生の部・中学生の部・高校生
の部・一般の部

○ 出場制限／１人２種目まで申し
込みできます。
※�小学３〜４年1000m、小学５〜
６年1500m、地域対抗2000mリ
レーは出場制限に含みません。

○ 申込期限／平成28年１月27日㈬
（必着）

○ 申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-
2434）

◎クリスマストピアリーを作ろう
　松ぼっくりを球状に形作り、小
さな鉢を土台にしたスタンド状の
オブジェを作ります。
○ 日時／12月５日㈯、午後１〜３
時

○定員／10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）

◎初冬の湿原ハイク
　華やかな花の季節が終わり、釧
路湿原は本格的な冬を迎えようと
しています。全てが枯れてしまっ
たように見える湿原では、植物た
ちが長く厳しい冬に向けてさまざ
まな準備をしています。そんな植
物たちの「越冬作戦」を知ると、
来春の芽吹きが一味違って見えて
くるはずです。
○ 日時／12月６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）

◎ 世界湿地の日記念・冬のエコツ
アー2016
　世界湿地の日（２月２日）を記
念し、冬の釧路湿原（シラルトロ
エトロ）を探検します。
○ 日時／平成28年１月30日㈯、午
前８時30分〜午後３時30分

○ 定員／20人（小学校高学年以上、
小学生は保護者同伴）
※応募多数の場合は抽選
○参加費／無料
○集合・解散場所／釧路市役所
○申込期間／12月１日㈫〜15日㈫
○ 申し込み・問い合わせ／釧路国
際ウェットランドセンター（釧
路市役所環境保全課内☎0154-
31-4594）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

information

　町立病院では、
平成28年１月から
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／変則
交代のできる健
康な方（調理師免許の有無は問
いません）

○ 賃金など／日額8,630円（有資格
者8,830円）※通勤手当あり

○提出書類／
◦履歴書（自筆、写真貼付）
◦�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）

○提出期限／12月14日㈪
※郵送の場合は当日消印有効
○選考方法／面接
○ 提出先・問い合わせ／町立病院
庶務経理係（☎485-2135）

　北海道横断自動車道は、札幌
から根室までをつなぐ高速道路で
す。
　今年の３月29日に浦幌〜白糠間
が開通し、札幌圏と釧路圏がつな
がりました。今年度は白糠〜阿寒
間が開通する予定です。
　高速道路は沿線の市町村の産業
や文化交流の促進、圏域相互の発
展を図るためにも早期完成が望ま
れています。
　路線の現在の建設状況、高速道
路が果たす役割などを展示します
ので、ぜひご覧ください。
○期間／12月５日㈯〜17日㈭
○展示場所／開発センター
○ 問い合わせ／
　�北海道横断自動車道釧路地区早
期建設促進期成会（☎0154-31-
4599）

町立病院調理員を
募集します第36回町民スケート大会

高速道路パネル展を
実施します
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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34
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）

　政治家（候補者、候補者になろ
うとする方、現に公職にある方）が、
選挙区内の人にお金や物を贈るこ
とは、法律で禁止されています。
　違反すると処罰され、有権者が
寄附を求めることも禁止されてい
ます。「贈らない」「求めない」「受
け取らない」の「三ない運動」を
進め、明るい選挙を実現しましょ
う。
○寄附禁止事項／
◦�お歳暮やお年賀
◦�入学・卒業祝、病気見舞い
◦�秘書などが代理で出席する場合
の結婚祝い・葬式の香典
◦�葬式の花輪・供花、落成式・開
店祝の花輪
◦�町内会の集会や旅行などの催物
への寸志やスポーツ大会への飲
食物の差し入れ

　町民相互の「みちしるべ」であ
る町民憲章が、生活のあらゆる場
で実践普及されることを目的に作
品を募集します。
○ 受付期間／12月１日㈫〜平成28
年１月15日㈮

○作品審査／平成28年１月27日㈬
○ 作品展示／平成28年１月28日㈭
　〜２月７日㈰
○展示場所／開発センター
○対象／標茶町民
○部門／
◦�幼 児（ 毛
筆・楷書作
品、規格は
半紙）
◦�小学生（毛
筆・楷書作
品、規格は
半紙）
◦�中学生（毛筆・楷書または行書
作品、規格は半紙）
◦�高校生（毛筆・楷書または行書
作品、規格は半切1/4）
◦�一般（毛筆・楷書または行書作
品、規格は半切1/4）

○課題／
◦�幼児、小学１年生…まち
◦�小学２年生…きまり
◦�小学３年生…大地
◦�小学４年生…平和
◦�小学５年生…自然
◦�小学６年生…責任
◦�中学生…開拓
◦�高校生、一般…標茶町民憲章、
自然に親しむ、明るい未来、そ
の他関連用語

○表彰式／
◦�日時…平成28年２月７日㈰、午
前10時
◦�場所…開発センター
○ 提出先・ 問い合わせ／教育委員
会社会教育課社会教育係（☎内
線289）

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／  12月28日㈪、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

　年内にパスポートの受け取りを
希望する方は、期限までに申請し
てください。期限後に申請した方
は、平成28年１月６日㈬以降の受
け取りとなります。お早めに申請
をお願いします。
◯年内受け取り申請期限／
　12月15日㈫
※�12月29日㈫〜１月５日㈫は申請
手続きができません

○ 問い合わせ／役場住民課町民係
（１階①番窓口☎内線122）

○申込方法・申込期間／
　12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
12月25日㈮は､ 町道民税第
４期、国民健康保険税第６期、
下水道受益者負担金◦分担金
第３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

「標茶町民憲章」
推進書道展の作品募集

パスポートの
年内受け取り

広報しべちゃ１月号
有料広告募集

政治家の寄付は
禁止されています


