information
町有バス運行管理委託
業務希望者の募集

平成28年度初心者
ミニテニス教室

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29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24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30年
３月31日
○必要乗務員／路線バスの専任乗
務員６人（大型２種免許必要）、
行事バスの専任乗務員１人（大
型免許必要）、専任乗務員が運
行できないときの代替要員
※町有バスは無償で貸し付けます。
○問い合わせ／役場管理課車両管
理係（１階⑧番窓口☎内線143）

ラケットの持ち方からサーブの
打ち方など、全４回の教室を通じ
てミニテニスの楽しさを学びます。
○日時／
◦１回目 ２月14日㈫、午後７時30分
～８時30分
◦２回目 ２月18日㈯、午前10～11時
◦３回目 ２月21日㈫、午後７時30分
～８時30分
◦４回目 ２月25日㈯、午前10～11時
※出席できない日があれば、申し
込み時にお知らせください。
○場所／農業者トレーニングセンター
○参加対象／町内に在住または勤
務・ 通学する中学生以上の方、
町内のサークルに所属希望の方
○持 ち物／運動できる服装と靴、
タオル、飲料水など
※ラケット・ボールは主催者で用
意します。
○参加費／無料
○定員／10人
○申込期限／２月９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）

やすらぎ園臨時職員を
募集しています
特別養護老人ホームやすらぎ園
では、介護職・ 調理職のいずれか
の職種で勤務可能な臨時職員を随
時、募集しています。
募集人数、要件、待遇、提出書
類などの詳細は、町ホームページ
（アドレスは24ページ参照）をご
覧になるか、下記へ問い合わせく
ださい。
○問い合わせ／特別養護老人ホー
ムやすらぎ園（☎485-3501）

第６回標茶町
ミニテニス大会
○日時／２月26日㈰、午前９時30
分（午前９時20分集合）
○場所／農業者トレーニングセンター
○参加対象／町内に在住または勤
務・ 通学する中学生以上の方、
町内のサークルに所属する方
○競技方法／日本ミニテニス協会
規則によるペア変動型ダブルス戦
○参加費／無料
○申込期限／２月15日㈬
※参加申込書は下記申込先と各公
民館に設置。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。
○申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-2434）

屋根からの
落雪事故防止などのお願い
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
いると思いますが、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さび
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
い所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、
通行する時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に取り
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／役場総務課交通防災
係(２階⑬番窓口☎485-2111内線
213)
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特トク 情 報

特トク 情 報 標茶町役場☎485-2111

標茶町役場☎485-2111

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設
本町では毎月、夜間納付相談窓
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、昼間はお仕事などで納
付相談が困難という方は、ご利用
ください。
なお、コンビニエンスストアで
も町税などの納付ができますの
で、夜間や休日に納付するときな
どに利用してください。
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28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

平成29年度
臨時職員雇用登録受付
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30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（下記
係に設置または町ホームページ
（アドレスは24ページ参照）か
らダウンロード）
◦履歴書（上半身写真貼付）
◦納 税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）
○申込期限／２月17日㈮
○申し込み ・ 問い合わせ／役場総務
課職員係（２階⑬番窓口☎内線217）

納期限のお知らせ

２ 月27日 ㈪ は､ 国 民 健 康 保
険税８期の納付期限です。
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町有地売り払い情報
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24
ページ参照）
○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）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ
◎スノーシューで湿原ハイク
雪の積もった湿原と周辺の森を
スノーシューで楽しみます。
○日 時／２月12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／
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
限定コースをスノーシューで散策
しながら冬の自然を体感します。
○日 時／２月18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）

広報しべちゃ
有料広告募集
○申込方法／
下記係へ申し込みください。
（原稿は原則電子データ）
○申込期間／
・３月号…２月６日㈪まで
・４月号…３月６日㈪まで
○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）

アイヌ民族の遺骨の
返還に関するお知らせ
北海道大学および札幌医科大学
では、各大学が保管しているアイ
ヌ民族のご遺骨などのうち、身元
が判明したご遺骨をお返しする手
続きを開始しました。
身元に関し、お心当たりのご遺
族の方は、各大学の担当窓口まで
問い合わせください。
また、一体のご遺骨について、
複数のご遺族から返還の申し出が
ある場合も考えられるため、一番
初めに申し出された方の手続きが
行われた後も、一年間はほかの方
からの返還の申し出をお受けしま
す。（現在公開しているご遺骨な
どには、すでに返還の申し出がさ
れているものもあります）
手続きや身元が判明したご遺骨
などの情報は、各大学のホーム
ページで確認するか、下記まで問
い合わせください。
○問い合わせ／
◦北 海道大学アイヌ遺骨返還室
（☎0120-622-277）
（http://www.
hokudai.ac.jp/news/2016/09/
post-411.html）
◦札幌医科大学事務局総務課（☎
0120-361-115）（http://web.
sapmed.ac.jp/jp/smu-ainu.html）

標茶町文化講演会
実行委員を募集します
標茶町文化講演会実行委員会で
は、平成29年度の文化講演会開催
に向け、町民主体での運営を目指
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28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）

