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◎スポーツ振興助成金
　本町では、スポーツ振興に寄与
する団体や個人を支援していま
す。助成を希望する場合は、事業
実施の10日前ま
でに申請書など
を提出してくだ
さい。詳しくは下
記まで問い合わ
せください。
○対象／
①�大会の開催⋯町内の団体や個
人が町内大会以外の事業を主
催し、本町のスポーツ普及振
興のため、特に意義のあると
教育委員会が認めた事業
②�大会参加⋯町内の団体や個人
が予選突破または選考により、
次の団体が主催する競技会に
参加する場合で、本町のスポ
ーツ振興に寄与すると認めら
れる場合。

・日本体育協会、北海道体育協会
・�全日本各種競技連盟、北海道各
種競技連盟

・�全国中学校体育連盟、北海道中
学校体育連盟

・�全国高等学校体育連盟、北海道
高等学校体育連盟

・�その他教育委員会が適当と認め
た団体

◯助成率／
・�助成対象経費の1/2以内
・�選考や特定地域で開催される
大会への参加については、一
律助成
※�特定地域⋯根室市および羅臼
町を除いた釧路・根室管内

◯�その他／１団体(個人)あたり３
大会まで申請できます。

◯�申請・問い合わせ／農業者トレ
ーニングセンター（☎︎485-2434）

◎文化振興助成金
　本町では町内で活動する文化団
体などの活動を支援しています。
○対象／
①�講師や演者を招いて講演会など
を開催する時。
②�町内で発表会などを開催する時
または出版物を刊行する時。
③�全道規模以上の発表会などを町
内で開催する時。または予選な
どを経て全道規模以上の発表会
などに参加・出場する時。
④�指導者の育成を図るため、研修
会や講習会を町内で開催する
時。または町外で開催される研
修会、講習会に参加する時。
※営利目的は対象外。
◯対象経費／　　
①発表会などの開催経費
②�発表会などへ参加する際の参加
費や交通費、宿泊費

③�出版物刊行にかかる印刷製本費
④�指導者育成のための研修会、講
習会などの講師派遣費用
◯�助成率／対象経費の1/2以内
※�助成は１団体１年度１事業に限る
◯募集期間／随時
◎行事利用車両補助金
　社会教育認定団体が、スポー
ツ・文化などの行事を行う際、利
用する車両借上げ費用の一部を補
助します。
◯対象経費／
①�道路運送法に定める自家用自動
車有償貸渡事業として国土交通
大臣の許可を受けた運送事業者
が所有する車両の賃借料金
②�少年団など就学児童生徒を構成
員とする認定団体が行う行事。
または社会奉仕活動として行う
行事の、燃料費および運転者に
要する経費
◯募集期間／随時
◯�申し込み先・問い合わせ／教育
委員会社会教育係（☎︎内線288）

文化活動を
支援します

スポーツ活動を
支援します

　標茶町文化講演会実行委員会で
は、平成30年度文化講演会の企
画・運営に携わっていただける実
行委員を随時募集しています。興
味のある方は下記へ申し込みくだ
さい。
○�申し込み・問い合わせ／標茶町
文化講演会実行委員会事務局　
岸田（☎︎485-2300）

　春の山菜採りのシーズンを迎え
ました。
　毎年、山菜採りによる事故が発
生していますが、その原因の多く
は、採ることに夢中になり、方向
を見失うケースです。
　いったん事故が起きますと、地
元の人たちにも多大な迷惑をかけ
ることになります。
　遭難などの事故を未然に防ぐた
め、無理な行動を控え、一人ひと
りが十分に気をつけて、山菜採り
を楽しみましょう。
　安全のために、次のことに十分
注意しましょう。
・�行き先、帰宅予定時間などを、
必ず家族や知人に知らせておき
ましょう。
・�単独で入山することはできるだ
け避けましょう。
・�事前に目的地の天候を確認しま
しょう。天候の急変にも対応で
きるよう雨具、防寒具などの準
備も忘れずに。
・�道に迷ったときは、むやみに歩
き回ることは危険です。体力の
消耗を抑えるなど、落ち着いて
慎重な行動をとりましょう。ま
た、通信手段（携帯電話、無線
機など）、笛、ラジオ、非常食
などを携行するよう心がけまし
ょう。

文化講演会
実行委員の募集

山菜採りの
事故防止について
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　国民年金基金は、自営業の方や
フリーランスの方など国民年金の
第１号被保険者で保険料を納めて
いる60歳未満の方が加入して、税
の優遇を受けながら掛金納付、老
後に国民年金の上乗せ年金として
受けられる公的な年金です。
◯加入条件／
・20歳〜60歳未満の方
・�国民年金保険料を納めている方
（農業者年金加入者除く）
※�60歳以上65歳未満の方や海外に
居住されている方で国民年金に
任意加入されている方も加入で
きます。

◯こんなメリットがあります�／
①�掛金の全額が課税所得から控除
され、所得税・住民税ともに軽
減されます。老後に受け取る年
金は「公的年金等控除」の対象
となります。

②�加入時の掛金や受け取る年金額
は変わりませんので、自分に合
わせた年金設計ができます。

③�保証付に加入した方が保証期間
内に亡くなられた場合、遺族の
方に一時金が支給されます。

○�問い合わせ／北海道国民年金基
金（☎︎0120-65-4192）　

　釧路湿原の河川環境保全の取り
組みの一環として、釧路湿原の良
好な河川環境づくりに貢献してい
ただける方を募集しています。
○募集定員／先着150人
○申込期限／５月11日㈮
○受付時間／午前９時〜午後５時
○�申し込み・問い合わせ／釧路開
発建設部治水課（☎︎0120-8946-
42）（やっぱりくしろしつげん）

　標茶高校の学校農場で野菜作り
を体験してみませんか。農場を利
用するには友の会への加入が必要
です。
○�加入条件／除草管理や栽培管理に
責任を持って行っていただける方

○�区画／１区画10ｍ×10ｍ（予定）
○�活動予定／
・農場開放開始⋯５月20日㈰
・農場開放終了⋯10月21日㈰
◯�申込方法／氏名、住所、電話番
号、希望区画数、説明会参加可
能日（５月18日㈮午後７時また
は19日㈯午後１時）を明記し、
ＦＡＸ（☎︎485-2067）または標
茶高校事務室へ直接申し込みく
ださい。
※�今年度は電話での申込受付は行
いません。
※�学校休業日（土・日曜日、祝日
および５月１日）以外の日に申
し込みください。
○�申込締切／５月14日㈪
○�問い合わせ／標茶高等学校　嶋
さん、髙橋さん（☎︎485-2049）

　飼い犬には、居住地の市町村役
場へ登録することと、毎年１回狂
犬病予防注射を受けさせることが
法律で義務付けられています。狂
犬病は、イヌだけでなくヒトを含
む全ての哺乳類に感染する病気
で、現在のところ有効な治療法が
存在しないため、死亡率が非常に
高い感染症です。
　本町では、５月と６月に各地域
を巡回して予防注射を実施します
ので、犬を飼われている方は忘れ
ずに受けさせましょう。日程は折
り込みチラシをご覧ください。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎︎内線127）

○�日時／８月22日㈬、午後１時30
分〜４時
○試験地／釧路市
○�試験科目・試験方法／食文化概
論、公衆衛生学、栄養学、食品
学、食品衛生学および調理理論
の筆記試験
○�受験資格／中学校を卒業し、寄
宿舎、学校、病院などの施設ま
たは飲食店、魚介類販売、そう
ざい製造業の営業において５月
25日までに２年以上調理の業務
に従事した方
○受付期間／５月14日㈪〜25日㈮
○�提出書類／受験願書、受験者整
理カード（写真は出願前３カ月
以内に脱帽して、正面上半身を
撮影したもの）、入力通知書
○手数料／6,900円
○�受験願書などの配布・提出先／
釧路保健所または標茶支所
○�問い合わせ／釧路保健所（☎︎
0154-65-5819）

　６月１日は、人権擁護委員の日
です。
　法務局には人権相談所が常時開
設されていますが、次の日程で特
設人権相談所も開設されますの
で、ぜひご利用ください。離婚相
談などの家庭内の問題やいじめ、
隣近所のもめごとなど、お気軽に
ご相談ください。相談は無料で、
秘密は厳守します。
○日時／６月４日㈪、午後１〜３時
○場所／社会福祉センター
○�本町の人権擁護委員／髙澤俊一
さん、石窪しのぶさん、後藤登
喜和さん
○�問い合わせ／役場企画財政課地
域振興係（２階⑰番窓口☎︎内線
224）

ご存知ですか？
国民年金基金

平成30年度
調理師試験

学校開放農場友の会
会員募集

全国一斉
特設人権相談所開設

狂犬病
予防注射について

釧路湿原
川レンジャー募集
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デイサービスセンター
運転手を募集しています

　安全で安定した水道水を供給す
るため、町内全域に埋設されてい
る簡易水道（旧農業用水道）の調
査を実施します。
　管路の露出箇所や施設（標識、
弁類、ふたなど）の状況を把握す
るため、許可を得た後に私有地へ
の立ち入りや車両の乗り入れなど
を行いますので、ご理解とご協力
をお願いします。（草地、放牧地
内は徒歩で調査を行います）調査
期間中は施設動作確認を行う際
に、水圧が一時的に弱くなることも
想定されますのでご了承ください。
○�調査期間／５月上旬〜12月上旬
○�問い合わせ／役場水道課水道
事業係（２階⑮番窓口☎︎内線
267）

　宅地内の下水道私設ますのふた
が壊れると、排水管に土砂が流
れ、家庭の水洗トイレや台所など
の排水管が詰まる恐れがあります
ので、定期的に点検をお願いしま
す。「下水が流れなくなった」「排
水設備が壊れた」など下水道設備
が故障・破損した場合は、排水設
備工事指定店に修理を依頼してく
ださい。
○�問い合わせ／役場水道課下水道
事業係（２階⑮番窓口☎︎内線264)

　本町では平成30年度水質検査計
画を作成し、役場１階ロビーや図
書館、各公民館、町ホームページ
（アドレスは24ページ参照）で公
表しています。
　この計画は、水道水を対象に、
過去の検査結果や水源の状況など
から検討し、１年間に実施する水
質検査の項目や頻度、採水場所な
どを決めています。
　なお、今年度の水質検査の結果
は、検査実施後に町ホームページ
で公表します。
◯�問い合わせ／役場水道課水道事
業係（２階⑮番窓口☎︎内線267）

　自然環境を守り、生活環境を改
善するために本町が進めている下
水道整備は、住民の皆さんが下水
道に接続して利用することでその
効果が発揮されます。
　現在の快適な生活を継続させ、
豊かな自然環境を将来に残し伝え
るため、下水道整備区域内にお住
まいで、下水道に接続していない
方は、早期に接続してください。
接続に関する相談などは、下記係
まで問い合わせください。
○�問い合わせ／役場水道課下水道
事業係（２階⑮番窓口☎︎内線
264）

　運転手のパートの臨時職員を２
人募集しています。
○�募集要件／65歳以下で大型自動
車か普通自動車運転免許証を有
する健康な方
○�業務内容／利用者の送迎、乗車
の介助など
○�勤務時間／１日５時間以内
　（月〜土曜日、交代制）
○�雇用期間／採用の日から６カ月
以内（更新予定あり）
○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎︎485-1859）

　正・准看護師（正職員）１人と
介護職の臨時職員を募集していま
す。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）またはハロー
ワーク釧路をご覧になるか、下記
へ問い合わせください。�
○�提出先・問い合わせ／特別養護老
人ホームやすらぎ園（☎︎485-3501）

○�日時／５月27日㈰、開場⋯午後
１時、開演⋯午後１時30分
○場所／開発センター
○入場料／300円（小学生以下無料）
○後援／標茶町教育委員会
○�問い合わせ／事務局　穴澤さん
（☎︎090-9527-6782）

水質検査計画を
作成しました

簡易水道管路調査の
お知らせ

豊かな自然に囲まれた
快適な暮らしのために

下水道私設ます
点検のお願い

第36回川上シンフォニア
ウィンドアンサンブル定期演奏会

やすらぎ園職員を
募集しています

 

「ゴーダチーズ」
「モッツァレラチーズ」
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◎春の湿原野鳥観察会
　フィールドを散策しながら湿原
の野鳥を観察します。
○�日時／５月４日㈮、午前10時〜
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○�開催場所／シラルトロ湖・蝶の
森周辺
○集合場所／憩の家かや沼駐車場
○�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）
◎春の花を見に行こう
　釧路湿原では花が咲き始めまし
た。よく見ないと見過ごしてしま
う早春の花々を観察します。
○�日時／５月６日㈰、午前10時〜
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○�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）
◎早朝バードウォッチング
　釧路湿原は繁殖期を迎えた野鳥
のさえずりで大にぎわい。何種類
の鳥を見つけられるでしょうか？
○�日時／５月20日㈰、午前８〜10時
○定員／15人
○参加費／無料
○�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）

○�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／
・６月号⋯５月７日㈪まで
・７月号⋯６月５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⑰番
窓口☎︎内線224）

　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）

　弁護士に直接、日ごろの悩みを
相談しませんか。
○日時／５月21日㈪、午後１〜４時
○場所／役場図書室会議室
○�相談内容／借金、離婚、相続・
遺言、不動産、消費者問題、そ
の他法律問題一般
○相談料／無料（予約制）
○�予約・ 問い合わせ／役場総務
課庶務係（２階⑬番窓口☎︎内線
211）

　農地中間管理事業の平成30年
度第１回目の募集を行います。農
用地などの借り受けを希望する方
は、印かんを持参して、下記係で
手続きしてください。なお、応募
の有効期限は５年間です。
○�募集区域／標茶地区（標茶町内
の農用地など）
○�募集期間／５月１〜30日
※�農地中間管理事業の詳細は、北
海道農業公社のホームページ
（http://www.adhokkaido.or.jp/
to_chukan.html）を確認してく
ださい。
○�申し込み・問い合わせ／役場農
林課農業企画係（⑱番窓口☎︎内
線242）

　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／５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

　血液が不足しています。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。
○献血実施日／５月22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
※�400ml献血は、体重50kg以上の
男性17歳以上、女性18歳以上か
らできます。
※�65歳以上の献血については、60
〜64歳の間に献血経験がある方
に限ります。

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

献血にご協力ください

町有地売り払い情報

全道一斉
すずらん無料法律相談

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

納期限のお知らせ
５月25日㈮は、固定資産税
第１期、軽自動車税の納付期
限です。

農用地などの
借り受けを希望する方へ

広報しべちゃ
有料広告募集


