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　平成27年４月１日から、加工食
品への栄養成分表示が義務化さ
れ、一般用の加工食品には必ず、
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化
物・食塩相当量の５項目を表示す
ることとなりました。
　経過措置の終了が令和２年３月
31日までとなっていますので、計
画的に準備をし、経過措置の終了
までに速やかな表示の切り替えに
努めてください。（旧基準で栄養
成分表示をしている場合、新基準
に対応した表示の切り替えが必要
です）
　なお、表示可能面積が小さい物
（おおむね30㎠以下）、酒類、栄養
の供給源としての寄与の程度が小
さい物や、小規模事業者が販売す
る物などについては省略が認めら
れています。（スーパーなどの小
規模でない事業者を介して販売す
る場合は表示が必要です）
　詳しくは、北海道庁ホームペー
ジ「栄養や健康等の表示について」
をご覧ください。
○�問い合わせ／北海道釧路保健所
企画総務課（☎0154-65-5819）
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食品関連事業者の
皆さんへ

　遺骨をお墓に納める場合や、ほ
かの墓地などへ移す場合は、次の
とおり手続きが必要です。
遺骨をお墓や納骨堂へ納める場合
　事前に届け出が必要です。
○必要なもの
・�埋葬等届（墓地や納骨堂の管理
者に請求してください）

・火葬許可書または改葬許可書
・墓地所有者の印かん
・�墓園等使用許可証（墓地や納骨
堂の管理者が発行するもの）

○届出先・問い合わせ
・�寺院などが管理する墓地や納骨
堂の場合…それぞれの管理者

・�標茶霊園・町内各地域墓地の場
合…役場住民課環境衛生係（１
階③番窓口☎内線127）

遺骨をほかの墓地や納骨堂へ移す
場合
　事前に遺骨が納められている墓
地や納骨堂のある市町村から「改
葬許可」を受ける必要があります。
手続きに時間がかかる場合もあり
ますので、予定のある方は早めに
準備をお願いします。
○必要なもの
・�改葬許可書（町に請求してくだ
さい）

・�埋蔵・収蔵証明書（墓地や納骨
堂の管理者が発行するもの）

・申請者の印かん
○申請先・問い合わせ
　�役場住民課環境衛生係（１階③
番窓口☎内線127）

墓地に関する
手続きについて

　標津線代替輸送連絡調整協議
会では、構成自治体のイベント開
催に合わせてバスの無料乗車券を
配布しています。標茶から阿寒バス
「標津標茶線」に乗ってほかの町
のイベントに参加してみませんか。
※�イベント開催日の３日前までに下
記係へ申し込みください。
※小学生以下は保護者同伴。
★標津町民祭り水・キラリ
・日程／８月３日㈯・４日㈰
・場所／標津サーモンパーク広場
★なかしべつ夏祭り
・日程／８月10日㈯・11日㈰
・�場所／中標津町総合文化会館し
るべっと広場
★標津あきあじまつり
・日程／９月29日㈰
・場所／標津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⑰番
窓口☎内線223）

イベントにはバスで

　ヒグマの目撃情報が多数寄せられています。野山に入る際は、事前にヒグマの出没情
報を確認し、ラジオや熊鈴など音の出る物を携帯して人間が近くにいることを知らせ、
遭遇しない工夫をしましょう。道路上や民家付近など、人や家畜に害を及ぼす可能性の
ある場所にヒグマが出没した場合は、町・猟友会が付近の巡視・駆除活動を行います。
ヒグマを目撃した時は、場所・時間などの詳しい情報を下記係へ連絡してください。ま
た、火の取り扱いには十分注意し、林野火災の予防にもご協力をお願いします。
■問い合わせ／役場農林課林政係（⑱番窓口☎内線246）

ヒグマにご注意ください
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　調理職（臨時職員）１人と介護
職（臨時職員）を若干名募集して
います。詳細は町またはハローワー
ク釧路のホームページをご覧にな
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）

　保育士（臨時職員）を若干名募
集しています。詳細は、町ホーム
ページをご覧になるか下記係へ問
い合わせください。
○�問い合わせ／役場保健福祉課児
童福祉係（１階⑤番窓口☎内線
134）

　作業員（臨時職員）を若干名募
集しています。
○�募集要件／65歳未満で普通自動
車運転免許証を有する健康な方
○�業務内容／哺育牛および育成牛
の飼養管理など
※�提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか下記へ
問い合わせください。

○�問い合わせ／育成牧場（☎486-
2747）　　

○�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）

○�申込期限／
・９月号…８月５日㈪
・10月号…９月５日㈭
○�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）

information

　下水道整備は住民の皆さんが下
水道に接続することで、その効果
が発揮されます。下水道に接続す
ると
①排水が側溝などに流れず嫌な臭
いが無くなり、ハエや蚊の発生を
防ぎ清潔な環境になります。
②トイレの水洗化によりお手入れ
が楽になり、悪臭や汲み取りもな
くなります。
③汚水は処理場できれいな水にし
てから放流するので、川や湿原を
汚さず自然環境の保護につながり
ます。
　豊かな自然環境を将来に残し伝
え、現在の快適な生活を継続させ
るため、下水道整備区域内にお住
まいで、まだ下水道に接続してい
ない方は、早期に接続してくださ
い。
　下水道接続に係る相談などは、
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）

　有害鳥獣駆除員（臨時職員）を
１人募集しています。
○�募集要件／町内在住の65歳未
満、普通自動車運転免許・銃の
所持免許・狩猟免許・わな狩猟
免状を有する健康な方で、散弾
銃・ライフル銃を所有し、実猟
経験が10年以上ある方

○�業務内容／有害鳥獣の捕獲、駆
除など

○応募締切／８月20日㈫
※�提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか下記係
へ問い合わせください。

○�問い合わせ／役場農林課林政係
（⑱番窓口☎内線246）

　本町では、排水設備指定工事店
の資格要件に排水設備責任技術者
制度を導入しており、次の日程で
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16日㈬…釧路・北見・函館
◦10月17日㈭…帯広・苫小牧・旭川
◦10月21日㈪…札幌
※�今年度より岩見沢会場、室蘭会
場での実施はありません。

○時間／午後１時30分〜３時30分
○受験料／7,000円
○受付期間／８月19日㈪〜28日㈬
○�その他／試験前講習会はありま
せん。試験用問題集・テキスト
は、東京官書普及株式会社（☎
03-3292-3701）で販売しています。
○�申し込み・問い合わせ／役場水
道課管理係（２階⑮番窓口☎内
線262）

　運転手（パートタイム職員）１
人と介護職（臨時職員）を２人募
集しています。
○�募集要件／
・�運転手…65歳未満で普通自動車
運転免許証を有する健康な方

・�介護職…65歳未満で交代勤務の
できる健康な方

○�業務内容／
・�運転手…利用者の送迎、乗車の
介助、見守りなど

・�介護職…利用者の介助（食事・
行事・入浴・掃除）、見守りなど

※�提出書類などの詳細は、町また
はハローワーク釧路のホーム
ページをご覧になるか、下記へ
問い合わせください。

○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

有害鳥獣駆除員を
募集しています

下水道への接続を
お願いします

排水設備工事責任
技術者試験のお知らせ

デイサービスセンター
臨時職員を募集しています

育成牧場作業員を
募集しています

保育士を
募集しています

広報しべちゃ
有料広告募集
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　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

○�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）

　今年も町外の部を
設けて開催します。
学校や部活動、職場
の仲間を誘って、ぜ
ひご参加ください。
○日時／９月15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
※�町内・町外いずれも「男子の部」
「女子の部」に分かれています。
○�コース／［スタート］標茶駅前
→［折り返し］磯分内神社前→
［ゴール］農業者トレーニング
センター前（全長約21.2㎞・７
区間）
※�今年から第３・４中継所は「磯
分内酪農センター駐車場」にな
りました。これに伴い、３区・
４区・５区それぞれの区間距離
が変更になっています。

○�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から
もダウンロードできます。
○申込締切／８月22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）
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◎盛夏の花を見に行こう
　盛夏の釧路湿原の花々をじっく
りと観察します。熱中症対策を忘
れずに。
○�日時／８月４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）

◎釧路湿原　自然と歴史を訪ねて
　シラルトロ湖畔と蝶の森周辺を
散策しながら、釧路湿原の自然や
遺跡を観察します。
○�日時／８月10日㈯、午前10時〜
正午

○定員／10人
○参加費／無料
○�集合場所／シラルトロ自然情報
館駐車場

○�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）

◎ザリガニウォッチング〜ウチダ
ザリガニ編〜
　特定外来生物のウチダザリガニ
を捕獲し、外来生物の脅威につい
て学びます。
○�日時／８月11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）

　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／８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

　防衛省では、令和２年４月採用
の自衛隊生徒を募集します。
○�募集種目／防衛医科大学医学
科、看護学科、防衛大学（一般）
○�受付期間／９月５日㈭〜30日㈪
○�応募資格／高校卒（見込みを含
む）〜21歳未満の方

○試験日／
・�防衛医科大学…10月26日㈯・27
日㈰
・看護学科…10月19日㈯
・�防衛大学（一般）…11月９日㈯・
10日㈰

○�試験会場／帯広地方協力本部釧
路出張所または陸上自衛隊釧路
駐屯地（変更の場合あり）

○�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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

第47回標茶町
駅伝競走大会

町有地売り払い情報

自衛隊各種学生を
募集します。

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
８月26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。


