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　次の場合や上下水道の使用状況
に変更があるときは届け出が必要
です。印かんを持参して、下記係
までお越しください。
◦�水道の使用を始めるとき（転入
など）
◦�水道の使用を止めるとき（転出
など）
◦�町内での居宅（居室）の住み替
えをするとき
◦�使用者の名義が変わるとき
◦�水道の使用用途が変わるとき
◦�地下水を使用して下水道をご利
用の方で、住んでいる人数に変
更があるとき
○�問い合わせ／役場水道課管理係
（２階⑭番窓口☎内線262）

◯受付期間／
⑴�インターネット申し込み…４月
１日㈬〜13日㈪（専用アドレス
…http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）
⑵�郵送（４月２日㈭までの通信日
付印有効）または持参…４月１
日㈬〜２日㈭
◯受験資格／
⑴�昭和60年４月２日〜平成６年4
月１日生まれの方
⑵�平成６年４月２日以降生まれの
方で次に揚げるもの
①�大学を卒業した方および平成28
年３月までに大学を卒業する見
込みの方
②�人事院が①に揚げる方と同等の
資格があると認められる方
◯第１次試験／６月７㈰
◯�問い合わせ／北海道労働局
（〒060-8566札幌市北８条西２
丁目１－１札幌第一合同庁舎９
階☎011-709-2311）、釧路労働基
準監督署（☎0154-42-9711）

赤十字水上安全法救助員養成講習Ⅰ
○日時／
①�４月11日㈯、午後２時30分〜５時
②４月12日㈰、午前10時〜午後５時
②４月18日㈯、午後１〜５時
②４月19日㈰、午前10時〜午後５時
○�受講資格／満15歳以上の赤十字
救急法基礎講習修了者の資格
（認定証発行日から３年以内）
を有し、一定の泳力を有する方
で、全日受講可能な方
○�受講内容／水の事故防止、泳ぎ
の基本と自己保全、事故者の救
助および応急手当
○定員／10人
○�教材費／700円（別途プール利
用料が３日分かかります）
○�資格付与／全日程を修了した方
に受講証を授与します。受講証
を授与された方に検定を行い、
成績優秀な方に「赤十字水上安
全法救助員認定証」を後日交付
します。
赤十字救急法基礎講習
○�日時／①４月11日㈯、午前９時
〜午後１時
○受講資格／満15歳以上の方
○�講習内容／心肺蘇生法、AED
の使い方など
○定員／20人
○教材費／1,500円
○�資格付与／全過程を修了した方
に受講証を授与します。検定を
行い、成績優秀な方に「赤十字
救急法基礎講習修了者認定証」
を交付します。
各講習共通
○場所／①釧路赤十字病院　
　　　　②釧路町温水プール
◯�受付締切／３月31日㈫（定員に
なり次第締切）
◯�申し込み・ 問い合せ／日本赤
十字社北海道支部釧路市地区
（釧路市役所地域福祉課内）（☎
0154-23-5151内線1423）

　平成27年度における標茶町育英
資金の申し込みを受け付けます。
　この育英資金は標茶町民で勉学
の意欲に燃えながら経済的な理由
によって進学、または在学困難な
方に対して無利子で貸し付けする
ものです。
○受付期間／３月２日㈪〜27日㈮
○�資格／大学院・大学、専門学校、
高等学校に在学中または進学し
ようとする方で学費の拠出が困
難な方（所得制限あり）。ただ
し、再発性の疾病がなく身体強
健、学業優秀（学習成績の評定
平均値が概ね3.0）であること
※�継続して貸し付けを希望する方
も毎年申請が必要です。
○�貸付金限度額（月額）／
・�医学・歯学課程の大学院および
大学の学生…５万円以内
・�前記以外の大学院および大学の
学生…２万５千円以内
・�専門学校の学生…２万円以内
・�高校生…１万２千円以内
○�貸付期間／当該学校の在学中
（貸付決定から１年間）
○�償還方法／貸付期間終了から10
年以内に償還
○�問い合わせ／教育委員会管理課
総務係（☎内線283）

　北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者の入校生（訓
練期間１年または２年間）の追加
募集を４月10日㈮まで行っていま
す。詳しくは当校または最寄りの
公共職業安定所まで問い合わせく
ださい。
○�問い合わせ／北海道障害者職業
能力開発校（☎0125-52-2774）

育英資金の貸し付け 日本赤十字社から
各講習のお知らせ上下水道の各種手続き

information

平成27年度入校生
追加募集

労働基準監督官
採用試験
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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（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⑦番窓口☎内線141）

　光通信（Bフレッツ）や高速ブ
ロードバンド（ADSL）を利用し
たインターネットに接続できない
地域のため、無線LANを整備し
ています。
　ADSL並みの速度でインター
ネットが楽しめ、自宅でWi-Fi環
境を整えればスマートフォンや携
帯ゲーム機での動画視聴・ダウン
ロードなども快適に行うことがで
きます。
　なお、無線LANアンテナ設置
のため、建柱工事など高額な工事
費が発生するときは助成制度を用
意しています。詳しくは町ホーム
ページ（アドレスは28ページ参照）
をご覧ください。
○�無線LANの申し込み／ NPO標
茶インターネットプロジェクト
（SIP）（☎485-4500）
○�ブロードバンドの問い合わせ／
役場総務課電算管理係（２階⑫
番窓口☎内線218）

　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／３月30日㈪、31日㈫
　　　　午後８時まで
○場所／役場１階⑨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26年度肺炎球菌ワクチン接
種対象者の方は、３月31日㈫に終
了となります。対象期間を過ぎる
と接種できませんので、今まで肺
炎球菌ワクチンを受けたことがな
く、接種を希望する方は、お早め
に申し込みください。
○�対象者／平成26年４月２日〜
平成27年４月１日の間に65・70・
75・80・85・90・95歳のお誕生日
　を迎える方と100歳以上の方
○�接種医療機関／町立病院内科外
来
※予約制です。
○�自己負担／3,000円
※�生活保護および非課税世帯は無
料です。
○�申し込み・問い合わせ／ふれあ
い交流センター健康推進係（☎
485-1000）

　平成26年度も残り１カ月となり
ましたが、国民年金保険料の納め
忘れはありませんか？今一度、納
付案内書を確かめ、納め忘れのあ
る方は早急に納めてください。
　納め忘れがあると、老齢基礎年
金の受給額が減額となります。ま
た、受給資格期間が足りずに老齢
基礎年金が受給できない場合もあ
ります。さらに、障がいになった
ときの障害基礎年金や亡くなった
ときの遺族基礎年金が支給されな
い場合もありますので、忘れずに
納めてください。
　もしも、納付案内書を紛失され
た場合は、下記まで問い合わせく
ださい。
　なお、失業や経済的理由により
保険料納付が困難な場合は、免除
制度がありますので、未納のまま
にせず相談ください。
　また、厚生年金や共済組合の資
格を喪失し、国民年金第１号被保
険者に該当となる方は手続きが必
要となりますので、印かん、年金
手帳（通知書）、資格喪失証明書
を持参のうえ、役場下記係までお
越しください。
○問い合わせ／
・�納付書の再発行…釧路年金事務
所（☎0154-22-5810）
・�手続き…役場住民課年金保険係
（１階④番窓口☎内線128）

○申込方法・申込期間／
　４月６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⑮番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設 町有地売り払い情報 国民年金保険料の

納め忘れはありませんか

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
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標茶町役場☎485-2111

特　情報

高齢者肺炎球菌
ワクチンのお知らせ

無線LANでインター
ネットを利用しませんか

広報しべちゃ５月号
有料広告募集

納期限のお知らせ
３月25日㈬は、国民健康保険
税第９期、下水道受益者負担
金・分担金第４期の納付期限
です。
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　遺骨の埋蔵・収蔵を行う場合や
ほかの墓所などへ改葬を行う場合
は、次のとおり手続きが必要です。

　お墓や納骨堂へ
　遺骨を納める場合

　埋蔵・収蔵する前に届け出が必
要です。
○必要なもの／
・�埋葬等届
※�墓地や納骨堂の管理者（町や寺
院など）に請求してください。
・�火葬許可書または改葬許可書
・�印かん
・�墓園等使用許可証
※�墓地や納骨堂の管理者（町や寺
院など）が発行するもの。
○届出先・問い合わせ／
・�寺院等が管理する墓地・納骨堂
の場合…それぞれの管理者
・�標茶霊園・町内地域墓地の場合
…役場住民課環境衛生係（１階
⑤番窓口☎内線126）

　遺骨を他の墓地や
　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」を受けなければなりませ
ん。手続きに時間がかかる場合が
ありますので、予定のある方はお
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（町や寺
院など）が発行するもの
・�印かん
○�届出先・問い合わせ／役場住民
課環境衛生係（１階⑤番窓口☎
内線126）

　３月は、引っ越しなどに伴いご
みの量が増える傾向にあります。
　大量のごみや粗大ごみを出され
る方は、次のことにご協力くださ
い。
＜指定のごみ袋に入るごみ＞
・�できる限り通常の収集日にお出
しください。
・�一度に大量のごみが出る場合
は、下記係に相談してください。

＜粗大ごみ＞
　クリーンセンターに直接持ち込
んでください。
・�料金は100円/10kgです。クリー
ンセンターにて重量を計ります
ので、その場でお支払いくださ
い。
・�ク リ ー ン センター（☎485-
1430）受入時間（月〜金曜日…
午前９時〜午後５時、土曜日…
午前９時〜正午

※日曜日、祝日はお休みです。
　自己搬入できない場合（大きく
て自家用車に入らないなど）は収
集の予約を下記係にお願いしま
す。
・�粗大ごみの収集予約をした場合
は、予約時間までに必ず屋外に
出してください。

※�原則として、住宅内への立ち入
りや運び出し作業はお受けしま
せん。
※�予約が混み合った場合は、ご希
望の日時に収集できないことが
ありますのでご了承ください。
※�クリーンセンターでの予約受付
はしていません。
・�料金は後日納付書を郵送します
ので、指定金融機関等でお支払
いください。

○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階⑤番窓口☎内線126）

ごみ収集について 墓地に関する手続き

　本町では、将来を担う農業後継
者の育成を目的とし、「農学ゼミ
ナール」の新年度塾生を募集しま
す。地元で勉強会を行う集合学習
や道内各地への視察学習、ゼミ生
の親睦を目的とした自治会活動を
行っています。
　基礎的な農業知識の習得、地域
を越えた仲間づくりのためにどん
どん参加してください。受講費用
は原則無料で、学習期間は２年間
です。
○�対象／本町に住む就農（予定）
者

○�応募締切／３月31日㈫
○�問い合わせ／役場農林課農業企
画係（⑯番窓口☎内線243）

　本町では、「標茶町ほっとらい
ふ制度」を設け、上下水道料・暖
房費・ 発電賦課金の一部助成を
行っています。
　助成額は世帯区分によって異な
りますので、詳しくは下記係まで
問い合わせください。
○�助成対象／国保税の７割減額・
５割減額の対象となっている世
帯またはそれと同様な所得の世
帯

○�支給期／８・12・４月の年３回
（暖房費・発電賦課金は12月支
給期に助成）

○�受付場所・問い合わせ／役場住
民課社会福祉係（１階②番窓口
☎内線122）、各公民館

※受け付けは随時行っています。
※１年に１回の申請が必要です。
※�申請の際は、印かんを持参し窓
口にて振込先の金融機関名・口
座番号を伝えてください。

農学ゼミナール
塾生を募集します

標茶町ほっとらいふ制度
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�防衛省では、下記のとおり平成
28年４月採用の自衛隊生徒を募集
します。
○�募集種目／自衛隊一般幹部候補
生、予備自衛官補
○�応募資格／自衛隊一般幹部候補
生は22歳以上26歳未満の方（大
学卒業程度の学力を有する方）、
予備自衛官補（一般）は18歳以
上34歳未満、（技術）は18歳以
上で国家資格を有する方
○�受付期限／
・�一般幹部候補生…５月１日㈮
・�予備自衛官補…３月24日㈫
○�試験期日／
・�一般幹部候補生…５月16日㈯
・�一般幹部候補生（飛行要員）…
５月16日㈯・17日㈰
・�予備自衛官補…４月10日㈮〜14
日㈫のうちいずれか１日を指定
○�試験場所／
・�一般幹部候補生…道東経済セン
タービル（予定）
・�予備自衛官補…釧路駐屯地（技
術は別途指示）
※�試験会場は問い合わせくださ
い。
○�問い合わせ／役場総務課庶務係
（２階⑫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）

　平成27年度の入園児を次のとお
り募集します。
○�入園基準／降園後に保育可能な
家庭の幼児
○�募集人員／４歳児（平成22年４
月２日〜平成23年４月１日生ま
れ）、５歳児（平成21年４月２
日〜平成22年４月１日生まれ）
ともに若干名
○保育料／毎月8,500円　
※�入園した月は入園料3,000円を
別途納付してください。
○�保育時間／午前９時〜午後１時
30分・夏冬休み有
※�延長保育は月額1,000円で、保
育時間は午後１時30分〜２時で
す。
○�申込方法／教育委員会、町立幼
稚園に備え付けの「入園願」「家
庭状況調査票」「アレルギーに
ついての調査」（４歳児のみ）
に納税確認書を添えて申し込み
ください。なお、延長保育を希
望する場合は「延長保育申請書」
も併せて申し込みください。各
様式は町ホームページ（アドレ
スは28ページ参照）からもダウ
ンロードが可能です。
　�納税確認書は役場税務課納税係
（１階⑨番窓口）で無料発行し
ています。
○受付期間／３月２日㈪〜10日㈫
○�問い合わせ／教育委員会管理課
学校教育係（☎内線285）

◎釧路湿原
　フィールドウオッチング
　シラルトロ湖や蝶の森を散策し
ながら、動植物たちの冬越しの様
子や縄文時代の竪穴住居跡など、
釧路湿原の自然と歴史などを観察
します。積雪状況によってスノー
シューを使います。
○�日時／３月７日㈯、午前10時〜
正午
○�定員／10人（小学生は保護者同
伴）
○�参加費／無料
○�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）
※�参加者は防寒着や帽子、手袋、
長靴、飲料水を用意してくださ
い。

◎春を待つ湿原ハイク
　春の訪れが遅い釧路湿原です
が、その様子を観察しながら、の
んびり木道などを歩こう！
○�日時／３月15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）

町立幼稚園園児募集
（２次募集）

自衛隊生徒を
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

ジョイカル標茶店東部ダイハツグループ ジョイカル標茶店
東部ダイハツグループ

みなさまに
お世話になって30年

TEL015-485-1516
標茶町常盤3丁目12番地

←至弟子屈 国道391号 至釧路→

カスタム店
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東部ダイハツ㈱
ジョイカル標茶店

国内
全メーカー現行車種取扱い！！

即見積可能

※店頭にて各車カタログをご用意しております。

176*45


