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特　情報 information

◎初夏の湿原花ハイク　
　釧路湿原は本格的な花の季節で
す。花を観察しながら湿原の植物
の不思議な生態を覗いてみましょ
う。
◯�日時／７月５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）

◎�タンチョウの冬の食事場所を作
ろう
　タンチョウが冬に自然の餌を採
れるよう、枯れ木や生い茂った木
を切って整備します。
◯�日時／７月11日㈯、午前９時～
午後０時30分

◯定員／20人程度
◯参加費／無料
◯申込締切／７月７日㈫
◯�集合・申し込み・問い合わせ／
鶴居・ 伊藤タンチョウサンク
チュアリ（☎0154-64-2620）

◎�ホタルウィーク
　釧路湿原にすむヘイケボタルの
不思議な
生態と観
察方法を
学んでか
ら夜の湿
原へと出
かけます。
◯�日時／７月15日㈬～19日㈰、午
後７～８時30分

◯定員／なし
◯参加費／無料
※�申し込みは不要ですので、気軽
に参加してください。
◯�集合・問い合わせ／鶴居村温根
内ビジターセンター（☎0154-
65-2323）

　道が行った業務や制度の内容を
審査する制度が「北海道苦情審査
委員制度」です。
　皆さんに代わり苦情審査委員が
中立的な立場で、道の機関に対し、
必要な調査などを行います。
　審査の結果、道の業務に不備な
点や制度に問題があるときは、道
の機関に是正や改善を求めます。
　審査結果までは、およそ２カ月
かかります。
　皆さん自身の利害に係る苦情で
あれば苦情審査委員に申立てがで
きます。
　個人情報の保護にも十分配慮し
ます。
◯�申立方法／苦情申立書に苦情な
どを記載し、郵送やファックス、
メールで送信
◯�申立書入手先・申立窓口・問い
合わせ／
◦�北海道総合政策部知事室道政相
談センター（☎011-204-5523）
◦�釧路総合振興局地域政策部道政
相談室（☎0154-43-9102）
※�道ホームページから申立書をダ
ウンロードできます。（http://
www.pref.hokkaido.lg.jp/）

　駒ケ丘公園大型複合遊具の更新
工事に伴い、遊具が使用できませ
ん。
　大変ご不便をおかけしますがご
協力をお願いします。
◯�工事期間／６月18日㈭～10月30
日㈮
◯�問い合わせ／役場建設課都市計
画係（２階⑭番窓口☎内線275）

知ってますか？
「苦情審査委員制度」

駒ケ丘公園大型
複合遊具を更新します

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

◎土器づくり講座　
　塘路周辺には縄文時代の遺跡が
あり、実際に出土した土器を参考
に講師の説明を受けながら作りま
す。講師は標茶町郷土館学芸員の
坪岡始さんです。
◯�日時／７月12日㈰、午前10時～
午後２時

◯定員／15人
◯参加費／300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）

※�参加者は手ぬぐい、エプロン、
昼食を用意してください。

◎釧路湿原国立公園クリーンデー
　全国一斉美化清掃運動の一環と
して、釧路湿原国立公園のゴミ拾
いを行います。
◯�日時／７月11日㈯、午前10～11
時30分

◯定員／なし
◯参加費／無料
◯�集合場所／鶴居村温根内ビジ
ターセンター
◯�申し込み・ 問い合わせ／釧路
湿原国立公園連絡協議会（☎
0154-31-4594）

　畜産関係講習会の参加を希望す
る方は、下記に問い合わせくださ
い。
　主催者から開催実施の案内が届
きましたら直接連絡します。
◦�家畜人工授精技術講習会（牛・
馬・めん羊）

◦家畜商講習会
◦２級認定牛削蹄師認定講習会
○�問い合わせ／
　�役場農林課畜産係（⑰番窓口☎
内線244）

畜産関係講習会を
受けてみませんか？
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　本町では、平成28年度採用試験
を、釧路町村会の合同試験により
実施します。
○採用予定人員／「一般事務職員」
　高卒・大卒を問わず３人
○受験資格／
・�大学卒…昭和62年４月２日から平
成６年４月１日までに生まれた方
・高校卒（短大・専門学校卒およ
　び短大・専門学校卒業見込みを
　含む）…平成４年４月２日から
　平成10年４月１日までに生まれ
　た方
○受付期間／７月22日㈬～８月21
　日㈮（郵送の場合は当日消印有効）
○第１次試験／10月18日㈰
○第１次試験合格発表／11月10日㈫
○試験場所／釧路東高等学校
○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216）

　国勢調査は、日本の人口や世帯
の実態を明らかにするため、５年
ごとに実施する重要な統計調査で
す。
　調査の結果から得られる人口
は、わが国の人口の基本となる法
定人口として、選挙区の区割りや
地方交付税の算定の基準などに利
用されます。
　この国勢調査は、統計法に基づ
き、わが国の全ての世帯に回答い
ただくことになっています。正確
な統計に基づいて、公正で効率的
な行政を行うためには、日本に住
む全ての人・世帯についての漏れ
のない正確な回答が必要となりま
すので、国勢調査への支援・協力
をよろしくお願いします。
○�問い合わせ／役場企画財政課企
画調整係（２階⑯番窓口☎内線
222）

　防衛省では、下記のとおり平成
28年３・４月採用の自衛隊生徒を
募集します。
○募集種目／
　航空学生、一般曹候補学生、　
　自衛官候補生
○�受付期間／８月１日㈯～９月８
日㈫
○応募資格／
�・�航空学生…高卒（見込含）～21
歳未満
・�一般曹候補学生…18歳以上27歳
未満
・�自衛官候補生…18歳以上27歳未
満
○一次試験／
・航空学生…９月23日㈬
・一般曹候補学生…９月18日㈮
※18日㈮に受験できない方は19日㈯
・自衛官候補生…
　（男子）９月25日㈮・26日㈯
　（女子）９月27日㈰
※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）

○規格・料金／
◦ 広告１
　縦45㎜×横88㎜…3,000円
◦�広告２
　�縦45㎜×横176㎜または縦90㎜
×横88㎜…6,000円
○申込方法・申込期間／
　８月５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

広報しべちゃ９月号
有料広告募集

平成28年度
町職員採用試験

information

自衛官を募集します 10月１日に
国勢調査を実施します

無線LANでインターネットを
利用しませんか

　光通信（Bフレッツ）や高速ブロードバンド（ADSL）で接続で
きない地域に、インターネット接続のための無線LANを整備して
います。また、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がありますので、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）
・ブロードバンドの相談窓口…
　役場総務課電算管理係（２階⑬番窓口☎485-2111内線218）

利用者の声
「スマートフォンからのテザリング（※）ではホームページの読み
込みが遅い、YouTube（ユーチューブ）などの動画が止まってし
まうなどストレスがありました。その点、無線LANだとホームペー
ジの閲覧はもちろん動画の視聴がスムーズなので快適です」
※テザリング…
　スマートフォンや携帯電話を中継点とすることで、ほかの通信機
　器（ノートパソコン・タブレット端末・ゲーム機など）をインター
　ネットに繋いで利用できる機能のこと。
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　一般財団法人日本遺族会は、「戦
没者遺児による慰霊友好親善事
業」の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助
を受けて実施しており、先の大戦
で父などを亡くした戦没者の遺児
を対象として、父などの戦没した
旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うと
ともに、同地域の住民と友好親善
をはかることを目的としています。
　費用は、参加費として10万円。
５年を経過した方（平成21年度以
前参加者）は２回目の応募をする
ことができます。（海で亡くなら
れた方で洋上慰霊参加希望者は５
年を経過していなくても応募が可
能。ただし、前回洋上慰霊参加者
は応募できません。）
＜実施地域＞
◎広域地域
　①旧満州
　②旧ソ連
　③西部ニューギニア
　④ボルネオ・マレー半島
　⑤マリアナ諸島
　⑥東部ニューギニア
　⑦中国
　⑧トラック・パラオ諸島
　⑨ソロモン諸島
　⑩ミャンマー
　⑪フィリピン
　⑫終戦70周年記念洋上慰霊
◎特定地域
　マーシャル・ギルバート諸島
○詳細・問い合わせ／日本遺族会
　事務局（☎03-3261-5521）
○申し込み／北海道連合遺族会
　（☎0166-51-1040）

　“社会を明るくする運動”とは、
罪を犯した人を地域社会で受け入
れ、彼らの立ち直りを支えること
について広く理解と協力を求め
る、法務省主唱の全国的な運動で
す。強調月間の７月を中心として、
全国でさまざまな関連行事・啓発
活動・講演会などが行われます。
　標茶地区推進委員会では、町内
イベントでの啓発活動などを行い
ますので、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
○行動目標／
①犯罪や非行のない安全・安心　
　な地域社会を築くための取組　
　を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立　
　ち直りを支えよう
○重点事項／
・出所者などの事情を理解した　
　上で雇用する企業の数を増や　
　すこと
・帰るべき場所がないまま、刑　
　務所から社会に戻る人の数を　
　減らすこと
○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）
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　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／７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

　毎年、多くのスポーツ選手が本
町で合宿を行っています。
　郊外でトレーニングを行う選手
もおりますので、近くを走行する
際はスピードダウンなどの配慮を
お願いします。
　選手に対する歓迎の心や激励の
言葉などは、厳しい練習を積む選
手にとっての励みになります。皆
さんのご理解・ご協力をお願いし
ます。
○合宿団体／大塚製薬・天満屋・
　九電工陸上競技部
○�期間（予定）／７月21日㈫～30
日㈭
※上記期間以外にも合宿を行う学
　校・団体があります。
○問い合わせ／農業者トレーニン
　グセンター（☎485-2434）、役
　場企画財政課地域振興係（２階
　⑯番窓口☎内線224）

町有地売り払い情報

納期限のお知らせ
７月27日㈪は、固定資産税
第２期、国民健康保険税第１
期、下水道受益者負担金・分
担金第１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

７月は"社会を明るくする運動"
強調月間です

日本遺族会からの
お知らせ

夏の合宿シーズン到来


