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　近年、道内のエゾシカの個体数
は、捕獲対策などの効果により減
少していると報道されています
が、エゾシカによる農林業被害に
ついては、依然として増加傾向に
あり、さらなる捕獲対策が緊急の
課題となっています。こうした中、
道内では農林業被害を防止するた
めに、自ら「わな猟」「猟銃」の
免許を取得する農家が急増してい
ます。町内ではこれまでに17人の
農林業関係者がこれらの免許を取
得し、所有農地のエゾシカ対策に
積極的に取り組んでいます。
　釧路総合振興局と標茶町鳥獣被
害対策協議会では「狩猟免許はど
うやって取得できるのか？」「ど
のくらいの費用がかかるか？」な
ど、免許について分かりやすく説
明する「狩猟免許出前教室」を開
催します。教室の中では、実際の
くくりわなで安全かつ効率的に捕
獲する手法を紹介するほか、受講
者の皆さんに模擬銃を手にしてい
ただき構造などを説明します。な
お、この教室は狩猟免許について
説明するもの
であり、受講
によって免許
を取得できる
ものではあり
ません。
　多くの方の
参加をお待ち
しています。
○�日時／平成29年１月13日㈮、午
後１時〜
○場所／役場大会議室
○�申し込み・問い合わせ／役場農
林課林政係（⑰番窓口☎内線
247）

　引越しをする時は、役場の窓口
で住所変更の手続きが必要です。
進学や就職などの理由で本町を離
れ、他の市区町村に住む方につい
ても届け出が必要ですので、忘れ
ずに手続きをしてください。
○�問い合わせ／役場住民課町民係
（１階①番窓口☎内線122）

　パスポートは申請をしてから受
け取るまで約２週間かかります。
　年内にパスポートの受け取りを
希望する方は、期限までに申請し
てください。期限を過ぎてから申
請した方は、平成29年１月６日㈮
以降の受け取りとなりますので、
早めに申請をお願いします。
○年内受け取り申請期限／
　12月15日㈭
※�12月29日㈭〜平成29年１月５日
㈭は申請手続きができません。

○�問い合わせ／役場住民課町民係
（１階①番窓口☎内線122）

狩猟免許出前教室を
開催します！

information

パスポートの
年内受け取り

引越しの
住所変更について

高速道路パネル展を
実施します

　磯分内北公住の建て替え建設が平成26年度から始まり、４棟目（木
造平屋建１棟３戸）が完成しました。

磯分内団地（Ⅰ-１０棟）　
桜南団地（Ｍ-１・２棟）

　桜南団地の建て替え建設が今年から始まり、１・２棟目（木造平
屋建１棟４戸）が完成しました。外構工事については12月中旬頃終
了予定です。
■�問い合わせ／役場管理課管財係（１階⑧番窓口☎485-2111内線141）

が完成しました。



27

　林業の仕事をしていたことはあり
ませんか？林業退職金共済制度に加
入していた方で、退職金をまだ受け
取っていない方を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたもの
の、林退共へ加入していたか分から
ない方についてもお調べします。
　また、被災された共済契約者・被
共済者の皆さんに対し、各種手続（共
済手帳の紛失、退職金の請求など）
の必要が生じた場合は、可能な限り
速やかに対応しますので、最寄りの
支部または本部へご相談ください。
○�問い合わせ／勤労者退職金共済機
構林業退職金共済事業本部（☎03-
6731-2887）
※�詳しくはホームページ（http://
www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください。

　生まれてから91日以上の犬には
「犬の登録」と「狂犬病予防注射の
接種」が法律で義務付けられていま
す。新しく犬を飼い始めたなどの理
由で、登録が済んでいない犬がいれ
ば、居住地の役場で登録申請をして
ください。
　狂犬病予防注射は、お近くの動物
病院で通年接種が可能です。町の予
防接種は、毎年５月頃に町内を巡回
して実施しています。どちらも料金
は同じです。１年に１度、必ず受け
させるようにしてください。
　日頃から飼い犬が逃げ出さないよ
うにしっかりつなぐか柵に入れま
しょう。散歩に連れて行く時はリー
ドを付け、袋などを携帯してふんの
後始末を確実に行いましょう。ペッ
トを飼う際は責任を持ち、マナーを
きちんと守りましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛生
係（１階③番窓口☎内線127）

　ＰＣＢを使用している電気機器
（変圧器、コンデンサー、家庭用
以外の蛍光灯安定器など）を保有
している場合は、ＰＣＢ特別措置
法に基づき届け出が必要です。事
業所などで使用している電気機器
や、電気室・キュービクル・倉庫
などに保管している電気機器に、
ＰＣＢを使用しているものがない
か点検し、届け出されていない機
器がある場合は、速やかに届け出
を行ってください。詳しくは、下
記まで問い合わせください。
※�ＰＣＢとは…ポリ塩化ビフェニ
ルという人工的に作られた油の
一種です。主に電気機器の絶縁
油などに使用されていました
が、人体に有害な物質であるこ
とが判明したため、処理期限内
に適正な処理施設で処分するよ
う法律で定められています。

○�ホームページ／北海道「ＰＣＢ
廃棄物の処理」（http://www.
pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_
page/pcbganyukiki.htm）
○�問い合わせ／北海道環境生活部
環境局循環型社会推進課廃棄物
管理グループ（☎011-204-5199）

　犬や猫などの愛護動物を遺棄す
ることは、動物の愛護および管理
に関する法律第44条第３項の規定
により、100万円以下の罰金を科
せられる「犯罪」にあたります。
　やむを得ない事情で愛護動物の
飼育が困難な場合は、知人・友人
に新しい飼い主を紹介してもらう
など新しい飼い主を探すことが飼
い主の責務です。
○�問い合わせ／環境生活部環境局
生物多様性保全課動物管理グ
ループ（☎011-204-5205）

　標茶町社会福祉協議会では、平
成29年４月１日から勤務可能な事
務局職員と非常勤の介護支援専門
員を各１人ずつ募集します。
○募集要件／
◦�事務局職員…町内に居住可能な
30歳以下の健康な方で、社会福
祉士の有資格者または資格取得
見込者

◦�介護支援専門員…町内に居住可
能な50歳以下の健康な方で、介
護支援専門員の有資格者

○提出書類／
◦履歴書（自筆、写真貼付）
◦�社会福祉士または介護支援専門
員の資格証明書（取得見込証明
書）

◦�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）

○�提出期限／12月30日㈮（郵送の
場合は当日消印有効）
○�選考方法／面接
○�提出先・問い合わせ／標茶町社
会福祉協議会事務局（☎485-
2503）

　日本産業カウ
ンセラー協会釧
路支部では、釧
路保健所にて無
料カウンセリン
グを開催してい
ます。仕事の悩み・家庭の悩みな
どお気軽にご相談ください。なお、
事前に予約が必要です。
○�日時／毎月第１水曜日、午後１
〜５時
※平成29年３月31日まで
○場所／釧路保健所
○�予約・問い合わせ／産業カウン
セラー協会北海道支部（☎011-
209-7000）

標茶町社会福祉協議会
職員を募集します

無料カウンセリングの
ご案内

林業退職金共済制
度からのお知らせ

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

ＰＣＢ使用の電気機器
はありませんか？

犬の正しい飼い方

動物を遺棄
することは犯罪です
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○日時／平成29年１月29日㈰
◦代表者会議…午前９時
◦開会式…午前９時10分
○場所／野外アリーナ
○�参加対象／町内在住または在勤
在学している中学生以上および
招待チーム
○参加費／無料
○�チーム登録／選手４〜６人（試
合は４人で出場・交代は自由）

○�競技部門／一般の部（詳細はポ
スターや申込書で確認してください）
○申込期限／平成29年１月11日㈬
※�参加申込書は下記や各公民館、
町ホームページ（アドレスは32
ページ参照）で入手できます。
※�悪天候やリンクコンディション
が悪い場合は中止します。
○�申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-
2434）

　退職や失業の際は、退職した年
度とその翌年度に限り、国民年金
保険料の特例免除制度を利用する
ことができます。通常、保険料が
免除されるためには、申請者本人・
配偶者・世帯主の方の所得が一定
額以下である必要がありますが、特
例免除制度では失業した方の所得
を除外し、免除の審査を行います。
○申請に必要なもの／
◦�年金手帳または基礎年金番号が
分かるもの

◦印かん
◦�雇用保険受給資格者証・雇用保
険被保険者離職票など公的機関
の証明書の写し

○�申請先・問い合わせ／役場住民
課年金保険係（１階②番窓口☎
内線125）、釧路年金事務所国民
年金課（☎0154-22-5810）

○日時／平成29年２月４日㈯
◦開会式…午前９時
◦競技開始…午前９時30分
※�悪天候やリンクコンディション
が悪い場合は中止します。

○�場所／多目的運動広場スケート
リンク

○�参加対象／町内に在住または在
勤在学する方

○参加費／無料
○競技種目／出場者が少ない競技
種目については、中止となる場合
があります。
◦�幼児の部男子・女子…
　50ｍ・100ｍ
◦�小学１〜２年男子・女子…
　50ｍ・100ｍ・300ｍ・500ｍ
◦�小学３〜４年男子・女子…
　100ｍ・300ｍ・500ｍ・1000ｍ※
◦�小学５〜６年男子・女子…
　300ｍ・500ｍ・1000ｍ・1500ｍ※
◦�中学１年〜高校３年男子・女子
…500ｍ・1000ｍ・1500ｍ

◦�一般男子・女子…300ｍ・500ｍ
◦�地域対抗2000ｍリレー※…
　小学生の部・中学生の部・高校
　生の部・一般の部
○�出場制限／１人２種目まで申し
込みできます。
※�小学３〜４年1000ｍ、小学５〜
６年1500ｍ、地域対抗2000ｍリ
レーは出場制限に含みません。
○申込期限／平成29年１月18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）

◎リースを作ろう
　松ぼっくりなどの自然素材を活
かしたリースを作ります。飾りを
変えればお正月も使えます。
○�日時／12月３日㈯、午後１〜３時
○定員／10人
○参加費／500円
○�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）
◎初冬の湿原ハイク
　湿原の植物はどうやって寒い冬
を乗り越えるのでしょうか？さま
ざまな植物の越冬作戦を観察しま
す。
○�日時／12月４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）

　北海道横断自動車道は、札幌か
ら根室までをつなぐ高速道路です。
　昨年３月に浦幌〜白糠間が開通
し、札幌圏と釧路圏がつながりま
した。今年の３月12日には白糠〜
阿寒間が開通しています。
　高速道路は沿線の市町村の産業
や文化交流の促進、圏域相互の発
展を図るためにも早期完成が望ま
れています。
　路線の現在の建設状況、高速道
路が果たす役割などを展示します
ので、ぜひご覧ください。
○期間／12月３日㈯〜15日㈭
○展示場所／開発センター
○�問い合わせ／
　�北海道横断自動車道釧路地区早
期建設促進期成会（☎0154-31-
4599）

第22回標茶町
アイスストッカー大会

information

釧路湿原国立公園連絡
協議からのお知らせ 第37回町民スケート大会

国民年金保険料
退職特例免除制度高速道路パネル展を

実施します
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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32
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）

　政治家（候補者、候補者になろ�
うとする方、現に公職にある方）
が、�選挙区内の人にお金や物を贈
ることは、法律で禁止されていま
す。違反すると処罰され、有権者
が寄附を求めることも禁止されて
います。「贈らない」「求めない」「受
け取らない」の「三ない運動」を
進め、明るい選挙を実現しましょ�
う。�
○寄附禁止事項／�
◦お歳暮やお年賀
◦入学・卒業祝、病気見舞い�
◦��秘書などが代理で出席する場合�
の結婚祝い・葬式の香典
◦�葬式の花輪・�供花、落成式・�開�
店祝の花輪
◦�町内会の集会や旅行などの催物�
への寸志やスポーツ大会への飲�
食物の差し入れ

○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／
・１月号…12月５日㈪まで
・２月号…平成29年１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）
※申込多数の場合は先着順

　町民相互の
「みちしるべ」
である町民憲
章が、生活の
あらゆる場で
実践普及され
ることを目的
に作品を募集
します。
○�受付期間／12月１日㈭〜平成29
年１月17日㈫
○作品審査／平成29年１月24日㈫
○�作品展示／平成29年１月25日㈬
　〜２月５日㈰
○展示場所／開発センター
○対象／標茶町民
○部門／
◦�幼児（毛筆・楷書作品、規格は
半紙）

◦�小学生（毛筆・楷書作品、規格
は半紙）

◦�中学生（毛筆・楷書または行書
作品、規格は半紙）

◦�高校生（毛筆・楷書または行書
作品、規格は半切1/4）

◦�一般（毛筆・楷書または行書作
品、規格は半切1/4）

○課題／
◦幼児、小学１年生…まち
◦小学２年生…きまり
◦小学３年生…大地
◦小学４年生…平和
◦小学５年生…自然
◦小学６年生…責任
◦中学生…開拓
◦�高校生・一般…標茶町民憲章、
自然に親しむ、明るい未来、そ
の他関連用語

○表彰式／
◦�日時…平成29年２月５日㈰、午
前10時

◦�場所…開発センター
○�提出先・問い合わせ／教育委員
会社会教育課社会教育係（☎内
線289）

　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／12月29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

　「筆界特定制度」は土地の境界
を特定する制度です。
　隣の土地との境界について、そ
の位置の認識がお互いに違い困っ
ている場合、状況によっては筆界
特定制度を利用して解決できるか
も知れません。
　詳しくは、下記まで問い合わせ
ください。
○�問い合わせ／釧路地方法務局登
記部門筆界特定室（☎0154-31-
5027）
※�法務局ホームページ（http://
houmukyoku.moj.go.jp/homu2/
static/hikkaiTop.html）に、筆
界特定制度に関するＱ＆Ａを掲
載しています。

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

ご存知ですか？
筆界特定制度

町有地売り払い情報

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

政治家の寄付は
  禁止されています

「標茶町民憲章」
推進書道展の作品募集

納期限のお知らせ
12月26日㈪は､ 町道民税第
４期、国民健康保険税第６期、
下水道受益者負担金◦分担金
第３期の納付期限です。

広報しべちゃ
有料広告募集


