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6月のお知らせ

女性のためのなんでも相談所開設

　日ごろのどんな悩みでも結構ですの
で、お気軽にご相談ください。相談は
無料で、秘密は守られます。
　相談は主に女性の人権擁護委員が対
応しますが、内容によっては男性の人
権擁護委員が対応する場合もあります
ので、受付にて希望を伝えてください。
日時／ 6月25日　13時～ 15時
場所／エコーセンター 3階研修室
問合先／釧路地方法務局北見支局
 ☎0157-23-6166

　6月1日は人権擁護委員の日です。人
権擁護委員は、地域住民からの相談に
いつでも応じています。相談は無料で
秘密は守られます。むずかしい手続き
もありません。離婚相談などの家庭内
の問題や借地借家の問題、隣近所との
もめごとなど、お近くの人権擁護委員
へお気軽にご相談ください。
　網走市には、法務大臣が委嘱した6
人の人権擁護委員がいます。
東　義真　桂町2丁目3-1 43-2420
松岡勝利　駒場南5丁目10-8 43-7282
宍戸郁子　天都山33-161 44-7456
鹿野聡子　潮見8丁目2-25 44-3214
長岡姫子　南4条東5丁目5 43-3366
光岡英樹　台町1丁目7-4 43-8615

日時／ 6月1日　13時～ 16時
場所／網走市本庁舎２階市民相談室
相談料／無料
問合先／釧路地方法務局北見支局
 ☎0157-23-6166

　釧路地方法務局では、6月29日から網
走市役所へ「証明書発行請求機（釧路
地方法務局北見支局証明書交付窓口）」
を設置し、不動産、商業・法人の登記
事項証明書などの発行事務を行います。
　なお、会社・法人の代表者の印鑑カ 
ードの交付・廃止および地図・図面の
写しなどの交付は北見支局での取り扱
いとなりますのでご注意願います。
対象証明書／●不動産登記（全部事項、

現在事項および閉鎖事項の証明書）
●商業・法人登記（履歴事項、現在事
項および閉鎖事項の全部または一部証
明書、代表者事項証明書）
●会社・法人の代表者の印鑑証明書（印
鑑カードと代表者の生年月日の入力が
必要です。）
場所／網走市役所本庁舎1階　釧路地
方法務局北見支局証明書交付窓口
利用時間／平日の9時～ 16時30分（12
時～ 13時を除く）
問合先／釧路地方法務局北見支局
 ☎0157-23-6166

　社会福祉協議会では、「みんなでふれ
あう支えあう住みよい街づくり」をス
ローガンに、地域にあるさまざまな問
題や課題の解決を皆さんと協働で進め
ていきたいと考えています。地域を基
盤とした活動を進めていくため、社会
福祉協議会の情報や技術を皆さんに提
供し役立ててもらおうと、20種類のメ
ニューの中から地域の要望に応じた講
師を派遣する「出前講座」を行ってい
ますので、お気軽にご利用ください。
申込方法／社会福祉協議会・市役所案
内に備える申込用紙に必要事項を記入

の上、開催希望日の2週間前までにお申
し込みください。メニュー以外の内容
にも可能な限り対応します。
　社会福祉協議会のホームページでも
紹介していますのでご覧ください。
●http://www6.ocn.ne.jp/̃oconcolo/
申込・問合先／網走市市民活動センタ
ー内網走市社会福祉協議会地域福祉係
 ☎61-4822

　野生鳥獣の中には農林水産業や人畜
への被害をもたらす動物もあり、猟友
会は、狩猟期間中は個体数調整の一環
として、狩猟期間外は有害鳥獣捕獲と
いう形で、市民の生活環境の保全と安
全の確保に協力しています。
　ついては、狩猟免許の取得を目指す
方を対象に講習会を開催しますので、
希望される方は6月25日までにお申し
込みください。
日時／ 6月28日　9時～ 17時
場所／呼人コミュニティセンター
受講料／①第1種・第2種＝7,500円、②
網・わな＝5,000円、①・②を同時に受
講する場合＝10,000円
申込先／社団法人北海道猟友会網走支部
佐藤 翼 ☎48-2743　末沢 勉 ☎46-2291

人権擁護委員をご存じですか

特設人権相談所開設

市役所で登記事項証明書などが受け取れます

出前講座をご利用ください

狩猟免許試験予備講習の案内

市有地を公売します
公売方式／抽選
申込期間／ 6月8日～ 19日 8時45分～ 17時30分（土日を除く）
申込方法／ 申込書に必要事項を記入して財政課管財係に提出してください。

申込書・公売要領は、申込期間中、係にて配布しています。
申込資格／ 市町村に公租公課を滞納していない方、および地方自治法施行

令第167条の4の各号に該当していない方
公売日時／ 6月24日 9時30分抽選開始
公売会場／網走市役所本庁舎3階 第一会議室（南側）

区画
番号 所　　　　在 地目 面　　積 価格（円）㎡ 坪
１ 北12条西2丁目2番20 宅地 317.91 96.2 7,375,000
２ 北12条西2丁目2番21 宅地 320.38 96.9 7,368,000
３ 北12条西2丁目2番22 宅地 320.38 96.9 7,368,000
４ 北12条西2丁目2番23 宅地 320.38 96.9 7,368,000
５ 北12条西2丁目2番11 宅地 317.95 96.2 7,535,000
６ 向陽ヶ丘4丁目68番79 宅地 537.82 162.7 6,321,000
７ 向陽ヶ丘4丁目68番105 宅地 304.15 92.0 3,492,000
８ 南6条東5丁目5番1 宅地 370.23 112.0 14,253,000
９ 潮見5丁目123番27 宅地 392.04 118.6 8,115,000
10 潮見5丁目123番28 宅地 391.86 118.5 8,111,000
11 つくしヶ丘3丁目88番267 宅地 304.15 92.0 7,299,000
 問合先／財政課管財係（内線242）
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　年金を受け取っている方で、住所・
支払機関が変わる場合は、社会保険事
務所へ変更届を提出しなければなりま
せん。未届けのままにしていると、年
金に関する重要な書類が届かない場合
がありますので、忘れずに提出してく
ださい。（届出用紙は市役所国民年金係
窓口に備えてあります。）
届出・問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9635

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く毎週、郊外地区は毎月第3
月曜日の週です。
申込時の注意／期日を厳守し日程に余
裕をもってお申し込みください。郊外
地区は6月12日が期日です。期日を過
ぎた申し込みは翌月の処理になります。
処理手数料
下水道処理区域内／ 400㍑まで5,250円、
400㍑を超える50㍑につき520円
下水道処理区域外／ 400㍑まで2,620円、
400㍑を超える50㍑につき260円
手数料納付／市街地区は翌月の集金納
付。郊外地区は納付書での自主納付。
手数料は速やかに納付してください。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯（生活保護者・高齢者世帯・
身体障がい者・母子家庭など）へ手数
料の減免を実施しています。詳細はお
問い合わせください。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
 （内線233）

　融雪施設を設置しようとする方へ、
その設置に必要な資金を融資します。
対象者／❶自ら土地および住宅を所有
し、居住の用に供するために融雪施設
を設置しようとする方　❷賃貸住宅・
共同住宅等及びその敷地の所有者で、
入居者のために融雪施設を設置しよう
とする方　❸賃貸住宅・共同住宅等の
入居者で、その敷地及び家屋の所有者
（貸主）の同意を得た方
※市税等を滞納していないことが条件
です。
対象となる融資施設／ロードヒーティ
ング、融雪槽（機）
融資限度額／ 100万円以内（申請額が
予算枠に達した時点で終了します。）
融資金利／無利子　償還期間／ 5年以内
償還方法／元金均等月賦償還
申込期間／ 10月31日
工事完了期限／ 11月30日
※申込用紙や保証措置などの詳細はお
尋ねください。
申込・問合先／土木管理課管理係
 （内線379）

　近年、設置施設が増えてきたAED
（自動体外式除細動器）をより多くの方
が操作できるよう、AEDの操作方法
をはじめ、骨折や傷の応急措置を中心
とした救急法を学びます。
　全科目修了者には「受講証」、検定
合格者には「認定証」を交付します。

日時／基礎講習＝7月5日、救急員養成
講習＝7月11日・12日
※時間はいずれも9時～ 17時
場所／北コミュニティセンター
受講対象者／ 15歳以上で3日とも受講
できる方　定員／ 20人
講習内容／赤十字救急法講習教本によ
る学科・実技講習
受講費用／教本・教材代および保険代
金として各講習1,500円が必要です。
持ち物／上履き・筆記用具・実技のし
やすい服装
申込期限／ 6月17日（定員になり次第
締め切ります。）
申込・問合先／社会福祉課庶務係
 （内線336）

　6月8日・9日に「オホーツクあばしり
ツーデーマーチ」が開催されます。爽
やかな風を受けながら網走の豊かな自
然を楽しむこの大会に参加しませんか？
コース／ 1日目＝4コース（35㎞・20㎞・
13㎞・5㎞）、2日目＝４コース（30㎞・
20㎞・15㎞・5㎞）
参加費／網走市民の参加は500円
募集期限／ 6月1日（当日受付も可）
申込・問合先／観光課観光振興係内
オホーツクあばしりツーデーマーチ実
行委員会事務局（内線243）

　相談は無料で、秘密は守られます。
お気軽にご相談ください。
日時／ 6月16日　13時～ 17時、6月17日
　9時～ 17時、6月18日　9時～ 12時
場所／北見市青葉町6番8号　北海道財
務局北見出張所　受付／前日までに電
話にてご予約ください。
申込・問合先／北海道財務局北見出張所
　　　　　　 　　　　☎0157-24-4167

　庁舎改修工事のため、6月22日から
のおおむね1年間は下記の仮庁舎で執
務を行います。電話番号、管轄区域の
変更はありません。
仮庁舎所在地／南6条東6丁目8番地（旧
網走市分庁舎）
問合先／網走税務署　☎43-2181

報情

環　境

講座・お知らせ国民年金の変更届出を忘れずに

し尿処理について

融雪施設設置資金の融資

赤十字救急法講習会の開催

ツーデーマーチの開催

多重債務無料相談巡回窓口の開設

エコピーからのお願い
○４月から、A4サイズより小さな紙もリサイクルして
　います。中が見える袋に入れ、飛び散らないように口
　を結んで出してください。
○紙パックに他の紙類が混ざっているときがあります。
　必ず他の紙類と分けて出してください。
○A4サイズより大きな紙は、品目ごとにまとめ紐で
　しばって出してください。
 問合先／生活環境課清掃リサイクル係（内線233）

網走税務署の仮庁舎への移転


