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　町立病院では、正職員の医療
ソーシャルワーカー１人募集して
います。
○採用予定日／平成30年４月１日
○募集要件／
・社会福祉士免許を有する方
・�59歳以下の方（平成30年４月１
日現在）

※�日本国籍を有しない方または地方
公務員法第16条の各号のいずれか
に該当する方は応募できません。
○提出書類／
◦履歴書（自筆、写真貼付）
◦社会福祉士免許証の写し
◦�納税確認書（町内在住者のみ。
本人および配偶者）

○仕事の内容／
◦退院支援
◦�ほかの保険医療機関または介護
サービス事業者との連絡・調整

◦�医療・保健・福祉・介護に関す
る相談など

○選考方法／面接・書類選考
○�提出期日／12月25日㈪（郵送の
場合、当日の消印有効）

○�提出先・問い合わせ／町立病院
（☎485-2135）

　冬期間のごみ収集について、皆さ
んのご理解ご協力をお願いします。
◦�ごみが雪に埋もれて収集員が見
つけられないことがあります。
雪に埋もれない場所にごみを出
してください。

◦�吹雪などの悪天候によって、収
集作業が遅れる場合がありま
す。また、道路状況によっては、
予告なく収集作業を中止するこ
ともあります。その際は次週以
降の収集となります。

◯�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

　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り、
登録が済んでいない犬がいれば、
役場で登録申請をしてください。
　狂犬病予防注射は、動物病院で
通年接種が可能です。町の予防接
種は、毎年５月頃に町内の各地点
を巡回して実施しています。どち
らで接種しても料金は同じです。
１年に１度、必ず受けましょう。
　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、袋などを携帯しフ
ンの後始末は確実に行いましょ
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）

　意識障害や心停止など直ちに手当
が必要時、救急隊の到着までの間に
必要な知識と技術を身につけます。
○�講習内容／心肺蘇生法、AED
の使い方など
○�日時／平成30年１月21日㈰、午
前９時〜午後１時

○会場／釧路赤十字病院
○受講資格／満15歳以上の方
○定員／20人（定員締切）
○申込締切／平成30年1月10日㈬
○受講費用／1,500円
○�資格の付与／全過程を修了した
方に受講証を授与します。検定
を行い、成績優秀な方には認定
証を交付します。

○�申し込み・問い合わせ／日本赤
十字社北海道支部釧路市地区
（☎0154-23-5151内線1423）

　運転手の臨時職員（パート）を
２人募集しています。
○�募集要件／65歳以下で、大型自
動車か普通自動車運転免許証を
有する健康な方
○�業務内容／利用者の送迎、乗車
の介助など

○�勤務時間／１日５時間以内（月
〜土曜日、交代制）
○�雇用期間／採用の日から６カ月
以内（更新予定あり）
○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

　介護職の臨時職員
を随時、募集してい
ます。募集人数、要
件、待遇、提出書類
などの詳細は、町
ホームページ（アドレスは32ペー
ジ参照）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）

　保育職の臨時職員を２人募集し
ています。
◯�募集要件／65歳以下で町立保育
園に勤務可能な保育士資格もし
くは幼稚園教諭の免許を保持し
ている方。
◯�提出書類／履歴書（直筆、写真
貼付）
◦保育士等資格証明書の写し
◦�納税確認書（町内在住者のみ。
本人および配偶者）

○�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）

デイサービスセンター
運転手を募集しています

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

医療ソーシャル
ワーカーの募集

犬の正しい
飼い方について

冬季のごみ収集に
ついて

赤十字
救急法基礎講習の開催

保育職の臨時職員を
募集しています
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○日時／平成30年１月28日㈰
◦代表者会議…午前８時50分
◦開会式…午前９時
○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人・補欠２人
（試合は４人で出場・交代自由）
○�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／12月27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）

　放送大学はテレビ放送やイン
ターネットで授業を行う通信制
の大学です。働きながら学んで
大学を卒業したいなどの目的で、
幅広い世代の方が学んでいます。
平成30年４月入学生を募集して
います。
○募集学生の種類／
◦�科目履修生（６カ月在学し、希
望する科目を履修）

◦�選科履修生（１年間在学し、希
望する科目を履修）

◦�全科履修生（４年以上在学し、
卒業を目指す）

○�出願期間／12月１日〜平成30年２
月28日、平成30年３月１日〜20日
※�インターネットでの出願も受け
付けてます。

○�問い合わせ／放送大学北海道学
習センター（☎011-736-6318）

○日時／平成30年２月３日㈯
◦開会式…午前９時
◦競技開始…午前９時30分
○�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
勤在学している方

○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30年１月10日㈬
必着
※�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。

※�悪天候およびリンクコンディ
ションが悪い場合は中止し、周
知については会場内に赤旗を掲
示する予定です。

○�申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎485-
2434）

◎冬の植物を見に行こう
　湿原の植物はどう寒い冬を乗り
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３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）

◎クリスマスリースを作ろう
　松ぼっくりや木の実などの自然
素材を使ってクリスマスリースを
作ります。
○�日時／12月９日㈯、午後１〜３
時
○定員／500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）

　平成30年は、明治元
年から満150年になり
ます。政府では「明
治150年」関連施策各
府省連絡会議を設置し「明治以降
の歩みを次世代に遺す施策」「明
治の精神に学び、さらに飛躍する
国へ向けた施策」「明治150年に向
けた機運を高めていく施策」の３
つを柱として、明治150年関連施
策を推進していきます。明治150
年に関連する取り組みを推進す
るため、ロゴマークの使用促進
や広報などを通じて、明治150年
に向けた取り組みを図っていま
す。詳しくは下記のホームペー
ジ（http://www.kantei.go.jp/jp/
singi/meiji150/portal/）をご覧く
ださい。

第23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
協議会からのお知らせ

第38回
町民スケート大会

放送大学
４月入学生募集明治150年に向けた

取り組みについて
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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（公職の候補者・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、
有権者が寄付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。�
○寄付禁止事項／�
◦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30年１月９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30
年１月17日㈬
○作品審査／平成30年１月25日㈭
○�作品展示／平成30年１月26日㈮
〜２月４日㈰

○展示場所／開発センター
○対象／標茶町民
○部門／
◦�幼児（毛筆・かい書作品、規格
は半紙）

◦�小学生（毛筆・かい書作品、規
格は半紙）

◦�中学生（毛筆・かい書または行
書作品、規格は半紙）

◦�高校生（毛筆・かい書または行
書作品、規格は半切1/4）

◦�一般（毛筆・かい書または行書
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30年２月４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28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

　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、下記期限までに申請
してください。期限を過ぎてから
申請した方は、平成30年１月９日
㈫以降の受け取りになりますの
で、お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㈮まで
※�12月29日㈮から平成30年１月８
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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

パスポートの
年内受け取り

町有地売り払い情報
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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25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


