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地域包括支援センター
臨時職員の募集

高齢者の介護予防や自立支援に
従事する臨時職員を１人募集して
います。
○募 集要件／65歳以下で保健師、
社会福祉士または介護支援専門
員（ケアマネジャー）のいずれ
かの資格を有する方、または高
齢者の介護予防や自立支援に関
心のある健康な方。
○業務内容／高齢者の社会参加と
介護予防の支援
○勤務時間／午前８時45分〜午後
５時30分（月曜日～金曜日）
○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／標茶町地域包括支
援センター（☎485-1515）

赤十字救急法
基礎講習のお知らせ
意識障害や気道
閉 塞、 呼 吸 停 止、
心停止など直ちに
手当が必要な場面
で、救急隊が到着
するまでの間に必要な知識と技術
を身に付けます。
○講 習内容／ 心肺蘇生法、AED
の使い方など
○日時／７月22日㈰、午前９時～
午後１時
○場所／釧路赤十字病院
○受講資格／15歳以上の方
○定員／20人（定員締切）
○申込締切／７月13日㈮
○受講料／１,500円
○資格証／全過程を修了した方に
受講証を授与します。成績優
秀な方に、認定証を交付いた
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）
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釧路保健所自殺防止
対策講演会のお知らせ
○日時／８月24日㈮、午後３時～
５時（受け付けは午後２時30分
から）
○場所／釧路労災病院
○講演／「自分を傷つけずにいら
れない子どもたち～自傷行為の
対応と理解」
○講師／国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター精神
保健研究所 薬物依存研究部
部長松本俊彦氏
○申し込み／７月２日㈪～８月13
日㈪までに、下記電話へ申し込
みください。
※状況により人数を制限する場合
があります。
○申し込み・問い合わせ／釧路保
健所（☎0154-65-5825）

登山による
遭難事故に注意
夏山シーズンを迎え、登山など
を楽しむ方が増えていますが、こ
の時期は、
遭難事故が多発します。
山に入るときは、事前準備とホ
イッスルを携行し安全に登山を楽
しみましょう。
◦ラジオなどで最新の気象状況を
把握しましょう。
◦携帯電話・無線機など緊急時の
連絡手段を持ちましょう。
◦低体温症の予防のため防寒着な
どを用意しましょう。
◦登山計画書を忘れずに提出しま
しょう。
◦緊急時の逃げ道の確認など登山
計画の検討理解を行いましょう。
○もし、道に迷ったら…
◦むやみに歩かず、風雨が避けら
れる場所で救助を待ちましょう。
◦高い音が出る物や光る物などで
自分の位置を捜索隊に知らせま
しょう。

information
有毒植物による
食中毒にご用心
山菜狩りのシーズンがやって来
ました。毒草の中には山菜と区別
が難しいものがあります。食用と
確実に判断できない植物は採らな
い、食べない、人にあげないを意
識して、次に注意しましょう。
・食べられるかどうかの判断がつ
かない植物はとらないようにし
ましょう。
・家庭菜園などで、野菜と観賞植
物を一緒に栽培することはやめ
ましょう。
・食べて異常を感じた時は速やか
に医師の診察を受けましょう。
○問い合わせ／北海道釧路保健所
（☎0154-65-5811）

大麻を発見した
ときは連絡を
本町では、いまだに野生の大麻
が見られ、放置すると違法に採取
され、乱用される危険性がありま
す。大麻の撲滅のためには、皆さ
んの協力が大きな力となります。
大麻を見つけたときは、下記へ
情報をお寄せください。
○問い合わせ／北海道釧路保健所
（☎0154-65-5811）
 役場住民課環境衛生係（１階③
番窓口☎内線127）

夏の交通安全運動
この時期は、観光やレジャーに
より車の往来が活発になります。
また、暑さから注意力が散漫にな
り、ぼんやりと運転してしまうこ
とで、交通事故が起こりやすくな
ります。車を運転する時は、十分
休憩を取り、ゆとりを持って運転
しましょう。
○期間／７月11日㈬～20日㈮

information
資源ごみの排出について

自衛官を募集します

分別をきちんとされていないご
みを資源ごみとして出す家庭が増
えてきています。また、そのほか
紙類やプラスチック類を資源ごみ
ではなく、燃えるごみと混合して
出す家庭も増えてきています。資
源を有効活用するためにも、ごみ
の分別にご協力をお願いします。
◦缶類、瓶類、カップラーメンや
コンビニ弁当の容器などの汚れ
たプラスチック類は、一度水で
すすいでから資源ごみとして出
してください。
◦ペットボトルのラベルとキャッ
プは外してください。ペットボ
トルはペットボトル類、ラベル
とキャップはプラスチック類と
してそれぞれ分別してくださ
い。
◦缶 類のふたや瓶類のキャップ
は、燃やせないごみとして出し
てください。
○問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

防衛省では、次のとおり平成30
年３月、４月採用の自衛官を募集
します。
○募集種目／航空学生、一般曹候
補生、自衛官候補生
○受付期間／７月１日㈰から（自
衛官候補生については通年）
○応募資格／
・航空学生（航空自衛隊）…18歳
以上21歳未満の方
・航空学生（海上自衛隊）…18歳
以上23歳未満の方
・一般曹候補生…18歳以上27歳未
満の方
・自衛官候補生…18歳以上27歳未
満の方
○試験期日／
・航空学生…９月17日㈪
・一般曹候補生…９月21日㈮〜９
月23日㈰（いずれか１日）
・自 衛官候補生…（男子）９月26日
㈬、27日 ㈭、30日 ㈰、（ 女 子 ） ９
月28日㈮、29日㈯（いずれか１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）

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
日本遺族会では「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。
この事業は、第二次世界大戦で
父などを亡くした戦没者の遺児を
対象として、戦没地を訪れ、慰霊
追悼を行い、地域住民と友好親善
を図ることを目的としています。
日程などの詳細は、下記に問い合
わせください。
○参加費／10万円
※昨年度参加した方は応募できま
せん。
○問い合わせ／日本遺族会事務局
（☎03-3261-5521）

デイサービスセンター
運転手を募集します
運転手のパートの臨時職員を２
人募集しています。
○募集要件／65歳以下で大型・ 中
型・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）

平成31年度
町職員採用試験
本町では、平成31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。
○受験資格／
・大学卒 … 平成２年４月２日か
ら平成９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７年４月２日から平成
13年４月１日までに生まれた方
○受付期間／７月２日㈪～８月３
日㈮（郵送の場合は当日消印有効）
○第１次試験／９月16日㈰
○第１次試験合格発表／10月16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）

やすらぎ園職員を
募集しています
看護職の正職員（正・ 准看護
師）１人と介護職の臨時職員若干
名を募集しています。介護職は①
交替勤務で夜勤もできる方②夜勤
無しで交代勤務のできる方となり
ます。詳細は、
町ホームページ（ア
ドレスは24ページ参照）またはハ
ローワーク釧路をご覧になるか、
下記へ問い合わせください。
○提出先・ 問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎4853501）

広報しべちゃ
有料広告募集
○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／
・８月号…７月５日㈭まで
・９月号…８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⑰番
窓口☎内線224）
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町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設
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／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

夏の合宿シーズン到来
毎年、多くのスポーツ選手が本
町で合宿を行っています。学生に
よる合宿のほか、７月29日㈰～８
月10日㈮には大塚製薬の女子陸上
競技部による実業団合同合宿が予
定されています。
郊外でトレーニングを行う選手
もいますので、近くを走行する際
はスピードダウンなどのご協力を
お願いします。また、選手に対す
る温かな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ので、皆
さんの熱い声援をお願いします。
○問い合わせ／役場企画財政課地
域振興係（２階⑰番窓口☎内線
224）

納期限のお知らせ

７ 月25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期の納入期限です。
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町有地売り払い情報
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24
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）

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。
無線LANアンテナ設置の建柱
工事などで高額な工事費が発生す
るときは、助成制度をご利用くだ
さい。詳しくは町ホームページ（ア
ドレスは24ページ参照）をご覧く
ださい。
・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、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。
○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☎内線218）

畜産関係講習会を
受けてみませんか？
次の畜産関係講習会に参加を希
望する方は、下記係にご連絡くだ
さい。主催者から開催情報が届き
次第、個別にご案内します。
・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
（⑱番窓口☎内線244）

食中毒を予防しましょう
季節が夏へと変わるこれからの
時期は、食中毒が増加する傾向に
あります。気温・ 湿度が上がり、
キャンプなど屋外で食べる機会も
増えるため、食品の調理・保存に
注意しなければなりません。
食中毒予防の三原則は「細菌を
つけない・増やさない・やっつけ
る」です。次の点に注意し、被害
防止に努めましょう。
①細菌をつけない
・手だけではなく、食器・調理器
具など、食品に触れるものは全
て清潔にする。
・食品をラップなどでしっかり包
み、ほかの食品と接触しないよ
うにする。
②細菌を増やさない
・調理する前の食品は、早めに冷
蔵庫や冷凍庫に入れるようにす
る。
・調理後の食品は放置せず、早め
に食べるようにする。
③細菌をやっつける
・加熱する際には、しっかり火を
通して調理する。
・食器・調理器具の汚れを落とす
ために、真水で十分に洗うよう
にする。
○問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

