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　本町では、町内会・地域会が行
う地域活性化に向けた自主的な取
り組みを支援しています。
◉地域振興補助金
◯補助対象者／町内会・地域会
◯補助対象事業／
①�地域的特殊性を有する産業振興
事業
②生活環境を整備する事業
③憩いの場を整備する事業
④交通防災に関する事業
⑤�地域の保健体育、スポーツ振興
事業
⑥教育文化の充実を図る事業
◯募集期限／随時
※�詳しくは下記係まで問い合わせ
ください。
◯�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223）　

　法務局では、登記・ 供託・ 戸
籍・人権擁護事務などの相談にお
応えする「全国一斉！法務局休日
相談所」と、公証人による「法務
局なるほど講座（演題・家族がな
くなった際の手続きあれこれ）」
を開催します。
○日時／10月１日㈰
○時間／
・�全国一斉！法務局休日相談所…
午前10時〜午後３時
・�法務局なるほど講座…午前10時
〜11時45分（定員30人）
※�いずれも事前に申し込みが必要
です。
○場所／釧路地方合同庁舎
○申込締切／９月29日㈮
○�申し込み・問い合わせ／釧路地
方法務局（☎0154-31-5000）
※�音声案内に従って「３」を押し
てください。

　釧路調停協会所属の調停員が、
調停で解決する手続きの相談に無
料、秘密厳守で応じます。
○日時／
・９月８日㈮、午後６〜８時
・９月９日㈯、午前10時〜午後３時
※両日とも予約不要
○�場所／釧路市交流プラザさいわい
○�相談内容／夫婦関係、遺産相続、
土地建物、金銭貸借、交通事故
など家事および民事に関すること
○�問い合わせ／釧路調停協会事務
局（☎070-3149-2273）

　10月１〜７日は公証週間です。
公証制度を広く知ってもらうた
め、日本公証人連合会本部では電
話相談を実施します。
○�日時／10月１日㈰〜７日㈯、午
前９時30分〜正午・午後１時〜
４時30分
○�相談内容／遺言、任意後見契約
など公証事務全般

○相談電話番号／☎03-3502-8239

　職場でランマー・ピック・丸ノ
コなどの振動工具を使用し、手の
しびれや手が冷たいといった症状
がある場合、振動障がい（白ろう
病）を発症している可能性があり
ます。本町には林業従事者を対象
とした、検診費用の一部助成制度
があるほか、労災保険で振動障が
いの治療を行うこともできますの
で、お気軽にご相談ください。
○�問い合わせ／役場企画財政課商
工労働係（２階⑯番窓口☎内線
251）、全日本建設交運一般労働
組合釧路支部（☎0154-21-7380）

　開催に伴い
常盤10丁目・
川上10丁目な
どの地域で、
一部通行規制
を行います。
皆さんのご協
力をお願いし
ます。
○日時／９月17日㈰
・スタート…標茶駅前（午前10時）
・�ゴール…農業者トレーニングセ
ンター前（午後０時10分ごろ）

○�規制時間／午前11時〜午後０時
30分（最終ランナー到着まで）

○観戦時の注意／
・�コース周辺の路肩や歩道脇へは
駐停車しないでください。
・�中継点は選手や競技役員、観戦
者などで混雑します。
・�自動車などで場所を移動しなが
らの観戦は、交通渋滞を招き走
行選手の妨げとなるので控えま
しょう。
・�違反チームは失格となりますの
で注意してください。

○�問い合わせ／農業者トレーニン
グセンター（☎485-2434）

　釧路短期大学では授業科目を社
会人の方に開放し、科目等履修
生・聴講生として学習の機会を提
供しています。単位取得や条件に
より免許・資格取得も可能です。
また、保育士資格取得者を対象と
した「幼稚園教諭免許取得特例講
座」の受講生も募集しています。
詳細は問い合わせください。
○締め切り／９月29日㈮
○�問い合わせ／釧路短期大学（☎
0154-68-5124）

第45回標茶町駅伝
競走大会のお願い

地域づくりを
応援します!!

法務局休日相談所
法務局なるほど講座

公証週間
電話相談のご案内

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報 information

釧路短期大学
社会人向け制度

無料調停相談会の
開催

振動障がいの
検診助成・治療



22

○募集職種／保育職員（正職員）
○募集人員／３人
○�受験資格／昭和42年４月２日以
降に生まれた方（50歳以下）
○�募集要件／保育士・幼稚園教諭
免許を有する方、または平成29
年度資格取得見込みで平成30年
４月１日から勤務可能な方（平
成30年３月末日までに資格を取
得できなかった場合は、採用資
格を失います）
※�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。
○勤務地／町内保育園
○提出書類／
・履歴書（自筆、写真貼付）
※�様式は町ホームページ（アドレ
スは26ページ参照）からダウン
ロードするか、下記係に請求し
てください。
・�保育士・幼稚園教諭の資格証明
書または取得見込証明書

・最終学校の成績証明書
・�最終学校の卒業証明書（見込み
を含む）

・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）

・�小論文…市販の400字詰め原稿
用紙２枚に自筆で書き、応募書
類と一緒に提出してください。

　�テーマ「保育園における保護者
と子どもとの関わり方について」
・健康診断書
※�様式は町ホームページからダウ
ンロードできます。現在、本町
の職員として勤務実績のある方
は平成29年度の健康診断書の写
し（３カ月以内のものに限る）
○�提出期限／10月６日㈮（郵送の
場合は当日消印有効）
○�提出先・問い合わせ／役場総務
課職員係（２階⑬番窓口☎内線
216）

information

　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）

　防衛省では、次のとおり平成30
年４月採用の自衛隊各種学生を募
集します。
○�募集種目／防衛医科大学医学
科・看護学科学生、防衛大学生
（一般・前期）
○受付期間／９月５日㈫〜29日㈮
○�応募資格／高校卒（見込みを含
む）で21歳未満の方
○試験期日／
・�防衛医科大学医学科…10月28日
㈯・29日㈰
・�防衛医科大学看護学科…10月14
日㈯

・防衛大学…11月４日㈯・５日㈰
○試験場所／
・�防衛医科大学医学科・防衛大学
…自衛隊帯広地方協力本部釧路
出張所

・�防衛医科大学看護学科…道東経
済センタービル

○�問い合わせ／役場総務課庶務係
（２階⑬番窓口☎内線212）、自
衛隊帯広地方協力本部釧路出張
所（☎0154-22-1053）

平成30年度
町職員（保育職）募集

デイサービスセンター
運転手を募集しています

自衛隊各種学生を
募集します

○募集職種／臨床検査技師（正職員）
○募集人員／２人
○採用予定日／平成30年４月１日
○募集要件／
・�臨床検査技師免許を有する方ま
たは免許取得見込みの方
・�45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）
・臨床検査技師免許証の写し
・�成績証明書（見込みの方）
・�卒業見込証明書（見込みの方）
○提出期限／９月29日㈮
○選考方法／面接
○�提出先・問い合わせ／町立病院
（☎485-2135）

　介護職・調理職の臨時職員を随
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
26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）

○�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／
・10月号…９月５日㈫まで
・11月号…10月５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）

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

町立病院 正職員
（臨床検査技師）募集

広報しべちゃ
有料広告募集
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　本町では精神障がい者の早期治
療を促進し、健康保持と早期の社
会復帰を目的として、医療費の一
部を助成しています。
○�対象者／次の全ての要件を満た
す方が対象です。
・町内に住民登録をしていること
・健康保険に加入していること
・�精神科病院・指定病院・精神科
を設け医療を行っている病院な
どの医療機関で、現在、入院治
療を受けていること
※�ただし、乳幼児医療等医療費、
重度心身障がい者医療費、ひと
り親家庭等医療費の助成を受け
ている方は対象になりません。
（精神障がい者保健福祉手帳１
級の取得により、重度心身障が
い者医療の助成を受けている方
は対象になります）
○�助成内容／入院治療に要した医
療費のうち、高額医療費の助成
額・食事療養標準負担額・生活
療養標準額を除いた金額の３割
を助成します。
○�申請に必要なもの／保険証、医
師の診断書、印かん
○�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124）

　国立北海道障害者職業能力開発
校では、求職中の障がい者（応募
希望者）の入校前適性相談を実施
します。詳しくは、下記へ問い合
わせください。
○実施期限／平成30年３月２日㈮
○問い合わせ／
・�国立北海道障害者職業能力開発
校（☎0125-52-2774）
・�釧路公共職業安定所（☎0154-
41-1201）

　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26
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）

◎�バードカービング初心者講座
（全５回）
　バードカービン
グは角材を削り、
彩色して野鳥の形
に仕上げる彫刻で
す。初心者を対象
に、毎回講師から説明を受けなが
ら、全５回の講座を通して作品を
作ります。
○�日時／９月３日㈰、午前10時〜
午後３時
○定員／10人
○参加費／5,500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）

◎秋の花を見に行こう
　間もなく花の季
節が終わりを迎え
ます。華やかな秋
の花で、今年の花
の季節を締めくく
りましょう。
○�日時／９月10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）

　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／９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

　建設中の高速道路や作業車両を
間近で見られる、親子現場見学会
が開催されます。
○�対象／釧路管内在住の小学生と
その保護者
○�日時／９月23日㈯、午後１〜５
時（荒天の場合は中止）
○�見学場所／北海道横断自動車道
（阿寒〜釧路西間）建設工事現
場、釧路東ＩＣ管理ステーション
○�集合場所／釧路地方合同庁舎
（見学場所まではバス移動）
○定員／親子20組、40人程度
※申し込みが必要です。
※定員になり次第締め切り。
○参加費／無料
○申込期間／９月１日㈮〜８日㈮
○�申し込み・問い合わせ／釧路市
役所道路河川課（☎0154-31-4599）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

親子で高速道路を
見学しませんか？

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

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

精神障がい者医療費の
助成について

納期限のお知らせ
９月25日㈪は、固定資産税
第３期、国民健康保険税第３
期、下水道受益者負担金･分
担金第２期の納付期限です。

障害者職業能力開発校
入校前相談


