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　本町では、いまだに野生の大麻
が見られます。発見次第除去に努
めていますが、完全に根絶するこ
とができていません。放置すると
違法に採取され、乱用される危険
性もあります。
　完全な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。大麻を見つけた時には、下記
へ情報をお寄せください。
○�問い合わせ／
・�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）　

　上下水道料・暖房費・発電賦課
金の一部助成を行っています。助
成額は世帯区分によって異なりま
すので、下記係まで問い合わせく
ださい。
○�助成対象／国民健康保険税の７
割減額・５割減額の対象となっ
ている世帯、またはそれと同様
な所得の世帯

○�支給期／４・８・12月の年３回
（暖房費・発電賦課金は12月支
給期に助成）

○�受付場所・問い合わせ／
・�役場保健福祉課社会福祉係（１
階④番窓口☎内線133）

・各公民館（受け付けのみ）
※受け付けは随時行っています。
※年に１回の申請が必要です。
※�申請の際は印かんを持参し、窓
口にて振込先の金融機関名・口
座番号を伝えてください。
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釧路保健所
依存症講演会

標茶町
ほっとらいふ制度

　本町では、令和２年度に採用さ
れる職員の試験を釧路町村会の合
同試験により実施します。
○�採用予定人数／「一般事務職員」
高卒・大卒問わず５人程度
○受験資格／
・�大学卒�平成３年４月２日から
平成10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８年４月２日から平成
14年４月１日までに生まれた方

○�受付期間／
　�７月１日㈪～８月２日㈮（郵送
の場合は当日消印有効）
○第１次試験／９月22日㈰
○�第１次試験合格発表／
　10月25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）

　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
すること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、絶対に「採らない・食べな
い・人にあげない」ようにしま
しょう。
・�食べられるかどうかの判断がつ
かない植物は、採らないように
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／釧路保健所（☎
0154-65-5811）

令和２年度
町職員採用試験

有毒植物にご用心

　釧路保健所では釧路精神保健協
会との共催で講演会を開催します。
　近年、インターネットは生活に
無くてはならない便利で身近なも
のになりました。しかし、そのイ
ンターネットに夢中になるあま
り、日常生活や健康に影響が出て
しまう、いわゆる「ネット依存」
が若者たちに広がっています。
　講演では、ネット依存の社会的
背景や依存についての正しい理解
を深め、周囲の対応や私たちが予
防のためにできることについて、
久里浜医療センター院長の樋口先
生にお話しいただきます。ぜひ、
ご参加ください。
○�日時／７月28日㈰、午後３～５
時（受付午後２時30分）

○場所／釧路孝仁会記念病院
○�演題／若者のネット依存の現状
～症状と対応について～

○�講師／独立行政法人国立病院機
構久里浜医療センター院長・樋
口進氏

○定員／120人程度（予約制）
○申込締切／７月11日㈭
※電話・FAXで申し込みください。
○�申し込み／釧路保健所健康推進
課健康支援係（☎0154-65-5825）

　法テラス釧路では、次のとおり
無料法律相談を行います。
○�日時／８月８日㈭、午後１時～
３時30分
※事前予約制
※相談時間は１件30分程度
○場所／釧路市役所防災庁舎
○相談員／弁護士・司法書士
○予約期間／７月16日㈫～31日㈬
○�予約・問い合わせ／法テラス釧
路（☎050-3383-5567）

大麻を発見した時は
連絡を

無料法律相談会
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　介護職（臨時職員）を若干名募
集しています。詳細は、町または
ハローワーク釧路のホームページ
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）

　調理員（臨時職員）を２人募集
しています。
○�募集要件／健康で資格の有無に
関わらず変則交代勤務可能な方
○�業務内容／給食の調理、洗浄
※�提出書類などの詳細は、町立病
院ホームページ（アドレスは17
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／町立病院（☎485-
2135）

　保育士（臨時職員）を若干名募
集しています。詳細は、町ホーム
ページをご覧になるか下記係へ問
い合わせください。
○�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）

　作業員（臨時職員）を若干名募
集しています。
○�募集要件／65歳未満で普通自動
車免許証を有する健康な方

○�業務内容／哺育牛および育成牛
の飼養管理など

※�提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか下記係
へ問い合わせください。

○�問い合わせ／育成牧場（☎486-
2747）

information

　分別をきちんとしないまま資源
ごみを出す家庭が増えてきていま
す。その他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。
・�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に
それぞれ分別してください。
・�カップラーメン・コンビニ弁当
の容器などの汚れたプラスチッ
ク類や、缶類、瓶類は、一度水
ですすいでから乾燥させて、資
源ごみとして出すようにしてく
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）

　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。

○�申し込み／北海道連合遺族会事
務局（☎0166-51-1040）

○�問い合わせ／日本遺族会事務局
（☎03-3261-5521）

　防衛省では、次のとおり令和２
年３月・４月採用の自衛隊生徒を
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

○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
・�一般曹候補学生・自衛官候補生
�18歳以上33歳未満の方
○試験日／
・航空学生�９月16日㈪
・�一般曹候補学生�９月20日㈮～
22日㈰（いずれか１日）
・�自衛官候補生�（男子）９月26
日㈭・27日㈮（どちらか１日）、
（女子）９月28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）

　運転手（パートタイム職員）を
１人募集しています。
○�募集要件／65歳未満で、大型・
中型・普通自動車いずれかの運
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、見守りなど
※�提出書類などの詳
細は、町またはハ
ローワーク釧路の
ホームページをご
覧になるか、下記
へ問い合わせくだ
さい。

○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

資源ごみの分別を
お願いします

自衛隊生徒を
募集します

デイサービスセンター
運転手を募集しています

町立病院調理員を
募集しています

保育士を
募集しています

育成牧場作業員を
募集しています
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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

○�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）

　毎年、多くのスポーツ選手が本
町で合宿を行っています。
　郊外でトレーニングを行う選手
もいますので、車で近くを走行す
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）

○�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）

○�申込期限／
・８月号�７月５日㈮
・９月号�８月５日㈪
○�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）

広報しべちゃ
有料広告募集
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　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）

　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。次のことに注意し、被害防止
に努めましょう。
○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。

○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。

○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）

　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

　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
ページをご覧ください。
　無線LANアンテナを設置した
人からは「以前はホームページ閲
覧の際に、データの読み込みが遅
く、動画が停止することがありま
した。アンテナを設置してからは、
スムーズで快適にインターネット
を利用しています」との声をいた
だいています。
○�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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

夏の合宿シーズン到来

町有地売り払い情報

無線LANでインターネッ
トを利用しませんか

畜産関係講習会を
受けてみませんか？

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期の納付期限です。

食中毒を防ぎましょう


