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令和４年度町村職員採用
試験（一般事務・高卒）

　本町では、令和４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。
〇採用予定人数／２人
〇 受験資格／平成10年４月２日～

平成16年４月１日生まれの高校
卒業者または卒業予定者（短
大・専門学校卒または卒業見込
みを含む）

〇 受付期間／７月１日㈭～８月２
日㈪（郵送の場合は当日消印有
効）

〇第１次試験日／９月19日㈰
〇試験場所／釧路町公民館
〇�申し込み・問い合わせ／総務課

職員係（２階⑬番窓口☎️内線
216）、釧路町村会事務局（☎️
0154-43-0649）

　血液が不足しています。献血を
された方には、後日、血液センター
から血液検査結果が送られますの
で、健康チェックにお役立てくだ
さい。
○実施日／７月13日㈫
○場所・時間／
・ 役場前�午前10時～正午
・ 農業協同組合前�午後１時30分

～３時
・ 開発センター前�午後３時30分

～４時30分
※ 体重50kg以上で、男性17歳以

上・ 女性18歳以上の方には、
400㎖献血をお願いしています。

※ 血液センターでは医療機関から
の要請が多く、輸血による副作
用リスクの少ない400㎖献血を
お願いしています。200㎖献血
が目標人数に達した場合、献血
をお断りさせていただきますの
であらかじめご了承ください。

献血にご協力ください

　７月１日～８月31日は「夏季安
全推進期間」です。安全にマリン
レジャーや釣りを楽しむために次
のことを守りましょう。
○ ライフジャケットの常時着用
・ 岸壁などから海に転落した場合

に備えて、必ずライフジャケッ
トを着用してください。

○ 緊急時の118番通報
・ 海での事故発生や発見時には、

118番通報してください。
○ 防水パック入り携帯電話などの
連絡手段確保

・ 海に転落した場合でも、携帯電
話で助けを求められます。

○ 気象・海象の確認
・ 「海の安全情報」などを利用

し、最新の気象・海象情報を入
手し、天候の悪化が見込まれる
場合は早めに帰る判断をしてく
ださい。

○�船舶の発航前検査の実施
・ 発航前検査は船長の義務です。

事故を未然に防ぐために点検を
忘れずに行いましょう。

○ 問い合わせ／釧路海上保安部
（☎️0154-21-5575）

　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。
　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）

夏季安全推進期間の
お知らせ

大麻を発見した時は
連絡を

　10月１日からやすらぎ園に勤務
可能な職員を募集します。
○募集職種／看護師（准看護師）
○採用予定／１人
○受験資格／
・ 昭和46年４月２日以降に生まれ

た方（50歳以下）
・ 看護師（准看護師）の資格を有

する方
※ ただし、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受
験できません。

○ 勤務内容／変則交代勤務（夜勤
なし）

○提出書類／
・ エントリーシート（自筆、写真

貼付）
・ 納税確認書（町内在住者のみ、

本人・配偶者）
・  看護師（准看護師）の資格証明

書の写し
○ 提出期限／７月15日㈭
○選考方法／面接
※試験日は８月中旬を予定。
○ 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）

○規格・料金／
・ 広告１（3,000円）�縦45㎜×

横88㎜
・ 広告２（6,000円）�縦45㎜×

横176㎜または縦90㎜×横88㎜
※町外業者は料金別。
○申込期限／
・８月号�７月５日㈪まで
・９月号�８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⑰番窓口☎️内線224）

令和３年度町職員
（看護職員）の募集

広報しべちゃ
有料広告募集
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　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。下記に注意し、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、食品に触れる物は全て
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）

　放送大学はテレビやインター
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、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で、幅広い世代の
方が学んでいます。
　現在、令和３年10月入学生を募
集しています。資料をお送りしま
すので、興味のある方は気軽に問
い合わせください。
○募集学生の種類／
　教養学部
・ 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）
　大学院
・ 修士科目生（６カ月在学し、希

望する科目を履修）
・ 修士選科生（１年間在学し、希

望する科目を履修）
○出願期間／
・第１回�８月31日㈫まで
・第２回�９月14日㈫まで
※ 放送大学ホームページ（http://

www.ouj.ac.jp）からの出願も
受け付けています。

○ 問い合わせ／放送大学北海道学
習センター（☎️011-736-6318）

　防衛省では、令和４年３月・４
月採用の自衛隊生徒を募集しま
す。
○募集種目・募集期間／
・  航空学生（航空自衛隊・海上自
衛隊）�７月１日㈭～９月６日
㈪

・ 一般曹候補生�７月１日㈭～９
月９日㈭

・ 自衛官候補生�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・自衛官候補生�

18歳以上33歳未満の方
○試験日／
・ 航空学生（航空自衛隊・海上自
衛隊）�９月20日㈪

・ 一般曹候補生�９月16日㈭・17
日㈮のいずれか１日

・ 自衛官候補生�９月22日㈬～24
日㈮のいずれか１日

※ いずれも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）

自衛官を募集します食中毒の予防 放送大学10月
入学生募集
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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

理課契約管財係（２階⑭番窓口
☎️内線141）

　標茶町表彰条例に基づく功労表
彰のうち「在住功労」とは「70歳
以上の者で50年以上本町に在住
し、勤労であった者」に贈られる
栄誉のことです。
　被表彰者へは毎年11月３日に行
われる標茶町総合表彰式にて、表
彰状と記念品を授与しています。
　次に該当する方は今年度の被表
彰者として手続きをしますので、
７月30日㈮までに下記係へご連絡
ください。また、知り合いに該当
する方がいる場合もお知らせくだ
さい。
 　今年の７月31日までに70歳に
なり、成人してから通算50年以
上本町に住んでいるのに受賞して
おらず、町からの表彰予定通知書
（はがき）も届いていない方
　今までに住民票をほかの市町村
に移したことのある方は、在住年
数が実際より短く登録されている
可能性があります。（実際に本町
に住んでいれば在住年数として数
えます）不明な点は下記係に問い
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）

　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。昼間の仕事などで納付相談
が困難という方は利用ください。
　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30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

　北海道苦情審査委員制度は、道
が行った業務や制度の内容を審査
する制度です。
　皆さんの利害に関わる苦情であ
れば、苦情審査委員に申し立てる
ことができます。
　苦情審査委員が公正で中立的な
立場から、道の関係機関に対して、
必要な調査などを行います。審査
の結果、道の業務に不備な点や制
度上の問題があるときは、道の機
関に是正や改善を求めます。個人
情報の保護にも十分配慮します。
○ 申立窓口・問い合わせ／北海道

総合政策部知事室道政相談セン
タ ー（ ☎️011-204-5523）、 釧 路
総合振興局総務課（☎️0154-43-
9100）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設 町有地売り払い情報

納期限のお知らせ
７月26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。

知っていますか？北海道
の「苦情審査委員制度」

◎縄文土器作り講座
　塘路周辺には
縄文時代の遺跡
があります。実
際に出土した土
器を参考に作る
講 座 で す。（10
ページ参照）
○ 日時／７月３日㈯、午前10時～

午後２時
○ 定員／10人（定員になり次第、

締め切り）
○参加費／350円（材料費）
○�集合場所／塘路湖エコミュージ

アムセンター
○ 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）、標茶町博物館（☎️
487-2332）

◎夏の樹木と花を見に行こう
　緑あふれる夏。草木はどうやっ
て花や実をつけ、次世代へとつな
いでいくのでしょうか。
○ 日時／７月４日㈰、午前10時～

正午
○定員／10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）

◎ホタルの週末
　釧路湿原にすむヘ
イケボタル。その不
思議な生態と観察方
法を学んでから夜の
湿原へと出掛けます。
○ 日時／７月16日㈮～18日㈰、午

後６時30分～９時
○定員／20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）

釧路湿原国立公園連絡協
議会からのお知らせ

「在住功労表彰」を
ご存知ですか？


