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　本町では、令和４年度町職員採
用試験を実施します。詳細は町
ホームページをご覧ください。
○採用予定人数／若干名
○�受験資格／
◦�学校教育法による大学、短期大
学（専門学校を含む）、高校を
卒業またはこれらに相当する学
歴を有すると認められる方（卒
業見込みを含む）
◦�採用時、年齢が35歳未満（昭和
62年４月２日〜平成16年４月１
日生まれ）の方
◦�普通自動車運転免許を有する方
◦�新卒者以外は、事務職経験が１
年以上ある方
※�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。
○�応募締切／12月20日㈪（必着）
○�選考方法・試験日時／
◦�筆記・作文試験…令和４年１月
16日㈰、午前９時
◦�面接試験…令和４年１月23日
㈰、午前９時

○採用日／令和４年４月１日
○�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）

　パスポートは申請してから受け
取るまでに約２週間かかります。
年内に受け取りを希望する方は、
期限までに申請してください。
◯�年内受け取り申請期限／
　12月13日㈪まで
※�年末年始の閉庁日には、パス
ポートの手続きができませんの
でご注意ください。
◯�問い合わせ／役場住民課町民係
（１階①番窓口☎内線122）

放送大学４月
入学生募集

犬の正しい
飼い方について

令和４年度町職員採用
試験（一般事務）
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パスポートの
年内受け取り

　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、
まだ登録が済んでいない犬がいれ
ば、下記係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。町の接種は、
毎年５月ごろ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回、必ず受けさせましょう。
　飼い犬が逃げ出さないように、
日ごろから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、ふんの後
始末を確実に行いましょう。なお、
伸縮リードの扱いは十分気を付
け、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）

介護資格取得支援助成金のお知らせ
　本町では介護の資格取得にかかる研修費の一部を助成しています。
詳細は下記係に問い合わせるか町ホームページをご覧ください。
■対象となる研修／介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修
※開催地は問いません
■対象者（助成割合）／
・ 一般（７割）…資格取得後から３ケ月以上、町内の介護事業所に

就労する必要があります。
・ 高校生（９割）…授業の一環としての介護資格の取得機会がある

方は対象外。
※ 助成金は10万円を限度に支給されます。
※ 助成の対象は研修費のみとなり、交通費や宿泊費

などは助成の対象外となります。
■�問い合わせ／保健福祉課介護保険係（１階⑥番窓

口☎内線136）

　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４年４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）

○�出願期間／令和４年３月15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）
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第27回標茶町
アイスストッカー大会

第42回
町民スケート大会

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ
◎シマエナガフィギュアを作ろう
　 紙 粘 土 を
使って「雪の
妖精」と呼ば
れるかわいい
シマエナガの
フィギュアを作ります。
○�日時／12月４日㈯、午後１〜３
時
○定員／10人
○参加費／100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）

◎湿原の「かたち」を見て歩こう
　花や葉が枯れ落ち、遠くまで見
渡せるこの時期。普段注目しない
湿原周辺の「かたち」にスポット
を当てます。
○�日時／12月５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）

◎塘路フィールドウォッチング
　〜初冬編〜
　初冬の塘路湖
畔で、オオワ
シ・オジロワシ
などの野鳥や塘
路湖の氷の造形
などを観察しま
す。
○�日時／12月18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／
塘路湖エコミュージアムセン
ター（☎487-3003）

○日時／令和４年１月30日㈰
・代表者会議…午前８時50分
・開会式…午前９時
※�悪天候・リンクコンディション
が悪い場合や、新型コロナウイ
ルス感染拡大などにより中止と
する場合があります。

○場所／野外アリーナ
○�参加対象／町内に在住または在
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・交代は
自由）

○競技部門／一般の部
○�申込期限／令和４年１月14日㈮
※�参加申込書は下記や各公民館、
町ホームページで入手できま
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）

　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。「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

政治家の寄付は
禁止されています

○日時／令和４年２月５日㈯
・開会式…午前９時
・競技開始…午前９時30分
※�悪天候・リンクコンディション
が悪い場合や、新型コロナウィ
ルス感染拡大などにより中止と
する場合があります。（会場内
に赤旗を掲示する予定）
○�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／
・�幼児の部（男子・女子）…50ｍ・
100ｍ

・�小学１〜２年（男子・女子）…
50ｍ・�100ｍ・�300ｍ

・�小学３〜４年（男子・女子）…
100ｍ・�300ｍ・�500ｍ

・�小学５〜６年（男子・女子）…
300ｍ・�500ｍ・�1000ｍ

・�中学１〜高校３年（男子・女子）
…500ｍ・�1000ｍ

・�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。
○�出場制限／１人２種目まで申し
込み可能
※�地域対抗2000mリレーは出場制
限には含みません。
○�申込期限／令和４年１月21日㈮
※�参加申込書は下記や各公民館、
町ホームページで入手できま
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）
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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）

　国民年金は、年を取った時やい
ざという時の生活を、現役世代み
んなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。
国民年金のポイント
◦�将来の大きな支えになる国民年
金は、20〜60歳の人が加入し、
保険料を納める制度です。国が
責任を持って運営するため安定
しており、年金の給付は生涯に
わたって保障されます。

◦�国民年金には、年を取った時の
老齢年金のほか障害年金や遺族
年金もあります。障害年金は病
気や事故で障がいが残った時に
受け取ることができます。加入
者が死亡した場合は、その加入
者により生計を維持されていた
遺族が、遺族年金を受け取るこ
とができます。

「学生納付特例制度」と
「若年者納付猶予制度」
◦�学生納付特例制度…学生の方は
一般的に所得が少ないため、本
人の所得が一定額以下の場合
に、国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。

◦�若年者納付猶予制度…学生でな
い50歳未満の方で、本人および
配偶者の所得が一定額以下の場
合に、国民年金保険料の納付が
猶予される制度です。

○�問い合わせ／役場住民課年金保
険係（１階②番窓口☎内線125）

　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㈬〜令和４
年１月14日㈮

○�作品審査／令和４年１月27日㈭
○�作品展示／令和４年１月28日㈮
〜２月６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…自然に親しむ、
明るい未来、その他関連用語

○表彰式／
◦�日時…令和４年２月５日㈯、午
後２時

◦�場所…コンベンションホール
うぃず

○�提出先・問い合わせ／教育委員
会社会教育課社会教育係（☎
485-2040）

　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

　遺言書は相続手続きをスムーズ
に行うための有効な手段であり、
終活の一環として関心を集めてい
ます。
　法務局でも、令和２年７月10日
から、ご自身で作成した遺言書を
保管できる制度ができました。こ
の制度を利用すると、遺言書１件
につき3,900円で遺言書の紛失や
改ざんを防止することができま
す。
　本制度の詳しい内容は法務省
ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
○�問い合わせ／釧路地方法務局供
託課（☎0154-31-5016）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

「自筆証書遺言保管制度」
をご活用ください

町有地売り払い情報

20歳になったら
国民年金

「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27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。


