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information

上下水道使用料集金の
お知らせ

釧路湿原に関する
ボランティアの募集

標茶町役場☎485-2111

上下水道使用料の収納業務を地
区ごとに、次の方へ委託していま
す。
・小野鮎梨さん（常盤、川上、開運）
・白木里子さん（常盤、旭、富士）
・髙橋久美さん（桜）
・足澤時子さん（麻生、平和）

令和4年度町職員
（看護職員）の募集
本町では、やすらぎ園に勤務可
能な看護職員を募集します。
○募 集職種／看護師・ 准看護師
（正職員）
○採用予定／１人
○受験資格／
・昭和47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。
※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）
・看護師（准看護師）資格証明書
の写し
・納 税確認書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）
○選考方法／面接
※試験は随時行います。
○受付期間／５月２日㈪〜６月30
日㈭
※なお、採用決定次第、
募集は終了します。
○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）
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令和4年度調理師試験
○日時／８月25日㈭、午後１時30
分〜４時
○試験地／釧路市（試験会場は受
付後に通知）
○受験資格／中学校を卒業し、寄
宿舎・ 学校・ 病院などの施設、
または飲食店・魚介類販売・そ
うざい製造業の営業において、
５月20日までに２年以上調理の
業務に従事した方
○試験方法・試験科目／筆記試験
（食文化概論、公衆衛生学、栄
養学、食品学、食品衛生学、調
理理論）
○受付期間／５月９日㈪〜20日㈮
○提出書類／受験願書、入力通知
書、受験者整理カード（３カ月
以内に撮影した正面上半身を撮
影したものを添付）
※受験願書は釧路保健所・標茶支
所で配布しています。
○合格発表／10月14日㈮
○受験手数料／6,900円
○問い合わせ／釧路保健所企画総
務課企画係（☎︎0154-65-5819）

狂犬病予防注射について
飼い犬には、居住地の市町村役
場へ登録することと、毎年１回狂
犬病予防注射を受けさせることが
法律で義務付けられています。狂
犬病は、イヌだけでなくヒトを含
む全ての哺乳類に感染する病気
で、現在のところ有効な治療法が
存在しないため、死亡率が非常に
高い感染症です。
本町では、５月と６月に各地域
を巡回して予防注射を実施します
ので、犬を飼われている方は忘れ
ずに受けさせましょう。日程は折
り込みチラシをご覧ください。
○問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎️内線127）

釧路湿原ボランティアガイドを募
集します
釧路湿原細岡展望台で、観光客
への釧路湿原の保全および自然再
生について紹介していただく「く
しろ自然再生解説員」を募集しま
す。
・活動期間／５～９月（都合のよ
い時間帯で参加可能）
・募集要件／釧路川や釧路湿原の
保全・自然再生の推進、ボラン
ティア活動に関心あり、健康で
野外活動ができる方
○申し込み・問い合わせ／北海道
開発局釧路開発建設部治水課
（☎️0120-8946-42）
令和４年度釧路湿原川レンジャー
を募集します
環境保全の一環として、釧路湿
原の良好な河川環境づくりに貢献
するボランティア「釧路湿原川レ
ンジャー」になりませんか。
・対 象／釧路市・ 釧路町・ 標茶
町・弟子屈町・鶴居村に住む方
・申込期限／５月20日㈮
○申し込み・問い合わせ／北海道
開発局釧路開発建設部治水課
（☎️0120-8946-42）

全道一斉すずらん無料
法律相談
弁護士に直接、日頃の悩みを相
談しませんか。
○日時／５月23日㈪、午後１～４
時
○場所／役場図書室会議室
○相談内容／借金、離婚、相続・
遺言、不動産、消費者問題、そ
の他法律問題一般
○相談料／無料（予約制）
○予約・問い合わせ／役場総務課
庶務係（２階⑬番窓口☎内線
211）

information
ポリテクセンター釧路
７月職業訓練生募集

標茶町社会福祉協議会
職員の募集

漏水かも？と思ったら
連絡をお願いします

北海道職業能力開発促進セン
ター釧路訓練センター（ポリテク
センター釧路）では、公共職業訓
練受講生を募集しています。
〇対象者／ハローワークに求職の
登録をしている方
〇募集科名・定員／ビジネスワー
ク科・15人
〇申込期限／５月27日㈮
〇見学会／５月12日㈭、19日㈭
〇選考日／６月２日㈭
〇訓練期間／７月４日㈪～12月26
日㈪
〇費用／２万円程度
（テキスト代）
〇申 し込み／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）
〇問い合わせ／ポリテクセンター
釧路（☎0154-57-5938）

標茶町社会福祉協議会では、７
月１日から勤務可能な事務局職員
を１人募集します。
○募集要件／40歳以下の健康な方
で、社会福祉士の資格を有する
方（または取得予定の方）
○提出書類／
・履歴書（写真貼付）
・社会福祉士の資格証明書（また
は取得見込証明書）
・納 税証明書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）
○提出期限／５月31日㈫（郵送の
場合は当日消印有効）
○選考方法／面接
○提出先・問い合わせ／標茶町社
会福祉協議会（☎︎485-2503）

上水道・簡易水道の漏水は、皆
さんからの通報や漏水調査によっ
て減少傾向にありますが、全ての
漏水箇所発見には至っていませ
ん。
もし道路や自宅の周辺で、消え
ない水たまりや、水が湧き出して
いる場所を発見した場合は、ささ
いな情報で
も構いませ
んので、下
記係までご
連絡くださ
い。ご協力 路面が濡れているとの通報で
発見できた漏水箇所
をお願いし
ます。
○問い合わせ／役場水道課水道事
業係（２階⑮番窓口☎内線266）

釧路湿原国立公園連絡協議会からのお知らせ
◎標茶でみつける身近なトンボ展
標茶町で見られるトンボを紹介
する写真展です。
（標茶町博物館と
の共催行事）
○日時／５月１日㈰〜15日㈰、午
前10時～午後５時
○参加費／無料
○開催場所・問い合わせ／塘路湖エコミュージアム
センター（☎487-3003）
◎春の展望台散策会
春の塘路湖畔を散策しながら、飛来し始めた夏鳥
や春の植物を観察します。
○日時／５月７日㈯、午
前10時～正午
○定員／10人
○参加費／無料
○集合／サルボ展望台
駐車場
○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）

◎早朝バードウォッチング
釧路湿原は繁殖期を迎えた野鳥のさえずりで大に
ぎわい。何種類の鳥を見つけられるでしょうか？
○日時／５月22日㈰、午前８～10時
○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）
◎釧路湿原クリーンウィーク
国立公園の美化活動への皆さんの思いをタスキに
のせ、少人数のグループでゴミ拾いを行います。タ
スキはグループからグループへつないでいきます。
○日時／
◦企業、団体（少人数グループ）…５月28日㈯～６
月11日㈯中の希望日・希望時間
◦個人…５月28日㈯、午前10～11時30分（雨天の場
合は５月29日㈰、午前10～11時30分）
○定員／なし
○参加費／無料
○開催場所／釧路市湿原展望台周辺
○申し込み・問い合わせ／釧路湿原国立公園連絡協
議会事務局（☎0154-31-4594）
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標茶町役場☎485-2111
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／５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

水質検査計画を
作成しました
本町では令和４年度水質検査計
画を作成し、役場１階ロビーや図
書館、各公民館、町ホームページ
で公表しています。
   この計画では、水道水を対象と
した過去の検査結果や水源の状況
などを検討し、１年間に実施する
水質検査の項目や頻度、採水場所
などを決めています。
   なお、今年度の水質検査の結果
は、検査実施後に町ホームページ
で公表します。
○問 い 合 わ せ ／
役場水道課水
道 事 業 係（ ２
階 ⑮ 番 窓 口 ☎️
内線267）

納期限のお知らせ
５月25日㈬は、固定資産税
第１期、軽自動車税種別割の
納付期限です。
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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
○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）

キツネなどの野生動物
には餌を与えないで！
キツネなどの野生動物に餌を与
えると、その周辺にとどまり、ふ
ん害など周辺の生活環境に被害を
もたらします。また、ほかのキツ
ネなども呼び集めて繁殖し、さら
に数が増えてしまいます。増やさ
ないことが何より大切ですので、
住宅周辺の生ごみなどの管理と併
せて絶対に餌を与えないようお願
いします。
○問い合わせ／役場農林課林政係
（⑱番窓口☎️内線246）

広報しべちゃ
有料広告募集
○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
○申込方法・申込期間／
・６月号…５月６日㈮まで
・７月号…６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）

標茶町ほっとらいふ
制度
上下水道料・暖房費・再生可能
エネルギー発電促進賦課金（算定
賦課金）の一部助成を行っていま
す。ご不明な点がありましたら下
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）
※生活保護世帯は対象外。
○助成額／
・上下水道料…世帯構成・上下水
道の契約状況により、上下水道
基本料金の２割または９割の額
・暖 房費…灯油100リットル相当
額
・算定賦課金…算定した再生可能
エネルギー発電促進賦課金年額
の５割相当額
○支給期／４・８・12月の年３回
（４月と８月は上下水道料のみ
の支給）
○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。
※１年に１回の申請が必要です。
※申請の際は窓口にて振込先の金
融機関・口座番号が確認できる
物を持参してください。

釧路・根釧地区
障害年金無料相談会
○日時／５月21日㈯、午前11時〜
午後４時
○場所／釧路市民文化会館
○相談料／無料
○相談担当者／
社会保険労務士 山内俊英、
特定社会保険労務士 米澤典子
○問 い合わせ／札幌障害年金サ
ポートセンター（山内年金労務
事務所☎011-303-4864）

