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◎令和４年度�第１回建設現場等
　実践講習会
○�日時／８月３日㈬・４日㈭、午
後２～５時

○場所／弟子屈町公民館
○�参加費／無料（送迎あり）
○�対象／標茶町・弟子屈町・鶴居
村で就職・転職・新規創業を考
えている方

○１日目／
・�一部�本当のことを知ってほし
い。建設業のしごと･魅力・や
りがい。

・�二部�地元にUターンをして建
設業で働く

・三部�地元企業講師との座談会
○�２日目／
　地域の素材を使用した建築物や
　環境に配慮した建設物の見学。
　茅沼地区観光宿泊施設エリアを
　見学場所として予定。
〇申込期限／７月19日㈫
〇�申し込み・問い合わせ／釧路北
部地域雇用創造協議会（☎︎015-
482-2940）

◎令和４年度第１回経営活性化講
　習会
○�日時／７月21日㈭、午後１～４
時

○�場所／釧路圏摩周観光文化セン
ター

○参加費／無料
○�テーマ／「人材」から「人財」
へ～人材を確保する仕組みづく
り編～

○�講師／医療法人共生会（川湯の
森病院）企画広報部部長　渡邉�
明子氏

〇�対象／標茶町、弟子屈町、鶴居
村の事業者、または新規創業希
望者（30社程度）

〇申込期限／７月19日㈫
〇�申し込み・問い合わせ／釧路北
部地域雇用創造協議会（☎︎015-
482-2940）

　北海道障害者職業能力開発校で
は、令和４年度の訓練生を募集し
ます。
○�対象者／障がいをお持ちの求職
者
○訓練科目／建築デザイン科
○�受付期間／７月25日㈪～８月22
日㈪
○試験日／９月９日㈮
○�試験会場／北海道障害者職業能
力開発校（砂川市）

○�試験内容／学力試験（国語、数
学）、面接
○�問い合わせ／北海道障害者職業
能力開発校（☎︎0125-52-2774）

　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。
〇�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
〇対象者（助成割合）／
・�一般（７割）�資格取得後から
３カ月以上、町内の事業所に就
業する必要があります。
・�高校生（９割）�授業の一環と
して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
の対象外です。
〇�問い合わせ
／役場保健
福祉課介護
保険係（１
階⑥番窓口
☎︎内線136）

障害者職業能力開発校
訓練生募集のお知らせ

釧路北部地域雇用創造
協議会からのお知らせ

　本町では、令和５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／１人
〇�受験資格／平成11年４月２日～
平成17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５
日㈮（郵送の場合は当日消印有
効）

〇第１次試験日／９月18日㈰
〇試験場所／釧路町公民館
〇�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）、釧路町村会事務局（☎︎
0154-43-0649）

　本町では、上下水道料・ 暖房
費・再生可能エネルギー発電促進
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。
〇�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）

〇�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）

〇�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）

※受付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、窓口で振込先の金
融機関名・口座番号を伝えてく
ださい。

令和５年度町職員採用
試験（一般事務・高卒）

標茶町ほっとらいふ
制度

介護資格取得支援
助成金のお知らせ
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information

　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。
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４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13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５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８日
㈭

・�一般曹候補生�７月１日㈮～９
月５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

・�航空学生（海上自衛隊）�18歳
以上23歳未満

・�一般曹候補学生・自衛官候補生
�18歳以上33歳未満

○試験日／
・�航空学生（航空自衛隊・海上自
衛隊）�９月19日㈪

・�一般曹候補学生�９月15日㈭・
16日㈮のいずれか１日

・�自衛官候補生�９月21日㈬～23
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

　観光、レジャーシーズンの到来により、車の往来
が活発になります。無理な追い越しやスピード超過
に注意し、思いやり・ゆずり合いの気持ちを持って
安全運転を心掛けましょう。
　歩行者や自転車に乗る方は、目立つ服装や反射材
を身に付け、事故に遭わないようにしましょう。
　また、７月13日は飲酒運転根絶の日となっていま
す。飲酒運転は重大な犯罪です。二日酔いを含め、
飲酒運転は絶対にやめましょう。
■運動期間／7月13日㈬～22日㈮
■問い合わせ／役場総務課交通防災係（２階⑬番窓
　口☎︎内線214）

夏の交通安全運動
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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）

　本町では、毎年、スポーツ選手
や学生らによる合宿が行われてい
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）

○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）

　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、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）

　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）

町税などの夜間納付
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。

大麻を発見した時は
連絡を

　外出の機
会が少ない
高齢者の方
や家族を介
護している
方を対象に「ふれあいカフェ」を
開催します。体を動かしたり、ゲー
ムなどをして楽しい時間を過ごし
ましょう。
　認知機能の低下が気になる方も
楽しめる内容です。また、介護や
健康に関する相談もお受けします
ので、お気軽にご参加ください。
〇�日時／７月27日㈬、午前10時～
11時30分

〇場所／社会福祉センター
〇内容／軽体操、ゲーム、レクリ
　エーション、介護相談など
〇持ち物／飲み物（水分補給用）
○申込締切／７月20日㈬
※送迎の必要な方は、申し込み時
　にお伝えください。
○申し込み・問い合わせ／地域包
　括支援センター（☎︎485-1515）

　北海道庁では、試験研究機関や
農業関係団体などと連携し、農業
の生産性向上、農業経営や農村生
活の改善などに関する技術や知識
を農業者に普及指導する普及職員
を募集しています。
○�募集職種・採用予定／
・�Ａ区分（大学卒業または卒業見
込みの方）13人

・�Ｃ区分（民間企業などの職務経
験者）16人

○募集期間／
・Ａ区分�８月15日㈪～24日㈬
・Ｃ区分�８月１日㈪～12日㈮
〇�問い合わせ／北海道農政部生産
振興局技術普及課普及推進係
（☎︎011-204-5379）

「ふれあいカフェ」に
参加しませんか？

夏の合宿シーズン到来

令和４年度道職員
普及職員（農業）の募集

広報しべちゃ
有料広告


