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　本町では、町内会・地域会が行
う地域活性化にむけた自主的な取
り組みを支援しています。
◉地域振興補助金
◯補助対象者／町内会・地域会
◯補助対象事業／
①�地域的特殊性を有する産業振興
事業
②生活環境を整備する事業
③憩いの場を整備する事業
④交通防災に関する事業
⑤�地域の保健体育、スポーツ振興
事業
⑥教育文化の充実を図る事業
◯募集期限／随時
※�詳しくは下記まで問い合わせく
ださい。
◯�申し込み・問い合わせ／役場企
画財政課地域振興係（2階⑯番
窓口☎内線223）　

　法務局では登記・供託・戸籍・
人権擁護事務などの相談にお応え
する「全国一斉！法務局休日相
談所」と、公証
人による「法務
局なるほど講座
（演題・ 遺言に
ついて）」を開
催します。
○日程／10月２日㈰
○時間／
・�全国一斉！法務局休日相談所…
午前10時～午後３時

・�法務局なるほど講座…午前10時
～11時30分

○場所／釧路地方合同庁舎
○申込締切／９月28日㈬
○�申し込み・問い合わせ／釧路地
方法務局（☎0154-31-5000）

　動物愛護管
理法では、動
物の愛護と適
正な飼育につ
いて理解と関
心を深めてもらうため、毎年９月
20～26日を動物愛護週間と定めて
います。
　今年度のテーマは「譲渡でつな
ごう！命のバトン～新しい飼い主
さんを探しています～」です。ペッ
トは餌代だけでなく、トイレの後
始末や病気の時の治療費など、そ
の一生の間に想像以上にお金がか
かるものです。安易に飼わず、責
任を持って一生世話ができるのか
考えてから飼うことが重要です。
ペットを飼ってからは、近隣住民
に迷惑を掛けることのないよう、
しつけや散歩のマナーなどについ
てもう一度確認し、幸せに暮らし
ていけるよう考えましょう。
◯�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

　ごみの野外焼却は法律で禁止さ
れており、違反すると５年以下の
懲役もしくは１千万円以下の罰金
など厳しい罰則があります。また、
ラップフィルムなどの産業廃棄物
を不法処理した場合には、３億円
以下の罰金が科せられます。野外
焼却は野火や森林火災の原因とな
るだけではなく、不完全燃焼した
ごみからダイオキシンが発生する
など、周囲の環境に悪影響を与え
ます。ごみはきちんと分別して収
集日に出し、豊かな自然環境を守
るよう心掛けましょう。
◯�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

　開催に伴い常盤
10丁目・川上10丁
目などの地域で、
一部通行規制を行
いますので、皆さ
んのご協力をお願
いします。
○日時／９月18日㈰
◦スタート…標茶駅前（午前10時）
※開会式は午前８時40分
◦�ゴール…農業者トレーニングセ
ンター前（午後０時10分頃）
○�規制時間／午前11時～午後０時
30分頃（最終ランナー到着まで）
○観戦時の注意／
◦�コース周辺の路肩や歩道脇へは
駐停車しないでください。
◦�中継点は選手や競技役員、観戦
者などで混雑します。必ず競技
役員の指示に従ってください。
◦�自動車などで場所を移動しなが
らの観戦は、交通渋滞を招き走
行選手の妨げとなるので控えま
しょう。
◦�伴走、飲食物の提供、その他の
援助は禁止です。違反チームは
失格となりますので注意してく
ださい。

○�問い合わせ／農業者トレーニン
グセンター（☎485-2434）

○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）
○申込期間／
・10月号…９月５日㈪まで
・11月号…10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⑯番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順

第44回標茶町駅伝
競走大会のお願い

地域づくりを
応援します!!

法務局休日相談所
なるほど講座

野外焼却は
止めましょう

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報 information

広報しべちゃ
有料広告募集

動物愛護週間
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在宅医療に関する
フォーラムのお知らせ

○募集職種／保育職員（正職員）
○募集人員／２人
○�受験資格／昭和41年４月２日以
降に生まれた方（50歳以下）
○�募集要件／保育士・幼稚園教諭
の有資格者、または平成28年度
資格取得見込みで平成29年４
月１日から勤務可能な方。（平
成29年３月末
日までに資格
を取得できな
かった場合は
採用資格を失
います）
※�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
ずれかに該当する者は応募でき
ません。
○勤務地／町内保育園
○提出書類／
◦�履歴書（自筆、写真貼付）
◦��保育士・幼稚園教諭の資格証明
書または取得見込証明書

◦�最終学校の成績証明書
◦��最終学校の卒業証明書（見込み
を含む）

◦��納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）

◦�小論文…市販の400字詰め原稿
用紙２枚に自筆で書き、応募書
類と一緒に提出。

　�テーマ「求められる保育サービ
スと保育士像」
◦�健康診断書
※�様式は町ホームページ（アドレ
スは26ページ参照）からダウン
ロードできます。現在、本町の
職員として勤務実績のある方は
平成28年度の健康診断書の写し
の提出でも可。
○�提出期限／10月７日㈮（郵送の
場合は当日消印有効）
○�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）

　釧路保健所標
茶支所では、10
月から狂犬病予
防技術員として
勤務可能な臨時
職員１人を募集
します。
○�募集要件／これまでに臨時職員
として北海道に任用されたこと
がなく、動物が好きな方
○�任用期間／６カ月（24カ月まで
期間更新の可能性あり）
○賃金など／日額8,470円
※通勤手当、扶養手当あり
○�提出書類／履歴書（自筆、写真
貼付）
○選考方法／面接
○提出期限／９月16日㈮
○�提出先・問い合わせ／釧路保健
所標茶支所（☎485-2155）

　建設中の高速道路の見学や建設
機械の試乗などができる、親子現
場見学会が開催されます。
○�対象／釧路管内在住の小学生と
その保護者
○�日時／10月１日㈯、午後１～５
時（荒天の場合は中止）
○�見学場所／北海道横断自動車道
（阿寒～釧路西間）・釧路外環状
道路（釧路東～釧路別保間）の
建設工事現場
○�集合場所／釧路地方合同庁舎
（見学場所まではバス移動）
○定員／親子20組、40人程度
※事前に申し込みが必要です。
※�先着順。定員になり次第締め切り。
○参加費／無料
○�申込期間／９月１日㈭～９日㈮
○�申し込み・ 問い合わせ／釧路
市役所道路河川課（☎0154-31-
4599）　

　北海道自治体病院協議会などで
は「市民フォーラム～住み慣れた
まちで、生ききるPART２～」と
題してフォーラムを開催します。
○�日時／９月10日㈯、午後１～４時
○�場所／釧路市生涯学習センター
まなぼっと
○内容／対談と講演
◦�講演１「命といのち～ものがた
りの力～」（講師　医療法人社
団ナラティヴホーム理事長　佐
藤伸彦�氏）
◦�講演２「あなたの望む暮らし・
人生を遮断しない支える医療～
あなたの思い、聴かせてくださ
い～」（講師　在宅ケア移行支
援研究所宇都宮宏子オフィス代
表　宇都宮宏子�氏）
○定員／250人
○申込締切／９月５日㈪
○�申し込み・問い合わせ／釧路保
健所（☎0154-22-1233）

○�日時／９月８日㈭、午後１～３時
○�場所／釧路市生涯学習センター
まなぼっと
○�講演／「薬物依
存症とは？～依
存症の正しい理
解と回復につい
て～」
○�講師／北海道立精神保健福祉セ
ンター相談研究部部長　宮城�
崇史�氏
※�講演会終了後、希望者には個別
相談を実施します。
○参加費／無料
○定員／60人
※事前に申し込みが必要です。
○�申し込み・問い合わせ／
　釧路保健所（☎0154-22-1233）

釧路保健所標茶支所
臨時職員を募集

information

平成29年度
町職員（保育職員）募集

薬物依存に関する
講演会の開催

親子で高速道路を
見学しませんか？
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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（アドレスは26
ページ参照）

○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）

◎バードカービング初心者講座
　（全５回）
　角材を鳥の形に削り足を付けて
彩色した後、止まり木に固定して
作品を完成させます。今回は釧路
湿原の夏鳥である「ウグイス」を
モデルに作りま
す。バードカー
ビングを始めて
みたい方にお勧
めの講座です。
○日程／９月４日㈰ほか全５回
○定員／10人
※�全講座とも参加可能な方に限り
ます。
○参加費／5,500円
○�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）
※�参加者は昼食、エプロン、定規、
筆記用具を持参してください。
◎秋の湿原花ハイク
　間もなく花の季節が終わりを迎
えます。華やかな秋の花で今年の
花の季節を締めくくりましょう。
○�日時／９月11日㈰、午前10時～
正午
○定員／15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）
　

　広報しべちゃ５月号の折り込み
チラシでご案内している、ヘリコ
プターを活用した地質調査の作業
期間が変更となりました。これは
ヘリコプターの飛行できる日数が
確保できなかったことによるもの
で、気象条件によってさらに変更
される場合があります。
　調査は弟子屈地域を中心に実施
されています。
○作業期間／
◦変更前　５月～７月
◦変更後　７月～９月
○�作業時間／概ね午前７時～午後
６時30分の間

○問い合わせ／
◦�フグロジャパン現地事務所
　（☎080-8805-2900）
◦�役場企画財政課企画調整係
　（２階⑯番窓口☎内線221）

○募集職種／理学療法士（正職員）
○募集人員／１人
○採用予定日／随時
○�受験資格／59歳以下の方（平成
28年４月１日現在）
○�募集要件／理学療法士の免許を
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応募でき
ません。
○提出書類／
◦履歴書（自筆、写真貼付）
◦理学療法士免許証の写し
◦�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者）

○選考方法／面接
○�募集期間／採用が決定次第、締
め切ります。
○�提出先・問い合わせ／町立病院
（☎485-2135）　

　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／９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

　釧路短期大学では社会人の方に
対し、学習の機会を提供していま
す。科目等履修生は正規の学生と
同じく、単位を取得することがで
きます。短大卒以上の方は条件が
そろえば、図書館司書・幼稚園教
諭・保育士・ベビーシッターなど
の免許・資格取得も可能です。
　聴講生は単位を取得できません
が、教養や趣味のために気軽に授
業を受けることができます。
○選考方法／書類選考
○定員／若干名
○�申込方法／所定の志願票に記入
し、郵送または持参
○締め切り／９月30日㈮必着
○�問い合わせ／釧路短期大学�教
務・学生課（☎0154-68-5124）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

釧路短期大学科目等
履修生・聴講生の募集

町有地売り払い情報

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

地質調査実施期間の
変更について

町立病院正職員
（理学療法士）募集

納期限のお知らせ
９月26日㈪は､ 固定資産税第
３期、国民健康保険税第３期、
下水道受益者負担金･分担金第
２期の納付期限です。


