information
子ども発達支援センター
臨時職員を募集しています

デイサービスセンター
臨時職員を募集しています

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

臨時職員を１人募集していま
す。
○募集要件／55歳未満で保育士・
幼稚園教諭・小学校教諭のいず
れかの免許を有する健康な方
○業務内容／発達の心配・障がい
のある児童とその家族に対する
相談支援・療育指導
※提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか、下記
へ問い合わせください。
○問 い合わせ／ 子育て支援セン
ター（☎485-1277）

運転手（パートタイム職員）１
人と介護職（臨時職員）を２人募
集しています。
○募集要件／
・運転手…65歳未満で普通自動車
運転免許証を有する健康な方
・介護職…65歳未満で交代勤務の
できる健康な方
○業務内容／
・運転手…利用者の送迎、乗車の
介助、見守りなど
・介護職…利用者の介助（食事・
行事・入浴・掃除）
、見守りなど
※提出書類などの詳細は、町また
はハローワーク釧路のホーム
ページをご覧になるか、下記へ
問い合わせください。
○問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

調理職（臨時職員）１人と介護
職（臨時職員）を若干名募集してい
ます。詳細は、町またはハローワー
ク釧路のホームページをご覧になる
か、下記へ問い合わせください。
○問い合わせ／特別養護老人ホー
ムやすらぎ園（☎485-3501）

自衛隊生徒・自衛官
候補生を募集します
防衛省では、
令和２年４月
入校の陸上自
衛隊高等工科
学校の生徒を
募 集 し ま す。
なお、自衛官候補生は随時募集し
ています。
○募集種目／陸上自衛隊高等工科
学校生徒、自衛官候補生
○応募資格／（高等工科学校）平
成15年４月２日〜平成17年４月
１日の間に生まれた男子、（自
衛官候補生）18歳以上33歳未満
○受付期間／（高等工科学校）11
月１日㈮～令和２年１月６日
㈪、（自衛官候補生）随時
○試験日／（高等工科学校）令和
２年１月18日㈯、（自衛官候補
生）11月23日㈯・12月14日㈯
○試験場所／（高等工科学校）道
東経済センタービル、（自衛官
候補生）釧路駐屯地
○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）

標茶町ほっとらいふ制度
上下水道料・暖房費・発電賦課
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。
○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
○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）
○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。
※年に１回の申請が必要です。
※申請の際は印かんを持参し、窓
口にて振込先の金融機関名・口
座番号を伝えてください。

保育士を
募集しています
保育士（臨時職員）を若干名募
集しています。詳細は、町ホーム
ページをご覧になるか下記係へ問
い合わせください。
○問い合わせ／役場保健福祉課児童
福祉係（１階⑤番窓口☎内線134）

育成牧場作業員を
募集しています
作業員（臨時職員）を若干名募
集しています。
○募集要件／65歳未満で普通自動
車運転免許証を有する健康な方
○業務内容／哺育牛および育成牛
の飼養管理など
※提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか下記へ
問い合わせください。
○問い合わせ／育成牧場（☎486-2747）

どさんこ愛食
食べきり運動
まだ食べられるのに捨てられる
「食品ロス」は国内で年間646万ト
ンに上ります。北海道では食品ロ
スの削減に向けて、
食を愛おしみ、
食べ残しをしない、出さない「ど
さんこ愛食食べきり運動」を進め
ています。
○問い合わせ／北海道農政部食の
安全推進局食品政策課（☎011204-5432）
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特トク 情 報

特トク 情 報 標茶町役場☎485-2111

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／11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

人権に関する
相談はこちらへ
人権擁護委員による「特設人権
相談所」が開設されます。家庭で
の問題や隣近所のトラブル、いじめ
などの相談を受け付けます。相談
は無料で、秘密は守られます。
◯日時／12月２日㈪、
午後１～３時
◯場所／社会福祉センター

広報しべちゃ
有料広告募集
○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／
・12月号…11月５日㈫まで
・１月号…12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）

納期限のお知らせ

11月25日㈪は､ 固定資産税
第４期、国民健康保険税第５
期の納付期限です。
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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
理課管財係（１階⑧番窓口☎内
線141）

住居表示板は
付いていますか？
本町では、分
かりやすく探
しやすい住所
や土地・ 建物の表示を目指して、
平成７年度から住居表示事業（字
名変更、地番改正）を行い、平成
20年度までに市街地区全域の事業
を終えています。
事業が終了した市街地区の方へ
「住居表示板」の設置をお願いし
ています。すでに設置している方
でも、住宅の新築やはがれ・紛失
の際は、新しい住居表示板をお渡
ししますので、下記係まで連絡く
ださい。なお、貼り付けの際は、
門柱や玄関、郵便受けなど、来訪
者が見やすい位置への設置をお願
いします。
○問い合わせ／役場管理課土地情
報係（１階⑦番窓口☎内線145）

牛乳・乳製品消費拡大事業
料理講習会
○日時／11月26日㈫、午前９時30
分（午前９時受付開始）
○場所／開発センター
○講師／管理栄養士 中本啓子氏
○参加費／無料
○募集人数／35人（先着順）
○申込締切／11月15日㈮
○申 し込み ・ 問い合わせ／ 標 茶
消 費 者 協 会 中 嶋 さ ん（ ☎4852891）
、丸藤さん（☎485-0031）
、
江口さん（☎485-1051）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ
◎初冬の植物を見に行こう
これから厳しい冬を迎える湿
原。植物たちはどのような戦略で
冬の乗り切るのでしょうか。
○日時／11月17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）
◎クリスマスリースを作ろう
松ぼっくりや木の実などの自然
の素材を使ってリースを作ります。
○日時／11月23日㈯、午後１～３時
○定員／15人
○参加費／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）
◎クリスマスリースを作ろう
もうすぐクリスマス。自然の素
材を使ってオリジナルリースを作
成しましょう。
○日時／11月24日㈰、午後１～３時
○定員／15人
○参加費／500円
○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）

標茶町史編さん協力員を
募集しています
標茶町史調査などに、ボランティア
で協力いただける方を募集しています。
○活 動内容など／町に登録し、自
主的に活動していただきます。町
に関わる画像・映像を撮影し、
デー
タを提供していただきます。登録
された方には登録証が交付され、
腕章が貸与されます。
※報酬などはありません。
○問 い合わせ／町史編さん事務局
（図書館内☎485-2300）

