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令和２年度会計年度任用職員を追加募集しています

所属課 職種番号 職種 人数 業務内容 資格など 給与

フ
ル
タ
イ
ム

育成牧場 13 牧場作業員 ７人
受託家畜に係る飼養

管理全般

普通自動車運

転免許（AT車

限定可）

月給171,700円〜

保育園・保育所、
子育て支援セン
ター、子ども発
達支援センター

14 保育士� ７人

保育業務（勤務場所
は町内各保育園・ 保
育所、子育て支援セ
ンター、子ども発達
支援センター）

保育士資格 月給154,900円〜

16 調理員 １人
調理業務（勤務場所

はみどり保育園）

調理師免許資

格保有者優遇
月給150,600円〜 

教育委員会
管理課

31
特別支援教
育支援員

２人 

特別支援学級におけ
る学習活動・ 学校教
育活動の補助（勤務
場所は標茶小学校・
虹別小学校・ 標茶中
学校）

教育職員免許

・保育士・看

護師などの資

格

月給154,900円〜 

33 調理員 １人

学校給食の調理業務、
調理施設・ 給食用食
器などの清掃業務（勤
務場所は学校給食共
同調理場）

調理師免許資

格保有者優遇
月給150,600円〜 

やすらぎ園
36 介護員 10人 介護一般

介護福祉士資

格保有者優遇
月給150,600円〜

37 調理員 １人 給食の調理
調理師免許資

格保有者優遇
月給150,600円〜

町立病院

43 調理員 １人 給食の調理
調理師免許資

格保有者優遇
月給150,600円〜

46 介護員 １人 病棟看護補助業務
介護福祉士資

格保有者優遇
月給150,600円〜

48 看護師 １人 看護業務 看護師資格 月給192,400円〜 
49 准看護師 １人 看護業務 准看護師資格 月給175,500円〜

パ
ー
ト
タ
イ
ム

保健福祉課 109 保健師 １人

総合住民健診問診、健
診結果説明会・ 特定
保健指導、乳幼児健
診（勤務場所はふれ
あい交流センター内）

保健師資格 時給1,620円〜 

やすらぎ園
120

121
介護員

若干

名
介護一般

介護福祉士資

格保有者優遇
時給930円〜

町立病院 125 看護師 １人 外来看護業務 看護師資格 時給1,190円〜 
保育園・保育所 130 調理員 １人 調理業務 ー 930円〜

　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／役場総務課職員係（２階⑬番窓口☎内線217）
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○�令和２年度釧路湿原川レン
ジャー

　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」を募集しています。
・申込期限…５月15日㈮
○�くしろ自然再生解説員
　釧路湿原細岡展望台で観光客へ
釧路湿原や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」を募集しています。
・�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
ティア活動に関心があり、健康
で野外活動ができる方

○�申し込み・問い合わせ／釧路開
発建設部治水課（☎0120-8946-
42）

　高齢化社会の進展による疾病構
造の変化やセルフケアの流れの中
で、従来、病院・診療所向けだっ
た胃腸薬などが市販薬として薬局
で販売されるなど、医薬品を取り
巻く環境は変化しています。
　薬の飲み合わせや副作用などの
さまざまな照会に対応するため、
北海道では「ほっかいどう・おく
すり情報室」を開設し、医薬品に
係る相談業務を行っています。
○�相談内容／
・薬の飲み合わせ
・薬の服用、保管方法
・薬の効能、効果
・�化学物質、家庭用品に関する情
報　など
○�相談専用ダイヤル／北海道薬剤
師会内☎011-815-0093

　10月１日から町立病院に勤務可
能な管理栄養士を募集していま
す。
○�募集職種／管理栄養士（正職員）
○�採用予定／１人
○�受験資格／
・管理栄養士免許を有する方
・�令和２年４月１日現在40歳以下
の方
※�日本国籍を有しない方、または
地方公務員法第16条の各号いず
れかに該当する方は受験できま
せん。
○提出書類
・履歴書（自筆、写真添付）
・管理栄養士免許証の写し
・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）
○�応募締切／６月30日㈫（当日消
印有効）
○�選考方法／面接
○�提出先・問い合わせ／町立病院
庶務経理係（☎485-2135）

　北海道では、アイヌ生活相談員
の所在しない市町村に暮らすアイ
ヌの人たちを対象に、子弟の教育
や文化の保存伝承、生活と雇用の
安定といったアイヌ施策全般にわ
たる相談をお受けしています。
○�相談受付時間／月〜金曜日、午
前９時〜午後４時（祝日、12月
29日〜１月３日を除く）
○�相談員の配置場所／公益社団法
人北海道アイヌ協会（札幌市）
○�相談の方法／面談、電話など
※�相談内容により、出張相談にも
対応します。
○�相談専用ダイヤル／☎0800-800-
2378

　本町では、地下に埋設されてい
る水道管・下水道管の破損事故を
防止するため、道路掘削や草地改
良などを予定されている事業者へ
地下埋設物の事前協議をお願いし
ています。
　事前協議を行わずに重機の接触
や荷重により管路やますが破断し
た場合、復旧のため長時間にわた
る断水が必要となるほか、復旧費
用を事故原因者に負担していただ
く場合もあります。
　事前協議の際は、下記窓口まで
お問い合わせください。
〇�問い合わせ／役場水道課水道
事業係（２階⑮番窓口☎内線
267）、下水道事業係（同☎内線
264）

�
�
�
�
　本町では令和２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。
〇�問い合わせ／役場水道課水道事
業係（２階⑮番窓口☎内線267）

地下埋設物（水道管・下水
道管）の事前協議について

水質検査計画を
作成しました

令和２年度町職員
管理栄養士の募集

アイヌ施策広域相談
事業を実施しています

釧路湿原に関する
ボランティアの募集

ほっかいどう・おくすり
情報室を開設しています

informationトク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報
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　標茶高校の学校農場で野菜作り
を体験してみませんか。
　令和２年度学校開放「農場友の
会」の会員を募集しています。
　今年度は感染症流行のため説明
会を行わず、説明資料を配布しま
す。不明な点は下記まで問い合わ
せください。
○�加入条件／責任を持って除草管
理や栽培管理を行える方

○区画／１区画10ｍ×10ｍ（予定）
○募集区画／50区画
※�申し込み状況により、お断りす
る場合があります。

○活動予定／
・�農場開放開始⋯５月24日㈰
・�農場開放終了⋯10月17日㈯
◯�申込方法／電話での受け付けは
行いません。氏名・住所・電話
番号・希望区画数を明記して、
ＦＡＸ（485-2067）または直接、
標茶高校事務室に申し込みくだ
さい。（受付時間は午前８時30
分〜午後４時45分です）

※�学校休業日（土・日曜日、祝日
および５月１日）以外の日に申
し込みください。

○申込締切／５月11日㈪
○�問い合わせ／標茶高等学校　嶋
さん、橋本さん（☎485-2049）

　防災・防犯情報などをメールで
お知らせします。「防犯情報」「防
災情報」「町からのお知らせ」「ヒ
グマ出没情報」の区分から配信を
希望する情報
を選んで登録
すると、必要
な情報のみを
受信すること
ができます。

information

○�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
うざい製造業として、５月22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11日㈪〜22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の写
真を添付）

※�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15日㈭
○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）

○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㎜

○申込方法・申込期間／
・６月号⋯５月７日㈭まで
・７月号⋯６月５日㈮まで
　（原稿は原則電子データ）
○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）
※申込多数の場合は先着順

　農地中間管理事業の募集を行っ
ています。令和２年度に農用地な
どの借り受けを希望する方は、印
かんを持参して、下記係で手続き
してください。なお、応募の有効
期限は５年間です。
※�農地中間管理事業の詳細は、北
海道農業公社のホームページ
（http://www.adhokkaido.or.jp/
to_chukan.html）を確認してく
ださい。
○�募集区域／標茶地区（標茶町内
の農用地など）

○募集期間／随時
○�申し込み・問い合わせ／役場農
林課農業企画係（⑱番窓口☎内
線243）

　統計調査員が対象事
業所を訪問しますの
で、調査の趣旨・必要
性をご理解いただき、
回答をお願いします。
　この調査は、工業実
態を明らかにすること
を目的に実施する政府
の重要な調査で、統計法に基づく
報告義務のある基幹統計調査で
す。調査の結果は中小企業施策や
地域振興など、国や地域行政施策
のための基礎資料として利活用さ
れます。
�調査票に記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外に使用するこ
とはありません。
○�調査対象／従業員４人以上の製
造事業所

○調査基準日／６月１日
○調査期間／５月中旬から６月
○�問い合わせ／役場企画財政課企
画調整係（２階⑰番窓口☎内線
222）

令和２年度調理師試験学校開放農場友の会
会員募集

ミルクックさんの
みるメールに登録しませんか

農用地などの借り受けを
希望する方へ

広報しべちゃ
有料広告募集

2020年工業統計調査を
実施します
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◎アイヌの自然観察〜植物編〜
　アイヌ民族が利用した植物を観
察しながら、彼らの自然観と知恵
を学びます。
○�日時／５月10日㈰、午前10時〜
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○�申し込み・問い合わせ先／鶴居
村温根内ビジターセンター（☎
0154-65-2323）

◎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
のさえずりで大賑わい。何種類の
鳥を見つけられるでしょうか。
○�日時／５月24日㈰、午前８〜10
時
○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）

　山菜採りなどで山に親しむ機会
が増える時期です。次のことに注
意して安全に登山などを楽しんで
ください。
・�家族に行き先地と帰宅時間を知
らせましょう。

・�複数人で行動しましょう。
・�天気予報などで天候を確認しま
しょう。

・�体調が悪い時は入山をやめまし
ょう。

・�軽装は危険です。雨具、長袖、
長ズボン、飲料水、食料、ホイ
ッスル、携帯電話などを用意し
ましょう。

○�問い合わせ／北海道総務部危機
対策局危機対策課防災グループ
（☎011-204-5008）

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　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）

電柱にカラスの
巣を見つけたら連絡を
　初夏に向けてカラスの巣作りが
盛んになり、市街地では電柱に巣
が作られます。巣の材料には、ハ
ンガーや針金などの金属が使われ
ることもあり、この金属が電線に
触れると停電の原因になる場合が
あります。
　電柱にカラスの巣を見つけた時
はご連絡をお願いします。
○�問い合わせ／北海道電力ネット
ワーク（弟子屈ネットワークセ
ンター☎0120-06-0684）

○�対象者／令和２年度に65・70・
75・80・85・90・95・100歳になる方
で過去に受けたことがない方
（60歳以上65歳未満で、心臓、
腎臓、呼吸器、免疫機能に障が
いを有する身障手帳１級程度の
方も対象になります）

○�実施医療機関／町立病院
○�実施期限／令和３年３月31日ま
で

○�自己負担額／3,000円（生活保
護・非課税世帯は無料）

○�申し込み・問い合わせ／ふれあ
い交流センター健康推進係（☎
485-1000）

※�完全予約制です。日にちに余裕
をもって申し込みください。

　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

　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
律で義務づけられています。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、町内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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

狂犬病予防注射について

町有地売り払い情報

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。

高齢者肺炎球菌
ワクチンの予防接種

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

山菜採りでの
遭難事故に注意！


