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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
　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。

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 ６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 ２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〜

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

104 保育補助員 １人 保育業務補助（勤務場所は
町内各保育園・保育所）

保育士資格保
有者優遇 時給930円〜

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〜

教育委員会
管理課

117 特別支援教
育支援員 １人

特別支援学級における学
習活動・学校教育活動の補
助（勤務場所は標茶中学
校）

教育職員免許
・保育士・看護
師などの資格

時給960円〜

118 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 時給930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〜

132 准看護師 １人 看護業務 准看護師資格 時給1,080円〜

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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information

　令和３年４月１日から勤務可能
な保育士を募集します。
○募集職種／保育士（正職員）
○採用予定／３人程度
○受験資格／
・�昭和45年４月２日以降に生まれ
た方（50歳以下）

・�保育士および幼稚園教諭の資格
を有する方（または令和３年３
月31日までに取得予定の方）

※�日本国籍を有しない方、または
地方公務員法第16条の各号のい
ずれかに該当する方は受験でき
ません。

○提出書類／
・�エントリーシート（自筆、写真
添付）

・�保育士および幼稚園教諭の資格
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（または
卒業見込証明書）

・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）

○�受付期間／８月３日㈪〜10月２
日㈮（当日消印有効）

○�選考方法／面接・作文試験（当
日筆記）

※試験日は10月下旬を予定。
○�その他／有資格者が合格した場
合、協議の上、採用年月日を早
めることがあります。

○�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）

　町内の空き地や空き住宅の売
買・賃貸情報を町ホームページに
掲載しませんか。
○�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142）

トイレットペーパー以外
は流さないで！ 自衛官を募集します

　水洗トイレにトイレットペー
パー以外の物を流すと下水道管が
詰まる原因となりますので、流さ
ないよう注意しましょう。
○�問い合わせ／役場水道課下水道
事業係（２階⑮番窓口☎内線
264）

　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２年10月入学生を募
集しています。詳しい資料を無料
で送付しますので、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15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）

放送大学10月入学生募集

　防衛省では、令和３年３月・４
月採用の自衛官を募集します。
○�募集種目・募集期間／
・�自衛官候補生…通年
・�一般曹候補生・航空学生（航空
自衛隊・海上自衛隊）…９月10
日㈭まで

・��防衛医科大学（医学科）…10月
７日㈬まで

・��防衛医科大学（看護学科）…10
月１日㈭まで

・�防衛大学（一般）…10月22日㈭
まで

○応募資格／
・��自衛官候補生・一般曹候補生…
18歳以上33歳未満の方

・��航空学生（航空自衛隊）…18歳
以上21歳未満の方

・��航空学生（海上自衛隊）…18歳
以上23歳未満の方

・��防衛医科大学（医学科・看護学
科）・防衛大学（一般）…高校
卒（見込みを含む）で21歳未満
の方

○試験日／
・�自衛官候補生…［男子］９月25
日㈮・26日㈯のどちらか１日、
［女子］９月27日㈰
・�一般曹候補生…９月18日㈮・19
日㈯・20日㈰のいずれか１日

・�航空学生（航空自衛隊・海上自
衛隊）…９月22日㈫

・�防衛医科大学（医学部）…10月
24日㈯・25日㈰

・�防衛医科大学（看護学科）…10
月17日㈯

・�防衛大学（一般）…11月７日㈯・
８日㈰

○�試験会場／帯広地方協力本部釧
路出張所または陸上自衛隊釧路
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）

令和３年度町職員
（保育士）の募集

不動産ネットワークに
掲載しませんか？
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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／８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

　障害年金は、けがや病気により
働くことや日常生活を送ることが
困難になった方を、経済面で支え
る国の公的年金制度です。受給資
格や受給額、手続き方法などの質
問に社会保険労務士が答えます。
ぜひご利用ください。
○�日時／８月19日㈬、正午〜午後
５時（事前予約制）

○�場所／中標津町総合文化会館
○�相談料／無料
○�予約・ 問い合わせ／道東・オ
ホーツク障害年金サポートセン
ター（熊谷年金労務相談事務所
☎0152-77-8415）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

障害年金の無料相談会

　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）

　本町では、排水設備指定工事店
の資格要件に排水設備責任技術者
制度を導入しており、次の日程で
全道統一試験が行われます。
　なお、すでに登録している方は、
受験の必要はありません。
○日程・場所／
・10月13日㈫…北見
・10月14日㈬…釧路・函館・旭川
・10月15日㈭…帯広・苫小牧
・10月20日㈫…札幌
○�時間／午後１時30分〜３時30分
○受験料／7,000円
○�受付期間／８月17日㈪〜26日㈬
○その他／
・�新型コロナウイルス感染拡大な
どにより試験を中止・ 変更す
る場合は、札幌市下水道資源
公社のホームページ（https://
sapporo-src.com/）でお知らせ
します。

・試験前講習会はありません。
・�試験用問題集・テキストは東京
官書普及株式会社（☎03-3292-
3701）で販売されています。

○�申し込み・問い合わせ／役場水
道課管理係
（２階⑮番
窓口☎内線
262）

町有地売り払い情報

排水設備工事責任技術者
試験のお知らせ

◎夏休み　釧路湿原キノコ観察会
　釧路湿原の環境とキノコの関わ
りを散策しながら観察します。
○�日時／８月１日㈯、午前10時〜
正午

○定員／10人（参加無料）
○�集合場所／シラルトロ自然情報
館駐車場

○�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）

◎温根内周辺の外来植物を探そう
　夏休み特別企画第１弾。温根内
周辺に生息する外来植物を観察
し、その環境と問題点について考
えます。
○�日時／８月２日㈰、午前10時〜
正午

○定員／10人（参加無料）
○�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　自然と歴史を訪ねて
　シラルトロ湖畔と蝶の森周辺を
散策しながら、釧路湿原の自然や
遺跡を観察します。
○�日時／８月８日㈯、午前10時〜
正午

○定員／10人（参加無料）
○�集合場所／シラルトロ自然情報
館駐車場

○�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）

◎ザリガニウオッチング
　〜ウチダザリガニ編〜
　夏休み特別企画第２弾。特定外
来生物のウチダザリガニを捕獲
し、外来生物の脅威を学びます。
○�日時／８月16日㈰、午前10時〜
正午

○定員／10人（参加無料）
○�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）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

納期限のお知らせ
８月25日㈫は、町道民税第
２期、国民健康保険税第２期
の納付期限です。


