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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～

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～

デイサービス
センター 39 介護員 １人 利用者の介助、見守り・

レクリエーション
介護福祉士資格
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～

建設課 50 大型特殊
運転手 ２人 道路維持（除雪）作業全

般

大型特殊免許・
大型免許、建設
機械施工技士資
格または車両系
建設機械運転技
能講習取得者

月給220,600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

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（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～
135・
136・
137

調理員 各１人給食の調理 調理師免許資格
保有者優遇 時給930円～

デイサービス
センター 133 介護員 １人 利用者の介助、見守り・

レクリエーション
介護福祉士資格
保有者優遇 時給930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

134 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 時給930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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防災・防犯情報などをメールで
お知らせします。登録はこちら
（https://service.sugumail.com/
shibechacho/member/）

information

　各地区の開催日程は下記のとお
りとなっています。詳細は公民館
便りをご覧ください。
　力作をぜひご家族でご覧くださ
い。皆さんの来場をお待ちしてい
ます。
○日程／
・�10月23日㈮～25日㈰…標茶地区
・�10月24日㈯・25日㈰…茶安別地
区・虹別地区・磯分内地区

・�10月31日㈯・11月1日㈰…塘路
地区・阿歴内地区

○�問い合わせ／標茶町文化団体連
絡協議会事務局�後藤さん（☎️
485-2804）

　不正軽油とは、軽油引取税を脱
税するために、軽油に灯油や重油
を混ぜるなどした燃料油をいいま
す。
　不正軽油の話を聞いた、給油す
るところを目撃した時は「不正軽
油ストップ110番」まで情報をお
寄せください。
○�不正軽油ストップ110番／☎️
0800-8002-110（通話料無料）

○�問い合わせ／釧路総合振興局課
税課事業税間税係（☎️0154-43-
9161）

　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）

　

〇��勤務場所／標茶町内の小学校・
中学校
○�資格など／不要（教員免許は必
要ありません）
〇�業務内容／
・�学習指導員…家庭学習の準備・
提出物のチェックや採点、ＴＴ
指導や習熟度別学習を行う教員
のサポートなど
・�スクール・サポート・スタッフ
…学校内の換気・消毒作業の補
助、連絡文書・学習プリントの
印刷、配布の補助など
〇�任用期間／10月上旬（予定）～
令和３年３月31日
〇勤務時間／
・学習指導員…１日４時間以内　
　（１週16時間未満）
・スクール・サポート・スタッフ
　�…１日６時間以内（１週20時間
未満）
※�勤務日は学校と相談の上、決定
します。
〇給料など／時給897円～1,119円
※�年齢などに応じて、北海道教育
委員会が定めます。
※�期末手当・通勤手当は、北海道
教育委員会の支給要件に基づき
ます。
〇募集人数／
・学習指導員…10人程度
・スクール・サポート・スタッフ
　…10人程度
〇�身分／北海道教育委員会の会計
年度任用職員（パートタイム）
※�ほかの職業に従事している方
は、通算して週40時間以上の勤
務となる場合、原則任用ができ
ませんのでご注意ください。
〇�申し込み・問い合わせ／教育委
員会学校教育係（☎️485-2111内
線285）

◎�ザリガニウォッチング２〜ニホ
ンザリガニ編〜
　釧路湿原に生息する絶滅危惧種
ニホンザリガニの生態を知り、生
息環境を観察します。
○�日時／10月４日㈰、午前10時～
正午
○定員／10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）
◎ムックリ（口琴）を作ろう
　アイヌの人たちが使っていた楽
器、ムックリを作って、その音色
を楽しみましょう。
○�日時／10月17日㈯、午後１～３
時
○定員／10人
○参加費／300円（材料費）
○�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）
◎晩秋の湿原　野鳥観察会
　ヒシクイやオオハクチョウなど
の渡り鳥が飛来する時期です。秋
から冬にかけての野鳥の暮らしを
観察します。
○�日時／10月24日㈯、午前10時～
正午
○定員／10人
○参加費／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）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

不動産ネットワークに
掲載しませんか？

10月は「不正軽油防止
強化月間」です

文化祭が開催されます！学習指導員とスクール・サポー
ト・スタッフを募集します
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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、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）

　弁護士に直接、日頃の悩みを相
談しませんか。
○�日時／10月16日㈬、午後１～４
時

○場所／役場図書室会議室
○�相談内容／借金、離婚、相続・
遺言、不動産、消費者問題、そ
の他法律問題一般
○相談料／無料（予約制）
○�予約・問い合わせ／役場総務課
庶務係（２階⑬番窓口☎️内線
211）

　農地中間管理事業の募集を行っ
ています。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、応募の有効期間は５年間で
す。
○�募集区域／標茶地区（標茶町内
の農用地など）

○��募集期間／随時
※�農地中間管理事業の詳細は、
北海道農業公社ホームページ
（http://www.adhokkaido.or.jp/
to_chukan.html）を確認してく
ださい。

○�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）

　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／10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

　今年、利用開始が遅れていた駒
ケ丘公園の噴水広場は、10月６日
㈫より冬期閉鎖となります。
○�問い合わせ／役場建設課都市計
画係（２階⑭番窓口☎️内線275）

○�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）
○料金／
・広告１…3,000円
・広告２…6,000円
○申込期限／
・11月号…10月５日㈪まで
・12月号…11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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

駒ケ丘公園噴水広場
冬期閉鎖のお知らせ

全道一斉すずらん
無料法律相談

農用地などの借り受けを
希望する方へ

納期限のお知らせ
10月26㈪は､ 町道民税第３
期、国民健康保険税第４期の
納付期限です。

広報しべちゃ
有料広告募集

　交通事故による死傷者数は年々
減少傾向にあるものの、令和元年
の交通事故発生件数は約38万件、
死傷者数は46万人と、誰もが交通
事故の被害者にも加害者にもなり
得る、深刻な状況となっています。
　自賠責保険・共済は全ての車・
バイク１台ごとに加入が義務付け
られており、未加入での運行は法
令違反です。加入により加害者の
賠償責任が担保され、被害者の基
本的な賠償の保証と救済につなが
ります。
　一人一人が、より一層自賠責制
度の役割や重要性、保険金・共済
金の支払いの仕組みなどを十分に
理解・認識することが大切です。
○�問い合わせ／北海道運輸局釧路
運輸支局�運送・監査担当（☎️
0154-51-2514）

　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／10月21日㈬、正午～午後
５時（事前予約制）
○場所／中標津総合文化会館
○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）

忘れていませんか？
自賠責保険・自賠責共済町有地売り払い情報

障害年金の無料相談会


