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令和３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 12 牧場作業員 ４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～
期末手当あり

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・
保育補助員

４人

保育業務・ 保育業務
補助（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）

保育士資格保
有者優遇

月給150,600円～
期末手当あり

教育委員会
管理課

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～
期末手当あり

やすらぎ園
35 介護員 ９人 介護一般 介護福祉士資

格保有者優遇
月給150,600円～

期末手当あり

36 調理員 １人 調理一般 調理師免許資
格保有者優遇

月給150,600円～
期末手当あり

デイサービス
センター

40 准看護師 １人 利用者の看護業務 准看護師資格 月給175,500円～
期末手当あり

町立病院

42 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～
期末手当あり

46 看護師 １人 病棟看護業務 看護師資格 月給192,400円～ 
期末手当あり

47 准看護師 １人 病棟看護補助業務 准看護師資格 月給175,500円～
期末手当あり

パ
ー
ト
タ
イ
ム

保育園・保育所 106 調理員 １人 調理業務（勤務場所
は町内各保育園） ー 時給930円～ 

教育委員会
管理課

119
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
場所は虹別小学校）

教育職員免許
・保育士・看
護師などの資
格

時給960円～
期末手当あり

120 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～
期末手当あり

町立病院 134 調理員 １人 調理一般 ー 時給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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　「学習指導員」を募集していま
す。教員免許は不要です。
〇�業務内容／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

〇�勤務場所／標茶小学校または虹
別小学校

〇�任用期間／令和４年３月31日ま
で

〇�勤務時間／１日３時間以内、（１
週15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／各学校１人
〇�身分／北海道教育委員会会計年
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
員会管理課学校教育係（☎️485-
2111内線285）

○川上団地
　平成29年度から大規模改修が進
められている川上団地について、��
K−５号棟（鉄筋コンクリート３
階建て１棟12戸）の改修工事が６
月中旬から始まる予定です。
○�問い合わせ／役場建設課住宅都
市計画係（１階⑧番窓口☎️内線
274）

　 現 在、
小学校・
中学校・
高等学校
で使用し
ている教
科書の見本を展示します。教育関
係者や保護者の皆さんなど、たく
さんの方のご来場をお待ちしてい
ます。
○�期間／６月11日㈮～25日㈮、午
前９時～午後５時

○場所／開発センター
○�展示教科書／小学校・中学校・
高等学校用教科書見本

○�問い合わせ／教育委員会管理
課学校教育係（☎️485-2111内線
286）

　本町では介護の資格取得にかか
る研修費の一部を助成していま
す。詳細は下記係に問い合わせる
か町ホームページをご覧くださ
い。
○�対象となる研修／介護職員初任
者研修、介護福祉士実務者研修

○��対象者（助成割合）／
・�一般（７割）�資格取得後から
３カ月以上、町内の事業所に就
業する必要があります。

・�高校生（９割）�授業の一環と
して介護資格の取得機会がある
方は対象外。

※�助成金は10万円を限度に支給さ
れます。

※�助成の対象は研修費のみとな
り、交通費や宿泊費などは助成
の対象外です。

○�問い合わせ／役場保健福祉課介
護保険係（１階⑥番窓口☎️内線
136）

学習指導員の募集教科書展示会

介護資格取得支援
助成金のお知らせ

町営住宅改修の
お知らせ

　閉じこも
りがちな高
齢 者 の 方
や、家族を
介護してい
る方を対象に「ふれあいカフェ」
を開催します。
　体を動かしたりゲームなどをし
て、楽しい時間を過ごしましょう。
　認知機能の低下が気になる方
も、無理なく楽しめる内容になっ
ていますので、お気軽にご参加く
ださい。また、介護や健康に関す
る相談もお受けします。
〇�日時／６月23日㈬、午前10時～
11時30分

〇場所／社会福祉センター
〇�内容／軽体操、ゲーム、レクリ
エーション、介護相談など

〇�持ち物／飲み物（水分補給用）
○�申込締切／６月16日㈬
※ご希望の方は送迎します。
○�申し込み・問い合わせ／地域包
括支援センター（☎️485-1515）

　役場ではマイナンバーカードの
申請補助窓口を開設しています。
ぜひご利用くだ
さい。
　マイナポイン
トの利用や健康
保険証として使
用するためには
「マイキー ID」の設定が必要です。
設定方法が分からない、インター
ネット環境がない場合などは、申
請補助窓口をご利用ください。
○�問い合わせ／役場総務課デジタ
ル推進係（２階⑬番窓口☎️内線
218）、役場住民課町民係（１階
①番窓口☎️内線121）

ふれあいカフェに
参加しませんか

マイナンバーカードを
作りませんか？

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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◎新緑の湿原　野鳥観察会
　夏鳥が勢ぞろいしたフィールド
で、繁殖期の野鳥の姿とさえずり
の特徴を教わりながら散策しま
しょう。
○�日時／６月５日㈯、午前８～10
時

○定員／10人
○参加費／無料
○�開催場所／シラルトロ湖・蝶の
森周辺

○�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）

◎初夏の花を見に行こう
　釧路湿原はいよいよ花のシーズ
ン到来です。初夏を代表する湿原
の花々を観察しましょう。
○�日時／６月６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）

　札幌国税局では税務署などに勤
務する税務職員を募集します。
○�受付期間／６月21日㈪～６月30
日㈬

※�インターネットの専用ホー
ム ペ ー ジ（http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html） か ら
申し込みください。

○試験日／
・第１次試験�９月５日㈰
・�第２次試験�10月13日㈬～22日
㈮のいずれか

○�問い合わせ／釧路税務署（☎️
0154-31-5100）

　ここ数年、家の前につないでい
た飼い犬が離れたり、散歩中に
リードから離れるなどして、飼い
主以外の方が飼い犬にかまれる事
故が発生しています。
　飼い犬が人をかんでしまった
方、または飼い犬に限らず犬によ
る被害を受けた方は、町の条例に
より「加害届」もしくは「被害届」
を提出することになっています。
　被害に遭われた方は下記係まで
ご相談ください。
◎犬の飼育マナー
・�犬が逃げ出
さないよう
に、しっか
りとつなぐ
か柵に入れ
ましょう。

・�散歩に連れて行く時は必ずリー
ドを付け、袋などを携帯し、ふ
んの後始末を確実に行いましょ
う。

・�散歩の際の、伸縮リードの扱い
には、十分気を付けましょう。

・�リードや鎖の長さは２メートル
以内にしてください。

○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎️内線127）

○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㎜

※町外業者は料金別。
○申込期限／
・７月号�６月７日㈪まで
・８月号�７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）

　山菜採りのシーズンがやって来
ました。毒草の中には山菜と区別
が難しいものがあります。食用と
確実に判断できない植物は、絶対
に「採らない・食べない・人にあ
げない」ようにしましょう。
・�食べられるかどうかの判断がつ
かない植物は、採らないように
しましょう。

・�家庭菜園などで、野菜と観賞植
物を一緒に栽培することはやめ
ましょう。

・�食べて異常を感じた時は、速や
かに医師の診察を受けましょ
う。

○�問い合わせ／釧路保健所（☎️
0154-65-5811）

　下水道整備は住民の皆さんが下
水道に接続することで、その効果
が発揮されます。下水道に接続す
ると�
①�排水が側溝などに流れず嫌な臭
いがなくなり、ハエやカの発生
を防ぎ清潔な環境になります。

②�トイレの水洗化によりお手入れ
が楽になり、悪臭や汲み取りも
なくなります。

③�汚水は処理場できれいな水にし
てから放流するので、川や湿原
を汚さず自然環境の保護につな
がります。

　豊かな自然環境を将来に残し伝
え、現在の快適な生活を継続させ
るため、下水道整備区域内にお住
まいで、まだ下水道に接続してい
ない方は、早期に接続してくださ
い。下水道接続に係る相談などは、
下記係まで問い合わせください。
○�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）

有毒植物による
食中毒にご用心

令和４年度
税務職員を募集します

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

飼い犬がかんだ時
犬にかまれた時

下水道への接続を
お願いします

広報しべちゃ
有料広告募集

information
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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
理課契約管財係（２階⑭番窓口
☎️内線141）

　ＮＴＴ東日本では、標茶町内全
域の光回線敷設工事を行います。
　工事は道路での作業などとな
り、具体的には電柱作業や取付道
路への工事車両一時停車、樹木の
枝払いなどが想定されています。
　整備地域のスケジュールなど、
皆さんに提供可能な情報がありま
したら、順次広報しべちゃなどで
お知らせします。
　近隣にお住まいの方にはご迷惑
をお掛けしますが、工事の早期完
了のためご理解とご協力をお願い
します。
○�問い合わせ／役場総務課デジタ
ル推進係（２階⑬番窓口☎️内線
218）

　標茶町社会福祉協議会では、子
育てサポート事業の提供会員（子
育てのお手伝いをしたい方）と、
依頼会員（子育ての手助けがほし
い方）を随時募集しています。
○�提供会員／20歳以上で子育てに
意欲がある方、性別は不問

○�依頼会員／生後６カ月～小学６
年生のお子さんをお持ちの方

○�問い合わせ／標茶町子育てサ
ポートセンターまーぶる（社会
福祉センター内☎️485-2503）

　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。昼間の仕事などで納付相談
が困難という方は利用ください。
　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／６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

　栗山町北海道介護福祉学校（２
年制専門学校）では、令和４年４
月入学学生を募集しています。福
祉のまち「くりやま」にある介護
福祉士養成校で介護福祉士のプロ
を目指しませんか？見て、聞いて、
体験できる１日体験入学（オープ
ンキャンパス）も開催します。
○�日時／６月26日㈯、午前10時～
午後１時30分

※�以降、7月24日㈯、8月28日㈯、
9月25日㈯、10月30日㈯の開催
を予定。

○�内容／介護実技体験・ 模擬授
業・地元食材を使用したランチ
談話交流（保護者同伴可・昼食
付き・交通費一部助成）

�○�申し込み・ 問い合わせ／栗山
町立北海道介護福祉学校（☎️
0123-72-6060）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設 町有地売り払い情報

標茶町全域光回線
敷設工事のお知らせ

納期限のお知らせ
６月25日㈮は、町道民税
第１期の納付期限です。

北海道介護福祉学校生徒
募集・オープンキャンパス

　北海道児童相談所では、来所が
困難な児童や保護者のために「巡
回児童相談」を行っています。児
童の発達、療育手帳の判定など、
18歳未満の児童に関する相談をお
受けします。
　今年度は本町で、７月12日㈪、
９月９日㈭、11月９日㈫、令和４
年２月７日㈪に開催します。
※�限られた時間の中で行うため、
申し込み多数の場合は、直接来
所をお願いしたり、希望する日
時にならない場合があります。

※�関係機関（保育園、幼稚園、小
中学校、子ども発達支援セン
ターなど）を通じて申し込みす
ることもできます。

○�申し込み・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）

　新型コロナウイルス感染症に関
連して、感染した方々やご家族、
治療にあたった医療関係者の方々
などに対する偏見、不当な差別、
誹謗中傷はあってはなりません。
　正しい情報に基づき、冷静で思
いやりのある行動をお願いしま
す。
　なお「新型コロナウイルス人権
相談窓口」では、新型コロナウイ
ルスに関連する差別などの人権
問題の相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まずにご相
談ください。
○�電話相談窓口／☎️011-206-0497
（�受付時間は午前９時～午後５
時、平日のみ）

○�問い合わせ／北海道環境生活部
くらし安全局道民生活課道民生
活係（☎️011-206-6148）

令和３年度巡回
児童相談の実施

子育てサポート事業提供
会員・依頼会員の募集

新型コロナウイルス感染症に
関連した人権の配慮について


