
 会　　　　　議　　　　　名 時　間 場　所 町長

9/30

(月)

網走刑務所北山墓地慰霊式典 10:00 北山墓地 ○
浜中町長　当選祝い 17:00 事務所 ○

10/1

(火)

臨時議会打合せ 9:00 応接室 〇
寄付受納 14:00 応接室 ○

10/2 来客対応 13:00 応接室 〇
ヒグマ被害に係る振興局長への要請 16:00 釧路総合振興局 〇

(水)

社協虹別地区部会敬老会 10:50 マルエー温泉（中標津） ○
釧路管内学校教育研究大会 14:35 標茶中学校 〇

10/3

(木)

来客対応 14:40 応接室 ○

10/4

(金)

第２３回標茶町シルバーフェスティバル第５１回標茶町 10:30 うぃず ○
10/5 老人クラブ福祉演芸大会

保育士採用試験 14:00 中会議室 〇
(土)

標茶消防団・署　秋季演習 10:00 消防署 〇
10/6 茶安別酪農祭 12:10 ○

(日)



 
行政事務協議 大阪府 〇

10/7

(月)

10/8

(火)

臨時会、　　決算審査特別委員会 10:00 議場 ○

10/9

(水)

決算審査特別委員会 10:00 議場 ○
来客対応 13:00 応接室 ○

10/10

(木)

標茶町釧路集治監無縁物故者慰霊法要 11:00 標茶霊園 〇
北海道遺産　北海道集治監釧路分監本館開館記念フォーラム 13:30 釧路分監本館 〇

10/11

(金)

10/12

(土)

第３５回全日本空手道連盟糸東会北海道空手道選手権大会 9:15 　トレセン 〇
10/13

(日)



 
くしろ湿原ノロッコ号運行最終日記念行事 11:30 塘路駅 〇

10/14

(月)

観光商工課打合せ 10:00 町長室 〇

10/15

(火)

来客対応 10:30 応接室 ○
来客対応 15:00 応接室 〇

10/16

(水)

仮想道の駅フェスティバルアンケート結果報告 10:00 応接室 〇
釧路セントラル牧場視察 13:40 阿歴内 〇

10/17 ＪＲ北海道釧路支社長来庁（ノロッコ号お礼） 17:00 応接室 ○

(木)

北海道防災総合訓練、標茶町総合防災訓練 9:00 トレセン ○
町議会議長と面会 13:00

10/18

(金)

第13回不法投棄クリーン作戦 9:30 うぃず前 〇
10/19 釧路ブロック商工会女性部員　研修会 15:00 開発センター 〇

(土)

文化祭視察（磯分内） 11:00 酪農センター ○
10/20 保育士採用試験 14:00 中会議室 〇

(日)



 
寄付受納 10:30 応接室 〇
北海道地域振興監来庁 13:30 博物館 〇

10/21 育成牧場内部会議 15:30 小会議室 〇

(月)

10/22

(火)

会計年度任用職員打合せ 8:45 小会議室 〇
来客対応 10:00 応接室 〇

10/23 第２回町村長会議等 16:00 ＡＮＡクラウンプラザホテル 〇

(水)

課長等会議 9:15 大会議室 ○
北海道庁交通政策局次長来庁 11:00 応接室 ○

10/24 来客対応 13:00 応接室 〇
農林水産省北海道農政事務所釧路支局長　予算説明 14:00 応接室 〇

(木) 釧路財務事務所長との意見交換会 15:30 応接室 ○

長寿祝 8:50 市街、磯分内 〇
道環境生活部長来庁   　　※町長入札後　現地視察　後発 10:30 応接室 〇

10/25 入札（焼却炉解体） 11:00 中会議室 〇
除雪会議 14:00 大会議室 〇

(金) 文化祭視察（標茶） 14:30 ○
文化祭視察（虹別） 15:30 ○
女優高橋惠子氏との面談 16:30 応接室、他 ○

標茶町立磯分内小学校開校百周年記念式典 9:30 小学校体育館 ○
10/26 文化祭視察（茶安別） 13:15 ○

標茶町文化講演会に係る懇談会 18:00 テレーノ ○
(土)

文化講演会（女優高橋惠子氏）ならびに 13:00 うぃず ○
10/27 ふるさと応援大使就任式、辞令交付式

(日)



 

10/28

(月)

全国防犯功労者表彰受賞報告 11:50 応接室 〇
来客対応 13:30 応接室 ○

10/29

(火)

10/30

(水)

北海道町村会政策懇談会 10:30 ポールスター札幌 〇

10/31

(木)

11/1

(金)

11/2

(土)

11/3

(日)
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