
 会　　　　　議　　　　　名 時　間 場　所 町長

4/29

(月)

4/30

(火)

虹別オートキャンプ場オープン式 11:00 虹別オートキャンプ場 ○

5/1

(水)

5/2

(木)

5/3

(金)

5/4

(土)

5/5

(日)



 

5/6

(月)

辞令交付式（看護師） 9:00 応接室 〇
来客対応 9:30 応接室 ○

5/7 釧路開発建設部　平成３１年度事業概要説明会 11:00 大会議室 ○
来客対応 13:00 応接室 〇

(火) 寄附受納 15:00 応接室 ○

標茶町和牛生産改良組合通常総会 11:00 三楽荘 〇

5/8

(水)

第２回臨時町議会 10:00 ○
中茶安別小中学校総理大臣表彰受賞報告 16:30 応接室 〇

5/9

(木)

新規採用職員研修講師 9:00 中会議室 〇
釧路湿原国立公園連絡協議会監査 10:30 町長室 〇

5/10 標茶消防組合演習打合せ 11:00 町長室 〇

(金)

第１９回町内クリーン作戦 9:30 うぃず駐車場 〇
5/11 標茶町職員退職者の会 10:30 テレーノ 〇

(土)

5/12

(日)



 
来客対応 9:30 応接室 〇
監査委員辞令交付式 9:50 応接室 〇

5/13 標茶町担い手育成協議会総会 10:30 大会議室 〇
来客対応 13:00 応接室 〇

(月) 標茶町エコヴィレッジ推進協議会 14:00 中会議室 〇
公立高校地域別検討協議会打合せ 16:00 応接室 〇

来客対応 10:30 応接室 ○
来客対応 11:30 町長室 ○

5/14 公立高等学校配置計画地域別検討協議会（全体会） 14:05 キャッスルホテル 〇

(火)

来客対応 9:00 応接室 〇
会計検査対応 9:40 応接室 ○

5/15 来客対応 14:00 応接室 〇

(水)

釧路総合開発促進期成会理事会 11:00 プリンスホテル ○
釧路・根室広域地方税滞納整理機構構成町村長会議 13:00 プリンスホテル ○

5/16 林野庁　新島北海道森林管理局長講演会 14:00 プリンスホテル ○

(木)

水土里ネット北海道釧路支部理事会、全体会議 10:30 弟子屈町役場 〇
育成牧場運営審議委員会・育成牧場互助会役員会 14:00 育成牧場 〇

5/17 来客対応 16:40 応接室 〇

(金)

釧路湿原クリーンデー 9:30 元村ハウスぱる 〇
5/18 しべちゃフェア2019 11:00 イオン昭和 〇

(土)

第４５回釧路北部消防事務組合総合演習 10:00 標茶消防署 ○
5/19

(日)



 
入札（ゴミ袋） 9:30 中会議室 〇
国保税の税率に係る内部協議 15:00 応接室 ○

5/20 標茶町商工会通常総会 16:00 うぃず ○

(月)

釧路地方総合開発促進期成会等総会 9:30 キャッスルホテル ○

5/21

(火)

第18回虹別萩野魚付保安林再生事業植樹 9:35 虹別酪農センター 〇
会計検査対応 13:00 応接室 〇

5/22

(水)

北海道酪農振興町村長会議総会 10:30 札幌駅前ビジネススペース ○
北海道町村会　第７３回定期総会 13:30 ポールスター ○

5/23

(木)

入札（衛生処理組合） 14:00 中会議室 〇
補正予算協議 16:00 応接室 〇

5/24

(金)

第２５回豊かな緑と魚のリバーサイド植樹活動 9:30 コッタロ湿原展望台 〇
5/25 くしろ湿原ノロッコ号歓迎 12:05 標茶駅 〇

(土)

西別岳山開き　　　　　　 8:00 山小屋 〇
5/26

(日)



 
長寿祝（２件） 9:55 桜、旭 〇
来客対応 11:00 応接室 〇

5/27 面接（職員採用） 15:00 中会議室 〇
大地みらい信用金庫標茶支店開設６０周年感謝の夕べ 18:00 うぃず 〇

(月)

入札（３件） 10:00 中会議室 〇
地域みらい連携会議 14:00 標茶高校 ○

5/28 標茶町酪農技術者連絡協議会総会 18:00 テレーノ 〇

(火)

川上郡衛生処理組合臨時議会 10:30 議場 〇
来客対応 13:00 応接室 〇

5/29 釧路北部消防事務組合議会第１回臨時議会 15:30 弟子屈町議会 ○
釧路北部消防事務組合議会懇親会 17:30 ホテル摩周 ○

(水)

来客対応 9:00 応接室 〇
課長等会議 9:10 中会議室 〇

5/30

(木)

ＳＬ冬の湿原号運行要請 9:30 ＪＲ本社 〇
標茶町土木建設業協会交流会 18:00 三楽荘 〇

5/31 標茶町観光協会定期総会 18:30 テレーノ 〇

(金)

6/1

(土)

6/2

(日)


