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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 ４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
などの資格保有
者優遇

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
などの資格保有
者優遇

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～

令和３年度会計年度任用職員の募集については
別途１月上旬に町ホームページへ掲載します。

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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　調理師法では、調理業務に従事
している調理師の方は、２年ごと
に、12月31日現在の調理従事場所
などを届け出なければならないと
定められており、今年は届け出の
必要な年となっています。
○�届け出が必要な方／次のいずれ
かの施設・店舗で調理の業務に
従事している調理師の方
・�寄宿舎、学校、病院、事業所、
社会福祉施設、介護老人保健施
設、矯正施設、その他多人数に
飲食物を調理して供与している
施設
・�飲食店営業、魚介類販売業、そ
うざい製造業

○�届出期間／１月１日㈮～15日㈮
○�届出方法／届出用紙に必要事項
を記入して提出

※�届出用紙は下記に備えてありま
す。
※�インターネットでの届け出も可
能です。詳しくは北海道全調
理師会ホームページ（http://
www.hokuzentyou.jp）をご覧
ください。

○�届出先／北海道全調理師会また
は各支部
○�問い合わせ／北海道全調理師会
（☎011-511-1326）、標茶地域保
健支所（釧路保健所標茶支所☎
485-2155）

　釧路青年司法書士協議会および
全国青年司法書士協議会では、住
民の権利擁護活動の一環として、
生活保護に関する全国一斉の電話
相談会を開催します。
○�日時／１月24日㈰、午前10時～
午後４時

○�専用電話番号／☎0120-052-088
※�相談は無料、秘密は厳守されます。

information

◎ 連
れんだこ

凧を作って揚げよう
　自作のたこ
に干支文字や
イラストなど
を描いて、新
年を迎えた湿
原の空に揚げ
て み ま し ょ
う。
○�日時／１月16日㈯、午前10時～
正午
○定員／10人
○参加費／100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）
◎湿原アニマルトラッキング
　雪の上の足跡や、あちこちに残
る痕跡から、湿原周辺の動物の行
動と暮らしについて考えます。
○�日時／１月17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）
※�工事のため、温根内木道は全面
通行止めとなっています。トイ
レは３月まで仮設トイレとなり
ます。

◎�世界湿地の日記念「冬のエコツ
アー2021」
　冬の阿寒湖畔を訪ね、自然の素
晴らしさに触れます。
○�日時／２月６日㈯、午前９時～
午後３時

○�対象／小学４年生以上（小学生
は保護者同伴）

○定員／15人（抽選）
○参加費／無料
○申込期限／１月20日㈬
○�申し込み・問い合わせ／釧路国
際ウェットランドセンター（☎
0154-32-3110）

　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３年４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）

○出願期間／
・第１回�２月28日㈰まで
・第２回�３月16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）

　野鳥に餌
を 与 え る
と、集まっ
た野鳥のふ
ん に よ っ
て、道路や
家の屋根な
どが汚れてしまうことがありま
す。また、継続的な餌やりによっ
て集まる野鳥の数が増えてしま
い、さらに被害が大きくなること
もあります。周りの迷惑となるた
め、餌やりは控えましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

放送大学
４月入学生募集

野鳥への餌やりは
控えましょう

調理師業務従事者届
を出しましょう

全国一斉生活保護
110番のお知らせ
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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）

　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。
　まだマイナンバーカードを取
得していない75歳未満の方には、
QRコード付き交付申請書が送付
されています。ぜひこの機会に申
請してください。
○�問い合わせ／役場総務課電算
管理係（２階⑬番窓口☎内線
218）、住民課町民係（１階①番
窓口☎内線121）

○申込方法／
　下記係へ申し込みください。
○申込期間／
・２月号�１月６日㈬
・�３月号�２月５日㈮
○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）

　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
などに対する不当な差別、偏見、
誹謗中傷はあってはなりません。
　「新型コロナウイルス人権相談
窓口」では、人権問題の相談を受
け付けています。
○�相談受付時間／午前９時～午後
５時（平日のみ、12月29日～１
月３日を除く）
　※�メ ー ル 相 談（cov.jinken@
pref.hokkaido.lg.jp）も可能。

○相談電話／☎011-206-0497
○�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）

　北海道職業能力開発促進セン
ター釧路訓練センター（ポリテク
センター釧路）では、公共職業訓
練受講生を募集します。詳細は問
い合わせください。
※�なお、新型コロナウイルスの感
染拡大状況によっては、急きょ
中止となる場合があります。

○�対象者／ハローワークに求職の
登録をしている方

○�募集科目・人数／建設荷役車両
運転科・20人、ビジネスワーク
科・15人
○�申込期間／１月25日㈪～２月26
日㈮

○見学会／２月12日㈮、19日㈮
○選考日／３月４日㈭
○�訓練期間／４月２日㈮～９月29
日㈬
○費用／２万円程度（テキスト代）
○�申し込み／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）
○�問い合わせ／ポリテクセンター
釧路（☎0154-57-5938）

　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／１月29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

　血液が不足しています。献血を
された方には、後日、血液センター
から血液検査結果が送られますの
で、健康チェックにお役立てくだ
さい。
　また、イオン釧路昭和店の「ぷ
らっと946献血ルーム」は、１月
31日をもって閉所となりますので
お知らせします。
○実施日／１月６日㈬
○場所・時間／
・役場前�午前10時～正午
・�農業協同組合前�午後１時30分
～３時
・�開発センター前�午後３時30分
～４時30分
※�体重50kg以上で、男性17歳以
上・ 女性18歳以上の方には、
400㎖献血をお願いしています。

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

献血にご協力ください

町有地売り払い情報

マイナンバーカードを
作りませんか？

広報しべちゃ
有料広告募集

新型コロナウイルス
人権相談窓口

ポリテクセンター釧路
４月職業訓練生の募集

納期限のお知らせ
１月25日㈪は、国民健康保
険税第７期の納付期限です。


