※但し、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。

第１２８５号 全４ページ
２０２０年１１月１日号

町からの

お知らせ

〈地方公務員法第１６条抜粋〉
１．禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなる
までの者。
２．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し
ない者。

令和３年度 興部町職員採用試験（町単独）の実施について
興部町では、令和３年４月１日採用予定の職員を下記の通り募集します。
◎試験区分
①建築技師
○採用予定者数
○受 験 資 格

若干名
（１）令和３年４月１現在の年齢が４０歳以下で、民間職務経験が
あり、二級建築士以上の資格を有している方。
（２）学校教育法に基づく大学または短期大学、専修学校の専門課程
（修業年限２年以上）、高等専門学校もしくは高等学校を令和
３年３月に卒業見込みで、建築専門課程を履修された方。
上記受験資格のほかに
第１種普通自動車免許を取得している方または取得見込みの方。
パソコン操作ができる方。
現在、町内に在住しているまたは採用後、町内に居住可能な方。
○提 出 書 類
職員採用試験申込書
（様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４判両面）
建築士資格証明書の写し
～（１）の受験資格者のみ
学業成績証明書
～（２）の受験資格者のみ
卒業（見込み）証明書
～（２）の受験資格者のみ
②土木技師

○興部町職員給与条例等による

◎選 考 方 法

○書類審査のうえ、面接試験により選考する

◎試験日時および会場
○申込期間終了後、申込された方に通知します
◎申 込 期 間
○１２月１８日（金）まで
※郵送の場合は、１２月１８日までの消印があるものに限り受付します。
※持参する場合の受付時間は、月曜日から金曜日８：３０から１７：１５まです。
◎申

込

先

◎お 問 合 せ

○〒０９８－１６９２
紋別郡興部町字興部７１０番地
興部町役場 総務課 総務厚生係（℡８２－２１３１）
○建築・土木技師

～ 建築課

管理係（℡８２－２１６６）

オホーツク農業科学研究センターからのお知らせ
オホーツク農業科学センターでは、下記の日程で町民の皆様を対象とした加工教室を行い
ます。参加をご希望される方は下記の予約受付期間中にお申し込みください。

○採用予定者数
○受 験 資 格

若干名
（１）令和３年４月１現在の年齢が満４０歳以下で、土木に係る
民間職務経験があり、下記①または②の資格を有している方。
⓵建設業法による土木施工管理技士
⓶測量法による測量士または測量士補の登録を受けている方。
（２）学校教育法に基づく大学または短期大学、専修学校の専門課程
（専修年限２年以上）、高等専門学校もしくは高等学校を令
和３年３月に卒業見込みで、土木に関する科目を履修された方
上記受験資格のほかに
第１種普通自動車免許を取得している方または取得見込みの方。
パソコン操作ができる方。
現在、町内に在住しているまたは採用後、町内に居住可能な方。
○提 出 書 類

◎給与・諸手当

職員採用試験申込者
（様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４版両面）
各種資格証明書の写し
～（１）の受験資格者のみ
学業成績証明書
～（２）の受験資格者のみ
卒業（見込み）証明書
～（２）の受験資格者のみ

【休日開催

アイス講習会】
（受け入れ可能人数

○日 程

１１月２１日（土）

○時

９：３０～１２：３０

間

○参加料

４人～６人）

受付期間⇒１１月６日（金）～１１月１３日（金）

１，５００円

【農産物加工室

施設利用予約について】

○施設利用可能日時

（火曜日～木曜日

・１２月の予約受付開始日

８：３０～１６：００）

１１月２０日（金）８：３０～

※土日・祝日は、施設利用予約の電話等での受付はしておりません。
◎お問合せ

オホーツク農業科学研究センター

町からのお知らせ １１月１日号 －1－

℡８２－２１２１

担当

山﨑

～公務員の方へ～
「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請はお済ですか
公務員の方の「子育て世帯への臨時特別給付金」は、住民票のある自治体への申請が必要で
す。興部町での申請締め切りは１１月３０日（月）となっていますので、まだ申請されていな
い公務員の方は、ご自身の所属庁から支給された書類をお持ちになり、早めに申請をしてくだ
さい。
※申請済みの公務員と公務員以外の対象受給者へは支給済みです。
【対象者】
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）の対象児童
（令和２年３月３１日までに生まれた児童であり、３月まで中学生だった児童（新高校１年
生）も含みます。ただし、特例給付の方は除きます。
）
※特例給付

所得制限限度額以上（児童１人当たり一律月額５千円支給）の方をいいます。

【基準日】
「子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月３１日）時点での居住市町村
（特別区含む）から支給されます。
※新高校１年生については、令和２年２月２９日時点での居住市町村から支給されます。
◎お問合せ・申請先

福祉保健課

社会福祉係

℡８２－４１２０

住宅入居者募集のお知らせ
興部町では、次の住宅について入居者を募集します。
申込者に応じて、申込時の必要書類が異なりますので、お早目にご相談ください。
＜公営住宅＞

所得の月額基準：158,000 円以下（裁量階層 214,000 円以下）

※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として 2,000 円、草刈料として泉町団地：500 円
新沙留団地：600 円）が別途加算されます。
【先月に引き続き募集している住宅】
《泉町団地》
（２号棟）３LDK １戸、
（３号棟）3LDK ２戸
《栄町団地》

３LDK １戸

《新沙留団地》

３LDK ３戸

＜特定公共賃貸住宅＞

所得の月額基準：158,001 円～487,000 円

【先月に引き続き募集している住宅】

高齢者下宿の入居者を募集しています

新沙留団地～３LDK １戸、２LDK １戸

〈注意事項〉

高齢者下宿の入居者を募集いたします。希望される方は、１１月３０日（月）までにお申し
込みください。

※募集住宅の詳細は、興部町ホームページ（https://www.town.okoppe.lg.jp）または、
下記へお問い合わせください。

○募 集 室 数

２室

※家賃は、所得に応じて変わります。

○入居対象者

興部町に住所を有する６０歳以上で、自立して生活することに不安のある方

※所得の月額基準の裁量階層は、同居者に小学校就学前の方がいる場合など、一定の条件を

（日常生活で常時介護者を必要とする方は入居対象とはなりません）
○入居者の決定

※原則、入居時に法定家賃の 3 ヶ月分を敷金として納めていただきます。

申請書を審査し、決定いたします
（必要に応じて、対象者の身体状況等を調査する場合があります）

○入居予定日
○使

用

料

随

時

【入居申込資格】
・町税・上下水道料・保育料等に未納が無い方。

（１）対象者の収入により負担額は変わります。（最高額は３０，０００円）
（例）収入１，２００，０００円以下は、０円となります。
（２）管 理 費 月額 ５，０００円
（３）食材料費 １日につき１，０００円（月額３０，０００円）
（４）暖 房 料 冬期間（１１月～４月）
１日につき１００円（月額３，０００円）

◎お問合せ・申込先

満たす方が対象となります。

※他にも要件等がありますので、詳しくは、下記へお問い合わせください。
【申込期限】

１１月１６日（月）１７：１５

【お問合せ】

建設課

福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０まで
※見学希望、利用料など詳しい内容についてはお問い合わせください。
町からのお知らせ １１月１日号 －2－

建築維持係

℡８２-２１６６

○風しんの抗体検査・予防接種のお知らせ
国の事業により、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方々は６月に
個別配布しました「※無料クーポン券」により風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施す
ることが出来ます。
無料で風しんへの抗体の有無が検査できるので、是非ご利用ください。
※無料クーポン券を紛失した方は下記までご連絡ください。

健康推進係からのお知らせ
○１１月に実施する健診事業（会場はすべてきらりです）
・乳幼児相談・・・１１月２０日（金）
・乳幼児健診・・・１１月２６日（木）
○献血にご協力ください。
下記の日程で移動献血車が町内各所を運行します。多くの方のご協力をお願いします。
【運行概要】
・１１月２６日（木）
興部町役場
網走開発建設部興部道路事務所
雪印メグミルク㈱興部工場
西部森林室

９：００ ～ １１：３０
１３：００ ～ １３：４０
１４：１０ ～ １５：００
１５：３０ ～ １６：３０

・１１月２７日（金）
興部警察署
興部町国民健康保険病院
北オホーツク農業協同組合
福祉保健総合センターきらり
沙留漁業協同組合

９：００
１０：１０
１１：２０
１３：４０
１５：４０

～
～
～
～
～

◎お問合せ

福祉保健課

健康推進係

℡８２－４１７０

令和２年度 危険物取扱者試験・消防設備士試験のご案内

９：４０
１０：５０
１２：００
１５：００
１６：２０

【対象者】１６歳から６９歳まで
※1 ６５歳以上の方は６０～６４歳の間に献血経験のある方に限ります。
※2 献血の条件が緩和され、高血圧・コレステロール・高尿酸血症・アレルギーなどの薬
を服薬していても献血が可能になりました。
○離乳食教室のお知らせ（参加費無料）
離乳食について、知りたいこと、不安なこと、心配なことはありませんか？
実演を交えた離乳食の進め方についてのお話をお子さんと一緒に聞くことができます。
兄弟等で、託児が必要な方はお申し込みの際にご相談ください。
・日
・対

【風しんに感染するとどうなるか知っていますか？】
風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる、感染力が強い
感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、
心臓に障害が出ること）になる可能性があります。
大人になって感染すると無症状～軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を併発す
ることがあります。また、無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大さ
せないためには、一人ひとりが免疫を持つことが重要です。

令和 2 年度第７回危険物取扱者試験及び第４回消防設備士試験が下記の日程により実施
されますので、お知らせいたします。
受験希望の方は紋別地区消防組合消防署興部支署予防係までお問い合わせ下さい。
また、インターネットによる受験申請（電子申請）をされる方は、（財）消防試験研究セ
ンターのホームページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧下さい。
○試

験

１２月２０日（日）

○受験願書の受付期間

【書面申請】１１月１３日（金）～１１月２０日（金）
【電子申請】１１月１０日（火）～１１月１７日（火）

○試験の種類および試験地
区

程
象

１１月１２日（木）１０：００ ～ １２：００ きらり（健診室・調理室）
２ヵ月～８ヵ月のお子さんを持つお母さん
その他希望者（１歳くらいまでのお子さんを持つお母さん）
・内 容 離乳食のお話・実演・試食
・持ち物 母子手帳・ミルク・オムツ・抱っこひも他
・定 員 ８名（定員になり次第締切）
・申込み〆切 １１月１０日（火）まで
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日受付時に体調確認（体温計測など）を行い
ますのでご協力願います。

日

◎お問合せ

分

試験の種類

試験地

危険物取扱者試験

甲種
乙種（第１～６類）
丙種

札幌市

消防設備士試験

甲種（第１、４類）
乙種（第１～７類）

札幌市

紋別地区消防組合消防署

町からのお知らせ １１月１日号 －3－

興部支署予防係

℡８２－２１３６

高齢者生活支援ハウス
「ホームヘルパー・夜勤ヘルパー・調理員」を募集します
興部町社会福祉協議会では、次のとおり職員を募集します。
◎ホームヘルパー職員（時間給契約）
○採用人数 １名（高齢者生活支援ハウス専属ヘルパー）
○業務内容 高齢者生活支援ハウス入居者の介助、コール対応業務
○勤務時間 早番 ８：３０～１７：３０、遅番 １３：００～２２：００
（※早番、遅番ともに上記勤務時間のうち、最大５時間程度とする）
○賃
金 ・介護福祉士 １，０２１円
・ヘルパー
９７１円
・資格なし
９２１円
○各種手当 ・通勤手当（片道１０ｋｍ以上） ・期末特別賃金（年１回 １２月）
・処遇改善手当（有資格者のみ ３月） ・宿直手当 ・退職手当
○加入保険 労災
◎夜勤ヘルパー職員（時間給契約）
○採用人数 ２名
○業務内容 高齢者生活支援ハウス入居者の起床介助、コール対応業務
○勤務時間 夜勤２２：００～８：００
（休憩２時間）①０：００～２：００ ②２：００～４：００
○賃
金 ・介護福祉士 １２，４４７円（夜勤１回）
・ヘルパー
１１，９８４円（夜勤１回）
・資格なし
１１，５２２円（夜勤１回）
（※上記金額は宿直手当を含む）
○各種手当 ・通勤手当（片道１０ｋｍ以上） ・期末特別賃金（年１回 １２月）
・処遇改善手当（有資格者のみ ３月）
・宿直手当（勤務１回 ３，０００円） ・退職手当
○加入保険 労災
◎調理員（準職員）
○採用人数 １名
○業務内容 デイサービス、高齢者生活支援ハウス食事の調理業務
○勤務時間 ７：００～１７：３０ （４週８休制）
（休憩 ８：３０～９：１５、１２：３０～１４：１５）
○賃
金 １４８，２００円（月額）
○各種手当 ・通勤手当（片道１０ｋｍ以上）・期末手当（年３回 ６・１２・３月）
・住居手当
・扶養手当
・寒冷地手当
・退職手当
○加入保険 社会保険完備
・応募資格

６５歳未満で通勤可能な方、資格は問いません

・提出書類

履歴書（顔写真付き）

・選考日時

申込者へ別途日時のご連絡いたします

・申込期日

１１月１７日（火）まで

◎お問合せ・申込先

１通

興部町社会福祉協議会

担当

大池

℡８２－２７４３

【目指せ！５０００日！】
令和２年１１月１日で
町内の交通死亡事故ゼロ４８２６日
スピードダウンとシートベルトの全席着用

町からのお知らせ １１月１日号 －4－

