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【会計年度任用職員とは…】
　地方公務員法に基づき、１会計
年度内を任期として任用する非常
勤職員です。地方公務員として当
別町に勤務していただきます。会
計年度任用職員から正規職員への
登用制度はありません。

　特定健康診査、特定保健指導等
▼勤務期間▼勤務期間　4 月 1 日～翌年 3
月 31日（更新制度有り）
▼応募資格▼応募資格　保健師または管理栄
養士資格を有し、普通自動車運転
免許を取得している方
▼募集人数▼募集人数　若干名
▼勤務先▼勤務先　ゆとろ
▼勤務時間▼勤務時間　週29時間以内
　（週4日または5日）
▼報酬▼報酬
月額157,400 円～ 161,100 円

▼手当▼手当
・通勤手当（町の規定による）
・期末手当（年額240,000円程度）
▼社会保険▼社会保険　原則、健康保険、厚
生年金、雇用保険に加入します。

■保健師・管理栄養士

■保健事業従事者
①看護師①看護師…乳幼児健診での計測お
　よびBCG接種等
②管理栄養士②管理栄養士…乳幼児健診等での
　栄養指導
③歯科衛生士③歯科衛生士…フッ素塗布、歯科
　指導等
▼勤務期間▼勤務期間　4 月 1 日～翌年 3
月 31日のうち月1～ 2回程度
▼募集人数▼募集人数　若干名
▼勤務先▼勤務先　ゆとろ他
▼勤務時間▼勤務時間　半日
▼報酬▼報酬　各１回ごとに支給
①5,640円② 5,000 円③ 5,240 円
▼応募書類▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、看護師または管理栄養士また
は歯科衛生士の免許証の写し
▼募集期限▼募集期限　2月 2日（水）
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　保健福祉課
健康推進係（ゆとろ内・☎ 23－
4044）

 　火葬場業務の補佐等
▼勤務期間▼勤務期間　4 月 1 日～翌年 3
月 31日（更新制度有り）
▼応募資格▼応募資格　普通自動車運転免許
を取得している方
▼募集人数▼募集人数　1名
▼勤務先▼勤務先　みどりヶ丘葬苑
▼勤務時間▼勤務時間　週14時間以内
（3時間 30分勤務を週4日程度）

■火葬場業務嘱託員

▼応募書類▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、運転免許証の写し、資格を証
明する書類の写し
▼募集期限▼募集期限　2月 10日（木）
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　保健福祉課
健康推進係（ゆとろ内・☎ 23－
4044）

▼休日▼休日　1 月 1 日、1 月 2 日お
よび友引の日
▼報酬▼報酬 月額　56,000 円
▼手当▼手当
　通勤手当（町の規定による）
▼応募書類▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、運転免許証の写し
▼募集期限▼募集期限　2月 18日（金）
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　環境生活課環
境対策係（☎23－ 2503）

※報酬は、採用されるまでの職歴
　などによって、規定の範囲内で
　支給します。

※期末手当は、支給対象となる場
　合、７月と１月に支給（１年目
　は最大で年1.56 月分）します。

▼問合せ▼問合せ　総務課人事係
　（☎23－ 2330）
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　令和 3 年 1 月から 12 月まで
に農用地利用集積計画で賃貸借さ
れた賃借料は、次のとおりです。

賃 借 料賃 借 料
目安に活用ください！ 町内の農地賃借料情報目安に活用ください！ 町内の農地賃借料情報

（10アール当り、単位：円）
賃貸借された地区 区分 平均額 最高額 最低額 筆数

青山・弁華別・茂平沢・六軒町・
中小屋・金沢・樺戸町・若葉・
上当別・下川町・本町市街地

田 15,700 19,000 11,000 100

畑 7,200 7,500 7,000 3

東裏・蕨岱・対雁・川下・
当別太・獅子内・ビトエ・
高岡・太美市街地

田 17,600 19,500 13,000 129

畑 6,300 8,000 5,500 23

当別町の平均額
田 16,700 19,500 11,000 229

畑 6,800 8,000 5,500 26

　金額は 100 円未満を四捨五入
し、100円単位としています

　国民年金は、働いている世代み
んなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。
　国民年金には、老後を支える「老
齢基礎年金」のほか、病気や事故
で障害の状態になったときに支え
る「障害基礎年金」、加入者が死
亡した場合、その加入者により生
計を維持されていた遺族が受け取
れる「遺族基礎年金」があります。

国 民 年 金国 民 年 金

20歳になったら国民年金20歳になったら国民年金
　また、保険料の支払いが困難な
場合は、ご本人や配偶者、世帯主
の方の所得に応じて「保険料免除
制度」や「学生納付特例制度」、「納
付猶予制度（50 歳未満）」など
の制度があります。
▼問合せ▼問合せ
・国民年金に関することについて国民年金に関することについて
　役場住民課戸籍年金係
　　（☎23－ 2463）
・厚生年金に関することについて厚生年金に関することについて
　札幌北年金事務所
　　（☎011－ 717－ 4133）

　当別町と江別市が公害防止協定
に基づき実施したダイオキシン類
の測定結果をお知らせします。

環 境環 境
ダイオキシン類調査測定結果ダイオキシン類調査測定結果

調査地区 実施区分 測定結果
大気（pg-TEQ/㎥） 環境基準 0.6

川下地区 当別町   0.0052
江別市   0.0033

太美地区 当別町   0.0038
江別市   0.0038

土壌（pg-TEQ/g）環境基準1,000

川下地区 当別町   2.0
江別市   1.5

太美地区 当別町   0.0060
江別市   0.012

水質（pg-TEQ/ℓ）排出基準10
八幡最終
処分場

当別町   0.0018
江別市   0.021

▼調査内容・地点▼調査内容・地点　
【大気・土壌調査】【大気・土壌調査】　
　太美地区（遊遊公園）
　川下地区（八幡第一排水機場）
【水質調査】【水質調査】　八幡最終処分場
▼調査月▼調査月   当別町：令和3年 8月
　江別市：令和3年 8月
▼測定結果▼測定結果　次のとおり全ての項
目が基準を下回りました。

※ pg（ピコグラム）は1兆分の1ｇ
※ TEQはダイオキシン類全体に
　含まれる毒性の強さを表す単位。
▼問合せ▼問合せ　環境生活課環境対策係
　（☎23－ 2503）

▼問合せ▼問合せ　農業委員会事務局（役場第二庁舎内・☎23－ 3279）
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納 税納 税
国保税口座振替納付済確認国保税口座振替納付済確認
通知書を送付します通知書を送付します

　国民健康保険税の納付に口座振
替をご利用の方に、令和 3年 1
月から 12月までに口座振替で納
付された金額を記載した「国保税
口座振替納付済確認通知書」を送
付します。納付額の確認等にご活
用ください。なお、令和 3年広

水 道水 道
積雪時の水道メーター検針積雪時の水道メーター検針
についてについて

　水道メーターの表示器は、建物
の外壁などに設置されています。
積雪や屋根からの落雪で表示器が
埋もれると、検針が困難になりま
すので、表示器周辺の除雪や物を
置かないなど、ご協力願います。
　なお、積雪等で検針ができない
場合は、過去の使用水量を基準に
認定して料金を請求し、検針がで
きた月に過不足を精算します。
▼問合せ▼問合せ　上下水道課業務係
　（☎22－ 2411）

　工事・設計委託、物品購入・業
務委託等の入札参加資格審査申請
を受け付けます。
▼申請方法等▼申請方法等　　
①持参①持参：役場2階小会議室
　1月17日（月）～1月28日（金）
　9時～11時30分、13時～16時
　※土・日曜日は除く。
②郵送②郵送：役場財政課管財係
　（当別町白樺町58番地 9）
　1月 28日（金）必着
※「入札参加資格審査申請書在中」
　と表記してください。
▼申請用紙▼申請用紙　
・建設工事・設計委託等・建設工事・設計委託等
　北海道土木協会（札幌市中央区
　北3条西 7丁目 1番地 緑苑ビ
　ル）で販売しています。　
・物品購入・業務委託等・物品購入・業務委託等

入 札入 札
資格資格

審査申請書を受け付けます審査申請書を受け付けます

　役場財政課窓口に備え付けます
　（町ホームページにも掲載します）。
▼添付書類等▼添付書類等
・納税証明書の写し（必要部分は
　法人、個人、町内事業者により
　異なります）等の必要書類
・審査結果通知送付用の封筒に
　宛先を記入し、84 円切手を
　　貼付してください。
▼問合せ▼問合せ　財政課管財係　
　（☎23－ 2331）

報 1月号でお知らせしたとおり、
町道民税および固定資産税の通知
書は送付しませんので、通帳の記
帳等でご確認ください。
▼問合せ▼問合せ　税務課納税係
　（☎23－ 2341）
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