お知らせ伝言板
自衛官募集

●別海町役場☎

─２１１１●西春別支所☎

■問合せ
自衛隊帯広地方協力本部
中標津地域事務所
ＴＥＬ
０１５３─ ─０１２０
Ｅメール
h q1-obihiro@pco.mod.
go.jp
ホームページ

令和３年度
第１回北海道警察官
採用試験の受験者募集

─
６０１１

■選考方法
学力 試 験（ 国 語、 数 学 ）、
面接
■合格発表日
選考試験実施後、概ね一週
間後
※詳しくは、当校または最
寄りの公共職業安定所
（ハローワーク）までお
問い合わせください。
■問合せ
国立
 北海道障害者職業能力
開発校
〒０７３―０１１５
砂川市焼山 番地
ＴＥＬ
０
 １２５─ ─２７７４
０１２５─ ─９１７７

北海道障害者職業能力開発校

国立北海道障害者職業能力
開発校では令和３年度入校生
の募集をしています。
■受付期限
４月５日㈪まで
■選考日
応募状況により、別途定め
ます
■選考場所

令和３年度訓練生の
随時募集について

─２１３１●尾岱沼支所☎（０１５３） ─２１６６●上風連連絡事務所☎ ─７３２６●上春別連絡事務所☎

・第一次試験
６月６日㈰
・受験資格
平成３年４月２日以降生ま
れで、大学（短期大学を除
く）を卒業した方、令和４
年３月までに卒業する見込
みの方 等
■海上保安学校
・受付期間
インターネット
３月 日㈮から４月２日㈮
郵送・持参
３月 日㈮から３月 日㈪
・第一次試験 ５月 日㈰
・受験資格
令和３年４月１日において
高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から
起算して 年を経過してい
ない方、令和３年９月まで
に高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの方
等
■申込方法・試験内容
国家 公 務 員 試 験 採 用 情 報
ＮＡＶＩ
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https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html
■問合せ
根室海上保安部管理課
ＴＥＬ
０１５３─ ─４１８３
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52 52

日本年金機構が実施する年
金相談では、安心して利用し

年金の予約相談を
実施しています

FAX

13

75

北海道警察では、令和３年
度第１回警察官採用試験の受
験者を募集しています。詳し
くは左記までお問い合わせく
ださい。
■受付期限
４月２日㈮の午後５時 分
まで
■第１次試験日
５月９日㈰
■第２次試験日
６月中旬から６月下旬
■採用予定人数
男性Ａ区分
名程度
女性Ａ区分
名程度
男性Ｂ区分
名程度
女性Ｂ区分
名程度
■試験区分（男女共通）
Ａ区分 短期大学を除く大
学等を卒業した方（令和３
年３月卒業見込みの方を含
む）
Ｂ区分 Ａ区分以外の方
（高
 等学校に在学中の方を
除く）
■受験資格
Ａ、Ｂ区分ともに平成元年
４月２日から平成 年４月
１日までに生まれた方
■問合せ
中標津警察署警務課
ＴＥＬ
０１５３─ ─０１１０

15 40 40 125

72

29

16

http://www.mod.go.jp/
pco/obihiro/

29

海上保安官・
海上保安学校 学生募集
海上保安庁では、海上保安
官および令和３年 月採用の
学生を募集します。
海上保安官は、海上保安学
校において２年間の研修を実
施します。海上保安学校学生
は、同校において船艇乗組員
として１年間の教育を受けま
す。
海上保安学校は入学金、授
業料が一切不要で、学生は入
学と同時に国家公務員として
の身分が与えられ、毎月の給
与やボーナスが支給されます。
詳しくは、根室海上保安部
までお問い合わせください。
■海上保安官
・受付期間
インターネット
３月 日㈮から４月７日㈬
郵送・持参
３月 日㈮から３月 日㈪

24

72

10

26

26

75

26

26

自衛隊では次のとおり、自
衛官等を募集します。詳しく
は下記までお問い合わせくだ
さい。
試験日
入隊時期
５月８日㈯
～９日㈰ 令和４年
幹部候補生（一般） 22歳以上26歳未満の方 4月28日㈬
２次 ６月８日㈫ ３月中旬～４月上旬
～14日㈪
１次 ５月21日㈮
～30日㈰ 令和４年
一般曹候補生
5月11日㈫
２次 ６月18日㈮ ３月中旬～４月上旬
18歳以上33歳未満の方
～７月４日㈰ ※上記の他にも設定す
る場合があります。
自衛官候補生
通 年
通 年
予備自衛官補（一般） 18歳以上34歳未満の方
４月17日㈯～21日 【合格発表】
予備自衛官補（技術） 18歳以上の方
4月9日㈮
㈬のいずれか1日 ５月21日㈮
（国家免許資格等を有 ※年齢上限は保有免許
する者）
により異なります。
１次

受付締切
受験資格
募集種目
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◆開庁時間

午後７時まで予約相談を
お受けします。
■予約の申込み
予約受付専用電話
ＴＥＬ
０５７０─ ─４８９０
受付時間
月曜日から金曜日（平日）
午前８時 分から午後５時
分
■相談場所・問合せ
30

釧路市栄町９丁目９─２
ＴＥＬ
０１５４─ ─６０００
ＴＥＬ
０１５４─ ─６００１

釧路年金事務 所 お 客 様 相 談 室

15

北海道苦情審査委員
制度のお知らせ

分から午後５時

分

北海道苦情審査委員制度と
は、道が行った業務や制度の
内容を審査するための制度で
す。皆さん自身の利害に関わ
る苦情であれば苦情審査委員
に申し立てができます。
申 し 立 て の あ っ た 苦 情 は、
皆さんに代わって苦情審査委
員が公正で中立的な立場から

●本所・各支所 午前８時

道の関係機関に対し、必要な
調査等を行います。審査の結
果、道の業務の不備や制度に
問題があるときは、道の機関
に是正や改善を求めます。
もちろん、個人情報の保護
にも十分配慮します。
■苦情の申し立て方法
苦情申立窓口で配布してい
る苦情申立書に必要な項目
を記入し、提出してくださ
い。郵送、ＦＡＸ、Ｅメー
ルでも提出できます。
申立書はホームページから
ダウンロードもできます。
http://www.pref.
hokkaido.lg.jp/ss/dsc/
kujyou-mousitate.htm
■苦情申立窓口・問合せ
・北 海 道 総 合 政 策 部 知 事 室
道政相談センター
〒０６０─８５８８
札幌市中央区北３条西６丁目
ＴＥＬ
０１１─２０４─５５２３
０１１─２４１─８１８１

（直通）
Ｅメール
kujyou.koueki@pref.
hokkaido.lg.jp
・各総合振興局 総務課

財務専門官採用試験

詳しくは、下記までお問い
合わせください。
■受験資格
⑴平成３年４月２日から平成
年４月１日生まれの方
⑵平成 年４月２日以降生ま
れで次に該当する方
①大学を卒業した方または
令和４年３月までに大学
を卒業見込みの方
②短期大学または高等専門
学校を卒業した方または
令和４年３月までに短期
大学または高等専門学校

◆閉庁日

北 海 道 財 務 局 で は、 財 政、
金融のプロフェッショナルと
して活躍する財務専門官を募
集しています。
●各連絡事務所 午前９時から午後３時

12

を卒業見込みの方
■受付期間
３月 日㈮から４月７日㈬
■第１次試験日
６月 日㈰
■申込方法
インターネットからお申し
込みください。

26

ＴＥＬ
０１１─７０９─２３１１

http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html
■問合せ
北海道財務局人事課人事係

月 日から翌年１月５日まで）

（内線４２５２）

土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（
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₃₁

やすい相談環境を整え、お客
様サービス向上を図る取り組
みの一環として、予約相談の
拡充に向けた取り組みを行っ
ています。
予約相談によって待ち時間
と相談時間が短縮され、スム
ー ズ に 相 談 で き る と と も に、
スタッフが事前に準備できる
ため、より丁寧に対応できま
す。
ご予約の際は、基礎年金番
号が分かるように、年金手帳
や年金証書をご準備ください。
予約は、相談希望日の１カ月
前から前日まで受け付けてい
ます。
■相談の実施時間帯
月曜日
午前８時 分から午後７時
火曜日から金曜日
午前８時 分から午後５時
分
第２土曜日
午前９時 分から午後４時
※月 曜 日 が 祝 日 の 場 合 は、
翌日以降の開所日初日に

●別海町役場

₁₂

1歳6カ月児
ちびっこ

FAX

12

※希望された方を掲載しています。
）内は保護者名
（

検索
令和２年度演習
₃₀

町ホームページ検索キーワード

30

30

30

町ホームページでお知らせ
していますが、閲覧できない
場合は、電話で対応すること
ができますので、お手数です
が下記までお問い合わせ願い
ます。
問合せ／
別海駐屯地業務隊総務科
TEL 0153-77-2231
（内線311）
別海町役場総務部総合政策
課まちづくり推進担当
TEL 0153-75-2111
（内線2211・2212・2216）
₄₅
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矢臼別演習場での
訓練日程等について

