
募集区分 採用人数 職務内容 受験資格など

一般職

事務職
（障がい者対象）

若干名
本庁または出先機関等において、
各種の一般的な行政事務に従事

昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の方（卒業見込みも含む）

主任介護
支援専門員 各１名

本庁または出先機関等において、
専門業務および行政事務に従事

昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、
主任介護支援専門員の資格を有する方

精神保健福祉士
昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、
精神保健福祉士の資格を有する方

※各職種共に、地方公務員法第 16 条（欠格事項）に該当する方は受験できません。

令和２年４月１日採用

申込書類の配布方法　10 月 28 日 ( 月）～ 11 月 21 日（木）総務課人事給与係で配布
※町公式ホームページからダウンロードまたは郵送請求も可。

詳細については、事前にお問い合わせください。

受付期間　11 月１日（金）～ 11 月 22 日（金）
午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日、祝日を除く）
※郵送の申し込みの場合、簡易書留により 11 月 22 日（金）必着

利根町職員募集！

給与（基本給）（平成 31 年４月１日現在の金額）

・高校卒 14 万 8,600 円・短大卒 16 万 1,300 円
・大学卒 18 万 700 円
※学校卒業後一定の職歴等がある場合は、

上記金額に加算あり。その他各種手当あり。

問い合わせ先　役場総務課　人事給与係
☎６８－２２１１( 内線３１５）

生活困窮者自立相談支援事業について
　生活困窮者やその家族、関係者からの相談窓口の明確化を図り、
必要な情報提供や助言などを行う自立相談支援事業を、社会福祉
協議会へ委託し実施しています。

お 知 ら せ し ま す！
令和元年度の事業の取り組み状況

　広報とね５月号に「令和元年度主要事業のお知らせ」を掲載し
ましたが、今後住民の皆さまに対して、各事業の取組状況・進捗
状況について、お知らせいたします。

地域福祉計画策定事業について
　令和３年度から令和７年度を計画期間とする地域福祉計
画の策定に向け、本年度はアンケート調査実施と集計を行
うため、９月６日に委託契約を締結したところです。

ひきこもり対策推進事業について
　支援拠点の明確化を図るために、社会福祉協議会へ委託し、ひ
きこもり状態にある方の早期支援と自立支援のための相談窓口を
設置するなど、ひきこもり対策を推進しています。

高齢者買い物支援事業について
　６月から月１回、店舗内の移動が可能な 65 歳以上の一人
暮らし高齢者や高齢者のみの世帯員を対象に、衣料品や日
用雑貨品などの買い物を支援する事業を実施しています。

【参加者】６月…12 名、７月…10 名、８月…７名

高年齢等雇用安定事業について
　高齢者の就業機会の増大と社会参加を推進するため、利
根町シルバー人材センターへ補助金を交付し、センターの
運営基盤の安定化を図っています。

選考方法
第１次選考　書類審査ならびに作文審査

第２次選考　面接試験（第１次選考の合格者のみ）

第２次試験日・会場　12 月中旬（予定）　利根町役場
※合格者の発表については、第１次・第２次選考とも受験者全員に通知します。

①受験申込書…１通　②誓約書…１通　③履歴書…１通　④募集区分ごとの必要書類（下記参照）
⑤最終学校の卒業証明書…１通 ( 来春卒業見込みの方は、卒業見込み証明書）
⑥作文：テーマ「公務員として、私ができること。」※ 400 字詰め原稿用紙２枚程度、本人直筆に限る

障がい者対象の受験者
次のいずれかの写し
●身体障害者手帳　●療育手帳　●精神障害者保健福祉手帳
●児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、障害者

職業センター、精神保健指定医による知的障害者であるとの判定書

※１. ①～③については、町公式ホームページからダウンロードできます。
※２. 作文、申込書類などは、すべて本人自筆により黒の万年筆または、ボールペンで記入してください。( 訂正箇所には「訂正印」を

押印）また、提出された書類は返還いたしません。

主任介護支援専門員の受験者
●修了証明書等の写し

精神保健福祉士の受験者
●登録証の写し

提出書類

　家庭的保育は、主に保育ママ（家庭
的保育者）の居宅という家庭的環境で
行われるきめ細やかな少人数保育です。
県では、興味のある方向けのセミナー
や、保育士資格をお持ちでない方も家
庭的保育者になることができるよう研
修を実施します。
　下記の県ホームページで詳細をご確
認のうえ、ぜひご参加ください。
問  県子ども未来課

☎０２９－３０１－３２５２
HP 「茨城県　家庭的保育」で検索

家庭的保育事業
について

　畜産センターの研究紹介や畜産ミニ
講座のほか、子豚やひよこのふれあい
牧場、バター作り体験、農畜産物の販
売などを行います。また、敷地内にあ
る国土地理院のパラボラアンテナ施設
も公開されます。
●日時：10 月 26 日（土）※雨天決行

午前 10 時～午後３時
●場所：茨城県畜産センター

（石岡市根小屋 1234）
●その他：入場料無料、事前申し込み

不要
問  茨城県畜産センター　企画情報室

☎０２９９－４３－３３３３

茨城県畜産センター
公開デーのお知らせ

　合唱大好きな有志で立ち上げた「ア
ンサンブルＫ」が、創立５周年を迎え
ました。日ごろの練習の成果と団員の
熱い想いをお届けしたいと思っていま
す。皆さまお誘い合わせのうえ、ご来
場ください。お待ちしております。
●日時：10 月 27 日（日）

午後２時～
（開場：午後１時 30 分）

●場所：利根町公民館　多目的ホール
●演奏曲：日本民謡メドレーや近代日

本名歌抄など
●入場料：無料
●定員：400 名
問  藤森　淑子

☎０９０－８９６３－４７２６

合唱団
アンサンブルＫ

演奏会のお知らせ

～令和２年度
茨城県立農業大学校入学生募集～

●募集人数：①農業部（農学科 40 名・
畜産学科 10 名）、園芸
部（園芸学科 30 名）

②研究科（作物・園芸・
畜産の専攻コース）10
名

●対象者：①高校等の卒業者
（もしくは見込みの方）

②農業大学校学科卒業者、
（ も し く は 見 込 み の 方 ）

と、これと同等以上の学
力を有する者

●受付期間：推薦入学（各学科）
９月 30 日（月）～
10 月 18 日（金）
一般入試・前期（各学科）、
研究科
11 月 11 日（月）～
12 月６日（金）
一般入試・後期（各学科）
令和２年２月３日（月）
～ 21 日（金）

●試験日：推薦入学（各学科）
10 月 30 日（水）
一般入学・前期（各学科）、
研究科
12 月 12 日（木）
一般入学・後期（各学科）
令和２年３月５日（木）

●その他：詳しくは、農大ホームペー
ジをご覧ください。

問  茨城県立農業大学校
☎０２９－２９２－００１０

茨城県立農業大学校
からのお知らせ

～下水道は適切に利用しましょう！～
　下水道は、家庭、事業場や工場から
の排水を集めてきれいにし、川、海や
湖へ返す施設です。しかし、使い方を
間違うと、下水管の詰まりや処理機能
が低下することがあります。
　油や調理くず（野菜、肉や魚のくず）
は、管が詰まったり、腐食する原因と
なりますので、油は拭き取り、調理く
ずは水切りネットなどを利用して、ご
みとして出してください。
　また、水に溶けない紙類（ティッ
シュ、紙おむつなど）も詰まりの原因
となりますので、ごみとして出してく
ださい。
　下水道は、自然環境や生活環境をよ
り良くするための公共財産です。出来
るだけ長持ちさせるとともに、皆さま
が快適に利用できるよう、一人ひとり
のご協力をお願いします。
問  役場都市整備課　下水道係

☎６８－２２１１
（内線２３２・２３３）

下水道利用に
ついてのお願い

2019 年 10 月１日、消費税・地方消費税の税率は 10 ％へ
　10 月１日に消費税・地方消費税の税率が 10％に引き上げられました。10％のうち 2.2％は、地方消費税（地方税）です。
日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みんなが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、
社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。
そのためには、10％への税率の引き上げが必要です。引き上げ分は、消費税・地方消費税ともに、全世代を対象とする社会保障
の充実と安定のために使われます。（例：待機児童の解消、３歳～５歳の幼児教育・保育の無償化など）
　税率引き上げに合わせて、飲食料品（お酒・外食などを除く）と新聞（定期購読契約・週２階以上発行）に係る税率を８％に
据え置きます。（軽減税率制度）。このほか、家計や景気への影響を緩和するための対策も実施します。
詳しくは、「政府広報　消費税」で検索して
ください。

※一般に「消費税」というのは、消費税（国税）と地方消費税（地方税）を合計したものです。
地方消費税収は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆さまの身近な行政に活かされます。
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