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※新型コロナウイルス感染

症の拡大状況などによって、

採用試験の日程や内容など

を変更する場合があります。

　変更などを決定した場合、

市ホームページでお知らせ

しますので、必

ず最新の情報

を確認してく

ださい。

職 種 区 分 応　募　資　格

（全職種共通） 採用後、江別市内に居住が可能な方

一般
事務職

身体
障がい者
の部

（次の要件をすべて満たす方）①高等学校を卒業（見込み含む）した方で、昭和58年4
月2日以降生まれの方　②身体障害者手帳 (1～6級）の交付を受けている方　③活字
印刷文による筆記試験に対応できる方

建築
技術職

（共通）
建築工学に関する知識を有する方で、昭和 58 年 4 月 2 日以降生まれの方
※有資格者の部は、昭和 58 年 4 月 2 日以降、平成 5年 4月 1 日以前生まれの方

大学の部 4年制大学を卒業（見込み含む）した方

短大の部 短期大学、高等専門学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部該当者は不可

高校の部 高等学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部・短大の部該当者は不可

有資格者
の部

高等学校を卒業（見込み含む）した方で、建築士（一級または二級）の資格を有する方

土木
技術職

（共通）
土木工学または衛生工学に関する知識を有する方で、昭和58年4月2日以降生まれの方
※有資格者の部は、昭和 58 年 4 月 2 日以降、平成 5年 4 月 1日以前生まれの方

大学の部 4年制大学を卒業（見込み含む）した方

短大の部 短期大学、高等専門学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部該当者は不可

高校の部 高等学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部・短大の部該当者は不可

有資格者
の部

高等学校を卒業（見込み含む）した方で、以下のいずれかの資格を有する方
　・土木施工管理技士（一級または二級）
　・技術士（建設部門、上下水道部門、衛生工学部門のいずれか）
　・造園施工管理技士

電気
技術職

（共通）
電気工学に関する知識を有する方で、昭和58年4月2日以降生まれの方
※有資格者の部は、昭和 58 年 4 月 2 日以降、平成 5年 4月 1日以前生まれの方

大学の部 4 年制大学を卒業（見込み含む）した方

短大の部 短期大学、高等専門学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部該当者は不可

高校の部 高等学校を卒業（見込み含む）した方　※大学の部・短大の部該当者は不可

有資格者
の部

高等学校を卒業（見込み含む）した方で、以下のいずれかの資格を有する方
　・電気工事士（第一種または第二種）
　・電気主任技術者（第一種、第二種、第三種のいずれか）
　・電気工事施工管理技士（一級または二級）
　・技術士（電気電子部門）

消防職

大学の部 4年制大学を卒業（見込み含む）した方で、平成9年4月2日以降生まれの方

短大の部
短期大学、高等専門学校を卒業（見込み含む）した方で、平成11年4月2日以降生ま
れの方　※大学の部該当者は不可

高校の部
高等学校を卒業（見込み含む）した方で、平成13年4月2日以降生まれの方　※大学の部・
短大の部該当者は不可

保育士 資格の部
昭和58年4月2日以降に生まれた方で、保育士資格を有する方または今年度末までに
取得見込みの方

　　　　 
江別市職員採用試験
令和 4 年度

一次試験日 9/18 ㈰

　技術職の有資格者の部・

消防職は、9/1 ㈭～ 9/21 ㈬

のうち任意の日に SPI3（テ

ストセンター方式）を受験

■ 試験案内の配布

　試験案内と申込書は、8/1

㈪から本庁舎 2 階職員課、市

役所大麻出張所、水道庁舎証

明交付窓口で配布するほか、

市ホームページからも入手

できます。

■  申込期間・方法

　8/1 ㈪から 8/15 ㈪まで。

申込方法の詳細については、

試験案内または市ホーム

ページで確認してください。

　毎月 1 回、野幌森林公園を散策する「野幌自然観察会」を開催し、野の花

や野鳥を発見しながら、自然の素晴らしさを伝えていく取り組みをしていま

す。スマートフォンなどで利用できるアプリケーション「LINE」のグループ

機能を利用した「リモート観察会」も実施しており、遠方にお住まいの方や、

歩くことが難しい方でも楽しく自然に触れることができます。

ふだんの生活にプラス 1 ここにもあるある！

協働のまちづくり
Part9

自然の素晴らしさを感じる森林散策

より良い地域を目指して、そこに暮らす人々が協力して取り組む

「協働のまちづくり」。わたしたちの身近で行われている取り組み

を紹介します。　　　市民生活課 ☎ 381-1124　詳細

活動のお問い合わせ：パンダクラブ北海道 ☎・    384-0801　
　　　　　　　　    E-mail:panda00oyaji@gmail.com
                    HP:https://sites.google.com/view/pchokkaido/home

　　 職員課 ☎ 381-1007詳細

FA X
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ごみ減量を推進する孤高の侍

ゴミザムライ

生ごみの水分を減らそう！

　生ごみは約 80％が水分と言われています。以下を参考

に水分を切って減らしてから捨てましょう。

①生ごみを濡らさず、水切りネット、水切り

器を使い、ギュギュッと最後にひと絞りする。

②野菜や果物の皮など、使わない部分は洗う前に取り除き、

トレイなどで乾燥させる。

③茶葉や野菜くずなどは日光に当て、水分を飛ばす。

資源物は正しく出そう！

　夏場はペットボトルや缶などの資源物が多くなり、分別

の仕方を間違えると収集されず、ごみステーションがあふ

れる原因になります。以下のことに注意して分別し、正し

く出しましょう。

①「ペットボトル」「びん」のふた、「ペットボ

トル」のラベルは外す。

※公共施設などで捨てる場合も外す。プラスチッ

クのふた、ペットボトルのラベルは「燃やせるご

み」、金属のふたは「燃やせないごみ」。

②資源物は必ず洗い、紙パックは開いて乾かす。

③「透明または半透明の袋」に入れる。

④「ペットボトル」と「びん・缶」で、袋を分ける。

※ペットボトルはつぶさずに出す。

　令和 2年 7月から、全国でレジ袋の有

料化が義務付けられましたが、市内のマ

イバッグ持参率は、右図のとおり横ばい

が続いています。プラスチックごみの削

減のため、買い物にはマイバッグを利用

しましょう。

　また、オフィスや外出先では、使い捨

てカップではなく、水筒などのマイボト

ルやマイカップを利用することで、限り

ある資源の消費を抑えましょう。

Instagramtwitter

　減量の剣士ゴミザ
ムライが、ごみの分
別や食品ロス削減、
リユースイベント・
講習会の案内、ごみ・
資源物の分別・収集
などの情報を発信し
ています。
　ぜひフォローをお
願いします。

食材を無駄なく使おう！

　日本全国の食品ロスは年間 522 万トン※と推計され、1

日 1 人当たり 113 グラム（茶碗約 1 杯分のごはんに相当）

にもなります。（※農林水産省 HP 報道発表資料）

　特に多く捨てられている野菜は、ゆでたり、以下のよう

なひと手間（冷蔵庫で 3～ 4日もちます）を加えるなどし

て長持ちさせましょう。

キャベツ

芯をくり抜く。 

外側から 1枚ずつ葉を破かないようはがす。 

塩少々を入れた熱湯で 2枚ずつ 30 秒ゆでる。

水気を切り、冷まして密閉容器に入れる。

ブロッコリー 

一口大の小房に分ける。 

塩少々を入れ熱湯でゆでる。 

水気を切り、冷まして密閉容器に入れる。 

アスパラガス  

根元の切り口から乾燥しやすいので、ぬらした

クッキングペーパーで根元を包み、密閉容器に

入れる。

減らそう！夏場のごみ
ちょっとの手間で

廃棄物対策課　☎ 383‐4211

　気温が高くなる夏場は、生ごみが腐敗しやすく、悪臭の原因にもなりますので、生ご

みを減らしましょう。

目指そう！プラスチックごみの削減
買い物はマイバッグ、飲み物はマ

イカップで

＜市内のマイバック持参率（レジ袋辞退率）＞
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廃棄物対策課

公式 SNS

廃棄物対策課　☎ 383‐4211


	PPP_01-2207-0291.001[1-1]
	PPP_01-2207-0291.002-005[2-5]
	PPP_01-2207-0291.006[6-6]
	PPP_01-2207-0291.007[7-7]
	PPP_01-2207-0291.008[8-8]
	PPP_01-2207-0291.009[9-9]
	PPP_01-2207-0291.010-019[10-19]
	PPP_01-2207-0291.010-019[11-20]
	PPP_01-2207-0291.020-021[20-21]
	PPP_01-2207-0291.022[22-22]
	PPP_01-2207-0291.023[23-23]
	PPP_01-2207-0291.024[24-24]

