情 報 ひろば

３、第１次試験
２０２０年６月７日（日）
４、第２次試験
日（水） 日（木）の指定さ

２０２０年７月 日（火）
14

ことを必須要件とし、一ツ星店と

して登録。

これに加え、顧客の要望に応じ

た健康を支援するオーダー対応が

できる店舗を二ツ星、さらに健康

に配慮したメニューとして、栄養

〒０６０‐８５６６

北海道労働局総務部総務課

星店として登録いたします。

どれか一つを提供するお店を三ツ

メニュー、塩分控えめメニューの

バランスメニューや野菜たっぷり

札幌市中央区北８条西２丁目

北海道からは健康づくりに関連

函館バス株式会社知内出張所

内線３５１１

☎０１１‐７０９‐２３１１

ジンで配信し、北海道栄養士会や

１番１ 札幌第一合同庁舎９階

たが、次の通り窓口営業を一部休

☎０１３９２‐５‐５１２７

する情報を、月に一度メールマガ

止させていただきます。皆様には

管理栄養士養成施設からの普及啓

また、北海道全調理師会と協力し

た事業の推進など、協力機関と連

携して事業を推進します。

渡島保健所企画総務課企画係

▽問い合わせ先
取において、健康管理上の適切な

☎０１３８‐ ‐９０１２

北海道では、食品選択や外食摂

発ツールの配信なども行います。

または、最寄りの各労働基準監

１、インターネット受付期間
２０２０年３月 日（金）
～４月８日（水）受信有効

ほっかいどうヘルスサポー
トレストラン推進事業

督署

大変ご不便をおかけいたします
が、何卒ご理解、ご協力の程よろ
しくお願いいたします。
●変更日
令和２年４月１日（水）より
●窓口休止時間

選択を支援し、道民の健康づくり
に資することを目的に、令和元年
月より新たな食環境整備事業と
して、「ほっかいどうヘルスサポー
トレストラン推進事業」を開始し
ました。
登録対象の店舗は、外食料理店

が提供する健康情報等の発信を行

47

（平・土・日・祝共通）

： http://www.jinji-shiken.
URL
go.jp/juken.html
２、受験資格

午前 時～正午
午後５時～午後６時

①１９９０（平成２）年４月２日

以降生まれの者で次に掲げる者

②１９９９（平成 ）年４月２日

１日生まれの者

～１９９９（平成 ）年４月

※なお、窓口営業開始・終了時
刻に変更はございません。
※窓口休止時間中は、デマンド
バスの予約ができません。
▽問い合わせ先

造業、
コンビニエンスストア、
スー

（喫茶店を含む）および、惣菜製
２０２１（令和３）年３月ま

・大学を卒業した者および
バス事業部

パー、社員・学校食堂等です。
・人事院が前項に掲げる者と同

うことと、店内を禁煙にしている

登録は三ツ星制としており、道
等の資格があると認める者

者

でに大学を卒業する見込みの
知内出張所

☎０１３８‐ ‐３９６０

函館バス株式会社

11

10

27

24
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デマンドバスの当日予約が
可能となります
デマンドバスを利用する際、こ
れまでは、前日 時までの予約が

16

▽問い合わせ先

れた日

15

２０２０年度労働基準監督
官採用試験の実施について

▽問い合わせ先

ます。

皆様のご利用をお待ちしており

付けます。

より、当日８時までの予約を受け

必要でしたが、令和２年４月１日

17

お知らせ
函館バス知内出張所の窓
口営業時間について
函館バス知内出張所におきまし
ては、効率的な出張所運営を図る
ために、従来６時から 時 分ま
30

で通し窓口営業を行っておりまし

19

☎０１３９２‐５‐５１２７

51

11

11

ハローワーク函館のサービ
ス提供時間の変更について

施用などによる土づくりに努め、

北海道では、堆肥等の有機物の

認証制度につ
YES!clean
いて

必要最小限にとどめるなど、環境

令和２年６月１日（月）から「ハ

当ハローワーク
（函館市新川町）

との調和に配慮したクリーン農業

ローワークはこだて」のサービス

で在職者サービスとして行ってい

を推進しています。このクリーン

化学肥料や化学合成農薬の使用を

た平日夜間（月・木）および土曜

農業への理解と取組の一層の拡大

提供時間が変わります。

日（第１・３）のパソコンによる

30

を図るため、一定の基準を満たし

（ YES!clean
）表示制度」には、平

成 年度 ２
( ０１８年度 末
) 時点
で、 作物、２６３集団が登録さ

れています。

農産物は次のマーク
YES!clean
が目印ですので、お買い物にお役

立てください。

▽問い合わせ先

北海道農政部食の安全推進局食

品政策課クリーン・有機農業グ

ループ

☎０１１‐２０４‐５４３１

52

求人検索、職業相談・紹介につい

15

ては、５月をもちまして終了いた

17

た農産物に、 YES!clean
マークを
表 示 す る「 北 の ク リ ー ン 農 産 物

30

します。

６月１日（月）からの開庁時間

は次の通りです

平日（月～金）８： ～ ：

（祝日、年末年始の閉庁日を除く）

▽問い合わせ先

函館公共職業安定所

☎０１３８‐ ‐０７３５

消火器貸出事業の有料化
について

令和２年度より催物等の露店出

店時における、消火器貸出事業を

有料化することといたします。た

だし、学校祭等の行事による露店

出店時の貸し出しについては従前

通り無料とします。

▽問い合わせ先

知内町危険物安全協会

☎０１３９２‐５‐５０６４

（知内消防署内）
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公営住宅入居希望者の募集について
公募
№

団地名

住所

住宅
番号

建設
年度

タイプ

月額収入による家賃（円）

面積
（㎡） 0

104,001
123,001
139,001
〜 104,000 〜 123,000 〜 139,000 〜 158,000

1

あけぼの団地 重内 66-1

C303

H7

3LDK

74.99

24,800

28,700

32,800

37,000

2

ハマナス団地

元町 42-88

A202

H14

3LDK

73.57

25,000

28,900

33,100

37,300

3

ハマナス団地

元町 42-88

B305

H14

3LDK

73.57

25,000

28,900

33,100

37,300

● 1 次申込み 4 月 1 日（水）〜７日（火） ● 2 次申込み 4 月８日（水）〜 17 日（金）
※ 1 次申込みで 1 つの住宅に対して複数の申込みがあった場合は、入居者選考委員会で住宅の困窮度等の判定審査により
選考しますが、甲乙がつけ難い場合は抽選により決定いたします。
※ 2 次申込みは、1 次申込み終了後に申込みのなかった住宅に対して行い、入居選考は申込順で行います。
◇申込方法 役場管財係に連絡の上、関係書類（申込書など）を提出してください。

◇申込資格 ①住宅に困窮していることが明らかであること。②世帯の所得により算出した月
額収入が 15 万 8 千円以下であること。③税金などに滞納がないこと。④本人または同居人が
◇その他

25

月額家賃は入居者全員の収入により決定します。

広報しりうち 令和２年 4 月号

問

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。

役場管財係（内線 57）

