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令和５年度

白糠町職員採用試験案内

【土木技術職：社会人経験者】

★ 食と食材のまち ～2021年度ふるさと納税実績金額が全国４位（町村では全国１位）～
★ 子育て応援日本一のまち ～教育環境や移住・定住サポートも充実!!～
★ 車・鉄道・飛行機どれをとってもアクセス良好のまち

【採用予定日】随時採用

【受付期間】 随時受付

※採用者が決定した時点で受付終了します。

【試 験 日】 随時実施



【人 口】 7,233人

（男性 3,405人）

（女性 3,828人）

【世帯数】 4,002世帯

【面 積】 773.13㎢

町有面積の83％が森林

【平均気温】

年間平均 5.8℃

（8月17.8℃、1月-6.2℃）

白糠町の自然や気候風土など賦存する豊かな地域資源は、まちの宝であり、まちの力の源です。冷涼な気候と日照時間の長さという優位性

による多様な農業の展開と、太陽光による大規模な再生可能エネルギー発電施設。地域資源のヤナギを活用した調査研究と豊富な森林資源を

活用した木質バイオマス発電施設。太平洋がもたらす毛がに、ししゃも、柳だこなどの前浜資源。

今、白糠町は、足元を見つめ直し、地域資源を活用して、一次産業に連携した新たな取り組みによるまちづくりを進めるとともに、人口減

少という課題に対応するため、子育て・教育・移住・定住支援など各種施策を展開しています。

白糠町はこんな町

町花【きんせんか】

町木【ななかまど】

外円は平和と団結を語り、円
の星は白糠の白を図案化した
ものです。また、五角は白糠
町のかつて5大産業といわれた、
農業・林業・水産業・工業・
鉱業の伸展を表しています。
外円の結ばれるところは、白
糠の「ヌ」と「カ」、北海道
の「北」も意味しています。

町 章

１

白糠ICと庶路IC、町内に2つのｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞが
ある白糠町。2つのICにより物流の効率性
の向上が図られ、地域の活性化につながっ
ています。

高速道路のＩＣが２つもある！

大都市と同じく、特急列車も止まる白糠駅。
隣町の釧路市までは、特急で約20分。併設の
バスターミナルからは、町内くまなくめぐる
町営バスに乗車可能です。

特急が停車する！JR白糠駅

釧路空港からは札幌（新千歳空港・丘珠
空港）まで45分、東京（羽田空港・成田
空港）まで100 分。白糠町から釧路空港
までは車で20分と、とてもアクセスの良
い環境です。

実は結構飛んでます！釧路空港

白糠町の交通
人口約7,000人の小さな町ながらも、陸路・
空路ともにアクセス抜群。東京や大阪、札
幌への旅行も簡単に行くことができます。

【自動車】釧路市まで約40分
札幌市まで約4時間(高速利用)

【ＪＲ】 札幌／約4時間
【飛行機】東京(羽田)／約1時間40分

大阪(関西)／約2時間
※釧路空港まで車で約20分

町のデータ 車・鉄道・飛行機どれをとってもアクセス良好!!



白糠町の魅力・・・「食と食材のまち」

白糠町
ふるさと納税

白糠町は、海の幸も山の恵も豊富な「食と食材のまち」です。太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶好の漁場では、鮭や毛がに、柳だこ、つぶ

など、１年を通じて様々な海産物が獲れ、山に目を向けると、しそ焼酎「鍛高譚(たんたかたん)」の紫蘇をはじめ、イタリアンチーズや羊肉、

シカ肉などの食材が豊富です。

2021年度ふるさと納税実績金額では、全国４位、北海道３位、町村では全国１位となりました。

白糠町の

“食と食材”

ふるさと納税で頂いた寄付金は、

子育て支援・教育・福祉・産業・

魅力あるまちづくりなど、様々な

分野で活用させていただきます。

人気のお礼の品はコレ！

2021年度ふるさと納税実績金額

北海道３位＆全国４位
町村では全国１位!!

寄附件数82万件 寄付金額125億円
いくら エンペラーサーモン ２



白糠町の魅力・・・「子育て応援日本一のまち」

２

子育て応援日本一の町

“白糠町”で一緒に働きませんか？
「子育て応援日本一の町」を目指す白糠町では、子育てにかかる主な費用の

支援をはじめ、移住・定住に関しての費用の支援を行っています。

・出産祝い金の支給（５万円分の商品券）

・18歳までの医療費の無料化

・保育料の無料化（副食給食費を含む）

・給食費の無料化（小・中・義務教育学校・

白糠高校の給食費が無料）

・新入学児童・生徒入学支援金の支給

（小学校２万円・中学校３万円分の商品券）

子育て

・太陽のまち定住奨励助成金の支給

（最大助成250万円）

・新築住宅の固定資産税を減額

（固定資産税額の1/2を一定期間減額）

・新築用地に町有地を無償提供

（100坪程度を無償提供）

移住
・
定住

３
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勤務条件・福利厚生（令和５年４月１日現在）

・初任給は、高校卒が154,600円、大学卒が185,200円で、これに学歴・前歴等を加算して決定します。

・前歴（職務経験）がある方の初任給は、一定の基準に基づき算出された金額を上記初任給に加算します。

・例えば、高校卒業後、正社員として12年の職務経験がある方で20万円程度、大学卒業後、正社員として８年の職務経験がある方で

22万円程度です。（上限額は247,600円）

・この他、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、通勤手当、期末勤勉手当、寒冷地手当を支給要件に応じて支給します。

６

・月曜日から金曜日の8時30分から

17時まで（休憩時間12時～12時45

分）

・休日は土曜日と日曜日（完全週休

二日制）、祝日、年末年始（12月

29日～1月3日）

●勤務時間

・年次有給休暇は年20日が付与され、

最大20日まで翌年度に繰り越すこ

とができます。（採用初年度は、

４月採用の場合、15日を付与）

・夏季休暇、結婚休暇、配偶者出産

休暇、子の看護休暇、忌引休暇、

病気休暇、介護休暇等があります。

●休 暇

・給料月額等を基に年間4.40月分の

期末勤勉手当が支給されます。

（採用初年度は実際に働いた期間に

よって異なります。）

・支給日は6月15日と12月15日の

年2回です。

●期末勤勉手当(ﾎﾞｰﾅｽ)

・定期昇給が年１回（１月１日）

あります。

・支給日は毎月21日です。

●給 料

・北海道市町村職員退職手当組合に

加入し、退職時の給料月額や在職

期間等に応じて退職手当が支給さ

れます。

●退職金

・社会保険は、北海道市町村職員

共済組合に加入します。

・地方公務員災害補償基金に加入し、

公務上の災害や通勤災害に対し、

補償を受けることができます。

●福利厚生

【扶養手当】

・配偶者・父母等 6,500円/月

・子（15歳まで） 10,000円/月

・子（16歳～22歳） 15,000円/月

【住居手当】

・持家 一律 7,000円/月

・借家等 最大 27,000円/月

【寒冷地手当】11月～３月支給

・世帯主（扶養親族あり）

23,360円/月

・世帯主（扶養親族なし）

13,060円/月

・その他の職員 8,800円/月

●その他の手当



白糠町職員モデル給与例（令和５年４月１日現在）

●高校卒業後、正社員として12年間の職務経験がある場合の例

７

※上記は、令和５年４月１日現在の制度に基づき試算した参考例であり、給与の最低額を保障するものでは

ありません。また、採用前の経歴や昇格の時期など、個々のケースによっても異なります。

※この他、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、通勤手当、寒冷地手当が支給要件に応じて支給されます。

●大学卒業後、正社員として８年間の職務経験がある場合の例

初任給
（給料月額）
209,300円

（年間収入）
約340万円

35歳
（給料月額）
266,000円

（年間収入）
約440万円

40歳
（給料月額）
302,400円

（年間収入）
約500万円

初任給
（給料月額）
223,300円

（年間収入）
約370万円

35歳
（給料月額）
272,700円

（年間収入）
約450万円

40歳
（給料月額）
310,300円

（年間収入）
約510万円



試験区分 採用予定者数 受験資格

土木技術職
（社会人経験者）

若干名

① 昭和52年４月２日以降に生まれた方

② 学校教育法に基づく高等学校以上の学校を卒業した方

③ 官公庁や民間企業等で土木設計や施工管理、構造物維持管理の職務

経験がある方

※１・２級土木施工管理技士または同等の資格があれば尚可

１.試験区分、採用予定者数及び受験資格

試験案内

８

※ただし、日本国籍を有しない方または地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する方は受験できません。

２.試験方法及び内容

【作文試験】 与えられた課題に対する文章による表現力、論旨、洞察力についての筆記試験です。

※履歴書とあわせて提出してください。

【面接試験】 個別面接試験を行います。

３.試験日程及び会場

【試験日程】 随時実施

【試験会場】 白糠町役場（白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１） ※遠方にお住いの方で、オンライン面接希望の方はご相談ください!!

４.採用及び職務概要

・採用日は、最終合格者と協議して決定します。（随時採用）

・最終合格者は、採用後、白糠町役場において、土木工事の設計積算、施工管理並びに一般事務等の業務に従事します。



５.受付期間

・随時、白糠町役場企画総務部総務課窓口で受付します。 ※採用者が決定した時点で受付終了します。

・持参提出される場合は、月曜日から金曜日の８時30分から17時まで受付します。（土曜日・日曜日・祝日は受付しません。）

６.受験手続

【提出書類】 履歴書(町指定のもの)、作文、最終学校の卒業証明書、資格者証の写し

【履歴書の配布場所】 白糠町役場企画総務部総務課で配布します。この他、白糠町ホームページからもダウンロードできます。

【申込方法及び申込先】 白糠町役場企画総務部総務課職員係に郵送または持参し提出してください。

７.その他

・身体に障がいのある方で試験当日の受験に際して車いすを使用するなど、特に希望のある方は、あらかじめ白糠町役場企画総務部総務課職員係

に連絡してください。

●問合先

白糠町役場 企画総務部総務課職員係

〒088-0392 白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１

電話 01547-2-2171（内線215）

試験案内

９


