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悩んでいる友達や家族、職場の仲間が
いた時に、さりげなく、あたたかい言葉
や気づかいを示す俳句を募集します。
応募作品の中から「石狩おせっかい俳
句大賞」などを選定し、市のこころの健
康づくり対策や助け合える社会をつく
るための啓発活動に活用します。
募集テーマ “おせっかいは、あったかい”
のメッセージ性を含むもの
対象 市内在住または通勤･通学する方
応募点数 1人3句まで ※未発表の作品
であること
申込期間 12/1（金）～H30/1/31（水）
応募方法 A4またはB5の用紙に記載
し、窓口･メール･ファクスまたは郵送
申込･問合せ  保健推進課（〒061-3216 
花川北6･1･41･1）
☎72･3124　  75･2270
　 hokens＠city.ishikari.hokkaido.jp

「石狩おせっかい俳句」
コンテスト

歩くスキーの滑走方法、ワックスのかけ
方、用具について学びます（全10回）。
内容 ①開講式、歩くスキーについての
説明･実技 ②～⑨実技 ⑩実技、閉講式
対象 市民
日時 H30/1/11～3/15の毎週木曜
13時～15時
場所 スポーツ広場歩くスキーコース、
B&G海洋センター（花畔337･4）周辺
講師 北海道歩くスキー協会
持ち物 防寒着、帽子、手袋
定員 50人
費用 1,500円（スキー用具の貸し出し
は1回につき別途100円）
申込方法 氏名･住所･年齢･性別･電話
番号･スキー用具のレンタル希望（レンタ
ル希望者は身長･靴のサイズも）を電話･
ファクス･メールまたは窓口で申し込み
申込期限 12/15（金）
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64･1220　  64･1222
 　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

冬季健康スポーツ教室
「歩くスキー」平成30年度 放課後児童クラブの利用申込

FAX

FAX

申込書 秘書広報課、各支所、市公民館
※市ＨＰから入手可
申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、
郵送、ファクス、Ｅメールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

◎国籍不問。ただし、就職が制限されている在留資格者は受験できません。日本国籍
　以外の方は、採用後配置される職務などに一部制限があります。
試験日 ①H30/2/4（日） ②H30/2/11（日・祝）　 試験会場 りんくる（花川北6・1）
試験の内容 教養試験、論文（作文）試験、事務適性検査、一般性格診断検査、職場
適応性検査、個人面接試験
受付期間 12/1（金）～H30/1/19（金）平日8時45分～17時15分 ※郵送の場合は当日消印有効
申込方法 受験申込書（12/1（金）から申込先で配布。市HPからも入手可）に必要事
項を記入し、郵送または持参。車椅子を使用される方はお申し出ください 
※詳細は「石狩市職員採用資格試験案内」をご確認ください
申込・問合せ 行政管理課（〒061-3292  花川北6･1･30･2） ☎72･3151

平成30年度 石狩市職員採用資格試験

①土木

②情報処理
　技術者

1人

1人

※定員を超えた場合はお近くのクラブを利用していただくか、待機となります
※特認校の生振小学校の児童はお問い合わせください
※集団生活が可能な障がいをお持ちのお子さんもご利用いただけます。事前にご相談ください 
※夏休みや冬休みなどの学校長期休業期間のみ利用できる一時利用の制度もあります

学校教育法による大学の専門課程を修了した方もしくは
これに相当すると認められる学校などを卒業した方（短期
大学を除く）またはH30/3月までに卒業見込みの方で、
S57/4/2以降に生まれた方

情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣（旧
通商産業大臣）の実施する国家試験（情報処理技術者
試験（試験区分不問）または情報処理安全確保支援士）
に合格している方で、民間企業など（国、地方公共団体
を除く）において、情報処理システムに係る各種業務
にH29/12/1現在3年以上従事し、S57/4/2以降に生
まれた方

仕事などにより、保護者が昼間不在の小学生のお子さんを、下校時から児童館など
の施設でお預かりします。
実施期間 H30/4/1～H31/3/31
開設時間 平日(登校日） 下校時～18時30分 土曜･学校休業日など 8時～18時30分 
※延長利用の場合は19時まで 
休所日 日曜･祝日･年末年始･臨時休校日
費用 月額3,500円（スポーツ保険料別途） ※生活保護受給世帯、就学援助受給世帯、
兄弟利用世帯などは減免制度あり 
申請書配布 12/1(金)～　 受付期間 12/11(月）～H30/1/10(水）
申込方法 市役所1階18番窓口に持参または郵送 ※当日消印有効。各放課後児童クラブでの受付不可
申請書配布･問合せ 各放課後児童クラブ ※平日14時～18時、土曜10時～18時 
こども家庭課（〒061-3292　花川北6･1･30･2） ☎72･3192 ※平日8時45分～17時15分 

募 集募 集

2月号の原稿締切日は12/31㈰です

必ず連絡先を明記してく
ださい。「会員募集」は申
込順、掲載は年1回です。

職種区分 予定人員 受験資格

放課後児童クラブ 住　所 電話番号 定員 主な小学校区
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90人

50人

45人

30人

65人

25人
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25人

25人

花川南小

南線小

双葉小

紅南小

緑苑台小

花川小

石狩小

八幡小

73･5180

73･9200

77･6090

73･5480

73･4400

72･5640

74･3100

74･0327

74･6311

72･1704

77･6600

76･6112

64･5322

62･3247

66･3305

花川南８・３・153･5（花川南児童館内）

花川南９・４・83（花川南認定こども園内）

花川南6・5・１（花川南小学校敷地内）

花川南１・１・78（おおぞら児童館内）

花川南３・１・18（南線小学校内）

樽川６・２・60２

花川北３・２・199･2（花川北児童館内）

花川北１・６・１（紅南小学校内）

花川北２・５・65･1（花川わかば幼稚園内）

緑苑台中央３・603（緑苑台小学校内）

花川東671･７（緑苑台子どもの家保育園内）

花川北７・１・22（こども未来館あいぽーと内）

花畔１・1・7（花川小学校敷地内）

親船町45･2

八幡４・167（八幡小学校内）

なかよしクラブ

はまなす子どもクラブ

にじいろ南クラブ

おおぞらクラブ

にこにこクラブ

樽川スマイルクラブ

ピノキオクラブ

げんきっ子クラブ

わかばクラブ

キラキラクラブ

どんぐりクラブ

花っ子クラブ

さくらっ子クラブ

つくしクラブ

ファイトキッズクラブ
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勤務場所 浜益スポーツセンター（浜益
区群別1･41）
募集人数 若干名
任用期間 H30/3/1～H31/3/31（更新あり）
勤務時間 利用がある都度など
業務内容 スポーツ施設管理業務、清掃業務
報酬 1日2,000円 ※交通費別途支給
申込方法 12/1（金）～28（木）までに履歴書
（自筆･写真貼付）を持参または郵送 ※必着
選考方法 書類選考
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会総
務グループ（〒061-3218 花畔337･4 
B&G海洋センター内） ☎64･1220

スポーツ施設管理業務
臨時職員

「石狩市風力発電ゾーニング手法検討委
員会」の作業部会において、市域等におけ
る風力発電施設の立地に関し、推進エリ
アと環境保全を優先すべきエリアを抽出
するため、次に掲げる分野の配慮事項な
どについて個別に検討します。
検討分野 ①動植物 ②騒音等 ③事業
性 ④景観･まちづくり
募集人数 各分野3人ずつ
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、年2回程度平日昼間に開催される
会議に出席できる方
任期 12/26～H31/3/15
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
郵送･ファクス･Eメールのいずれかで
提出 ※希望の分野を明記してください
（1人1分野まで、申込多数時抽選） 
※申込書は担当課、市内のあい･ボード、
市HPから入手可
申込期限 12/15（金）
そのほか 謝礼（1日当たり1,000円）を支
給。託児先の紹介あり（費用は自己負担）
申込・問合せ 環境政策課（〒061-3292 
花川北6･1･30･2）
☎72･3698　  75･2275
 　k-seisaku@city.ishikari.hokkaido.jp

風力発電ゾーニング
手法検討部会員

やさしい筋力トレーニング教室
内容 筋力トレーニング、体力測定など。
全20回
対象 原則60歳以上で市内在住の方 
※健康状態により参加できない場合が
あります
日時 12/1～H30/1/31の毎週月･水･
金曜13時～15時 ※12/25･27、1/5、
年末年始･祝日除く
場所 B&G海洋センター（花畔337･4）、
サン･ビレッジいしかり（新港中央1･701）
持ち物 運動できる服装、運動靴、タオル、
飲み物
定員 50人
費用 2,000円
申込方法 電話で申し込み後、参加申込
書兼誓約書を提出
申込期間 開催期間中、随時受け付け
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会　
☎64･1220

特別職報酬等審議会委員
市長の諮問に応じ、議会の議員報酬の
額、市長および副市長の給料の額など
について審議します。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、H30/2/3現在で満20歳以上の方
任期 委嘱の日から2年間
開催時期 未定（諮問案件がなければ任
期中に開催しないこともあります）
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
郵送･ファクス･Eメールのいずれかで
提出 ※申込書は担当課、市内のあい･
ボード、市HPから入手可
申込期限 H30/1/10（水）
そのほか 報酬と交通費を支給。託児先
の紹介あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 行政管理課（〒061-3292 
花川北6･1･30･2）
☎72･3151　  75･2275
　 gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp

市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ○市営住宅 花川団地１戸
（花川北）
案内書配布期間 12/1(金)～
配布場所 建築住宅課、厚田・浜益支所、
各コミセン、本町簡易郵便局
申込期間 12/7(木)～11(月)
※11月以前に公募し応募の無かった住
宅は随時先着募集しています。詳細は
お問い合わせください
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

事務員 臨時職員
【事務員（一般事務）】
募集人数 2人
任用期間 H30/1/9～3/31
報酬 日額6,300円 ※交通費別途支給
【事務員（税務窓口相談員）】
募集人数 1人
業務内容 確定申告･住民税申告受付業務
任用期間 H30/1/16～3/20
報酬 日額7,000円 ※交通費別途支給

自衛官ほか
【自衛官候補生（任期制自衛官）】
応募資格 採用予定月の1日現在、18歳
以上27歳未満の男女
試験日 12/16（土）･17（日）の内1日
申込期限 12/13（水）
【陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）】
応募資格 中卒（見込み含む）17歳未満
の男子
試験日 一次試験　H30/1/20（土）
申込期限 H30/1/9（火）

【共通事項】
募集期間 12/1（金）～15（金）
勤務場所 市役所
勤務時間 月曜～金曜　週38時間45分
応募資格 パソコン操作（ワード･エクセ
ル）ができる方
申込方法 履歴書（写真貼付）を持参
または郵送。応募書類は返却不可　
※当日消印有効
そのほか 任用期間により社会保険･
雇用保険が適用。面接などの詳細は募
集後、連絡あり
申込･問合せ 行政管理課（〒061-3292 
花川北6･1･30･2） ☎72･3151

【共通事項】
問合せ 自衛隊札幌地方協力本部江別
地域事務所 ☎011・383・8955 
※平日９時～17時

FAX

FAX

過疎地有償運送運営協議会委員
過疎地有償運送の必要性や過疎地有
償運送を行う際に旅客から収受する対
価などについての協議をします。
募集人数 1人
応募資格 厚田区内に在住し、H30/2/23
現在で満20歳以上の、年1回程度平日
昼間に開催する会議に出席できる方
任期 H30/2/23～H33/2/22
申込方法 申込書に必要事項を記載し、郵
送･ファクス･Eメールのいずれかで提出
※申込書は担当課、市内のあい･ボー
ド、市HPから入手可
申込期限 12/31（日）
そのほか 報酬と交通費を支給。託児先
の紹介あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 企画課（〒061-3292 花
川北6･1･30･2）
☎72･3161　  74･5581
　 kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp

FAX

募 集募 集募 集


