
平成31年度採用 石狩市職員採用資格試験

7/22（日）
花川北コミュニティセンター（花川北3･2・198・1）
教養試験、論文試験、事務適性検査（保健師は作文試験、事務適性試験、
一般性格診断検査、職場適応性検査）
6/1（金）～25（月）平日8時45分～17時15分 ※郵送は6/25（月）消印有効
受験申込書（6/1（金）から市役所3階行政管理課にて配布。市HPから印
刷可）に必要事項を記入し提出。車いすを使用して受験される方は事前に
その旨申し出ください※詳しくは「石狩市職員採用資格試験案内」（受験申込書）を
ご確認ください
行政管理課　〒061-3292  花川北6･1･30･2　☎72･3151
**gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp

◎身体に障がいのある方は、自力で通勤でき、かつ、介護者なしで勤務（電話の応対や口頭での会話、書類の持ち運びなど）ができること
◎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あり）

1次試験日
試 験 会 場
内 容
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申 込 方 法

提出・問合せ

採用職種区分 採用予定人員

学校教育法による大学（土木・建築については工業系大学）もしくはこれに相当すると認められる学校など
（短期大学を除く）を卒業した方またはH31/3月までに卒業見込の方で、S58/4/2以降に生まれた方

H31/4/1時点で59歳以下の方で、現に保健師の免許を有する方またはH31/3月までに免許取得見込み
の方で、浜益区での勤務が可能な方
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行　政 5人程度
土　木 2人程度
建　築

保健師

若干名

1人

財政部財政課
佐竹　創

平成30年度採用新人職員

建設水道部
都市整備課
橋本　翔平
（社会人経験有り）

● 語学が堪能な方
● 職務に役立つ資格を
　お持ちの方
● 社会人経験のある方

次のような方の
応募を歓迎します！

保健福祉部
スポーツ健康課
神　愛里紗
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2020年4月に開校する「石狩小と八幡
小を統合した新しい小学校」の校名を
募集します。
対象 市内在住の方
申込方法 ①校名（石狩市立○○○○小
学校） ②考えた理由、想い ③応募者の
住所･氏名･年齢・電話番号を明記して応
募用紙または郵送・メール・ファクスのい
ずれかで提出 ※1人1点。応募箱と応募
用紙は、市教委（市役所4階）、石狩小、八
幡小、石狩中、聚富小中、観光センター
（ゆめぽーと）、八幡コミセンにあります
申込期間 6/1（金）～30（土）   
そのほか 応募された校名案は、（仮称）
石狩・八幡小設立準備委員会で協議
し、第3回定例市議会に提案します
申込・問合せ 総務企画課
（〒061-3292 花川北6・1・30・2） 
☎72･3169  　75･2276
　 soumu-k@city.ishikari.hokkaido.jp

健康づくり計画の取り組みの推進・評価、
健康づくり対策に係る情報交換や啓発に
関する事項などを審議･検討します。
募集人数 4人程度
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、8/1現在満20歳以上の、平日夜間
に年2回程度開催される会議に出席で
きる方
任期 8/1～H32/7/31
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）　
申込方法 郵送・メール・ファクスのいずれ
かで申込書を提出 ※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 6/30（土）      
申込・問合せ 保健推進課（〒061-3216 
花川北6・1・41・1）
☎72･6124     75･2270
　 hokens@city.ishikari.hokkaido.jp

会員募集
【やすらぎのヨーガサークル】
内容 ヨガ（体位法、呼吸法、瞑想）
対象 どなたでも（体験無料）
日時 毎週金曜10時～11時30分
場所 花川南コミセン（花川南6･5）
費用 月3,200円
申込・問合せ 斉藤さん ☎74・2087
【石狩スポンジテニス協会】
内容 スポンジテニス 
対象 高校生以上
日時 各会場の一般開放（スポンジテニ
ス）の日時 ※詳細は要問合せ
場所 B＆G海洋センタ－（花畔337･4）、
花川北コミセン（花川北3･2）、花川南
コミセン（花川南6･5）
費用 入会金1,000円、月600円
申込・問合せ 中村さん 
☎090・6877・3233　  74・8188
【コル･ソナーレ】
内容 女声合唱  
対象 一般女性（歌の好きな方）
日時 毎週木曜9時30分～12時30分
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月5,000円
申込・問合せ 栗栖さん ☎    73･5529

FAX

FAX

FAX

HP

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、メールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

健康づくり推進協議会委員  

校名を募集します  

対象 花いっぱい運動参加団体
審査 7/6（金）予定
申込方法 事務局にある申込書を提出
申込期限 6/22（金）      
申込・問合せ 花と緑の協議会事務局
（都市整備課内） ☎72･3139

花壇コンクール  

募集人数 若干名
勤務場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター プール
（花畔337・4）
任用期間 6/28(木)～9/6(木)
勤務時間 9時～21時(2交代制)
業務内容 受付・監視・管理業務
報酬 時給880円(交通費別途)
応募資格 市内在住の方
申込方法 履歴書(自筆・写真貼付)を
持参または郵送
申込期間 6/1（金）～6/14（木） ※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

石狩市体育協会（臨時職員） 

放送大学はテレビ･ラジオ･インター
ネットを使って自宅で学べる正規の
大学です。
出願期間 6/15（金）～9/20（木）
資料請求･申込･問合せ 放送大学北海道
学習センター  ☎011･736･6318
　 http://www.ouj.ac.jp/

自然やイベント、まち、くらしなど石狩
（主に厚田区・浜益区内）の魅力をお
さめた写真を募集しています。グラン
プリには賞金10万円と寒塩引をプレ
ゼント。申込方法など詳細については
（一社）石狩観光協会HPをご覧くだ
さい（6/1開設予定）。審査委員長は
写真家の山本 純一氏です。
申込期間 6/1（金）～H31/1/31（木）
問合せ 商工労働観光課 ☎72･3167

放送大学10月入学生

市や職場が実施する検診やヘルスアッ
プ事業に参加し、ポイントをためると特
典が当たります（申込多数時抽選）。実
施主体：北海道、石狩市、協賛企業
※詳細はお問い合わせください
特典の内容 北海道が募った企業から
の協賛品
実施期間 4/1～H31/3/29　　
対象 20歳以上の市民　　
費用 無料
申込方法 保健推進課または各支所市
民福祉課窓口にて参加登録申込書を
提出（郵送可） ※市HPからも入手可
申込・問合せ 保健推進課（〒061-3216 
花川北6・1・41・1） ☎72･3124

健康マイレージ事業の参加者

自衛官等募集説明会
申込不要です。直接会場へ。
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛
官） ②一般曹候補生
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満の男女
②H31/4/1現在、18歳以上27歳未満
の男女
日時 6/13（水）17時30分～19時30分
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
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

市営･単身者住宅入居者
募集団地 ○市営住宅 新別狩東団地1
戸(厚田区)
○単身者住宅 厚田・望来各１戸
案内書配布期間 6/1（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 6/7（木）～11（月）
※5月以前に公募し応募のなかった住宅
は先着募集しています（募集開始日6/1
（金）～)。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

厚田・浜益魅力発見！
石狩フォトコンテスト 作品募集

募 集募 集募 集

8月号の原稿締切日は6/30㈯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。


