
1 庁舎管理人 

募集期間

応募方法

勤務時間
任用（登録）期間
応募資格

6（月）～17（金） 
※当日消印有効、㉘は4（土）～17（金）
会計年度任用職員申込書（以下「申込書」）
と関係資格または免許を確認できる書類
の写しを持参または郵送。申込書に写真
貼り付けのうえ「申込先・応募職種・職歴
（具体的な業務内容）」を漏れなく記入のこと
特に記載のない限り月曜～金曜 週29時間
4/1～R3/3/31
パソコン操作（ワード・エクセル）ができる
こと ※①㉔㉗除く

そのほか ●期末手当（6カ月以上任用かつ週15.5時間以上勤務
の場合）・通勤に係る費用は市の規定により別途支給
●有給休暇などの休暇制度あり
●任用期間により社会保険・雇用保険が適用
●応募書類は返却不可
●障害者手帳をお持ちの方は写しを提出
●面接などの詳細は応募後、各課より連絡あり
●報酬額の下限は、新卒者の場合です。採用時の
経歴により上限額までの範囲内で決定します

●⑲、⑳の（B）（C）、㉑、㉙は、登録制により年度内
に単発の任用の場合があります
●会計年度任用職員から正職員への登用制度はありません

会計年度任用職員は、非常勤の地方公務員です。

申 込  先  〒061-3292 石狩市花川北6・1・30・2　石狩市役所 各申込先 詳細は市HPをご覧ください
申込書は市HPからダウンロード！

8人募集

7 消費生活相談員 2人募集

10 介護事業所指導嘱託員 1人募集

11 介護相談員 1人募集

14 専任手話通訳者 3人募集

6 賦課徴収嘱託員
（税滞納処分経験者）

5 賦課徴収嘱託員 若干名募集

若干名募集

8 窓口業務専任職員
（住民・戸籍窓口業務） 8人募集

3 窓口業務専任職員
（職業相談など） 1人募集

2 窓口業務専任職員
（データ分析） 1人募集

12 窓口業務専任職員
（介護保険など） 3人募集

13 窓口業務専任職員
（障がい福祉） 1人募集

4 窓口業務専任職員
（税証明など発行）

9 窓口業務専任職員
（国民年金窓口業務） 2人募集

若干名募集
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会計年度任用職員 募 集
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勤務場所 
勤務時間 

報 酬
申込・問合せ

市役所守衛室
土・日・祝日を含む変則シフト制
（3日に1回程度の勤務。日勤・
夜勤あり）
月額109,300円～140,000円程度
総務課☎72・3149

勤務場所 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

市役所企画課
月額109,300円～150,500円程度
パワーポイント操作、アクセスを
使用してデータ分析ができる方
企画課☎72・3161

勤務場所 
報 酬 
そのほか

申込・問合せ

市役所消費生活センター
月額136,300円～160,000円程度
消費生活相談員などの資格を有
する方優先
広聴・市民生活課☎72・3191

勤務場所 
報 酬 
申込・問合せ

市役所税務課
月額109,300円～150,500円程度
税務課☎72・3119

勤務場所 
報 酬 
応募資格
申込・問合せ

りんくる 高齢者支援課
月額136,300円～173,400円程度
介護支援専門員の資格がある方
高齢者支援課☎72・7014

勤務場所 
報 酬 
申込・問合せ

りんくる 高齢者支援課
109,300円～150,500円程度
高齢者支援課☎72・6121

勤務場所 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

りんくる 高齢者支援課
月額136,300円～185,000円程度
介護支援専門員の資格がある方、
要普免
高齢者支援課☎72・6121

勤務場所 
報 酬 
応募資格
申込・問合せ

りんくる 障がい福祉課
109,300円～150,500円程度
障がい福祉に関心のある方
障がい福祉課☎72・3194

勤務場所 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

りんくる 障がい福祉課
月額136,300円～210,200円程度
手話通訳士などの資格を有する
方、障がい福祉に関心のある方、
要普免
障がい福祉課☎72・3194

勤務場所 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

市役所納税課
月額136,300円～196,400円程度
税滞納処分（差し押さえ）の知識・
経験を有する方
納税課☎72・3121

勤務場所 
勤務時間
報 酬 
申込・問合せ

市役所市民課
シフト制
月額109,300円～150,500円程度
市民課☎72・3165

勤務場所 
勤務時間
報 酬
応募資格

申込・問合せ

市役所市民課
シフト制
月額109,300円～150,500円程度
年金または人事・労務事務の経
験がある方
市民課☎72・3122

勤務場所 
報 酬 
申込・問合せ

市役所ジョブガイドいしかり
月額109,300円～150,500円程度
商工労働観光課☎72・3166

勤務場所 
報 酬 
申込・問合せ

市役所納税課
月額109,300円～160,000円程度
納税課☎72・3121



18 保健指導員 2人募集

26 医事業務員 2人募集

27 診療所調理員 2人募集

28 司書

29 事務補助員 若干名募集

若干名募集

21 歯科衛生士 5人募集

22 水道料金等徴収嘱託員 2人募集

20 保健師 （A）（B）各1人（C）2人募集 15 指導員（療育） 4人募集

19 看護師 （A）4人（B）1人募集

16 相談支援専門員（療育） 2人募集

17 窓口業務専任職員
（国民健康保険） 3人募集

25 生活支援コーディネーター
（高齢者生活支援） 1人募集

23 防災・施設維持管理業務員 1人募集

24 運転業務員（福祉バス） 1人募集
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勤務場所 
報 酬 
申込・問合せ

市役所国民健康保険課
月額109,300円～150,500円程度
国民健康保険課☎72・3123

勤務場所 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

りんくる 保健推進課
月額136,300円～187,100円程度
保健師または管理栄養士免許を
有する方、要普免
国民健康保険課☎72・3123

勤務場所
報 酬
申込・問合せ

浜益支所
月額136,300円～150,500円程度
浜益支所市民福祉課☎79・2112
(〒061-3197浜益区浜益2・3)

勤務場所
勤務時間

報 酬
申込・問合せ

浜益国民健康保険診療所
月・火・木・金曜8時20分～15時
10分、水曜8時20分～13時45分
月額109,300円～119,800円程度
浜益国民健康保険診療所
☎79・3221
(〒061-3101浜益区浜益321)

勤務場所
勤務時間
報 酬
申込・問合せ

浜益国民健康保険診療所
7時～17時 ※隔日勤務
月額109,300円～126,400円程度
浜益国民健康保険診療所
☎79・3221
(〒061-3101浜益区浜益321)

勤務場所

勤務時間

報 酬
応募資格

申込・問合せ

市民図書館（本館、花川南・八幡
分館、学校）
9時30分～20時30分の間のシ
フト制
月額109,300円～150,500円程度
司書資格（3月までに取得見込み
含む）を有する方
市民図書館☎72・2000
(〒061-3217花川北7・1・26)

勤務場所

報 酬
申込・問合せ

市役所、厚田支所、浜益支所とそ
のほかの出先機関
月額109,300円～119,800円程度
行政管理課☎72・3151

勤務場所
任用期間

勤務時間

報 酬
応募資格
申込・問合せ

りんくる 保健推進課
乳幼児健診の開催に応じて任用
（月1日程度）
8時45分～17時15分または
11時～15時
時給870円～953円程度
歯科衛生士免許を有する方
保健推進課☎72・6124

勤務場所
報 酬
応募資格

そのほか
申込・問合せ

市役所水道営業課
月額109,300円～160,000円程度
市町村などで公共料金徴収業務
の経験がある方
日曜・夜間勤務あり
水道営業課☎72・3133

勤務場所
報 酬 
応募資格

そのほか
申込・問合せ

りんくる 子ども発達支援センター
月額136,300円～150,500円程度
保育士、幼稚園・小学校・特別支
援学校教諭免許のいずれかの
資格を有し、療育経験がある方、
要普免
時間外勤務あり
子ども発達支援センター
☎72・7016

勤務場所
任用期間

勤務時間 
報 酬 
応募資格

申込・問合せ

りんくる 保健推進課
（A）乳幼児健診の開催に応じて
　　任用（月1日程度）
（B）4/1～R3/3/31（月1日程度）
（A）10時～15時（B）9時～14時
時給1,085円～1,325円程度
看護師免許、准看護師免許のい
ずれかを有する方
保健推進課☎72・6124

勤務場所
勤務時間 

報 酬 

応募資格

申込・問合せ

（A）妊産婦と乳幼児への保健指導・相談など 
（B）赤ちゃん訪問、記録・報告など
（C）保健指導の補助業務

りんくる 保健推進課
（A）8時45分～16時 ※週29時間
（B）9時15分～17時 ※週20時間  
　  程度、月12日以内の勤務
（C）月31時間、月4日程度
（A）月額136,300円～187,100円程度
（B）（C）時給1,085円～1,489円程度
保健師免許を有する方、（A）（B）
は要普免
（A）（B）保健推進課☎72・6124
（C）国民健康保険課☎72・3123    

勤務場所
報 酬 
応募資格

そのほか
申込・問合せ

りんくる 子ども発達支援センター
月額136,300円～150,500円程度
社会福祉士・精神保健福祉士・保
育士、幼稚園・小学校・特別支援
学校教諭免許のいずれかの資格
を有する方、相談支援従事者研
修を受けた方、要普免
時間外勤務あり
子ども発達支援センター
☎72・7016

勤務場所
報 酬
応募資格

申込・問合せ

厚田支所
月額109,300円～150,500円程度
防災業務に精通し、アナログ式無
線機の設置・撤去・修繕、職員住
宅などの維持管理、自動車の簡易
的な修繕ができる方、要普免
厚田支所地域振興課☎78・2011
(〒061-3692厚田区厚田45・5)

（A）乳幼児の予防接種、身体測定など
（B）乳幼児の身体測定、受付業務など

勤務場所
報 酬
応募資格

そのほか
申込・問合せ

浜益支所
月額109,300円～160,000円程度
浜益区在住で、大型自動車運転
免許を有する方
時間外勤務、土・日曜勤務あり
浜益支所市民福祉課☎79・2112
(〒061-3197浜益区浜益2・3)


