
（公社）石狩市シルバー人材センター
あなたの経験や技能、知識を生かして
仕事をしてみませんか。
対象 市内在住の健康で働く意欲のある、
おおむね60歳以上の方
入会説明会 ①5(水) ②20(木) 
③3/11(水) ④3/26(木) 
⑤4/8(水) ⑥4/23(木) 
いずれも14時～15時45分 ※要申込
場所 ①③⑤花川北コミセン（花川北3・2）
②④⑥花川南コミセン（花川南6・5）
申込・問合せ （公社）石狩市シルバー人材
センター（新港南1・22）☎64・7771

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

合同企業就職説明会
28社の企業が参加。入退場・服装自由、
応募書類・申込不要。就職相談コーナー
では専門のカウンセラーが個別アドバ
イスを行います。
対象 季節労働者、一般求職者
日時 22（土）13時～16時
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
問合せ ㈱東京リーガルマインド札幌支社
☎011・210・5028

春休み放課後児童クラブ一時利用申込
対象 小学生 ※申込多数時調整
期間 学校春季休業日 ※日曜除く
時間 8時～18時30分
費用 日額300円 ※別途保険代。欠席分
の利用料は還付不可
必要な物 印鑑、就労証明書 ※提出済み
の方は不要
申込期間 10(月)～28(金)
申込・問合せ 子ども政策課(市役所1階
18番窓口)☎72･3192
※詳細は市HPでご確認ください。なお、
定員に達しているクラブは申し込み
できない場合があります

※申込不要自衛官等採用説明会 
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛官） 
②予備自衛官補（一般）
③予備自衛官補（技能）
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18歳
以上33歳未満の方
②18歳以上34歳未満の方
③18歳以上で衛生・語学・情報処理な
どの国家資格・免許などを有する方
日時 11（火・祝）13時～15時
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

石狩市手話通訳者登録試験
試験内容 手話表現・読み取り・筆記・
面接 ※有資格者（手話通訳士・手話通訳
者全国統一試験合格者）は面接のみ
受験資格 市内または近郊に在住の、石狩
市手話通訳者養成講座を修了した方
日時 12（水）18時30分～
場所 りんくる（花川北6・1）
申込期限 5（水）
申込・問合せ 障がい福祉課☎72・3194

児童館指導員（契約社員）
募集人数 若干名
業務内容 児童館業務全般
勤務場所 市内の児童館
任期 4/1～R3/3/31 ※勤務開始日は
応相談。雇用期間更新あり
勤務時間 8時30分～20時30分(うち7
時間30分の交代制勤務)、週休2日
報酬 月額175,000円～ ※賞与・資格手当・
交通費別途、社会保険・労働保険適用
応募資格 児童厚生員または教員免許
を有する方
応募方法 電話連絡し、履歴書(自筆・写
真貼付)を持参または郵送
申込期限 29（土）
申込・問合せ NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり（〒061-3282花畔2・
1・9・1北ガスビル2階）☎64・5640 
※平日9時～18時

（公財）石狩市体育協会 嘱託職員
募集人数 若干名
業務内容 スポーツ施設管理・受付ほか
勤務場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター、サン・ビ
レッジいしかりほか
任期 4/1～R3/3/31
勤務時間 8時～21時45分(うち7時間
45分の交代制勤務)
報酬 月額150,000円 ※遅番手当･交通
費別途
応募資格 市内在住・パソコン操作(ワー
ド･エクセル)ができること、要普免
応募方法 履歴書(自筆･写真貼付)を持
参または郵送
申込期間 3(月)～21(金) ※必着
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
（〒061-3218花畔337･4）☎64・1220

サウンディング型市場調査の参加者
現在、利用を休止している旧適沢コミ
センの有効利用に係る「サウンディング
型市場調査」の参加者を募集します。
「サウンディング型市場調査」とは、市有
財産を有効利用するため、民間事業者
などから広く意見や提案を求め、市場
性を検討する調査です。
対象 旧適沢コミセンの有効利用の実施
主体となり得る法人または法人のグル
ープおよび個人（任意団体を含む）
申込方法 実施要領で指定するエント
リーシートに必要事項を記入し、下記
にメール ※実施要領は市HPでご確認
ください
申込期間 1/24（金）～2/28（金）
申込・問合せ 浜益支所地域振興課
☎79・2111
　 h-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp

石狩スキースクール スキー教室
内容 ①事前講習 ②SAJ級別・ジュニア
検定会
対象 小学生以上
日程 ①8（土） ②9（日）
場所 サッポロテイネ ハイランドゾーン
（札幌市手稲区手稲本町）
費用 要問合せ（受検級によって異なります）
そのほか バス運行あり
申込期限 2（日）
申込･問合せ NPO法人石狩スポーツ
クラブ☎090･9084･3941

募集人数 １人
業務内容 一般事務など
任期 4/1～Ｒ3/3/31
勤務時間 8時45分～17時15分
報酬月額 160,000円 ※交通費別途、
社会保険・雇用保険適用
応募資格 経理事務の経験があり、パソ
コン操作（ワード・エクセル・パワーポイ
ント）ができること
応募方法 履歴書（自筆、写真貼付）を持
参または郵送（応募書類は返却不可）
申込期間 7（金）～21（金）
申込・問合せ （一財）石狩市防災まちづくり
協会（市役所4階 〒061-3292花川北6・
1・30・2）☎77・6217

（一財）石狩市防災
まちづくり協会 嘱託職員

募  集

4月号の原稿締切日は29㈯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。
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内容 国有林や森林・林業に関するアン
ケート調査への回答、モニター会議へ
の出席、現地見学会への参加
対象 道内在住で、国有林野に関心のあ
るR2/4/1時点で満20歳以上の方（議
会議員や公務員など除外職種あり。詳
細は要問合せ）
期間 4/1～R4/3/31　定員 48人
申込方法 氏名（ふりがな）・性別・住所・
郵便番号・年齢・職業・電話番号・メール
アドレス・国有林モニターを知ったきっか
け・応募動機を明記し、郵送・ファクス・
メール
申込期限 21(金) ※必着
申込・問合せ 北海道森林管理局 
企画課 国有林モニター担当
（〒064-8537札幌市中央区宮の森3・7・70）
☎011・622・5228　 011・622・5194
　 h_kikaku@maff.go.jp

市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ○市営住宅 新別狩東団地
（厚田）１戸  ○単身者住宅 望来1戸
案内書配布期間 3（月）～
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 7(金)～12(水)
※前月以前に公募し応募のなかった住宅
（親船・厚田・浜益）について随時先着
募集。詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課☎72･3144

スポーツ広場（定期利用）
開放期間 5月中旬～10/31 ※平日のみ
開放時間 8時～21時
費用 （1時間） ソフトボール場900円、サッ
カー場1,400円、ゲートボール場は無料
※夜間照明は別途1,200円
申込方法 申込先にある所定の申込用紙
（協会HPから入手可）を13（木）までに
提出。大会などは随時申し込み可
申込・問合せ（公財）石狩市体育協会
（花畔337・4）☎64・1220

北海道消費生活モニター
内容 物価調査（月1回）、商品・サービス
の表示などの調査（年4回程度）、アン
ケート調査（年1回程度）など
対象 原則20歳以上で１年間転居の予定
がなく、継続してモニター業務を行うこ
とができる方
期間 4/1～R3/3/31　定員 若干名
そのほか 申込多数時は選考。若干の謝礼
がある見込み
申込方法 はがきに住所・氏名（ふりがな）・
性別・生年月日・電話番号・職業（本人と
世帯主）・世帯人数を記入し、6（木）必
着で郵送またはメール
申込・問合せ 広聴・市民生活課
（〒061-3292花川北6・1・30・2）☎72･3191
　 seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

河川愛護モニター
モニター区間名 札幌1 石狩川左岸（渡
船場樋門～石狩河口橋）
募集人数 当該区間１人
任期 5/1（金）～10/31（土）
業務内容 同河川の利用・環境・愛護活
動などの情報やそのほかの地域情報な
どを月1回程度報告
報酬 月額4,000円（予定）
応募資格 満20歳以上の石狩川に接する
機会が多く、河川愛護に関心のある方
申込方法 区間名・氏名・生年月日・年齢・職
業・郵便番号・住所・電話番号・応募動機を
明記し、郵送・ファクス・メール
申込期限 3/2(月） ※必着
申込・問合せ 札幌開発建設部 公物管
理企画課「河川愛護モニター募集係」
（〒060-8506札幌市中央区北2西19）
☎011・611・0328　  011・618・4369
　 hkd-sp-kokanki@gxb.mlit.go.jp

国有林モニター

石狩市特別支援教育支援員
市内小・中学校の担任などの補助者と
して、学級の中で個別の対応が必要な
児童生徒の身の周りの支援を行います。
募集人数 若干名
勤務場所 市内小・中学校
任期 4/1～R3/3/31（夏季冬季休業を除く）
勤務時間 週3～5日 原則1日4時間
報酬 時給1,000円 ※交通費込み、社会
保険・雇用保険なし
応募資格 教員免許またはそれに準ずる
資格（心理、福祉、保育など）を有する方
または児童生徒への支援の経験のある方
応募方法 履歴書（写真貼付）を持参
または郵送
申込期限 17（月） ※当日消印有効
申込・問合せ 教育支援センター
（市役所4階 〒061-3292花川北6・1・30・2）
☎76・8000

市役所ロビーで芸術文化活動の成果を
発表しませんか？ 
開催日程 6～11月 ※10月除く。8月は
コンサートのみ実施可。年間6回開催予定
ロビー展 月～金曜の5日間（開庁時間内）
ロビーコンサート 開庁日の12時30分
～20分間
※3月中に決定。過去に展示・出演を
していない団体などが優先。日程や内
容などにより開催できない場合あり
申込期限 21（金）
申込・問合せ 社会教育課☎72･3173

市役所ロビー展・
ロビーコンサートの出展・出演者

◎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）
日程 23（日・祝）
場所 市役所4階401・402会議室
内容 教養試験（①のみ）、論文（作文）試験※、事務適性検査※、性格特性検査※、職場
適応性検査※、個人面接試験※ ※①②共通
申込方法 受験申込書（下記で配布。市ＨＰからも入手可）に必要事項を記入し提出
（郵送可）。なお、車いす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
申込期限 12（水）17時15分 ※平日のみ。当日消印有効
申込・問合せ 行政管理課（市役所3階 〒061-3292花川北6・1・30・2）☎72・3151
　 gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp
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保育士

若干名

建　築 若干名

2人程度

大学の専門課程修了者また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、または3月
までに卒業見込みで、S54/4/2以降に生まれた方

R2/4/1時点で59歳以下、保育士の免許を有する、
または3月までに取得見込みで、厚田区および浜益
区で勤務できる方

FAX

FAX
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