
応募方法 会計年度任用職員申込書（市HPから入手可。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。
 申込書に写真貼付の上、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
勤務時間 特に記載のない限り月曜～金曜 週29時間
任用（登録）期間 4/1～R4/3/31
応募資格 パソコン操作（ワード・エクセル）ができること
 ※①⑫⑬⑮除く

勤務場所 市役所 守衛室
勤務時間 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
業務内容 市役所本庁舎の管理、郵便物の

収受・発送、閉庁時の戸籍の受付
など

報　　酬 月額140,000円
申込・問合せ 総務課☎72・3149

庁舎管理人① 1人募集

勤務場所 市役所 子ども相談センター
勤務時間 平日週4日9時～17時
業務内容 18歳未満の児童に関する相談支援
報　　酬 月額136,300円～150,500円程度
応募資格 要普免。カウンセリングに関する

資格、保育士資格、幼稚園・小学校・
中学校教員免許、看護師、社会
福祉主事任用資格または社会
福祉士、精神保健福祉士のいず
れかの資格を有する、または家庭
児童相談に関する業務の経験が
１年以上ある方

申込・問合せ 子ども相談センター☎72・3195

家庭児童相談員⑨ 1人募集

勤務場所 厚田保育園
勤務時間 月曜～土曜 週29時間
業務内容 保育
報　　酬 月額122,000円～150,500円程度
応募資格 保育士資格を有する方
申込・問合せ 厚田保育園☎78・2440
 （〒061-3601 厚田区厚田171・1）

保育士⑩ 1人募集

勤務場所 市民図書館
 （本館、花川南・八幡分館、学校）
勤務時間 9時15分～20時30分の間の
 シフト制 ※土・日・祝日含む
業務内容 資料の貸し出し・レファレンスなど
 のカウンター業務、資料の受け
 入れ・データ入力、装備・修理など
報　　酬 月額122,000円～150,500円程度
応募資格 司書資格を有する、または3月まで
 に取得見込みの方
申込・問合せ 市民図書館☎72・2000
 （〒061-3217 花川北7・1・26）

司書⑪ 若干名募集

勤務場所  市役所 税務課
業務内容  証明書発行などの窓口受付
報　　酬 月額109,300円～150,500円程度
申込・問合せ 税務課☎72・3119

窓口業務専任職員② 若干名募集

勤務場所 市役所 納税課
勤務時間 シフト制
業務内容 市税などの納付催告と確定申告
 補助
報　　酬 月額109,300円～160,100円程度
申込・問合せ 納税課☎72・3118

賦課徴収嘱託員③ 5人募集

勤務場所 市役所 納税課
業務内容 市税などの納付催告と滞納処分
 補助
報　　酬 月額136,300円～196,500円程度
応募資格 税滞納処分の知識・経験を有する方
申込・問合せ 納税課☎72・3118

賦課徴収嘱託員④ 5人募集

勤務場所 市役所 消費生活センター
勤務時間 月曜～木曜9時45分～16時15分、
 金曜9時45分～16時30分
業務内容 消費生活相談ほか
報　　酬 月額136,300円～160,000円程度
応募資格 消費生活相談員・消費生活専門
 相談員・消費生活コンサルタント・
 消費生活アドバイザーの資格を

有する方優先。資格取得研修参
加支援あり

申込・問合せ 広聴・市民生活課☎72・3191

消費生活相談員⑥ 2人募集

勤務場所 りんくる 障がい福祉課
業務内容 障がい福祉関係の窓口受付
報　　酬 月額109,300円～150,500円程度
応募資格 障がい福祉に関心のある方
申込・問合せ 障がい福祉課☎72・3194

窓口業務専任職員⑦ 1人募集

勤務場所 りんくる 障がい福祉課
業務内容 手話通訳と事務
報　　酬 月額136,300円～210,200円程度
応募資格 要普免。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
申込・問合せ 障がい福祉課☎72・3194

専任手話通訳者⑧ 3人募集

勤務場所  海浜植物等保護地区（浜町・弁天町・
 親船町地先と厚田区聚富）
任用期間 4/1～9/30
勤務時間 週4日（土・日・祝日含む）8時～16時
業務内容 海浜植物等保護地区の監視など
報　　酬 月額109,300円～130,500円程度
応募資格 自然環境に関する知識を持ち、
 要普免で自家用車を所有し、業務に
 使用できる方
申込・問合せ 石狩浜海浜植物保護センター
 ☎72・3269

海浜植物等保護地区
監視員⑤ 若干名募集

勤務場所 浜益支所
勤務時間 月・火・水・木曜7時45分～11時45分、
 金曜7時45分～10時45分
業務内容 庁舎管理など
 （草刈り・除雪・ボイラー管理）
報　　酬 月額71,600円～97,200円程度
応募資格 要普免
申込・問合せ 浜益支所地域振興課
 ☎79・2111
 （〒061-3197浜益区浜益2・3）

庁舎・施設維持管理
業務員⑫ 1人募集

会計年度任用職員

共
通
事
項

〇期末手当（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
〇有給休暇などの休暇制度あり
〇任用期間により社会保険・雇用保険が適用
〇応募書類は返却不可
〇障害者手帳をお持ちの方は写しを提出
〇面接などの詳細は応募後、申込先より連絡あり
〇報酬額の下限は新卒者の場合。経歴により上限額までの範囲内で決定
〇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

申込書など
詳細は市HPで

令和3年度 石狩市職員の募集

82021.1



勤務場所 浜益国民健康保険診療所
勤務時間 月・火・木・金曜
 8時20分～15時10分、
 水曜8時20分～13時45分
業務内容 受付、庶務医事業務と調剤の補助
報　　酬 月額109,300円～130,500円程度
申込・問合せ 浜益国民健康保険診療所
 ☎79・3221
 （〒061-3101 浜益区浜益321）

医事・調剤業務員⑭ 3人募集

勤務場所 浜益国民健康保険診療所
勤務時間 7時～17時 ※隔日勤務
業務内容 給食調理と所内清掃
報　　酬 月額109,300円～126,400円程度
申込・問合せ 浜益国民健康保険診療所
 ☎79・3221
 （〒061-3101 浜益区浜益321）

診療所調理員⑮ 2人募集

勤務場所 市役所、厚田支所、浜益支所と
 そのほかの出先機関
業務内容 配置先の各部局における正職員の
 事務補助など
報　　酬 月額109,300円～119,800円程度
申込・問合せ 行政管理課☎72・3151　　

事務補助員⑯ 若干名募集

勤務場所 御料地牧場
任用期間 5/1～11/30
勤務時間 週3～5日 ※土・日・祝日含む
 21～29時間(8時～16時30分)
業務内容 入牧牛の管理・牧場内作業全般
報　　酬 時給870円～1,400円程度
応募資格 要普免。トラクターの運転ができ、
 浜益区内から通勤できる方
申込・問合せ 浜益支所地域振興課
 ☎79・2111
 （〒061-3197浜益区浜益2・3）

牧野従事作業員
（技能労務職）⑬ 3人募集

5（火）～15（金） 
※当日消印有効

※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）

WEB申込時に提出する
申込書記載内容の審査。
合否はメールで通知

【WEB試験】【書類審査】
方法：市の指定する期間内にＰＣから受験
内容：事務適性試験、性格特性検査
合格者にはメールで最終試験について通知
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次のいずれかに該当する方
①学校教育法に定める大学（土木・工業系
課程）もしくはこれに相当すると認められ
る学校など（短期大学除く）を卒業または
3月までに卒業見込みで、S60/4 /2
　以降に生まれた方
②高等学校を卒業した、S60/4/2～H7/4/1に
　生まれた方で、H25/12/1～R2/11月末
の期間に民間企業などでの職務経験を３年
以上かつ、土木関連の職務経験を2年以上
有する方

次の条件を全て満たす方
① 高等学校を卒業した、S60/4/2～H7/4/1
 に生まれた方
② H25/12/1～R2/11月末の期間に、民間
 企業などでの職務経験を３年以上かつ、建築
 関連の職務経験を２年以上有する方
③ 建築士１級資格を有する方

職種
区分

採用予定
人員 受験資格 申込方法

1次試験

▶

2次試験

平成31年度採用
上級職（土木）

杉井尚弘

平成27年度採用
上級職（建築）

水戸麻衣

上級職・社会人経験者

申
込
期
間

〒061-3292
石狩市花川北6・1・30・2
石狩市役所 各申込先

申
込
先

行政管理課☎72・3151問合せ gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp

みず　と

６(水）～22(金）に
市ＨＰからの
WEB申し込み

※詳細は市ＨＰを
　ご確認ください
　

石狩市 会計年度 検索
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