
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

4月号の原稿締切日は28（日）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。

募 集

河川愛護モニター
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 １人
任期 5/1（土）～10/31（日）
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 20歳以上で、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・メールのいず
れかで提出
申込期限 3/1(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

担任などの補助者として、個別の対応が
必要な児童生徒の身の回りの支援を行い
ます。
募集人数 若干名
勤務場所 市内小・中学校
※石狩八幡小学校に勤務できる方歓迎
任期 ４/１～R４/３/31（夏季・冬季休業除く）
勤務時間 週３日～５日、原則１日４時間
※年間640時間以内
報酬 時給1,000円
（交通費込み、社会保険・雇用保険の適用なし）
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）、または児童
生徒への支援の経験を有する方
応募方法 履歴書（写真貼付）と原稿用紙
400字以内で「子どもの支援について
考えること（ご自身の経験を通じて）」を
作成し、持参または郵送
そのほか 履歴書などは返却不可　
申込期限 17（水） ※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

石狩市特別支援教育支援員

【男女共同参画推進委員会】
内容 男女共同参画計画の推進、男女共同
参画関連事業などの検討
募集人数 1人
任期 4/1～R4/3/31
応募資格 市内に在住・通勤・通学する
20歳以上で、年2回程度平日夜間に開催
する会議に出席できる方
申込・問合せ 広聴・市民生活課
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3191 　72・3199　　
　seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

【北石狩衛生センター運営モニタリング
会議】
内容 北石狩衛生センターの運営における
モニタリング実施状況についての助言など
募集人数 3人
任期 4/1～R5/3/31
応募資格 市内在住の18歳以上で、年2回
程度平日昼間に開催する会議に出席
できる方
申込・問合せ ごみ・リサイクル課
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3126　 75・2275　　
　gomi@city.ishikari.hokkaido.jp

【介護保険事業運営推進協議会】
内容 介護保険事業計画などの進行管理、
地域包括支援センターや地域密着型
サービスに関する審議など
募集人数 3人
任期 4/1～R6/3/31
応募資格 市内在住の40歳以上で、年4回
程度平日夜間に開催する会議に出席
できる方
申込・問合せ 高齢者支援課
（〒061-3216 花川北6・1・41・1）
☎72・6121　  72・1165　　
　koureisyas@city.ishikari.hokkaido.jp

【共通事項】
申込方法 申込書を郵送･ファクス･メール
のいずれかで提出 ※申込書は担当課、
あい・ボード、市HPから入手可
申込期限 28（日）
そのほか 報酬と交通費を支給。託児制度
（費用の一部助成）あり　

審議会委員

2月7日は北方領土の日
【返還要求署名のお願い】
わが国固有の領土である北方四島(択捉島、
国後島、色丹島、歯舞群島)の早期返還を
目指し、署名を集めています。
期限 19（金）
場所 総務課（市役所3階）
厚田支所地域振興課（厚田45・5）
浜益支所地域振興課（浜益2・3）

【パネル展】
期間 2（火）～16（火） ※休館日除く
場所 市民図書館（花川北7・1）
問合せ 総務課☎72･3149

自衛官
種目 ①自衛官候補生（任期制自衛官）
②予備自衛官補
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
②一般公募：18歳以上34歳未満の方
技能公募：18歳以上で国家免許・資格など
を有する方
※衛生、語学、整備、建設など多様な資格
あり。詳細は要問合せ
申込期間 ①通年 ②4/9（金） ※必着
試験日 ①申込時にお知らせ
②４月に1次試験を予定
申込・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

FAX

FAX

（社福）石狩市社会福祉協議会
介護職員 ①フルタイム ②パート
募集人数 各1人
勤務場所 花川北老人デイサービスセンター
（花川北6･1 りんくる内）
勤務時間 平日（祝日含む）シフト制。
8時～16時30分または8時30分～17時
勤務日数 ①週5日 ②週2・3日
報酬 ①月額154,000円～ 
②時給890円～
そのほか ①②制服貸与 ①社会保険・
雇用保険の適用あり
申込・問合せ （社福）石狩市社会福祉
協議会 蜂谷さん
（〒061-3216 花川北6･1･41･1）
☎72･8181
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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 20歳以上で原則１年間転居の予定
がなく、継続してモニター業務が行える方
任期 ４/１～R４/３/31
定員 若干名
そのほか 申込多数時選考。若干の謝礼
がある見込み
申込方法 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、5（金）必着で郵送
またはメール
申込・問合せ 消費生活センター
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72･3191
　s-seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

スポーツ広場（定期利用）
期間 5月中旬～10/29 ※平日のみ
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11（木・祝）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

市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ありません
※これまで応募のなかった住宅（親船・
厚田・浜益）については、随時募集中。詳細は
要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課☎72･3144

オンラインの無料学習支援です。教員を
目指す大学生が分かりやすく教えます。
対象 市就学援助対象の中学生
※対象外の中学生も応相談 
日時 平日19時～21時（この間で１時間を
１回として、1人週２回参加可）
定員 若干名（申込順）
そのほか タブレット・通信環境は無料
貸し出し可
申込・問合せ NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり伊藤さん☎080・5838・8914
　comstation@ray.ocn.ne.jp

オンラインマナビーバ

市役所ロビー展の出展
ロビーコンサートの出演
市役所1階ロビーで芸術文化活動の成果を
発表しませんか？
開催日時 4月～R4/3月 ※10月除く。8月、
1月～3月はコンサートのみ実施可
ロビー展 月曜～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。希望日や内容な
どにより開催できない場合あり
申込期限 19（金）
申込・問合せ 社会教育課☎72･3173

意見の提出方法 氏名、住所、連絡先を明記の上、持参･郵送･ファクス･メール･音声
ファイル･録音テープのいずれかで提出。意見はどなたでも提出できます
意見の検討結果 3月中に公表予定
意見の提出先 企画課 （〒061-3292 花川北6･1･30･2 市役所3階）  　74･5581
　 kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
※詳しくは、市HP、あい・ボード、市情報公開コーナー（市役所1階）、市民図書館、
担当課、各支所地域振興課にある資料をご覧ください

FAX

共 通事項

対象 小学生 
期間 学校春季休業日 
※日曜・祝日除く
時間 8時～18時30分
必要な物 印鑑、就労証明書
(夏・冬休みに提出済みの方は不要)
費用 日額300円 
※別途保険代。欠席分は還付不可
そのほか 申込多数時調整。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
申込期間 8(月)～26(金)
申込・問合せ 子ども政策課
(花川北6・1 市役所1階18番窓口)
☎72･3192

春休み放課後児童クラブ
一時利用申し込み

石狩市有料公園施設等管理規則の一部改正について
規則第2条第2項に規定する楽山居（弁天歴史公園）の休館日「12/29～翌年
3/31まで」を「11/4～翌年4/28まで」に変更します。
募集期間 4（木）～3/4（木） 問合せ 都市整備課☎72･3671

3

石狩市学校施設長寿命化計画の策定について
学校施設（校舎・体育館）の長寿命化について、使用可能な期間を延ばし、
トータルコストの縮減を図ることを目的に策定します。
募集期間 1（月）～3/1（月） 問合せ 総務企画課☎72･3169

2

石狩市生活排水処理基本計画の改定について
下水道計画区域外の生活環境と公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽の
設置を進めるにあたり、計画の見直しを行います。
募集期間 1（月）～28（日） 問合せ 下水道課☎72･3176

1

▲ ロビー展

▲ロビーコンサート
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詳細は市HPで
ご確認ください


