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募  集

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㈪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。

市営・単身者住宅入居者
募集団地 市営住宅：本町団地１戸
（3ＬDK・親船・単身申込不可）　
案内書配布期間 1（火）～
配布場所 建築住宅課、各支所、各コミセ
ン、本町簡易郵便局
申込期間 7（月）～9（水）
※これまで応募のなかった住宅（親船・
厚田・浜益）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

会員募集
【石狩紅葉山ハーモニカ･サークル】  
対象 どなたでも
内容 初級・中級
日時 毎週月曜13時～16時  
場所 学び交流センター（花川北3･3） 
会費 6カ月1,000円
申込・問合せ 深浦さん
☎090・1305・1355 ※18時以降

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・2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を行える方
任期 4/1～R５/３/31　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
人数を明記し、7（月）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 

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
③自衛隊医科・歯科幹部
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：18歳以上34歳未満の方
技能：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）
③医師または歯科医師免許を有する方
（採用種目で条件が異なります）
申込期間 ①通年 ②4/8（金）まで
③１（火）～6/10（金）
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

審議会委員
【④総合戦略推進懇話会】
石狩市まち・ひと・しごと創生総合戦略に
基づく各施策の実施状況を総合的に検
証・検討します。
募集人数 1人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日昼間に年3回
程度開催の会議に出席できる方

【⑤石狩浜海浜植物保護センター運営委員会】
石狩浜の自然環境保全と石狩浜海浜植
物保護センターの事業・運営について検
討・審議します。
募集人数 2人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日昼間に年3回
程度開催の会議に出席できる方　

【⑥社会福祉審議会】
社会福祉に関する計画や社会福祉に関
する事項を審議します。
募集人数 2人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日に年3回程度
開催の会議に出席できる方

【①行政改革懇話会】
石狩市行政改革大綱・実施計画の策定
やそのほか行政改革の推進について必要
事項を審議します。
募集人数 4人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日昼間に年4回
程度開催の会議に出席できる方

【③自治基本条例懇話会】
石狩市自治基本条例の見直しの必要性
について検討します。
募集人数 2人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日夜間に年10
回程度開催の会議に出席できる方

【②市民参加制度調査審議会】
市民参加手続の実施状況の評価および
ルールや仕組みを検討します。
募集人数 5人
応募資格 市内在住または通勤・通学し、
4/1現在18歳以上で、平日夜間に年1回
程度開催の会議に出席できる方

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画の策定について
市では、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進
に関する法律」に基づき、山林未利用材をエネルギー源とした木質バイオマス発電の促進
と併せて農林漁業の活性化を図るため、同法に基づく
基本計画を策定します。
意見の募集期間 1（火）～3/1（火）
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
※詳細は市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
意見の検討結果 3月中に公表予定
問合せ 企業連携推進課☎72・3158  

任期 4/1～R6/3/31 ※③はR5/3/31まで
申込方法 28（月）までに申込書に必要事項を記載し、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
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
申込・問合せ 郵送先 〒061-3292 花川北6・1・30・2   　
①行政管理課
②③④企画課
⑤石狩浜海浜植物保護センター
⑥福祉総務課

【共通事項】

☎72・3159  　
☎72・3161
☎72・3269
☎72・3152  　

75・2275 
74・5581
75・2275
72・3189 

✉jouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
✉kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
✉ihama@city.ishikari.hokkaido.jp
✉fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp
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国有林モニター
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、国有林に関心のある18
歳以上の方（R4/4/1時点。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～R6/3/31
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、18（金）必着で郵
送・ファクス・メールのいずれかで提出
選考結果 3月末までに依頼状を発送
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

令和４年度 石狩市職員採用資格試験

○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）
試 験 日 26（土）　場所 市役所401・402会議室
試験内容 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
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郵送または持参
　　　　  ※詳細は「石狩市職員採用資格試験案内」をご覧ください
申込期限 10（木） ※持参は平日のみ。当日消印有効
申込・問合せ 行政管理課（〒061-3292 花川北6・1・30・2）☎72・3151 ✉gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp

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
業務内容 同河川の利用・環境・愛護活動の情報やそのほかの地域情報などを月１回程度
報告
任期 5/1～10/31
報酬 月額4,000円（予定）
応募資格 20歳以上の健康で、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、3/1（火）必着で郵送･ファクス・メールのいずれかで提出
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-81i@gxb.mlit.go.jp

募集人数 １人
勤務場所 社会教育課
業務内容 高齢者向け講座などの企画実
施と指導助言、学校支援事業の企画実
施、社会教育関係団体などへの支援、生
涯学習に関する事業支援・相談など
任用期間 4/1～R5/3/31
勤務時間 週29時間以内
月曜～木曜9時～15時45分
金曜9時～14時45分
報酬 月額136,300円～150,500円程度
（期末手当・通勤に係る費用は市の規定
により別途支給。任用期間により社会保
険・雇用保険が適用）
応募資格 教員免許と実務経験を有し、簡
単なパソコン操作（ワード、エクセルなど）
ができる方。要普免
申込方法 会計年度任用職員申込書（市HP
から入手可）と、免許の写しを18（金）までに
持参または郵送 ※当日消印有効。返却不可
申込・問合せ 社会教育課
（〒061-3216 花川北6・1・42 市公民館内）
☎72・3173

会計年度任用職員
生涯学習推進アドバイザー募集人数 若干名

勤務場所 市内小･中学校　
業務内容 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
（有償ボランティア）
任期 4/1～R5/3/31（夏季・冬季休業除く）
勤務時間 週3日～5日、原則1日4時間勤務
※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
申込方法 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、18（金）までに持参または郵送 ※当日
消印有効。返却不可
そのほか 書類審査通過者の面接は28（月）
を予定　
申込・問合せ 教育支援課
（〒061-3292 花川北6･1･30･2）
☎76・8000

募集人数 １人
勤務場所 りんくる 高齢者支援課　
業務内容 介護事業所の相談業務など
任用期間 4/1～R5/3/31
勤務時間 平日週29時間
報酬 月額136,300円～185,000円程度
（期末手当・通勤に係る費用は市の規定
により別途支給。任用期間により社会保
険・雇用保険が適用）
応募資格 介護支援専門員の資格がある方。
要普免
申込方法 会計年度任用職員申込書（市ＨＰ
から入手可）を10（木）までに持参または郵
送 ※当日消印有効。返却不可
申込・問合せ 高齢者支援課
（〒061-3216 花川北６・１・41・１）
☎72・6121　

会計年度任用職員
介護相談員

保健師（4/1採用）

看護師（4/1採用）

保育士（10/1採用）

採用予定 受験資格
S37/4/2以降に生まれ、保健師の免許を有する、
またはR4/3月までに免許取得見込みで、浜益区で
の勤務が可能な方

S37/4/2以降に生まれ、看護師の免許を有する、
またはR4/3月までに免許取得見込みで、浜益区で
の勤務が可能な方

S37/4/2以降に生まれ、保育士の免許を有する、
またはR4/3月までに免許取得見込みで、厚田・浜
益区での勤務が可能な方

1人程度

1人程度

1人程度

職種

特別支援教育支援員


