代替調理補助員・学校給食代替配膳員（非常勤）
履歴書（顔写真付き、希望勤務先を必ず記載）
を郵送か直接申
し込み。業務内容などを説明しますので、応募前に必ずお問い合
わせください。

給食センター調理場代替調理補助員
給食センター対雁調理場代替調理補助員
業務内容 調理補助業務および洗浄業務
勤務時間 8：00～16：00（休憩時間1時間あり）、8：00～12：00、

13：00～16：00の3パターンで週3～4日程度の勤務 ※週平均労働
時間は17時間程度で残業なし。小中学校の長期休暇中は休み
（準備
日は勤務日）。午後のみの勤務をご希望の方はお申し出ください

報酬など 時給865円 ※規定により通勤費支給。作業衣貸与

学校給食代替配膳員
業務内容 学校給食配膳業務
勤務時間 10：30～14：30のうち1日2時間30分～3時間15分

江別市立病院
理学療法士（正職員）
給料 月給168,000円～ ※規定により各種手当支給
採用日 4/1以降
応募資格 S53/4/2以降生まれで、理学療法士免許を有する、もし

くはH31/4月取得見込みの方

試験日 2/13（水）
（必着）
受付期間 1/7（月）～ 2/8（金）
応募方法 必要書類（市立病院で配布、同ホームページからも入手

可）
を提出

臨床検査技師（非常勤）
給料 月給236,300円 ※規定により通勤費支給
採用日 4/1以降
応募資格 臨床検査技師免許を有する、もしくはH31/4月取得見
込みの方

※配膳員の休暇時の代替として勤務。日によって就業場所、勤務時
間、休憩時間は異なる。小中学校の長期休暇中は休み

試験日 応募次第随時
応募方法 履歴書と資格免許の写しを提出

共通事項
応募資格
募集人員
任用期間
選考方法

応募資格 資格要件なし
試験日 応募次第随時 応募方法 履歴書を提出
そのほか 短時間勤務など相談に応じます

報酬など 時給850円 ※規定により通勤費支給。作業衣貸与
業務の経験がなくてもかまいません
若干名
任用日～3/31 ※1年ごとの更新あり
個別面接
申 給食センター 〒069-0805 元野幌741-2
☎887-8992 ☎382-5188

保育園臨時保育士（①臨時的任用 ②非常勤）
履歴書（顔写真付き）
を郵送か直接申し込み。

よつば保育園
任用期間 採用日～2020/2/29
勤務時間 ①月曜日～土曜日7：45～18：00のうち、1日7時間45分

看護助手（非常勤）
給料 時給：外来920円、一般病棟970円、精神病棟980円
※規定により通勤費支給

共通事項

申 市立病院管理課総務係 〒067-8585

若草町6 ☎382-5151

HP http://www.ebetsu-hospital.jp/

夜間急病センター看護師・准看護師（非常勤）
履歴書（顔写真付き）
に資格免許の写しを添付し、郵送か直接
申し込み。

②月曜日～土曜日8：45～12：45

業務内容 夜間急病センターにおける急病看護業務（内科、小児科）
任用期間 4/1～2020/3/31 ※1年ごとの更新あり。勤務開始時

により通勤費支給

勤務時間 ①18：30～7：30 ②18：30～0：30 いずれもシフト制・

報酬 ①日給7,600円（土曜日は減額あり）②時給980円 ※規定
やよい保育園
任用期間 採用日～12/13
勤務時間 ①月曜日～土曜日の7：45～18：00のうち、1日7時間45分
報酬 ①日給7,600円（土曜日は減額あり）※規定により通勤費支給
共通事項
応募資格 保育士資格をお持ちの方
募集人員 1名
選考方法 個別面接 ※事前に書類選考を行う場合あり
申 子ども育成課 〒067-8674

高砂町6

☎381-1030

期の相談可

月4～8日程度勤務

報酬（日給） 正看護師①19,160円 ②9,280円
准看護師①17,800円 ②8,620円
※いずれも規定により通勤費支給
応募資格

次の条件を満たす方
○土・日曜日、祝日を含む夜間（深夜を含む）勤務が可能
○看護師または准看護師免許をお持ちの方

試験日 応募次第随時
選考方法 個別面接

募集人員

申 夜間急病センター 〒069-0811

若干名
錦町14‐5

2019.2

☎385-4600
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言語聴覚士（非常勤）

市営住宅修繕業務補助員（非常勤）

2/18
（月）
までに履歴書
（顔写真付き）
に資格証の写しを添付
し、郵送
（消印有効）
か直接申し込み。

業務内容
任用期間
勤務時間
勤務場所

発達支援が必要なお子さんへの個別または小集団療育
4/1 ～ 2020/3/31
平日の週4日9：00 ～ 17：00（29時間勤務）
子ども発達支援センター 児童発達支援事業所こだま
（中央小学校内）

報酬 月給172,600円 ※規定により通勤費支給
応募資格 次の条件を満たす方

○言語聴覚士の資格がある ○普通自動車運転免許がある
○パソコン
（Excel、Wordなど）
の基本操作ができる
○小児の発達支援の実務経験者歓迎

募集人員
選考方法

1名 試験日 別途案内
個別面接 ※事前に書類選考を行う場合あり
申 子ども発達支援センター 〒069-0811 錦町14-87
総合社会福祉センター内 ☎385-1015

児童センター 臨時児童厚生員（非常勤）
・臨時補助員（非常勤）
2/15（金）
までに履歴書（顔写真付き）
を郵送（消印有効）か直接申し
込み。臨時児童厚生員希望者は教諭免許などの写しも添えてください

業務内容 市営住宅入居者からの修繕依頼の受付、対応。修繕依頼
箇所の現場確認や修繕方法の検討、業者への修繕発注業務補助。入
居者退去時の住宅検査 など

任用期間 4/1 ～ 2020/3/31 ※1年ごとの更新あり
勤務時間 週5日（29時間勤務）
勤務場所 建設部建築住宅課
報酬 月給152,600円（H30/4/1現在）※規定により通勤費支給
応募資格 次の条件を満たし、4/1から勤務可能な方

○建築士（二級建築士以上）の資格があり、
１年以上の実務経験がある
○普通自動車運転免許がある
○パソコン
（Excel、Wordなど）
の基本操作ができる

募集人員
選考方法

1名 試験日 別途案内
個別面接 ※事前に書類選考を行う場合あり
申 建築住宅課 〒067-8674 高砂町6 ☎381-1041

心の教室相談員（非常勤）
2/21（木）
までに履歴書（顔写真付き）
を郵送（消印有効）
か直
接申し込み。

業務内容 ①臨時児童厚生員：子どもの遊びや指導・発達援助

業務内容 子どもたちの心配事などの相談に乗りながらストレスを

勤務日数 登録後、必要に応じて勤務
勤務時間 8：00 ～ 19：15のうちシフト制 ※勤務形態は応相談
勤務場所 児童センター（7か所）
報酬 ①時給980円 ②時給865円 ※規定により通勤費支給
応募資格 ①教諭免許または保育士資格がある ②子どもと触れ合

任用期間 4/1 ～ 2020/3/31 ※1年ごとの更新あり
勤務時間 1日4時間勤務で週3回（年35週勤務）が基本
勤務場所 市内小学校
報酬 時給1,000円 ※規定により通勤費支給
応募資格 教員経験者、カウンセリング業務経験者など、教育や福

募集人員
選考方法

募集人員 若干名 試験日 別途案内
選考方法 個別面接

②臨時補助員：①の補助

うことが好きで、子どもの育成に熱意のある20歳以上

若干名
個別面接 ※事前に書類選考を行う場合あり
申 子育て支援課 〒067-8674 高砂町6 ☎381-1408

履歴書（顔写真付き）
を郵送か直接申し込み。

臨時的任用教員
業務内容 長期で休んでいる教員の代替
任用期間 3か月～ 1年以内（勤務時間は正規職員と同じ）
非常勤講師
業務内容 ケガや病気などで短期間休んでいる教員の代替など
任用期間 2週間～1年以内（勤務時間は週18時間以内）
共通事項
または取得見込みの方
応募資格 小中学校教諭免許取得、
申 学校教育課 〒067-0074

2019.2

軽減し、
いじめや不登校の解消にも対応

祉の分野で児童の指導・相談業務の経験がある

申 教育支援課 〒067-0074

高砂町24-6

☎381-1409

交通教育指導員（非常勤）

代替教員の登録
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2/28（木）
までに履歴書（顔写真付き）
に資格証の写しを添付
し、郵送（消印有効）
か直接申し込み。

高砂町24-6

☎381-1058

2/14（木）
までに履歴書（顔写真付き）
を郵送（必着）
か直接申
し込み。

業務内容 交通安全教室、イベントなどのほか事務作業
任用期間 4/1 ～ 2020/3/31 ※1年ごとの更新あり
勤務時間 週5日（29時間勤務）※土日祝日勤務の場合あり
報酬 月給152,600円（H30/4/1現在）※規定により通勤費支給
応募資格 保育士または教員免許、普通自動車運転免許がある
募集人員 1名 試験日 2/20（水）※詳細は別途案内
選考方法 個別面接
申 市民生活課 〒067-8674

高砂町6

☎381・1093

