記号の
説明

日 …日時
申 …申込先

所 …会場
問 …詳細

応募方法は専用履歴書（顔写真付き）、保育士証または調理師

免許の写しを 2/28 ㈫までに郵送（消印有効）か持参。
業務内容 ①臨時保育士として登録し、欠員が生じた場合な
どに必要に応じて勤務
②非常勤保育士・非常勤調理員として登録し、必要に応じて
勤務
任用期間 H29/4 月〜
勤務時間 ①月曜日～土曜日の間で週 5 日
（7 時間 45 分／日）
②2種：週20～29時間未満 1種：週20時間未満
勤務場所 江別市立保育所
報酬 ①日給 7,170 円
②保育士：時給 925 円、調理員：時給 825 円
応募資格 保育士資格があり保育士登録済みの方、または調理
師免許がある方
募集人員 ①3名 ②若干名
所 申 子ども育成課 〒067-8674 高砂町6 ☎381-1030

学校業務主事（非常勤職員）
応募方法は 1/23 ㈪から応募先と市役所大麻出張所で配布す
る申込書に必要事項を記入し、2/3 ㈮までに郵送（必着）か持参。

業務内容 印刷業務（印刷・丁合・裁断・製本）
、
来客湯茶接待、
電話対応、
消耗品などの在庫管理、職員室・校長室・印刷室・ト
イレの清掃ほか
任用期間 4/1 ～ H30/3/31 ※１年更新の予定
勤務時間 週 5 日
（週 20 時間または週 27 時間）
※勤務の始業・
終業時間は学校および曜日により異なる
勤務場所 市内市立小中学校
報酬 時給 845 円
応募資格 次の条件を満たし、4/1 から勤務可能な方
○学校教育法による高等学校以上を卒業または卒業見込みの方

…ファクス

市立病院

￥ …料金

…E メール

…ホームページ

診療放射線技師（正職員）

給料 17 万 5,400 円～ ※免許取得後
応募資格 S62/4/2 以降生まれで、診療放射線技師の有資格
者、または平成 29 年 3 月卒業見込みで診療放射線技師の資格
を取得見込みの方
試験日 1/25 ㈬
応募方法 試験日の 5 日前までに必要書類など（市立病院で配
布、市立病院ホームページからも入手可）を提出
申 市立病院管理課総務係 〒067-8585 若草町6
☎382-5151

市立病院

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

非常勤職員

①看護師・准看護師・助産師（外来・病棟勤務）
②看護師（救急診療室勤務）
③看護助手
④診療放射線技師
⑤臨床検査技師

給料 ①時給：看護師1,390円～、准看護師1,290円～、助産師
1,460円～
②日給2万3,230円～
（17:00〜翌8:30の勤務）
③時給：外来900円、
一般病棟950円、精神病棟960円

④⑤月給23万6,300円
応募資格 ①②④⑤有資格者
③資格要件なし
その他 ①③は短時間勤務など応相談
試験日 応募次第随時
応募方法 ①②④⑤履歴書と資格免許の写しを提出
③履歴書を提出
申 市立病院管理課総務係 〒067-8585 若草町6
☎382-5151
http://www.ebetsu-hospital.jp/

○市内の勤務場所に勤務可能な方
○就業経験が 1 年以上ある方
募集人員 若干名
試験日 2/17 ㈮～ 19 ㈰予定
選考方法 個別面接。応募者多数時は、事前に書類選考を行
う場合あり
申 市教委総務課 〒067-0074 高砂町24-6 ☎381-1057

2017.1

広報えべつ

犬の散歩時はリード（2m以内）を付け、フンは持ち帰るようにしましょう。雪の下に放置しないよう注意をお願いします。
（市民生活課生活衛生係）

保育士・調理員（①臨時・②非常勤職員）

対 …対象・定員
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江別市職員（臨時・非常勤職員）を募集します
猫のフン・尿で困っている人が増えています。猫は室内で飼い、野良猫にエサを与えるのであれば責任を持って飼いましょう。
（市民生活課生活衛生係）
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事務・業務補助員（①臨時的任用職員・②非常勤職員）
応募方法は 1/17 ㈫～ 31 ㈫に必要事項を記入した申込書と

通常はがきを郵送（必着）か持参。応募資格を満たしている身
体に障がいのある方も応募できます。
業務内容 窓口応対、パソコンなどによる文書作成、集計作業その
他の補助業務。業務内容および勤務場所は配属先ごとに定めます

任用期間 ①H29/４/１～9/30 ※更新の可能性あり
②H29/４/１～H30/3/31 ※更新の可能性あり
報酬等 ①日額6,170円～6,280円 ※H28/４/１現在
②月額147,200円 ※H28/4/1現在
勤務時間 ①臨時的任用職員 週５日勤務（8：45〜17：15）

②非常勤職員 週29時間勤務
※配置先により一部異なる場合あり
応募資格 ◯学校教育法による高等学校以上を卒業または卒
業見込みの方
◯市内の勤務場所に通勤できる方
◯パソコンを使用して文書作成や表計算作業ができる方
◯非常勤職員を希望する場合には、就業経験が 3 年以上ある方。
ただし、
次に該当する場合は就業経験対象外
・在学中のパート・アルバイトなど
・勤務時間が1日6時間未満のもの
・3か月未満の短期のパート・アルバイトなど

募集人員 ①30人程度
②15人程度
※このほか年度途中の採用候補者として30人程度登録
選考方法 2/14㈫または15㈬に個別面接。
応募者多数の場合
は事前に書類選考を行う場合あり
申込書配布 1/17 ㈫から職員課、市役所大麻出張所、ハロー
ワーク江別（4 条 1 丁目）で配布。市ホームページからも入手可
申 職員課 〒067-8674 高砂町6 ☎381-1007

就職につながる 資 格 を取得
子育て支援員研修

子育て支援員研修（地域型保育）を修了すると、地域
型保育施設などで保育に従事できます。申込先で配布
する申込用紙を 1/20 ㈮までに郵送（必着）
か持参。ホー
ムページからも入手可。
日 講義 2/14 ㈫・21 ㈫・25 ㈯、3/3 ㈮、実習 2/15 ㈬〜 3/2
㈭の期間内で 2 日（日時は後日お知らせ） ￥ 無料
対 20 〜 60 歳の心身ともに健全な方、
先着 20 名程度
申 子ども育成課 ☎ 381-1030

広報えべつ

2017.1

江別市内小中学校（非常勤職員）
応募は 1/31 ㈫までに申込先、市役所大麻出張所で配布の申

込書（市ホームページからも入手可）を郵送（必着）か持参。
業務内容 ①特別支援学級での児童生徒の生活介助（移動、食
事、
排せつ、
着替えなど）

②通常学級での特別支援に関する教諭の補助（個別学習・生活
支援など）

任用期間 4/1 ～ H30/3/31 ※ 1 年ごとの更新
勤務場所 市内小中学校
報酬 時給 1,214 円（予定）
応募資格 いずれかの資格があり、
市内勤務校に通勤可能な方
①介護職員初任者研修、介護職員実務者研修の修了者または幼
稚園・小学校・中学校・特別支援学校教諭免許、保育士免許
がある方
②小学校・中学校・特別支援学校教諭免許がある方
勤務時間 週 5 日以内勤務（①週 29 時間以内 ②週 19 時間以
内）※勤務時間は学校および曜日により異なる
選考方法 2 月中旬に個別面接（別途連絡）※事前に書類選考
を実施する場合あり
申 教育支援課 〒067-0074 高砂町24-6 ☎381-1409

調理補助員・学校給食配膳員（非常勤職員）
応募は 1/27 ㈮までに市販の履歴書（顔写真付き）を郵送（必
着）か持参。希望職種を忘れずに記載してください。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。
履歴書は返却不可。 ※勤務は 4 月より
募集人員 ①給食センター調理場調理補助員（第二種）若干名
②給食センター調理場代替調理補助員（第一種）若干名
③給食センター対雁調理場調理補助員（第二種）若干名
④給食センター対雁調理場代替調理補助員（第一種）若干名
⑤学校給食配膳員（第二種）若干名
⑥学校給食代替配膳員（第一種）若干名
報酬等 ※平成 28 年度の単価
①③日給 5,780 円
②④時給 810 円
⑤⑥時給 795 円
応募資格 ①③給食センターなどでの調理業務の経験がある方
⑤学校給食配膳業務の経験がある方 ※②④⑥は経験不問
申 給食センター業務係 〒069-0805 元野幌741-2
☎382-5188または☎887-8992

