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　　　　 江別市職員採用試験
令和 3 年度

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況など

によっては、採用試験の日程や内容などを変

更する場合があります。

　変更などを決定した場合は、市ホームペー

ジでお知らせしますので、必ず最新

の情報を確認してください。

■ 試験案内の配布

職 種 区  分
　応　募　資　格　

（各区分とも要件をすべて満たす方）

試験案内の

配布開始日
申込期間 一次（学科）試験

一般
事務職

社会人
の部

● 高等学校を卒業（見込み含む）した　    
　 方で、昭和 57 年 4 月 2 日から平成 4 
   年 4 月 1 日までに生まれた方

● 採用後、江別市内に居住可能な方

5月 21 日㈮
5月 24 日㈪

6月 11 日㈮

【試験】
SPI3
( テストセンター方式 )
【受験期間】
7月 9日㈮～ 7月 30 日㈮

身体障
がい者
の部

● 高等学校を卒業した方（※）で、昭和
  57 年 4 月 2 日以降に生まれた方

● 身体障害者手帳（1～ 6級）の交付を
　 受けている方

● 活字印刷文による出題、口頭による 
　 面接試験に対応できる方

● 採用後、江別市内に居住が可能な方

5月 7日㈮

5月 7日㈮

5月 21 日㈮

【試験】

教養試験（筆記）など

【試験日】
6月 27 日㈰
※市民会館で実施

※ 身体障がい者の部の採用試験は、年 2回実施します。

※ 身体障がい者の部について、今年度末に高等学校を卒業する見込みの方は、第 2回試験を受験してください。

　試験案内と申込書は、本庁舎 2 階職員課、大麻出張所、水道庁舎証明交付窓口で配布するほか、市ホームページからも

入手できます。

職 種 申込開始時期（予定） 　一次（学科）試験実施時期（予定）

一般事務職（大学の部） 令和 3年 7月上旬 令和 3年 8月

一般事務職（身体障がい者の部）※第 2回試験

令和 3年 8月上旬 令和 3年 9月

土木技術職

電気技術職

機械技術職

消防職

保育士

詳  職員課　☎ 381-1007細

※ 各職種における受験資格などの詳細は、申し込み開始時期と同時期から配布予定の試験案内にてお知らせします。

※ 採用試験を実施する職種や試験日程は、今後の事業計画などにより変更する場合があります。

江別市職員採用試験 今後の予定

■ 申込方法
　申込書の提出および「Web 申込み」の両方が必要です。申込方法の詳細については、必ず試験案内で確認してください。

～

～
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日　　時　第 1回　5月 23 日㈰　受付 9：00 ～

　　　　　第 2回　6月 5日㈯　 受付 9：00 ～

会　　場　飛烏山公園グリーンボール場

対　　象　小学生以上

料　　金　無料

申込方法　事前申込不要。当日、会場にて受付。

登山の初心者やこれから登山を始めたい人を対象とした

教室です。事前に登山の基礎知識を学ぶ座学もあります。

※小学生は保護者同伴、中・高生は保護者の許可が必要

日　　時　事前研修会　6月 15 日㈫　19：00 ～

　　　　　※事前研修会は東野幌体育館で行います

　　　　　登山日　6 月 26 日㈯　市民体育館 5：30 出発

会　　場　ニセコイワオヌプリ（ニセコ町）  標高 1,116m

対　　象　小学生以上（定員 30 名、超過の場合は抽選）

料　　金　高校生以上：4,200 円　小中学生：2,100 円

申込方法　6/6 ㈰～6/8 ㈫に市民体育館へ直接申し込み。

登山教室

江別市スポーツ振興財団 ☎ 384-5001

EVENT & NEWS

江別市スポーツ振興財団　☎ 384-5001

第1回・第 2回

グリーンボール講習会

江別発祥のスポーツ、グリーンボールの講習会を開催し

ます。地元生まれのスポーツを体験してみませんか。用

具は会場にて無料で貸し出します。※雨天中止

自然ふれあい交流館普及啓発員と一緒に野幌森林公園を

散策し、木々や草花を観察します。

初めての自然散歩講座

～深緑の森の木々と草花～

 大麻公民館 ☎ 387-3315

日　　時　5 月 26 日㈬　10：00 ～ 12：00

会　　場　野幌森林公園大沢口

　　　　　～エゾユズリハコース ※ 3km

定　　員　先着 10 名

料　　金　200 円（当日持参・小学生以下無料）

持 ち 物　筆記用具、雨具、マスク着用

申込方法　5 月 12 日㈬ 9:30 から大麻公民館

　　　　　（☎ 387-3315）へ電話で申し込み。

EVENT

令和 2 年度以降に寄贈された小森 忍の作品約 20 点を展

示し、その生涯と功績を辿ります。

詳細  セラミックアートセンター

      ☎ 385-1004

小森 忍　新収蔵品展

日　　時　5 月 11日㈫　～　6月 20日㈰ ※月曜日は休館日

　　　　　9：30　～　17：00（最終入場は 16：30）

会　　場　セラミックアートセンター 小森忍記念室

　　　　　5月 8日㈯～9日㈰の間、小森忍記念室は閉室

料　　金　高校生以上　300 円（240 円）

　　　　　小中学生　　150 円（120 円）

　　　　　身障者手帳受給者は無料

　　　　　※（ ）内は 20 名以上の団体料金

EVENT

EVENTEVENT
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