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試験日　第１次試験　 7 月２２日㈰

試験場所　市防災センター

試験内容　教養試験、専門試験（土木技術員と保健師のみ）
　　　　　一般性格診断検査、職場適応性検査
　　　　　※詳しい内容は市ホームページで公開しています

申込方法　
申込書に必要書類を添えて担当窓口に提出するか、郵送してください。
申込書は、担当窓口に備え置いているほか、市ホームページからも

ダウンロードできます。
※郵送する場合は「簡易書留」にしてください

郵送先　〒0５２－00２４　北海道伊達市鹿島町２0番地 １
　　　　伊達市役所職員法制課職員係あて

平成31年度採用
伊達市職員を
募集します
問　職員法制課職員係（市役所 2階☎23－3331 内線252～ 254

：shokuin@city.date.hokkaido.jp）

前期日程

平成３0年度の伊達市職員採用試験（前期日程）を次のとおり行います。

職種区分 採用予定人数 受験資格

一般事務員Ａ

４ 人程度

学校教育法による大学の卒業者（平成３１年 ３ 月卒業見込者を含む）
で、平成元年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方

一般事務員Ｂ
学校教育法による短期大学・高等専門学校・専修学校（修学年限
２ 年以上の専門課程に限る）の卒業者（平成３１年 ３ 月卒業見込者
を含む）で、平成 ３ 年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方

一般事務員Ｄ

後期日程とあわせて
各 ２ 人程度

学校教育法による高等学校以上の卒業者（平成３１年 ３ 月卒業見込
者は後期のみ受験可）で、次の要件すべてにあてはまる方
⃝昭和５４年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方
⃝身体障害者手帳の交付を受けている方
⃝自力で通勤・職務の遂行ができる方
⃝活字印刷文の出題と口頭での面接試験に対応が可能な方

土木技術員

学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（修
学年限 ２ 年以上の専門課程に限る）のうち、土木技術の専門課程
の卒業者（平成３１年 ３ 月卒業見込者を含む）で、平成元年 ４ 月 ２
日以降に生まれた方

保健師 保健師の資格を持ち（平成３１年春までに取得見込みの方を含む）、
平成元年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方

６月１日㈮～14日㈭
受付期間

※郵送の場合、 6月14日までの消印有効
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№ 講　座　名 主　な　内　容 担　当
１ わかりやすい市民参加条例 市民参加条例の概要、市民参加の対象と参加の方法

企画課
２ 伊達市の統計 データからみるわがまちのすがた
３ 第六次伊達市総合計画 第六次伊達市総合計画の概要
４ 心の伊達市民制度 制度の概要と取り組みの状況
５ 伊達市の広報 広報紙の必要性や完成までの流れ、伊達市広報用 DVD
6 伊達市の財政 財政のしくみ、財政状況 財政課
7 税の基礎知識 暮らしと税 税務課
8 地域の防災 災害の種類と特徴・対策 総務課９ 交通安全講座 交通安全に関する教育・啓発
１0 情報公開制度の概要 情報公開制度 職員法制課１１ 市役所はこんな仕事をやっています 市役所の組織、各部・課の仕事内容
１２ 消費生活講座 消費問題全般に関すること

市民課１３ あなたの国民年金 国民年金制度の説明
１４ マイナンバー制度 マイナンバー制度の概要、通知カード・マイナンバーカード
１５ 障がいのサポートいろいろ 各種障がい者施策と障がい福祉サービス 社会福祉課
１6 高齢者福祉サービス 高齢者のための福祉サービスの紹介

高齢福祉課
１7 介護保険制度 介護保険制度のしくみ
１8 高齢期の健康づくり 介護予防総論、足指力計測、認知症予防
１９ いきいき百歳体操 いきいき百歳体操の紹介・実践（３0分程度）
２0 これからの地域づくり 高齢者の現状、これからの高齢者の生活支援や介護予防
２１ 国民健康保険制度 国保税の決め方、国保の給付（高額療養費など）、特定健康診査 保険医療課２２ 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度

２３ 大丈夫？あなたの生活習慣
健康寿命を延ばそう！ 健康寿命とは、市民の医療状況と健康、健康寿命を延ばすために

健康推進課

２４ 大丈夫？あなたの生活習慣
知って防ごう！高血圧 市民の健康状態、高血圧はなぜ悪い？、減塩の工夫と血圧の正しい測定方法

２５ 大丈夫？あなたの生活習慣
知って防ごう！糖尿病 市民の健康状態、糖尿病はなぜ悪い？、糖尿病を予防・改善する生活習慣

２6 小学生の保護者対象
思春期講座 思春期の特徴、性の現状、家庭での性教育

２7 知って役立つ子育て情報 だだこねの対応と関わり方、家庭内の事故防止、生活習慣と発育発達
２8 がんを知り、検診を受けよう！ 市のがんの現状、がんの種類と特徴、がん予防、検診の受け方
２９ ベジ・ファースト始めよう！ ベジ・ファーストとは、食べ方のルール、野菜を増やすコツ

３0 親子で食育講座
楽しく食べて元気な子どもに 必ず食べよう朝ご飯、バランス良く食べるためには、家族そろって楽しい食事

３１ 伊達市の農業 現状と振興策 農務課
３２ 伊達市の森林 現状と振興策 水産林務課３３ 伊達市の漁業 水産物の水揚げ状況と水産資源の増養殖
３４ 伊達市の観光 市内の観光施設や体験プログラム 商工観光課３５ 伊達市の商工業 商工業の現状や地場産業の振興
３6 伊達市の環境 市環境白書 環境衛生課３7 ごみの減量化とリサイクル運動の推進 ごみの減量化とリサイクル運動の必要性を考える
３8 道路・河川の現状と概要 道路・河川の現状 建設課
３９ みんなで育てよう公園と緑 公園・緑の現状と今後の取り組み

都市住宅課４0 伊達市の都市計画 都市計画区域と用途地域、道路・公園・下水道
４１ 市営住宅 市営住宅に関する内容全般
４２ 住宅建築 建築する際の手続きなど
４３ 伊達市の下水道 下水道計画の概要・仕組み、使用料・受益者負担制度の内容 下水道課
４４ 伊達市の水道 水道の仕組み 水道課
４５ 大滝区の活性化 市大滝区活性化促進条例 大滝総合支所
４6 伊達市の学校教育 学校教育全般 学校教育課
４7 伊達市の青少年健全育成 青少年健全育成の現状

生涯学習課４8 伊達市の生涯学習事業 市が実施している生涯学習に関する事業
４９ 縄文出前講座 縄文文化の重要性
５0 歴史・文化出前講座 開拓の歴史、武家文化財、建造物、博物館
５１ 伊達市の図書館 図書館事業と利用方法 図書館
５２ 伊達市の議会 議会の仕組み 議会事務局
５３ 農地の転用 農地転用許可制度 農業委員会事務局
５４ 防火教室 市民の防火・防災意識を高めるための講話、防火防災ビデオの観賞、消火器を使用した消火体験 伊達消防署５５ 応急手当 ケガをしたときの応急手当や救急車の呼び方など

「宅配講座」を利用しませんか

問　生涯学習課社会教育係（第 2 庁舎☎23－3331 内線509・512・557）

　「宅配講座」とは、ご要望に応じて市職員が市内の開催会場に出向き、市の仕事を学習メニューとして行う講座
のことです。メニューにない講座も可能な限りご要望にお応えします。 

―申込希望の方は必ずお読みください―
　申し込みは、 5 人以上であれば自治会・団体に限りません。実施希望日の 3 週間前までにお申し込みください。
　講座は、平日の午前 9 時から午後 5 時までの間に開催します。
　開催場所の確保や司会進行は、申し込んだグループが行ってください。   


