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問　職員法制課職員係（市役所 2階　 82－3163､ 　 23－3331内線342・343）

会計年度任用職員を
募集します

令和２年度

試験日（予定）　 2月 ７日㈮
任用期間　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日
提出書類
　⃝伊達市会計年度任用職員（月額）任用試験申込書
　⃝�各職種の応募要件に記載している免許証や資格などがわかる書
類のコピー

　※�申込書は、職員法制課職員係・大滝総合支所窓口に備え置いて
いるほか、市ホームページからもダウンロードできます

申込先
　⃝持参：職員法制課職員係か大滝総合支所
　⃝郵送：〒052－0024　北海道伊達市鹿島町20－ 1
　　　　　伊達市役所職員法制課職員係あて
申込期限　 1月24日㈮

任用期間　採用を希望する課が示した期間
提出書類
　⃝�伊達市会計年度任用職員（日額・時間額）任用試験申込書
　⃝�各職種の応募要件に記載している免許証や資格などがわかる書
類のコピー

　※�申込書は、各担当課・職員法制課職員係・大滝総合支所窓口に
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

申込先
　⃝持参：各担当窓口か大滝総合支所
　⃝郵送：〒052－0024　北海道伊達市鹿島町20－ 1
　　　　　伊達市役所職員法制課職員係あて
申込期限　❶❷❸❹❺： 1月31日㈮
　　　　　　　　　❻： 2月21日㈮
申込書有効期限　令和 3年 3月31日

注意事項
　⃝勤務できる時間帯が限られる場合などは、申込時にご相談ください。
　⃝申込後に任用を希望しなくなったときや申込書の記載事項に変更があるときは、担当に連絡してください。

月額の会計年度任用職員

日額・時間額の会計年度任用職員

募集職種　※どの職種も昭和30年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方　
職種 募集人数 応募要件 勤務場所

交通安全
専任指導員 1人 交通安全指導に必要な見識と熱意をお持ちの方 総務課自治振興係

（長和地区の小学校通学路など）

介護認定
調査員 2人

次のどれかの資格・経験などをお持ちの方
　保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・福祉士（介護・
精神保健）・栄養士（管理栄養士含む）・介護支援専門員・介護保険施設（介護老人福祉
施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）の生活相談員経験者・ホー
ムヘルパー 2級以上の資格を持ち介護職員として 3年以上の経験をお持ちの方

高齢福祉課介護保険係

運転手
（兼用務員） 2人 ⃝大型自動車運転免許（第一種）をお持ちの方

⃝大型自動車の運転業務経験をお持ちの方
学校教育課企画総務係
（市内小中学校）

学芸員 1人 博物館法で定める学芸員の資格をお持ちの方 だて歴史文化ミュージアム

療育指導員 1人 次のどれかの資格・免許をお持ちの方
　保育士の資格、幼稚園・小学校・中学校の教員免許

教育委員会指導室
（伊達小学校）

募集職種　※どの職種も昭和２5年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方
職種 応募要件 申込・問い合わせ先

❶ ⃝放課後児童支援員
⃝放課後児童支援助手

放課後児童支援員：�放課後児童支援員認定資格研修修了証をお持ち
の方

生涯学習課社会教育係�
（第 2庁舎 82－3299、 23－3331�内線７43・７44）

勤務場所：市内放課後児童クラブ各所

❷
⃝保育士
⃝保育助手
⃝看護師
⃝保育所調理員

保育士：保育士の資格をお持ちの方
看護師：看護師の免許をお持ちの方
保育助手・保育所調理員：資格・免許の有無は問いません

子育て支援課保育係
（市役所 1階⑥番窓口 82－3194、 23－3331�内線265～26７）

勤務場所：市内公立保育所各所

❸
⃝保健師
⃝栄養士
⃝管理栄養士

保健師：保健師の免許をお持ちの方
栄養士：栄養士の免許をお持ちの方
管理栄養士：管理栄養士の免許をお持ちの方

健康推進課母子保健係
（保健センター 82－3198、 23－3331�内線606・60７）

勤務場所：健康推進課内

❹ 営繕作業員 普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）をお持ちの方
都市住宅課住宅管理係

（市役所 3階 82－3294、 23－3331�内線434・435）
勤務場所：都市住宅課内

❺ ⃝学校用務員
⃝介護員 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方

学校教育課企画総務係
（第 2庁舎 82－3298、 23－3331�内線７12）

勤務場所：市内小中学校

❻ 事務補助員 ―
職員法制課職員係

（市役所 2階 82－3163、 23－3331�内線342・343）
勤務場所：任用を希望する各課
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介護予防グループ活動に
　　　　　　　　参加しませんか

問　高齢福祉課高齢者福祉係（市役所 1階⑤番窓口　 82－3196､ 　 23－3331内線257～259）

ひなげしの会
内容：�介護予防に関する講話、新年会や交

流会、ゲームなど
場所：元町会館
日時：毎週木曜日　午後 1時～ 4時
会員数：約50人
連絡先：阿部和博さん（☎23－1133）

さくらの会
内容：�健康づくりのための健康体操や認知

症予防の脳トレゲームなど
場所：伊達紋別駅南集会所
日時：第 1・第 3金曜日　午後 1時～ 3時
会員数：約20人
連絡先：森瑛さん（☎25－1406）

おさる元気の会
内容：�健康カラオケのほか、いきいき百歳

体操やレクゲームなど
場所：ふれあい館
日時：第 2・第 4火曜日　午前10時～正午
会員数：約60人
連絡先：仲島輝夫さん（☎25－4849）

いきいき茶ろん
内容：�会員は全員女性で介護予防や手芸、

壁画教室やお茶会など
場所：市民活動センター
日時：月 2回　午後 1時30分～ 3時30分
会員数：約20人
連絡先：徳成俊美さん（☎23－6111）

リフレの郷
内容：�いきいき百歳体操や介護・認知症予

防のための講座・脳トレゲームなど
場所：旭町地域交流館（旭町児童館）
日時：第 2・第 4金曜日　午前10時～正午
会員数：約60人
連絡先：吉野英雄さん（☎090－3899－3529）

有珠地区社会福祉協議会
内容：�介護予防や健康づくりのための室内

レクゲーム、お茶会など
場所：白鳥館
日時：月 1回（11月～ 3月のみ活動）
会員数：約７0人
連絡先：神山勝治さん（☎080－189７－8655）

グリーンクラブ
内容：�介護予防に関する講話や体操、季節

行事など
場所：みどり会館（南稀府町：みどり団地）
日時：第 1・第 3木曜日　午後 1時～ 3時
会員数：約20人
連絡先：板倉礼子さん（☎24－3525）

仲良しクラブＴＯＮ珍ＫＡＮ
内容：�介護予防教室、健康づくりとしてパー

クゴルフや室内ゲームなど
場所：白鳥館
日時：月 3回以上
会員数：約20人
連絡先：荒木和之さん（☎38－6433）

すみれ会
内容：�いきいき百歳体操や軽スポーツ、脳

トレなど
場所：にれの木集会所
日時：第 1・第 3水曜日　午前10時～午後 0時30分
会員数：約60人
連絡先：古川竹哉さん（☎080－9619－0826）

ほっとサロン
内容：�ノルディックウォーキングやパーク

ゴルフ、小物づくりなど
場所：南稀府会館
日時：第 2・第 4水・土曜日　午後 1時～ 3時
会員数：約20人
連絡先：二井田亮子さん（☎24－2７06）

さわやかサロン
内容：�健康維持増進のための健康チェックや

健康講座、軽体操やレクゲームなど
場所：市民活動センター
日時：第 1・第 3水曜日　午前10時～正午
会員数：約40人
連絡先：原義衛さん（☎23－1519）

元気アップ
内容：�いきいき百歳体操や室内レクゲーム、

認知症予防講座など
場所：宮前会館
日時：第 2・第 4木曜日　午前10時～正午
会員数：約40人
連絡先：渡邊達也さん（☎25－5355）

みはらし健明会
内容：�体力づくりや認知症予防をメインに

独自の体操や脳トレゲームなど
場所：みはらし会館
日時：毎週水曜日　午前10時～正午
会員数：約50人
連絡先：本田一智さん（☎23－5991）

東地区みらい健康会
内容：�体力づくりの体操や介護・認知症予

防のための講座やゲームなど
場所：みらい館
日時：第 1・第 3月曜日　午前10時～正午
会員数：約60人
連絡先：松本達夫さん（☎21－2123）

黄金地区社会福祉協議会
内容：�軽スポーツや創作、ヨガ、健康相談

など
場所：はまなす館
日時：第 3月曜日　午前 9時30分～午後 0時30分
会員数：約60人
連絡先：錦織博幸さん（☎090－8７06－803７）

山下虹の会
内容：�健康体操や認知症予防、ノルディックウォー

キングや救急救命講座、体力測定など
場所：市営駅前団地 1号棟　集会室・多目的室
日時：第 2・第 4金曜日　午後 1時30分～ 3時30分
会員数：約40人
連絡先：結城正人さん（☎23－1７39）

ももとせクラブ
内容：�介護予防や健康づくりのための室内

レクゲーム、いきいき百歳体操など
場所：サポートセンターひまわり
日時：月 2回（隔週月曜日）午前10時～正午
会員数：約40人
連絡先：河原好男さん（☎82－4644）

すこやかクラブ
内容：�いきいき百歳体操や室内レクゲーム、

脳トレなど
場所：宮前会館
日時：第 1・第 3水曜日　午前10時～11時30分
会員数：約20人
連絡先：馬場一憲さん（☎23－4306）

　いつまでも元気で生き生きと楽しみながら過ごせるよう、市内18のボランティアグループなどが、介護予防を中心に活動しています。
　おおむね65歳以上の方を対象に、今注目の「いきいき百歳体操」やレクゲームなどを使った軽運動で、参加者が楽しめる内容に
なっています。地域のふれあい交流の場にもなっているので、「体を動かしたい｣｢友達がほしい」という方はぜひご参加ください。
　また、自身で介護予防グループを立ち上げたい方は、担当にご連絡ください。


