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■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 2 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

幼稚園・小中学校非常勤職員募集

教育委員会教育総務課

　市内の幼稚園・小中学校非常勤職員

を募集します。

職種　小中学校栄養士小中学校業

務員小中学校給食調理員高倉小学

校給食補助員鹿島台第一幼稚園業務

員（給食補助業務あり）

雇用期間　4 月 1 日～平成 24 年 3 月

31日

勤務時間　 8 時～ 17時 15分のう

ち7時間（週5日） 7時～17時 15

分のうち 7時間（週 5日） 8 時 10

分～ 16 時 10 分（週 5 日） 11 時

10 分～ 14 時 10 分（週 5 日） 11

時 30分～17時（週5日）

対象　市内在住の自家用車で通勤可能

な 4月 1日現在 60歳未満の人

報酬　月額181,100円月額139,500円

時給 890 円

定員　～いずれも若干名

申込　2 月 15 日まで市販の履歴書

（写真貼付）に必要事項と希望職種

を記入し、教育委員会教育総務課

（〒 989-6492　岩出山字船場 21）へ

持参または郵送（2 月 15 日必着）。

栄養士は資格証の写しを提出。

問　教育委員会教育総務課　72-5032

社会教育指導員募集

教育委員会生涯学習課

　社会教育の振興のため、社会教育指

導員を募集します。

雇用期間　4 月 1 日～平成 24 年 3 月

31日

勤務時間　1日 7時間（週 3日）

内容　社会教育の振興を図るための指

導・助言、社会教育事業の企画・運営、

生涯学習に関する情報提供業務など

対象　市内在住で、心身ともに健康で

社会教育に関する学識や活動経験のあ

る人

報酬　時給 1,400 円

定員　若干名

申込　2 月 15 日まで、市販の履歴

書（写真貼付）に必要事項（社会教育

関係の職歴・活動歴を含む）を記入し、

レポートを添えて教育委員会生涯学習

課（〒 989-6492　岩出山字船場 21）

へ持参または郵送（2月 15日必着）

※レポートは、4 つのテーマから 1 つ

　を選び、600 字程度で作成すること

　学校教育と社会教育の連携ス

　ポーツ・文化活動の推進と継承産

　業・福祉の技術継承と生涯学習のかか

　わり（職業教育・職場体験）自然と

　社会経済の融和による新分野創出

選考方法　書類審査・面接

問　教育委員会生涯学習課　72-5035

介護認定調査員募集

高齢介護課

　介護認定調査員を募集します。

雇用期間　4 月 1 日～平成 24 年 3 月

31日

内容　介護認定申請者に対し、訪問に

よる介護認定調査を行います。

対象　昭和 26 年 4 月 2 日以降に生ま

れ、准看護師や介護福祉士などの法定

資格取得者で、介護支援専門員実務研

修を受講したことがある、普通自動車

免許を取得している人

報酬　月額 223,300 円

定員　若干名

申込　2 月 15 日まで所定の申込書

に必要事項を記入し、高齢介護課

（〒 989-6188　古川七日町 1-1）へ持

参または郵送（2月 15日必着）。応

募用紙、募集要項を郵送で希望する場

合は、返信用封筒（A4 判にあて先を

明記し、120 円切手を貼付）を同封し、

高齢介護課まで請求してください。

試験日　3月 8日

問　高齢介護課介護審査係　23-6125

職業訓練生募集

大崎地域高等職業訓練校

　大崎地域高等職業訓練校では、訓練

生を募集しています。

募集学科　木造建築科（建築大工）

塑性加工科（建築板金）

内容　建築関係の事業所で働く技術者

に必要な専門的知識や技術の習得など

対象　次のどちらかに該当する人

 3 月に中学校または高校を卒業し

就職が内定した、大工、板金の技能者

を希望する人事業所で働いている人

訓練期間　4月から 3年間

授業料　月額6,300円（入校金15,000円）

授業日数　月約 4 回（週 1 回）、昼間

の授業

定員　各学科 10人

申込　入学願書に必要事項を記入して

申し込み

その他　訓練校修了時、学科および実

技試験に合格すると技能士補の資格が

与えられ、技能検定 2 級の学科試験

が免除されます。

※詳しくは、お問い合わせください。

問　大崎地域高等職業訓練校　22-1509

　観光ボランティアガイド
　第 2 期育成受講生募集

大崎市古川観光物産協会

　古川地域の史跡や名勝を案内した

り、新しい古川地域の観光スポットを

探すために協力してくれる人を募集し

ます。

対象　人と話すことが好きで、講習会

に参加できる人

定員　10人（先着順）

問　大崎市古川観光物産協会（JR 古川

　　駅総合観光案内所内）　 24-0062

　加護坊山千本桜てんぐ巣病
　枝処理作業ボランティア募集

田尻総合支所産業建設課

　加護坊山千本桜をてんぐ巣病から守

るため、剪定した後の枝処理作業を手

伝ってくれる、ボランティアを募集し

ます。

日時　2月 16日　9時～ 12時

集合場所　加護坊山第 1駐車場

内容　桜の枝処理・運搬作業

持ち物　軍手、なた、のこぎりなど

申込　2月 10日まで電話で申し込み

問　加護坊さくらの会事務局（田尻総

　　合支所産業建設課）　 39-1115

大崎市こだわり農産物 PR 推進事業

産業政策課

　市では、こだわりを持って生産され

た米を本市のおすすめ品として PR す

る「大崎市こだわり農産物 PR 推進事

業」を行っています。PR する平成 23

年産のお米の申請を受け付けます。

申請期間　2月 1日～ 3月 22日

申請資格　市内在住の個人または市内

に事業所がある事業者

対象　有機農産物の日本農林規格（有

機 JAS）、みやぎの環境にやさしい農

産物認証・表示制度、JA による環境

保全米などの市内でこだわりを持って

生産された米

申請書類　申請書（産業政策課で配

布）、各種認証などの書類の写し

問　産業政策課企画調整係　23-2281

公民館利用団体の皆さんへ
～社会教育関係団体登録申請手続き～  

中央公民館

　社会教育などの事業で公民館を利用

する場合、登録申請により使用料の減

免が受けられます。

　現在、社会教育関係団体登録をして

いる団体の認定期限は 3 月 31 日まで

です。引き続き利用する場合は、あら

ためて登録申請が必要となります。

登録方法　2月 28日まで各公民館お

よび地区公民館に備え付けの申請書に

必要事項を記入して申請してください。

※詳しくは、最寄りの公民館にお問い

　合わせください。

問　中央公民館　 22-3001

　　または各地域の公民館

　宝くじ助成事業で
　明るい地域づくりを実施  

まちづくり推進課

　自治総合センターの平成 22 年度

コミュニティ助成を受け、古川西部コ

ミュニティ推進協議会は、活動の拠点

となる施設へエアコンや音響設備を設

置しました。田尻地域の北又自治振興

会、北牧目自治振興会は、簡易ステー

ジや視聴覚機器など地域活動に必要な

備品の整備を行いました。

　この事業では、全国自治宝くじの受

託事業収入を財源として、地域の健全

な発展を図るとともに、自治宝くじの

普及広報活動を展開しています。

問　まちづくり推進課　 23-5069

4 月から水道料金の
取扱窓口が変わります  

水道部給水課

　４月１日から「大崎市水道お客様セ

ンター」がリオーネふるかわ 1 階に

開設し、引っ越しや契約変更、料金や

漏水修繕などの水道に関する申し込み

や問い合わせを、総合的に一つの窓口

で取り扱います。

　お客様センターの開設に伴い、水道

部給水課、本庁会計課、各総合支所で

の水道料金の取り扱いは廃止します。

　なお、水道料金の支払いは、便利な

口座振替、金融機関窓口、コンビニエ

ンスストアをご利用ください。

営業時間　8時 30分～ 18時

※詳しくは、お客様センターの開設準

備が整い次第お知らせします。

問　水道部給水課業務係　 24-1111

　公共下水道全体計画区域
　変更に伴う説明会

下水道課

　平成 23 年度に予定している「公共

下水道全体計画区域の変更」の内容（今

後の水洗化のすすめ方、浄化槽事業な

ど）について、説明会を開催します。

対象地域　三本木、松山、鹿島台、岩

出山

開催時間　各会場 19時～

問　下水道課管路整備係　 52-5842

JR 沿線にお住まいの皆さんへ

東日本旅客鉄道㈱

　列車の安全運転および適正な管理の

ため、除草剤を散布しますので、沿線

にお住まいの皆さんのご理解とご協力

をお願いします。

期間　2月 28日まで

散布時間　夜 10時～翌朝 5時

散布場所　東北本線・陸羽東線（小牛

田保線技術センター管内全域）

問　東日本旅客鉄道㈱小牛田保線技術

　　センター　 33-3232

緊急雇用対策・非常勤職員募集

人事課

　市の緊急雇用対策として、非常勤職

員を募集します。

雇用期間　4 月 1 日～ 9 月 30 日（延

長もあり、最長 1年の雇用）

対象　本人または保護者が市内在住で、

平成 23 年 3 月に高校卒業見込みであ

り、在学する学校長の推薦がある人

報酬　月額 112,100 円

募集人員　20人程度

申込　2 月 8 日まで、所定の受験申

込書および履歴書（全国高等学校統一

用紙）に必要事項を記入し、学校長を

経由して人事課人事係（〒 989-6188

古川七日町 1-1）へ持参または郵送（2

月 8日必着）

試験日　2月 20日

試験会場　大崎市役所

試験内容　作文試験および面接

※詳しくは、お問い合わせください。

問　人事課人事係　 23-2119

交通指導員（非常勤職員）募集

防災安全課

雇用期間　4 月 1 日～平成 24 年 3 月

31日（継続雇用もあり）

勤務時間　9 時～ 17 時のうち 7 時間

（週 35時間）

内容　幼児および児童・生徒への交通

安全教育、高齢者に対する交通安全指導

対象　保育士または幼稚園教諭の資格

と普通自動車以上の運転免許を有する人

報酬　月額 160,300 円

募集人員　1人

申込　2 月 28 日まで、市販の履歴

書（写真貼付）に必要事項を記入し、

保育士証または幼稚園教諭免許状の写

しを添えて、防災安全課（〒 989-6188

古川七日町 1-1）へ持参または郵送（2

月 28日必着）

面接試験日　3月 12日

問　防災安全課交通防犯担当　23-5144
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今月の納税

　納期限　平成 23年 2月 28 日

■国民健康保険税・・・・10 期
■介護保険料・・・・・・10 期

■後期高齢者医療保険料・ 　8 期

納税は口座振替が便利です。取扱金融
機関の窓口で簡単に手続きができます。

　　納税課収納担当　 23-5148問

開催日 会場

2 月　8 日
三本木総合支所 1 階
ふれあいホール

2 月　9 日 松山公民館 2 階 会議室

2 月 10 日 鎌田記念ホール 会議室

2 月 16 日 岩出山総合支所 3 階 大会議室


