
16 17

募　集

市では、平成23年度臨時職員（アルバイト・パート）を下記のとおり募集します。

平成23年度臨時職員（4月採用）を募集します

募集職種 資格免許 賃金単価
事務補助 不要 日額　 6,600 円

図書館アルバイト 司書資格優先 日額　 6,600 円

保育士・子育て支援員
要 日額　 7,400 円

幼稚園教諭

保育士（延長保育）
要 時間給 1,150 円

幼稚園教諭（預り保育）

学童保育指導員
有資格者優先

時間給 1,300 円

学童保育指導補助員 時間給 1,100 円

調理師 要 時間給 870 円

学校校務員 不要 時間給 840 円

作業員（清掃・土木） 不要 時間給 1,025 円

保健師

要
時間給
1,270 円～ 1,720 円
（経験年数による）

社会福祉士

精神保健福祉士

介護支援専門員

運動指導員 要 時間給 1,300 円～ 1,510 円

レセプト点検員 要 時間給 930 円

特別支援学校介助員 不要 日額　 6,600 円

※賃金単価はH22 年度実績であり変更されることがあります。
※職務内容や勤務時間等は、市ホームページをご覧ください。

年 　 　 齢：60 歳未満（全職種）
受 付 期 間：1月 19 日（水）までに次の書類を持参または郵送。
　　　　　　（ただし、郵送の場合は希望職種を明記ください）
提 出 書 類：①市販の履歴書
　　　　　　②免状または資格証の写し（資格・免許が必要な職種）
面接予定日：1月 29 日（土）（面接時間は後日通知します。）
　　　　　　※図書館アルバイトの面接日は別途となります。
申 込 先：人事課☎42 8702

毎年 1 月 1 日現在で農業委員会委
員選挙の選挙権行使の基本となる選
挙人名簿を作成します。12 月中に
区長（農会長）さんを通じて「選挙
人名簿登載申請書」を農家のみなさ
んへ配布しますので、該当する方は
注意事項を読み、押印の上、農業委
員会事務局まで提出してください。
選挙権を有する人：
①加西市に住所を有し、平成 3 年 4
　月 1 日以前に生まれた人
② 10 ａ以上の農地について耕作の
　業務を営む人、または、同居の親
　族、配偶者で概ね年間 60 日以上
　の耕作に従事している人
提出期限：1/7（金）まで
問合先：農業委員会事務局
☎42 8782

農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書

老後の生活におい
て、国民年金（基礎
年金）に最高 40 年
加入した場合でも、
年金の月額は約 6 万
6 千円、夫婦併せて
も約 13 万 2 千円です。一方、高齢
者夫婦の平均的支出は約 23 万円。
その不足を補うのに農業者年金がお
役に立ちます。メリットがいっぱい
の農業者年金をご利用ください。
■加入資格
・国民年金の第 1 号被保険者（農家
や自営業者）で年間 60 日以上農
業に従事する 60 歳未満の人。
配偶者や後継者などの家族従事者
も加入できます。
■メリット
・納付された保険料は、全額社会保
険料控除の対象となり支払われる
年金も公的年金控除が適用です。

・途中での脱会も可能。脱会しても
納付された保険料は年金として受
け取れます。
問合先：農業委員会事務局
☎42 8782

農業者年金に加入しませんか

会議は傍聴も可能ですので、規則に
基づいて傍聴してください。
日時：12/20（月）13:30 ～
場所：市役所 5 階会議室（大）
問合先：教育総務課☎42 8770

加西市第12回定例教育委員会

日時・場所：10:00 ～ 11:30
1/12（水）北条南保育所☎42 3162
1/18（火）九会保育園　☎49 0142
1/28（金）田原保育園　☎49 0148
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用：傷害保険料として参加者一人
あたり 50 円
申込先：各保育所にお申し込み下さい

保育所であそぼう !参加者募集

コミュニティカフェとは、地域社会の中で「たまり場」「居場所」となると
ころの総称です。飲食だけでなく、地域活動や交流の場所としての役割が期
待されています。地域交流センター内でのコミュニティカフェの開設・運営
について検討するワーキンググループに参加いただける方を募集します。
募集人数：10 名程度（無報酬）※詳細は、下記までお問い合せください。
問合先：自治参画課☎42 8706

コミュニティカフェ開設にむけたワーキンググループ参加者募集

10 年電池・煙感知式の火災警報器取
り付け助成を随時受付しています。
対象：65歳以上のひとり暮らしの方
自己負担額：3,000 円
※取り付けまで行います。
※個人で購入された物に助成する制
度ではありません。
※すでに助成を受け、設置されてい
る方は対象外です。
申込先：長寿介護課☎42 8728

ひとり暮らし高齢者に
火災警報器の設置を助成

市内には障害を持ちながら就労や社
会参加を目指して精力的な活動をし
ている方々がたくさんいます。市役
所では、そうした方々が支援施設等
で製作した授産製品を展示・販売し
ています。色鮮やかな糸で手織りし
たさおり織り製品や素朴な木工品な
どが数多く展示されていますので一
度ご覧下さい。
■授産製品バザー開催
まごころを込めて作ったパンやクッ
キーなどを販売します。
日時：12/22（水）11:00 ～ 14:00
場所：市役所 1 階市民ホール
販売品目：パン、クッキー、パウン
ドケーキ、手芸品、工芸品など
問合先：社会福祉課☎42 8725

市役所で障害者授産製品を
展示・即売

「みんなでささえあうあったかい地
域づくり」
「歳末たすけあい運動」が全国的に
行われ、加西市でも、新たな年を迎
える時期に支援を必要とする人たち
が地域で安心して暮らすことができ
るよう、様々な地域の福祉活動を展
開しています。心のこもった「たす
けあい運動」になるよう、皆さまの
ご協力をお待ちしています。
問合先：加西市共同募金委員会（社
会福祉協議会内）☎43 1281

歳末たすけあい運動にご協力を

12 月・1 月は「年末年始献血推進
強調月間」
冬期は献血者が減少する季節です。
人工的に造ることのできない血液は
献血でしか確保できません。各献血
ルーム（姫路、ミント神戸等）での
献血にぜひご協力をお願いします。
※ご本人確認のため、運転免許証など
の提示をお願いすることがあります。
■市内献血のご案内
日時・場所：12/16（木）
10:00 ～ 11:30 加西市消防本部
14:30 ～ 16:00 市立加西病院
※市立加西病院の受付場所は健康増
進センターとなっております。
問合先：国保健康課☎42 8723

「献血」は身近にできる
ボランティア

健診は受けるだけではなく、結果を見
て生活に活かすことが健康づくりに
は大切です。結果を振り返る機会とも
なりますのでぜひご参加ください。
日時：1/20（木）13:30 ～ 14:30
受付 13:00 ～
場所：健康福祉会館 2 階　研修室
内容：医師による講話、保健師 ･ 看
護師による個別相談
持ち物：町ぐるみ健診等の（特定）
基本健診の結果、筆記用具
申込先：国保健康課☎42 8723

健診結果説明会

平成 22 年工業統計調査を 12 月 31
日現在で行います。調査の実施に
当っては、本年 12 月から来年 1 月
にかけて調査員がお伺いします。
なお、調査票に記入していただいた
内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので、正確なご記
入をお願いします。
問合先：行政課☎42 8702

製造事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください

はばタン会員の登録者募集中
こうのとり出会いサポートによるお
見合い紹介を行うためのサポートセ
ンターが次の通り新設されました。
結婚を希望する男女に、相談員が
パートナー候補を募集します。
受付日時：火～土曜日
10:00 ～ 18:15（完全予約・会員制）
場所：やしろショッピングパーク
Bio 2 階
問合先：同センター☎ 0795-38-8022

北播磨出会い
サポートセンター開所

くらし

市税滞納者から差押えた動産をイン
ターネット上で公売する「平成 22
年度第 3 回インターネットオーク
ション」を開催します。
■動産
せり期間：1/27（木）～ 30（日）
参加申込：1/ 7（金）～ 21（金）
■下見会
動産の下見会を開催しますので、ぜ
ひご参加下さい。
日時：1/14（金）10:00 ～ 15:00
場所：市役所１階多目的ホール
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
問合先：収納課☎42 8714

インターネットオークション開催


