
■スプレー缶などのガス抜きについて（お願い）
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日時：2/2（木）13:30 ～ 16:00
（受付 13:30 ～ 15:30）
場所：西脇ロイヤルホテル 2 階（西
脇市西脇 991　☎ 0795-23-2000）
対象：平成 24 年 3 月新規大学等卒
業予定者、21 年 3 月以降の既卒者、
24 年 3 月高校卒業予定で就職が未
定の方、若年求職者（40 歳未満の方）
参加事業者：北播磨地域（小野市、
加西市、加東市、西脇市、三木市、
多可町）の企業 30 社程度を予定
※参加企業の詳細は 1月中旬から兵
庫労働局 HP に掲載予定
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181

ワークフェア・イン北播磨2012
募　集

市では、平成24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。

募集職種 資格免許 賃金単価 勤務時間
事務補助 不要 日額　 6,680 円 8:30 ～ 17:15

図書館アルバイト 司書資格
優先　　 日額　 6,680 円 9:30 ～ 18:15

保育士（延長保育）
要 時間給 1,100 円 14:00 ～ 18:00

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 14:30 ～ 18:30

配属先により変更有学童保育指導補助員 時間給 1,100 円

調理師 要 時間給 880 円
9:00 ～ 16:00（小学校）
9:00 ～ 15:30（保育園）

学校校務員 不要 日額　 6,800 円 7:30 ～ 16:15

作業員（清掃・土木） 不要 日額　 8,200 円
8:30 ～ 17:15（土木）
8:15 ～ 17:00（清掃）

保健師
要

時間給
1,270 円～ 1,500 円
（経験年数による）

8:30 ～ 17:15精神保健福祉士
介護支援専門員
レセプト点検員 要 時間給 940 円 8:30 ～ 17:15

特別支援学校介助員 不要 日額　 6,680 円 7:30 ～ 16:15

※詳しい職務内容は、市ホームページをご覧ください。

年 　 　 齢：平成 24 年 4月 1日時点で 60 歳未満の方（全職種）
受 付 期 間：1月 27 日（金）までに次の書類を持参または郵送してください。
　　　　　　（郵送の場合は、表に履歴書在中と明記してください）
提 出 書 類：①市販の履歴書（必ず希望職種を記載してください）
　　　　　　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：2月 25 日（土）
　　　　　　図書館アルバイトの面接日は、2月 14 日（火）
　　　　　　（面接時間は、受付終了後別途お知らせします）
申 込 先：〒 675-2395（住所表記不要）人事課　☎42 8702
　　　　　　※窓口は市役所 3階北側

日時・場所：10:00 ～ 11:30
1/17（火）北条西保育所☎42 3630
1/18（水）九会保育園　☎49 0142
2/14（火）北条南保育所☎42 3162
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用： 参加者1人50円（傷害保険代）
申込先：各保育所へお申し込みくだ
さい。

保育所であそぼう。参加者募集

会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：1/26（木）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎42 8770

第1回 加西市定例教育委員会

兵庫県最低賃金が平成 23 年 10 月
1 日に改正され、時間額 739 円にな
りました。最低賃金は、パートタイ
マー、アルバイト等すべての労働者
に適用されます。また、特定（産業
別）最低賃金が適用される業種につ
いては、平成 23 年 12 月 1 日に改
正されました。詳細は、下記までお
問い合わせください。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
課☎ 078-367-9154

兵庫県最低賃金

日時：1/28（土）9:30 ～ 14:00
場所：健康福祉会館
内容：式典・表彰、講演、福祉団体
バザー、東日本物産展、災害時のパ
ネル展示、炊き出し（豚汁）、ボラ
ンティア体験コーナー、介護の相
談、バルーンアート体験など
■古本市 10:00 ～ 14:00
市民の皆様から提供いただいた古
本、DVD、ビデオ、CD、ゲームソ
フトなど安価で販売。※売上金は福
祉（ボランティア）活動や被災地へ
の義援金に活用します。
■炊き出しボランティア募集
災害時の訓練として、平成23年4月
23日に被災地（宮城県岩沼市）で実際
に行った豚汁（うどん入り）の炊きだ
しを約500食分調理し参加者に振る
舞います。前日の食材準備（下ごしら
え）と当日の炊きだしのお手伝いを
していただける方を募集します。
日時：準備1/27（金）13:30 ～ 16:00
　　　当日1/28（土） 9:00 ～ 14:00
場所：健康福祉会館調理場
持参品：エプロン、帽子
■イベントボランティア募集
東日本物産展の販売や会場内の設営及
び撤収などのスタッフを募集します。
日時：当日 1/28（土）8:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館ホワイエ

問合先：ボランティアのつどい実行
委員会（事務局：加西市社会福祉協
議会）☎43 8133

第13回ボランティアのつどい
「いきいき ふれ愛フェスタ」

歌で国際交流しませんか。歌うのが
好きな外国人の出場者を募集。
日時：2/26（日）14:00 ～ 16:30
場所：イオンモール加西北条樫の木
コート
募集人数：10 組※参加無料
賞：優勝・準優勝・審査員特別賞
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

世界のど自慢大会

平成 23 年 11 月に、市内で「燃えるごみ」を回収していたパッカー車
の発火事故が発生しました。原因は、スプレー缶・カセットボンベ・ラ
イターなどが、ガス抜きをされないまま他のごみと一緒に出され、発火
したと考えられます。
寒くなり、卓上コンロ用カセットボンベなどを使う機会が多くなりま
す。ガス抜きを怠ると発火事故の原因となりますので、適正なごみの排
出にご協力をよろしくお願いします。

ごみの種類 ごみの出し方

スプレー缶等
必ず中身を使い切り、火気のない風通しのよ
い屋外で穴を開け、缶については、「資源回収
の日（金属類回収日）」に排出してください。

ライター
ガス抜きをして、「燃やせないごみの日」に排
出してください。

問合先：資源リサイクル課☎42 8719

■スプレー缶などのごみの出し方

■平成24年経済センサス活動調査にご協力を

平成24年度臨時職員（4月採用）を募集します

経済センサス活動調査は、「経済の国勢調査」です。全国すべての企業・
事業所が対象です。調査票は平成 24 年 1 月末日までにお届けします。
2 月 1 日以降に提出をお願いします。
※この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、調
査票に記入して提出する義務があります。提出され
た内容は統計作成の目的以外（税の資料など）には、
絶対に使用しません。　問合先：行政課☎42 8702

市は、平成 21 年度に策定した「第
2 期加西市障害福祉計画」の見直し
を進めています。
これは、平成 24 年度から 3 か年の
障害福祉サービスの目標等を設定す
る第 3 期計画になります。つきまし
ては、計画素案について皆様のご意
見を募集します。 
募集期間：1/4（水）～ 28（土）
閲覧場所：社会福祉課（市役所 1 階
・平日）、健康福祉会館、各公民館、
地域交流センター、図書館、市 HP
意見提出方法：市 HP 又は閲覧場所
にある「ご意見用紙」に必要事項を
ご記入のうえ、郵送、FAX、E メー
ルで下記まで送付してください。
問合先：〒 675-2395（住所表記不要）
社会福祉課☎42 8725　℻43 1801　
fukushi@city.kasai.lg.jp

加西市障害福祉計画(案)について
意見募集（パブリックコメント）

12 月 4 日開催の決勝戦の結果、優
勝は次のチームです。
優勝：ジュニアスターズ
問合先：自己実現サポート課
☎42 8773

第44回加西市体育大会の
第40回市長旗争奪野球大会結果

■北播磨障害者（児）地域自立支援
協議会　後期研修会
障害をもつことをあるがままに受け
入れ、病気や障害を治すことではな
く、「ともに生きる」といった精神
病との向き合い方を原点とし、さま
ざまな取り組みを実践されている社
会福祉法人浦河べてるの家から講師
をお招きします。
べてるの家の沿革や当事者の体験談
などをお話しいただきます。
日時：2/18（土）14:00 ～ 16:00
場所：滝野文化会館（加東市下滝野
1369-1　☎ 0795-48-3007）
講師：向谷地生良さん（社会福祉法
人浦河べてるの家）、当事者の方
主催：北播磨障害者（児）地域自立
支援協議会
申込締切：2/10（金）
申込先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎ &℻42 6708

「病気の力、当事者の力」
べてるの家からのメッセージ


