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市立幼稚園などに勤務する
嘱託職員を募集します
あなたの資格を生かしませんか

検索伊達市  人事　採用

[ 任用期間 ]　平成 31年４月 1日～平成 32年 3月 31日
[ 勤務場所 ]　認定こども園、幼稚園、保育園（職種により異なります）
[ 申込方法 ]　11月 16 日㊎までに、所定の履歴書（市ホームページに掲載）に幼稚園免許状と
更新講習修了確認証明書や保育士証の写しを添えて、こども育成課に持参してください。
※勤務時間など詳細は、市ホームページ、ハローワーク求人票をご覧ください。

問 こども育成課育成係　☎ 577-3141

※ 4： 夏休みなどの長期休業期間は勤務なし。
※5：  平日と土曜日および長期休業中は勤務場所が異なる

場合があります。

※ 1：担当業務・勤務先は実務経験などを踏まえ決定します。
※ 2：実務経験が 3年未満の人は、月給 16 万 3,400 円。
※ 3：実務経験が 3年未満の人は、時給 1,006 円。

職種 職務の内容 採用人数 必要な資格 勤務条件

保育教諭、
幼稚園教諭
保育士（※1）

クラス担任、副担任、一時預かり、
代替業務など

50 人
程度

幼稚園教諭免許、保育士
資格（両方の資格保持者
を優先）

週 38.75 時間勤務
月給 18 万 6,900 円（※ 2）
担任、副担任手当あり

保育教諭
（補助教諭・支援介助）

支援を必要とする園児のサポートお
よびクラス運営補助

10 人
程度

週 30時間または週35時間勤務
時給 1,148 円（※ 3）

保育教諭
（預かり保育担当） 教育時間前後や長期休業期間の保育 10 人

程度

保育教諭、保育士
（短時間） 朝および夕方の保育 5人 保育士資格

特別支援介助員 支援を必要とする園児のサポート
（※ 4）

12 人
程度

なし（保育士資格保持者
を優先）

週 30 時間勤務
時給 929 円

預かり保育指導員
（※ 5）

通常の教育時間の前後、土曜日・長
期休業日の預かり保育

15 人
程度

なし（保育士資格保持者、
子育て支援員研修修了者
を優先）

週 30 時間程度勤務（平日は朝
と午後の 1日 2回勤務）
時給 929 円
有資格者は時給 1,148 円（※ 3）

認定こども園職場見学会
　保育職の仕事に関心がある人向けの職場見学会を
開催します。参加を希望する場合は、こども育成課
にご連絡ください。

[ 日時 ]　11月 9日㊎　10時 30分～
[ 場所 ]　梁川認定こども園
[ 内容 ]　保育参観、給食試食、施設内見学、園長講話、
子ども子育て支援制度や研修内容の説明など

[ 申込方法 ]　11月 16日㊎までに履歴書（顔
写真添付）を税務課に提出してください。

臨時職員を募集します
申し込みは 11月 16 日㊎まで

職種 職務の内容 雇用期間 採用人数 必要な資格 勤務条件

税務事務補助員
（固定資産） 償却資産の入力

平成31年 1月 15日～
3月 31日

2人

パソコンの操作
（簡易）ができる

7時間 45 分勤務、日給 7,200 円
社会保険あり

税務事務補助員
（所得申告） 所得申告会場の受付 平成 31 年 2 月 1 日～

3月 31 日 6人
7時間 45 分勤務、日給 7,200 円
社会保険なし一般事務補助員

（契約）
入札参加資格申請内
容の入力

12 月 1日～
平成 31 年 1月 31 日 2人

[ 勤務場所 ]　  税務課（保原本庁舎 1階）
契約検査室（保原本庁舎 2階）

問    税務課資産税係（固定資産）　☎575-1235
税務課市民税係（所得申告）　☎575-1138
契約検査室契約検査係（契約）　☎573-9150

※雇用期間が重複しない職種は併願可能。その場合（雇用期間が 2カ月を超える場合）は、社会保険適用になります。
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口座振替キャンペーンを実施
先着400 人にクオカードをプレゼント

[ 対象 ]　11 月 1 日㊍～ 30 日㊎に市税（市
県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康
保険税）の口座振替を新規で申し込んだ人
[景品]　500円分のクオカード（先着400人）
[ 申込方法 ]　通帳、通帳届出印、納税通知
書などを持参し、口座振替の申し込みをして
ください。 問 収納課管理係　☎ 575-1232

[ 申込窓口 ]　11月 1日㊍から下記①②でも
申し込みを受け付けます。
①収納課（保原本庁舎 1階）
②保原を除く各総合支所
③ 市指定金融機関
[ 受付税目 ]　市税（プレゼントの対象）、介
護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅・
駐車場使用料、土地改良区費

[ 募集期間 ]　 10 月 25 日㊍～ 11月 8日㊍
[ 案の閲覧 ]　総合政策課（保原本庁舎 2階）、
各総合支所（保原を除く）に備え付けている
ほか、市ホームページでもご覧いただけます。
[ 提出方法 ]　
上記場所に備え付けてある専用の用紙に記入
し、次の①～④のいずれかの方法で総合政策
課に提出してください。
①郵送（11月 8日必着）
②持参（保原を除く各総合支所でも可）
③ FAX（FAX番号：575-2570）
④メール（manage@city.fukushima-date.lg.jp）

市の総合計画に対する意見を募集

パブリックコメントを
実施します

市では、まちづくりの指針となる伊達市
第２次総合計画を平成 26 年度に策定

しました。この計画は、前期計画（平成 27
年度～ 30 年度）と後期計画（31年度～ 34
年度）によって構成され、これまでは前期計
画に掲げた事業を展開してきました。
　平成 31年度以降の計画である後期基本計
画（案）について、市民の皆さんからの意見
を募集します。

問 総合政策課行政経営室　☎ 575-1142

[ 対象 ]　あんぽ柿生産者で、全回に参加できる人
[ 開催日 ]　 11 月 13 日㊋、27日㊋、

12月 11日㊋、18日㊋
[ 申込方法 ]　農政課に電話で申し込んでください。

あんぽ柿を題材に 6次産業化を学びます

「6次化塾」を開講

問 農政課農政企画係　☎ 577-3173

農業者が取り組む 6次産業化（生産・加
工・流通・販売を一体的に行う）の取

り組みを発展させるための塾（全 4回予定）
を開講します。伊達市の 6次化商品の代表
ともいえる「あんぽ柿」を題材としたコンセ
プト開発・商品デザインなどを学びます。

検索伊達市  第 2 次総合計画
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[ ブーツキット配布期間 ]　
11 月 5日㊊から市内 4カ所の屋内子ども遊
び場で配布します。
[ 配布数 ]　合計 300 個（なくなり次第終了）

滋賀県草津市との友好交流事業

クリスマスブーツを
作りませんか？

自分だけのオリジナルクリスマスブーツ
を作って、ギャラリーに展示してみま

せんか。出品してくれた人にお菓子のプレゼ
ントがあります。

問  市民協働課推進係 　☎ 575-1177

[ 配布・展示場所 ]　
スマイルパークほばら　☎ 575-0213
（保原町上保原字正地内 11-2）
パレオパークやながわ　☎ 577-0101
（梁川町小梁川 15-1）
ちびっこ広場　　　　　☎ 587-1348
（霊山町泉原字米田 5）
ファミリーパークだて　☎ 583-2511
（伊達市細谷 45-1）

法被などを整備した下中
太鼓保存会

テントなどを整備した志和田
第二町内会自主防災委員会

一般財団法人自治総合センターによる、
宝くじの売り上げ収入を財源としたコ

ミュニティ助成事業は、地域コミュニティ活
動の充実や地域社会の発展に寄与しています。
　平成 30年度は、この事業を活用し、下中
太鼓保存会が地域コミュニティ活動の備品を
整備し、志和田第二町内会自主防災委員会が
防災備品の整備をしました。

地域活動に活用しませんか
コミュニティ助成事業
宝くじの売り上げが利用されています

　受付は随時行っていますので、助成を希望
する団体はお問い合わせください。

問 市民協働課地域づくり係　☎ 575-1177

市内を流れる主要河川17地点で、河川水
に含まれる放射性物質を調査しました。

[ 調査年月日 ]　平成 30年 8月 15日㊌
[ 調査項目 ]　放射性セシウム 134、137
[ 調査結果 ]　
　放射性セシウム 134、137 ともに全ての
調査地点において不検出（検出下限値未満）
でした。今回調査したセシウムの合算検出下
限値は、1.3 ベクレル /㍑（※）でした。
※水道水の基準値は、10ベクレル /㍑以下

河川水の放射能調査結果
全地点で放射性物質は検出されませんでした

河川名 地点数 調査箇所

広瀬川 ６ 久保田橋、前柳橋、田開作橋、
二村橋、観音橋、阿武隈川合流前

糠田川 １ 広瀬川合流前

布川 １ 広瀬川合流前

石田川 １ 土関橋下

小国川 ２ 荒屋敷橋、滝ノ原 2号橋

祓川 １ 阿久津橋下

塩野川 ２ 北荒井橋、広瀬川合流前

伝樋川 １ 上大鳥橋

古川 １ 猫川橋下

東根川 １ 下中瀬橋下

▼ 調査地点一覧

問 放射能対策課放射能対策係　☎ 575-1003
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[ 受診の流れ ]
①  12月 10日㊊までに脳ドック申込書を提出
（本人確認書類、印鑑を持参）。
提出先：  国保年金課（保原本庁舎 3階）、

各総合支所市民担当（保原を除く）
② 脳ドック受診票が届いてから、12 月 28 日
㊎までに指定医療機関に電話で申し込み

提出期限は 12月 10 日㊊

国保脳ドックの
お申し込みはお早めに

国保脳ドックの受診申し込みは、12 月
10 日㊊が期限です。詳しくは、市政

だより 6月号または市ホームページをご覧
ください。

問 国保年金課給付係　☎ 575-1198

高齢者インフルエンザ
（定期予防接種）のお知らせ
インフルエンザを予防しましょう

[ 接種期間 ]　11 月 1日㊍～ 12月 28日㊎
[ 接種方法 ]　医療機関に直接予約をして接
種してください（実施医療機関は健康推進課
または医療機関にお問い合わせください）。 問 健康推進課健康企画係　☎ 575-1116

[ その他 ]　接種対象となる人で、予防接種
を受ける場合は、かかりつけ医とよく相談し
て接種してください。

対象者 自己負担額 必要なもの

① 65 歳以上の人

1,400 円

保険証、健康手帳

②  60 歳以上 65 歳未満で　心臓・腎臓・呼吸器ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があ
り、身体障害者手帳 1級相当の人

保険証、健康手帳
※ 障害者手帳をお持ちの人はご持参
ください。

③ 上記（①または②）に該当する人で、生活保護
を受けている人 無料 生活保護を受けていることを証明で

きるもの

施設検診はお早めに
　検診期間終了間際は大変込み合
います。早めに予約して受診しま
しょう。なお、胃がん検診の予約
状況は市ホームページに掲載して
います。

[ 実施期間 ]
胃がん検診：12 月 7日㊎まで
子宮頸がん、乳がん検診：2 月 28
日㊍まで

問   健康推進課地域成人係
☎ 576-3736

伊達地域で住民検診を実施
早期発見、早期治療が大切です

[ 会場 ]　 伊達ふれあいセンター
（伊達地域以外の人も受診可）　

[ 受付時間 ]　  8 時～ 10時 30分、13時 30分～ 15時
日曜検診は 13時 30分～ 14時 30分
※胃がん検診は午前のみ実施します。

日程 対象行政区

11 月 5 日㊊ 宮本、南西、南東、諏訪野

11 月 6日㊋ 田町、志和田第一、志和田第二、南堀、東町

11 月 7日㊌ 長岡、殿町、中央、北一、北二

11 月 8日㊍ 川原町、駅一、駅南、根田、生協団地、駅東

11 月 9日㊎ 箱崎

11月 11 日㊐ 日曜検診 　どの地域の人でも受診できます

11月 12 日㊊ 北、伏沖、平、上ケ戸  

検索伊達市  国保脳ドック

検索伊達市  胃がん検診予約状況
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[ 日時 ]　 11 月 14 日㊌　14 時～ 17 時
[ 場所 ]　保原市民センター
[ 内容 ]　平井太郎さん（弘前大学大学院准
教授）による基調講演、地域おこし支援員・

地域おこし支援員たちが活動を報告

「よそ者」の活動報告会

市 内で活動する地域おこし支援員、国際
交流員の活動報告会を開催します。

問 総合政策課政策調整係　☎ 575-1142

国際交流員による発表、首都圏の大学生によ
るティーチャリングツアーの発表
[ 申込方法 ]　
申込書を総合政策課または総合支所に提出し
てください。申込書は 10 月 11 日に全戸配
布したほか、総合政策課、各総合支所、市ホー
ムページから入手することができます。

新規収蔵作品を初公開

[ 期間 ]　11 月 10 日㊏～ 12 月 9 日㊐
[ 会場 ]　伊達市梁川美術館
[ 料金 ]　一般 300 円、高大生 200 円、小中
学生 100 円、幼児無料

▼関連企画「作品解説」（予約不要）
[ 日時 ]　 11 月 25 日㊐　10 時 30 分～ 11 時 30 分

11 月 17 日㊏、18 日㊐は「東北文化の日」のため
小中学生無料。

「収蔵作品展」を開催

問 伊達市梁川美術館　☎ 527-2656

梁 川美術館で企画展「収蔵作品展」を開
催します。今回は、大橋城や米倉兌な

ど伊達市ゆかりの画家を中心に約 40 点の作
品と、同時に太田良平記念ホールを展示替え
して、合わせて約 100 点の作品を公開します。

ごみは指定ごみ集積場に出しましょう

野焼きは禁止されています

問 生活環境課環境係　☎ 575-1228

廃 棄物の屋外焼却（野焼き）は、廃棄物
処理法で禁止されています。

　煙、すす、悪臭で周囲の人に迷惑をかける
だけでなく、火災や有害物質発生の原因とな
ります。

　家庭から出るごみは自分で燃やさず、決め
られた日に指定ごみ集積所に出しましょう。

中学生が「少年の主張」を発表

青少年育成推進大会を開催

問  伊達市青少年育成市民会議事務局 
（こども部こども支援課内）　☎ 577-3128

[ 日時 ]　12 月 1 日㊏　10 時～ 12 時
[ 場所 ]　伊達市ふるさと会館
[ 内容 ]　青少年育成に貢献された個人、団
体への表彰、市内の中学生による「少年の主
張発表」、伊達中学校吹奏楽部による演奏

大橋城「陽明門」（油彩）

検索伊達市  よそ者の活動報告会

とおるきずく
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