
■職務内容／⑴学校事務の補助⑵その他

■雇用期間／４月１日～９月３０日（再任有）

■勤務条件／１日７時間３０分勤務

■賃金／日額６，９００円

■申込／臨時職員任用申込書（町ホーム

ページからダウンロード可）に履歴書（様

式は市販のもので可、写真貼付）を添え

て、こども育成課へ直接または郵送で

提出（送付先〒３２１－３３９２芳賀町大字

祖母井１０２０）※応募書類は返却しま

せんので予めご了承ください。

■選考方法／書類選考後、面接（面接

者には電話連絡します。）

■締切／１月２２日（金）

　町では、第６次振興計画前期基本計

画策定に併せて、各種計画等を策定し

ます。より良い計画とするために、次の

とおりご意見を募集します。多くの町民

の皆さんからのご意見をお待ちしていま

す。詳細については、それぞれの担当

までお問い合わせください。

《応募に関する共通事項》

■資料の配布場所／町民会館・総合情

報館・生涯学習センター・生涯学習セン

ター水橋分館・町ホームページ

■応募方法／配布場所に備えてある用

紙に記入し、郵送、FAXまたは電子メー

ルで応募※電話などによる口頭での意

見提出はご遠慮ください。

■応募期間／１月８日（金）～２月９日（火）

《意見を募集する計画等の案》

①芳賀町教育大綱（案）

　「地方教育行政の組織および運営に関

する法律」の一部改正に伴い、町長と

教育委員会で構成する「総合教育会議」

を設置し、本町の教育、学術や文化な

どの振興に関しての総合的な施策となる

「芳賀町教育大綱」を策定します。この

大綱の策定にあたっては、教育基本法

に基づく国の「教育振興基本計画」を

勘案するとともに、策定中の「第６次芳

賀町振興計画」（６・７ページをご参照く

ださい）を頂点とした「芳賀町教育振興

基本計画」を兼ねて策定します。

■計画の期間／上位計画である第６次

振興計画前期基本計画に合わせた、平

成２８年からの４年間

応募・問い合わせ先／〒３２１－３３９２

　芳賀町大字祖母井１０２０　こども育

成課学校管理係　TEL 028(677)6059 

FAX 028(677)3123　E-mail:gakkokanri

@town.haga.tochigi.jp

②第２期男女共同参画計画（案）

　町では、平成２３年度から男女共同参

画計画を策定し、男女共同参画社会の

実現に向けて、いろいろな施策等を行っ

ています。しかし、まだ男女共同参画の

意識が浸透していません。また、女性

活躍推進法が公布されたこともあり第２

期芳賀町男女共同参画計画を策定する

《総合情報館司書・学校司書》

■募集人数／４人程度

■資格要件／司書資格を有し、公立図

書館もしくは学校図書館において司書と

して３年以上の実務経験がある人

■雇用期間／４月１日～平成２９年３月３１日

■勤務条件／週５日勤務、１日７時間

３０分勤務、早番・遅番勤務あり（総合

情報館のみ）、土日祝日勤務あり

■報酬月額／１５１，０００円（通勤手当・

特別報酬あり）

■申込／履歴書（様式は市販のもので

可、写真貼付）と司書資格証明書の写し

を総合情報館へ直接または郵送で提出※

郵送の場合は、封筒の表面に必ず「総合

情報館司書応募」と朱書きしてください。

（送付先〒３２１－３３０７芳賀町祖母井南１

－１－１）※月曜日休館※応募書類は返却

しませんので予めご了承ください。

■締切／１月２２日（金）必着

■選考方法／書類選考後、面接（面接

者には電話連絡します。）

《博物館学芸員》

■募集人数／１人

■資格要件／学芸員資格を有し、公立

博物館または美術館において学芸員と

して３年以上の実務経験があり、美術

工芸資料（洋画・日本画・陶芸）、考古

資料、民俗資料の取り扱いができる人

■雇用期間／４月１日～平成２９年３月３１日

■勤務条件／週５日勤務、１日７時間

３０分勤務、早番・遅番勤務あり、土日

祝日勤務あり

■報酬月額／１６０，０００円（通勤手当・

特別報酬あり）

■申込／履歴書（様式は市販のもので

可、写真貼付）と学芸員資格証明書の

写しを総合情報館へ直接または郵送で

提出※郵送の場合は、封筒の表面に必

ず「総合情報館学芸員応募」と朱書き

してください。（送付先〒３２１－３３０７芳

賀町祖母井南１－１－１）※月曜日休館　

※応募書類は返却しませんので予めご

了承ください。

■締切／１月２２日（金）必着

■選考方法／書類選考後、面接（面接

者には電話連絡します。）

■募集人数／１人

■資格要件／⑴普通自動車免許を取得し

ており、簡単なパソコン操作のできる人

　改修工事のため、海洋センターは次

のとおり休館します。利用者の皆さん

には大変ご迷惑をおかけしますが、ご

理解とご協力をお願いします。

■休館期間／２月１日（月）～２９日（月）

《保育士》

■募集人数／２人

■資格要件／保育士の資格を有する人

■雇用期間／４月１日～平成２９年３月３１日

■勤務条件／７：００～１９：００の間で１日

７時間３０分勤務（早番・遅番勤務あり）

■報酬月額／１６５，０００円（通勤手当・

特別報酬あり）

■申込／履歴書（様式は市販のもので

可、写真貼付）と保育士免許状の写し

をこども育成課へ直接または郵送で提出

（送付先〒３２１－３３９２芳賀町大字祖母

井１０２０）※応募書類は返却しません

ので予めご了承ください。

■締切／１月２２日（金）必着

■選考方法／書類選考後、面接（面接

者には電話連絡します。）

《学校学習指導助手》

■募集人数／２人

■資格要件／各校種の教員免許状の取

得者で、心身ともに健康で町内小中学

校に通勤可能な人

■雇用期間／４月１日～平成２９年３月３１日

■勤務条件／１日７時間３０分勤務

■報酬月額／２００，０００円（通勤手当・

特別報酬あり）

■申込／履歴書（様式は市販のもので

可、写真貼付）と教員免許状の写しを

こども育成課へ直接または郵送で提出

（送付先〒３２１－３３９２芳賀町大字祖母

井１０２０）※応募書類は返却しません

ので予めご了承ください。

■締切／１月２２日（金）必着

■選考方法／書類選考後、面接（面接

者には電話連絡します。）

募　集
芳賀町嘱託職員募集

こども育成課学校教育係
　　　　 　　    【☎028(677)6098】

こども育成課児童保育係
　　　　 　　    【☎028(677)6024】

パブリックコメント募集～あな
たの声をお聞かせください～

芳賀町臨時職員
（一般事務補助員）募集
こども育成課学校管理係
　　　　 　　    【☎ 028(677)1414】

芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
２月は臨時休館します
海洋センター　  【☎ 028(677)0306】

お知らせ 総合情報館　     【☎ 028(677)2525】

総合情報館　     【☎ 028(677)2525】
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■日時／７日（木）・１４日（木）１０：

３０～１１：００

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善

センター） 

■日時／８日（金）・１５日（金）・２２日（金）

２９日（金）１０：００～１５：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）　　　

■日時／１３日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１９日（火）・２０日（水）１０：３０

～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１９日（火）１０：３０～１１：００

プレーパークしもたか「お正月遊び」

■日時／２４日（日）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２７日（水）１０：３０～１１：４５

年始休み～４日（月）

【貸切イベント】お誕生会

■日時／１８日（月）１０：００～１２：００

【託児付き・貸切イベント】手芸教室②

「ネックウォーマー作り」

■日時／２２日（金）１０：３０～１２：００

■場所／教室…モテナス会議室、託児

…子育てひろば　ぴよぴよ

育児応援プチ講座

■日時／２８日（木）１１：００～１１：３０

Ｔｅａサロン

■日時／毎週月・金曜日１０：３０～１５：

３０（１５：００ラストオーダー） 　

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

年始休み～３日（日）※４日（月）から通常

　証明書自動交付機は、１２月３０日（水）をもってサービスを終了しました。今月からは住民課窓口で交付申請をしてください。なお、

今月末以降に、個人番号カードによるコンビニ交付サービスを開始します。個人番号カードの交付については８・９ページをご覧ください。

■もえるごみの収集休み…１月３日（日）まで　■芳賀地区エコステーションへの持ち込み不可…１月３日（日）まで

■年始のごみ収集の休業 環境対策課環境対策係 【☎ 028(677)6041】

■年始の業務案内

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
役場一般業務 休 業務
証明書自動交付機 昨年１２/３０をもってサービス終了しました。
総合情報館
町民会館
生涯学習センター
海洋センター

休 業務

武道館 休 業務
ロマンの湯 営業
道の駅はが 休 営業
芳賀広域行政斎場 休 １/３午後から業務

あっとほーむ 休 業務

ぴよぴよ 休 業務

ふれあいタクシーひばり 休 業務

役 　 　    場【☎ 028(677)1111】

総 合 情 報 館 【☎ 028(677)2525】

町 民 会 館【☎ 028(677)0009】　　

生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

武 道 館【☎ 028(677)5155】　　

海 洋 セ ン タ ー  【☎ 028(677)0030】

道 の 駅 は が【☎ 028(677)6000】　    

ロ マ ン の 湯【☎ 028(677)4126】

あ っ と ほ ー む【☎ 028(677)8400】　    

ぴ よ ぴ よ 【☎ 028(677)0110】

ふれあいタクシーひばり　

　　　　　　　　　【☎ 028(677)2323】

芳賀地区広域行政事務組合（斎場）

　　　　　　　　　【☎ 0285(82)9151】

ことになりました。より良い計画とする

ために、町民の皆さんからご意見を募

集します。

■計画の内容／重点目標①男女共同参

画の意識づくり、重点目標②男女共同参

画の家庭づくり・人づくり、重点目標③

男女共同参画のまちづくり・職場づくり

■計画の期間／上位計画である第６次

振興計画前期基本計画に合わせた、平

成２８年からの４年間

応募・問い合わせ先／〒３２１－３３２１

芳賀町大字下高根沢２５５２　生涯学

習課生涯学習事業係TEL 028(677)0306 

FAX 028(677)2371　E-mail：syougaigaku

syuu@town.haga.tochigi.jp

■日時／２月７日（日）※予備日２月１４日

（日）

■場所／与能テニスコート

■種目／ミックスダブルス

■募集組数／１６組

■参加資格／ペアのうち１人が町内在住・

在勤通学者または町体育協会テニス部

が認めた者

■参加費／１組２，０００円

■申込／１月２２日（金）までに参加費を

添えて武道館へ

■期日／２月１４日（日）　

■場所／福島県内スキー場　

■対象／小学生・一般４０人※小学生は

保護者同伴　

■講師／町体育協会スキー部　

■参加費／２，０００円（別途レンタル料金）

■申込／１月２２日（金）までに参加費を

添えて武道館へ

　絵画、書道、写真、陶芸の４部門にわたり、

町民の方やグループの力作を展示します。

■日時／１月１５日（金）～２月５日（金）９：

３０～１７：００※最終日は～１５：００

■場所／総合情報館展示室

■展示作品／絵画、書道、写真、陶芸

　ボランティアの皆さんによる絵本や紙

芝居などの読み聞かせです。楽しくおも

しろいお話をたくさん聞くことができま

す。ぜひお子様と一緒にご参加ください。

■日時／１月１６日（土）１１：００～

（３０分程度）

■場所／総合情報館おはなし室

■対象／乳幼児～小学生とその保護者

■参加費／無料

　食物アレルギーの人のための料理教

室です。

■日時／１月２８日（木）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田裕子

■参加費／１，０００円（子ども５００円）

■締切／１月２１日（木）

イベント

講座・教室

子育てガイド

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

芳賀町美術展
町民会館   　　  【☎ 028(677)0009】

つくしんぼ教室
河田裕子        【☎ 090(5400)1189】

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　　　　　　    【☎ 028(677)0110】

子育て支援センターあっとほーむ
あっとほーむ（生涯学習センター内）
　　　　　　    【☎028(677)8400】

町ミックスダブルステニス大会
武道館　　　　  【☎ 028(677)5155】

スキー・スノーボード教室
武道館            【☎ 028(677)5155】
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