
職　　種 募集人員 賃金 （円） 勤務時間・日数 職務内容・雇用条件等 担当課

介護認定調査員 1 日額 7,600 週３日程度、１日８時間

・要介護認定の訪問調査事務

健康福祉課
☎ 92-1119

・町内に居住する方
・要看護師資格
・要普通自動車免許

保育士 16 日額 7,600
週５日、１日８時間 ・町立保育園の保育業務

・要保育士資格早番遅番・土曜日の交替制勤
務あり

馬頭中央保育園
調理員 1 日額 6,000 週５日、１日８時間 給食・おやつの調理業務

馬頭・小川放課後
児童クラブ指導員 6 時給 850

･ 週 3 日程度の交代制勤務
小 1 ～小 3 のクラブ入会児童の保育･ 下校時～午後６時、夏休等

　の長期休業中は午前８時～

陸砂利砕石監視員 1 日額 5,400 月 13 日、1 日６時間
・陸砂利砕石現場の状況把握

商工観光課
☎ 92-1116

・違反行為の監視及び情報収集
・要普通自動車免許

ゆりがねの湯職員
（男） 3

日額 4,250
･ 火～日の週６日変則勤務
･ １日５時間　（午前７時 30　
　分～午後９時 30 分のうち）

・受付案内、清掃、入場者管理、機械設
　備管理点検、施設管理等の管理運営事務
・町内に居住する方ゆりがねの湯職員

（女） 3

ふるさとの森
管理人 2 日額 5,680 ･ 火～日の週５日変則勤務

･ １日８時間

・公園内の維持管理事務 小川支所
産業建設課
☎ 96-2116

・町内に居住する方
・要普通自動車免許

幼稚園補助教諭 2 日額 7,600 週５日、１日８時間 ・３歳児等の保育補助

学校教育課
☎ 92-2036

・要幼稚園教諭資格

幼稚園給食補助員 2 時給 750

･ 水～金、１日４時間 （午前９
　時 30 分～午後２時 30 分の
　うち）
･ 夏休等の長期休業中は勤務なし

給食の準備・片付け

小川幼稚園
バス添乗員 2 時給 750

･ 週５日

通園バス添乗による園児の乗降支援
･ 午前・午後の園児送迎時各
　１時間の１日２時間
･ 夏休等の長期休業中は勤務なし

小学校支援職員 3 日額 5,680 ･ 週５日、１日８時間 要介助児童の学習補助・生活指導･ 夏休等の長期休業中は勤務なし
学校給食セン
ター調理員 5 日額 3,750 ･ 週５日、１日５時間

･ 夏休等の長期休業中は勤務なし
・町内に居住する方
・給食調理、食器類洗浄、施設清掃等

馬頭郷土資料館
事務員 1 日額 5,680 ･ 火～日の週５日変則勤務 ・展示物の整理、館内清掃、来客応対

生涯学習課
☎ 92-2897

･ １日８時間 ・パソコン操作のできる方

なす風土記の丘
資料館事務員 2 日額 5,680

･ 月 15 日変則勤務
･ 火～日のうち週５日
･ １日８時間

・展示解説・学芸事務等の業務
・博物館学芸員資格もしくは類似職種経験者
・パソコン操作のできる方

小川図書館事務員 2 日額 5,680
･ 土日祝日を含む週３日変則
　勤務で月 15 日
･ １日８時間

・資料貸出返却・データ作成等の図書館
　事務
・パソコン操作のできる方
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平成20年度　那珂川町臨時職員募集案内
～健康で意欲のある方を募集します～

◆募集期間　　　平成 20 年１月 10 日（木）～平成 20 年２月８日（金）
　　※土日・祝日を除く午前８時 30 分～午後５時 30 分まで（郵送の場合は当日消印有効）
◆申込書類　　　臨時職員雇用願（那珂川町役場総務課または小川支所管理課にあります）
　　※那珂川町ホームページからもダウンロードできます。http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp
◆申し込み　　　那珂川町役場総務課人事秘書係　☎０２８７－９２－１１１１
◆職務内容・雇用条件等の詳細については、各担当課にお問い合せください。

◆募集職種、募集人員、勤務日、職務内容・雇用条件等

◆雇用期間は、平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日までの６ヵ月間です。
◆募集人員は、諸般の事情により変更になることがあります。
◆選考は、書類審査及び必要に応じ面接を実施します。面接は、２月中旬を予定しています。
◆結果通知は、２月下旬に本人あてに通知します。



2021 広報なかがわ　平成20年１月10日広報なかがわ　平成20年１月10日

お知らせ

第２回町民スキー教室

日時　２月10日（日）～11日（月・
祝）※午前１時総合体育館出発
（途中、小川体育館を経由）
場所　新潟県苗場スキー場
宿泊先　苗場プリンスホテル
募集人員　30名（先着順）
※中学生以下は、必ず保護者同伴
参加費　大人　　　　23,000円
　　　　中学生以下　18,000円
募集締切　１月31日（木）
申し込み・問い合わせ

総合体育館　☎ 0287－92－5611

第２回体育協会
支部対抗ゴルフ大会

期日　３月２日（日）
場所　馬頭ゴルフ倶楽部
参加資格　那珂川町に居住する体育
協会支部会員で編成された支部単位チ
ーム（支部参加チーム数に制限なし）
チーム編成　１チーム６名の団体戦
（上位４位のスコアの合計）
参加費　１チーム　3,000円
　　　　（プレー費は別途）
申し込み　２月８日（金）までに所
定用紙に記入し、参加費を添えて総
合体育館または小川公民館へ
代表者会議　２月15日（金）
午後７時から小川総合福祉センター
すこやか共生館多目的集会室
問い合わせ

総合体育館　☎ 0287－92－5611

町内一斉しば焼きの実施

　次の日程で、農作物に害を及ぼす
病害虫の駆除を目的とする町内一斉
しば焼きを実施します。
日時　１月27日（日）
　　　午前９時～正午まで
　（予備日　２月３日（日））
※予備日にも実施出来なかった場合

は中止とします。
その他　火災の予防と作業者の安全
には十分に注意して実施してくださ
い。
問い合わせ

馬頭地区病害虫防除対策協議会及び
小川地区農作物病害虫防除協議会
（ＪＡなす南　営農部内事務局）　
　　　　　 　☎ 0287－96－6170
農林振興課 　☎ 0287－92－1113
小川支所産業建設課
　　　　　 　☎ 0287－96－2116

イノシシでお困りの皆さまへ

　近年、山奥に住んでいたはずのイ
ノシシが人里まで降りてくるように
なり、田畑の農作物から今では家の
庭先まで荒らすようになってしまい
ました。
　この状況を打破するため、茨城・
栃木、両県をまたがる１２市町で、
「茨城栃木県境地域鳥獣害防止広域
対策協議会」を設立し、広域的な新
たなイノシシ被害防止対策の研究を
行っています。
　こうした状況の中、皆さまにイノ
シシの習性について、知っていただ
くことを目的に講演会が開催されま
す。ご参加ください。
日時　２月22日（金）
　　　山村開発センター駐車場
　　　12時15分出発
会場　茨城県常陸大宮市文化センター
　　　ロゼホール
〒319－2215　茨城県常陸大宮市中
富町3135－6　☎ 0295－53－7200
講演内容　理学博士　仲谷　淳（中
央農業総合研究センター鳥獣害サブ
チーム上席研究員）
『イノシシと人間が生きる道』
～イノシシのことをもっと知ろう！～

参加費　無料（町有バス使用）
申込期限　２月12日（火）
申し込み・問い合わせ

農林振興課農林整備係
　　　　　　　　☎0287－92－1113

明日を築くよい子の集い

日時　２月16日（土）午後１時30分
会場　馬頭総合福祉センター
参加対象　町内小学校６年生・子ど
も会育成会会員・学校教職員・一般
町民（一般町民は午後２時30分から
入場）
内容　優良子ども会、功労者表彰・
子ども会事例発表・アトラクション
〔山古志村のマリと３匹の子犬（ア
ニメ）〕等（午後２時30分からは６
年生以外の小学生も入場可能です）
問い合わせ

生涯学習課 　☎ 0287－92－2897
小川公民館 　☎ 0287－96－2322

放送大学　４月入学生募集！

　放送大学では、平成20年度第１学
期（４月入学）の学生を募集してい
ます。放送大学はテレビなどの放送
を利用して授業を行う通信制の大学
です。
　働きながらの大学卒業やキャリア
アップ、退職後の生きがい作りな
ど、さまざまな目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文
学・自然科学など、幅広い分野を学
びます。資料を無料で差し上げてい
ます。お気軽にお問い合わせ下さ
い。
募集期限　２月29日（金）
問い合わせ　放送大学栃木学習セン
ター　☎ 028－632－0572
ホームページアドレス
http://www.u-air.ac.jp


