那珂川町職員採用試験案内

南那須地区広域行政事務組合職員採用試験案内

平成22年４月１日採用の那珂川町職員を次のとおり

平成22年４月１日採用の南那須地区広域行政事務組

募集します。

合職員を次のとおり募集します。

採用職種・採用予定人員・受験資格

採用職種・採用予定人員・受験資格

職

種

採用予
定人員

受 験 資 格

一
事

般
務

２名
程度

①昭和58年４月２日から平成４年４月
１日までに生まれた者

２名

①昭和56年４月２日から平成２年４月
１日までに生まれた者
②保育士資格取得者または資格取得見
込みの者。ただし、幼稚園教諭２種
免許状以上取得者または取得見込み
の者

保育士

保健師

１名

①昭和54年４月２日から昭和63年４月
１日までに生まれた者
②保健師免許取得者又は平成21年度保
健師国家試験で免許取得見込みの者

受 験 資 格

一般事務職

１名

昭和54年４月２日から平成
４年４月１日までに生まれ
た者

保健衛生セ
ンター職員
（業務）

４名

昭和49年４月２日から平成
４年４月１日までに生まれ
た者

５名

昭和58年４月２日から平成
４年４月１日までに生まれ
た者

種

消防職
第 1 次試験
試験日

場

9月20日（日）

第 1 次試験
試験日

場

9月20日（日）

所

内

県立矢板東高等学校

容

教養試験、
適性検査

第 2 次試験
場

所

内

試験日

内

県立矢板東高等学校

場

所

容

教養試験、
適性検査

内

那須烏山市中央公園
烏 山 体 育 館
広域行政センター

容

口述試験、
馬 頭 山 村 開 発 セ ン タ ー 作文試験、
（予定）
身体検査
（診断書提出）

所

第 2 次試験

10月下旬

試験日
10月中旬

採用予定
人員

職

容

体力測定、
口述試験、
作文試験

合格発表
・第１次試験

10月上旬

・第２次試験

11月上旬

受付期間

合格発表
・第１次試験

10月上旬

７月27日（月）〜８月14日（金）

・第２次試験

10月下旬

午前８時30分〜午後５時30分（土､日､祝日を除く。
）
申込書類等

受付期間

申込用紙は事務局総務課、消防本部、各

７月14日（火）〜８月６日（木）

分署、那須烏山市総務課、那珂川町総務課において配

午前８時30分〜午後５時30分（土､日､祝日を除く。
）

布。（下記のホームページからダウンロードできます）
URL http：//www4.ocn.ne.jp/˜ ko‑iki/

※郵送の場合、８月６日消印有効

申込書提出先

申込用紙請求方法
・本庁総務課または小川庁舎総合窓口課において配布
・郵送の場合は、封筒の表に「採用試験申込用紙請求」

南那須地区広域行政事務組合
‑
総務係 〒321 0602 那須烏山市大桶872
0287‑83‑0021

と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用

問い合わせ

封筒（Ａ４サイズ）を同封のうえ下記まで請求する。

南那須地区広域行政事務組合 総務課
〒321‑0602 那須烏山市大桶872

・町のホームページからのダウンロード
URL http: //www.town.tochigi‑nakagawa.lg.jp
申込用紙請求先・問い合わせ
〒324‑0692 那珂川町馬頭409番地
那珂川町役場

総務課

行政係

総務課

総務係

0287‑83‑0021
南那須地区広域行政事務組合消防本部 総務課 庶務係
〒321‑0621 那須烏山市中央１丁目16番９号

0287−92−1111

0287‑82‑2009
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那珂川町公園墓地
使用申込みを受け付けます
墓地の概要
名称 那珂川町公園墓地
所在 那珂川町馬頭2558‑87
区画・面積
西第４段第12号 １区画（６㎡）
使用料 450,000円（使用許可 され
たとき１回だけです）
管理料 年 2,500円（毎年）
応募資格 町内に住所を有する方
申込み方法 住民生活課または小川
庁舎総合窓口課にある使用許可申込
書に必要事項を記入のうえ、提出し
て下さい。
申込み期間 ７月15日〜30日
使用者の決定 多数応募の場合は、
抽選により使用者を決定します。抽
選日は、後日申込者に直接連絡いた
します。
問い合わせ 住民生活課環境係
0287‑92‑1112
小川庁舎総合窓口課
0287‑96‑2114

日時 ８月９日 午前９時〜正午
定員 20名
参加費 200円
問い合わせ なす風土記の丘資料館
0287‑96‑3366
小川館

福祉のしごと就職支援
セミナー（無料）
日時 ７月26日 午前９時〜正午
会場 とちぎ福祉プラザ
内容 ①「福祉の職場で働く意義・
魅力、求 められる 人材像」講師 山
田昇教授（佐野短期大学）、②「介
護職 の 魅力、 やりがい 」講師 植田
稔生活相談員（特別養護老人ホーム
とちの木荘）
定員 130名
問い合わせ 栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
028‑643‑5622

「心の輪を広げる体験作文」
募 集

ないことがありますのでご了承くだ
さい。
問い合わせ 健康福祉課
0287‑92‑1119

町民プール

オープン

期間 ７月18日〜８月31日
時間 ①午前９時30分〜12時30分
②午後１時30分〜４時30分
問い合わせ 生涯学習課
0287‑96‑2116

放送大学

10月生募集

放送大学はテレビなどを利用して
授業を行う通信制の大学です。働き
ながら学んで大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で
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、幅広い分野を学べます。
出願期間 ８月31日まで
その他 資料を無料配布しています
ので、お問い合わせください。
問い合わせ 放送大学栃木学習セン
028‑632‑0572
ター

募集テーマ 「出会い、ふれあい、
心の輪 〜障害のある人とない人と
の心のふれあい体験を広げよう〜」
風土記の丘資料館の夏休み体験活動
応募資格 一般県民（小・中・高校
展示および参加者募集中のイベント
生は学校で募集します）
●夏休み体験活動「なつ！風土記」
※応募作品は未発表のものに限ります。
福祉の就職総合フェア2009
夏休み考古学教室① 展示体験で、 募集期間 ７月１日〜９月４日
inとちぎ
応募方法 直接、栃木県障害福祉課
参加者が作成した解説パネルや資料
日時 ８月１日 午後１時〜４時
に応募願います。
を展示します。
会場 とちぎ福祉プラザ
問い合わせ 健康福祉課
展示期間 ７月11日〜８月30日
内容 福祉施設・事業所の採用担当
0287‑92‑1119
※毎週月曜日は休館です。但し７月
20日の祝日は開館（翌21日が休館）
者との個別面談、ハローワーク、ナー
「動く知的障害者更生相談所」
開催場所 小川館
スバンク、福祉人材センターによる
の開催（要予約）
その他 要入館料（中学生以下は無料）
求職相談、介護事業所の職場環境の
期日 ９月９日（水）
●イベント参加者募集中
改善等の相談等
問い合わせ 福祉人材・研修センター
会場 那須烏山市烏山公民館（旧就
「土器づくり」
028‑643‑5622
本物の縄文土器を見ながら土器作り。 業改善センター）
対象者 県内に居住する18歳以上の
日時 ７月26日 午前９時〜正午
下水道排水設備工事
定員 30名
知的障害者と保護者、関係機関等
責任技術者更新講習会
実施内容 療育手帳の再判定、その
参加費 300円
日時 ９月15日 午後２時〜４時
他生活相談等 ※新規の療育手帳判
※土器焼きは８月23日に行います。
場所 宇都宮市文化会館
定はできません。
土器づくりに参加した方は必ず参
対象者 現在資格を有し、有効期限
申し込み 再判定や相談には予約が
加してください。
夏休み考古学教室②「これできみも
が平成22年３月31日までの方
必要です。希望する方は８月21日ま
申込受付期間 ７月17日〜31日
考古学者」
でに、健康福祉課へお申し込みくだ
問い合わせ 栃木県建設総合技術セ
さい。
土器片の洗浄等資料館の裏方の仕
028‑626‑3187
ンター
※定員を超えた場合は、予約がとれ
事を体験します。
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