
広報いわぬま2013.2月号	 10

　平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災
でお亡くなりになられた市民および市外居住者の
慰霊を行うとともに、市の復興を誓うため追悼式
を開催します。
　追悼式にはどなたでも参加できます。

※駐車場が極めて少なくなっていますので、ご来
場の際は公共交通機関などをご利用願います。
問／総務課（☎内線 514）

東日本大震災
岩沼市追悼式を開催します

大切な方を亡くされた方へ
第 8 回わかちあいの会を開催します

　死別の悲しみは決して消えるものではあり
ません。この会は、ご遺族同士が喪失の悲しみ・
怒り・つらい気持ちを安心して語り合える場
です。
　ご遺族同士だからこそ分かり合える素直な
気持ちを静かに分かち合います。
　詳しくは、下記までお申し込みいただくか、
直接会場においでください。
日時／ 2月9日㈯  14時～16時30分
場所／中央公民館  第２会議室
申込／仙台グリーフケア研究会
　（☎ 070-5548-2186）
共催・問／社会福祉課（☎内線 357）

日時／ 3 月 11 日㈪
　14 時 30 分～ 16 時
場所／市民会館 大ホール
追悼方式／無宗教献花方式

被災者向け住宅自主再建相談事業の実施について
　集団移転先に移転する被災者をはじめ、東日本大震災により住宅を再建する方が抱える各種課
題について、きめ細かに対応するため、「被災者向け住宅自主再建相談事業」を 4 月より実施します。
　事業内容は、各種支援制度や各種行政情報の提供などの一般相談に加え、有資格者による法律
相談や資金計画相談、住宅建築相談などです。
　場所は、4 月にオープン予定の民間事業者による復興応援住宅展示場のセンターハウス内（押
分字奥山の三軒茶屋西土地区画整理事業地内）を予定しています。（※詳細については、4 月号
の広報に掲載する予定です。）
問／復興整備課（☎内線 422 ～ 425）

東日本大震災に伴う住宅再建等支援の受け付けについて
　2 月 1 日㈮から宅地のかさ上げなどの補助申請の受け付けを下記のとおり開始します。原則と
して、かさ上げなどの前に申請を行い、市の交付決定後に実績報告を行っていただくことが必要
となります（※補助の受付開始前にかさ上げなどを行った方は、遡って申請ができます）。
　なお、所定の申請書などのほかに添付書類が必要となりますので、詳しくは被災者生活支援室
にご相談ください。また、これまで市役所 6 階第 7 会議室で受け付けしていました借入金利子
相当額補助等の申請も、引き続き下記の場所で行います。

〇受付場所：被災者生活支援室（総合福祉センター（ あいプラザ）内）
補助名 対象者 補助内容 補助期間 必要添付書類

宅地かさ上げ
等費用補助

平成 23 年 3 月 11 日時点
に移転促進区域（相野釜・
藤曽根・二野倉・長谷釜・
蒲崎・新浜地区）以外に居
住していた方で、津波被害
により市が住宅を解体し、
かつ、同じ宅地に住宅を再
建する方（市が解体する基
準に準じた住宅を個人で解
体した方を含む）

◎ 100 万円
　を上限

宅地の土盛り、
基礎上げなど
による 0.5 ｍ
以上のかさ上
げに要する費
用の 1/2 の額

平成 25 年度
まで

・被災時の住所が分かる書類
・ 市税の滞納がない証明書また

は市税納付状況確認同意書
・工事費用の見積書
・工事の概要が分かる書類
・ 市が津波被害により住宅を

解体したことが分かる書類
または解体等状況確認同意
書　など

問／被災者生活支援室（☎ 35-7751）

東日本大震災に関連するお知らせ
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1　登録職種など

職種 業務内容 主な勤務地 登録資格
（18歳以上が必須条件） 賃金 勤務時間 その他 受付期間・受付課

保育補助員
（臨時職員）保育業務

市内保育所
（4カ所）

保育士資格を有する方
（平成25年3月中に資
格取得見込も含む）

日額7,200円

7時間45分
（7時30分～19時
15分の間でシフ
ト、土曜勤務有）
※短時間勤相談可

保育士証または同資
格取得見込証明書な
どを添付のこと
※通勤距離に応じて
交通費を支給します。

随時受付
※履歴書と資格証明
書などを添えて、直接
子ども福祉課に持参
のこと（郵送相談可）
子ども福祉課
（☎内線392）

事務補助員
（臨時職員）一般事務 市役所など 市内に住所を有する方

日額5,700円 7時間45分 パソコン操作の経験、
資格などあれば履歴
書に記載のこと

1月4日㈮～2月8日㈮
※当日消印有効

政策企画課
（☎内線524・525）時給   710円 4時間

技術補助員
（臨時職員）

各種健診など
の保健事業の
補助業務

市保健センター

保健師、助産師の資格
を有する方 時給1,050円

8時30分～17時
の間で事業の内
容で調整
（月2日～7日の
勤務となります）

資格免許証などの写
しを添付のこと

1月4日㈮～2月8日㈮
※当日消印有効

健康増進課
（☎内線348）

管理栄養士の資格を有
する方 時給   950円

看護師、歯科衛生士の
資格を有する方 時給   900円

技術補助員
（嘱託職員）

精神障害者小
規模作業所・コ
ミュニティサロ
ン通所者の生
活・作業指導

市保健センター
旧勤労者活動
センター

精神保健福祉士、社会
福祉士、作業療法士、
保健師、看護師のいず
れかの資格を有する方

月額
   130,800円 週29時間

資格免許証などの写
しを添付のこと

1月4日㈮～2月8日㈮
※当日消印有効

社会福祉課
（☎内線357）技術補助員

（臨時職員） 日額7,200円 7時間45分

事務補助員 
（嘱託職員）

下水道排水設
備申請書受付・
完了検査事務、
パソコンでの下
水道台帳整理
業務など

市役所（4階）

市内に住所を有する方
で、宮城県下水道排水
設備工事責任技術者の
資格を有する方

月額
13万円程度

月～金曜日勤務
週29時間以内

募集人数：1名
任期：平成25年4月1
日～平成26年3月31日
試験：実施日未定

2月4日㈪～13日㈬
※当日消印有効

下水道課
（☎内線442）

2　勤務条件など
　⑴任用期間
　　臨時職員…6カ月以内です。ただし6カ月を超えない範囲で一度だけ更新する場合があります。
　　嘱託職員…原則として1年間です。ただし必要に応じて更新する場合があります。
　⑵勤務日数
　　臨時職員…基本的に毎週月曜日～金曜日の週5日ですが、職種や各月の業務内容により変動があります。
　　嘱託職員…週29時間の範囲で勤務日数を調整します。
　⑶賃金支払日
　　臨時職員…月末締め翌月10日支払い（休日および土日の場合はその前日）
　　嘱託職員…月末締め当月21日支払い（休日および土日の場合はその前日）
　⑷社会保険
　　任用期間などにより社会保険・厚生年金および雇用保険に加入していただくことがあります。
3　申込方法・登録の受付期間
　希望する方は、職種を記入の上、履歴書を（職種によって証明書なども添付のこと）〒989-2480 桜1
丁目6番20号 岩沼市役所上記右欄の各受付課まで提出してください（郵送可）。ただし、子ども福祉課で
受け付けを行う職種については3階子ども福祉課までご持参ください。嘱託職員採用の際は作文・面接な
どによる試験を実施予定（2月中旬頃）です。なお、後日、就職などにより登録を取り消したい場合は速
やかにご連絡ください。

　平成25年度に勤務することが可能な臨時・嘱託職員の登録者を募集します。臨時職員については、臨時
的に業務を処理する必要が生じた場合に登録者の中から業務ごとに必要な資格などを確認の上、後日、担
当部署からご連絡します。登録者全員が任用されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

　臨時・嘱託職員登録受付のご案内

急募！

▶臨時・嘱託職員募集
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