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【第 3 話】「岩沼市健康づくり市民計画を知っていますか ? ～子どもの健康づくり編～」
　目 標／安心して充実した毎日を送り、健康であることの幸せを実感し、明日を楽しみに夢を持ち続ける

子どもになろう。

■岩沼市の子どもの現状は ? ■（3歳 6カ月児・小学 5年生・中学 2年生の保護者アンケートより）
1.�朝食は毎日食べているものの、「野菜不足だと感じる」と回答した保護者が�
約 2割いました。子どもの食事の栄養バランスが気になります。

2.�「子どもが運動不足だと感じる」と回答した保護者が、3歳 6カ月児で 3割、�
小学 5年生で 4割いました。全体的に見ても、授業以外で運動している子ども�
の割合は、小学 5年生、中学 2年生ともに全国平均より低くなっています。

その他
　・コミュニケーションをとることを苦手としている子どもが増えている傾向です。
　・洗面や歯磨きなどの基本的生活習慣は 8割の子どもが身についています。

　□野菜料理が好き
　□ゲームやテレビの時間を決めている
　□友達や家族と誘い合って体を動かしている
　□起きる時間と寝る時間が決まっていて、早寝早起きの習慣がついている

　子どもの健康づくりには、家族をはじめ、まわりの人の支えや働きかけが欠かせません。
　健康づくりの主役は一人ひとりですが、みんなで支え合い、取り組みやすい環境をつくることで、
一人ではなかなか難しい健康づくりにも取り組みやすくなります。
　皆さんも今の生活をふり返り、できることから、少しずつ健康づくりをはじめてみませんか ?

いわぬま健康づくり ”イキイキ” 通信　Vol.3（隔月連載中）

きみは、いくつ☑
チェック

できるかな ?

健診結果マル分かり！！楽しく学ぼう！！
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生活応援セミナー
参加無料

予約不要

中性脂肪・
コレステロールが気になる人へ 血糖が気になる人へ 血圧が気になる人へ

日　付 8月31日㈪ 8月31日㈪ 9月1日㈫

時　間 9時30分～12時（受付9時～） 13時30分～16時（受付13時～） 9時30分～12時（受付9時～）

内　容

①医師の話
「サラサラ血液を手に入れよう」
②食事の話

「知っていますか? 油（脂）の謎」
③運動

「脂肪を燃やす運動法」

　　①医師の話
　　「糖が鍵!血管若返り術」
　　②食事の話

「早食いストップ!食事法」
　　③運動
　　「糖をさげる運動法」

①医師の話
「意外と知らない血圧の話」
②食事の話　～試食付～

「適塩（1日7g）ってどのくらい?」
③運動

「血圧をさげる運動法」

場　所 市保健センター

講　師 宮城県立がんセンター研究所　がん先進治療開発研究部　部長　田中 伸幸　氏
　　　　　　㈱フクシエンタープライズ　健康運動指導士　石垣 寿大　氏

持ち物 健診結果・筆記用具・飲み物（お茶か水）・眼鏡（必要な方）
※軽運動がありますので、動きやすい服装でお越しください。

問／健康増進課（☎内線349）

問／健康増進課（☎内線349）
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平成27年度 岩沼市職員採用試験（初級/高校卒業程度・社会人）

○第1次試験／9月20日㈰
○採用時期／平成28年4月以降
　　　　　　（前倒し採用あり）
○試験案内・受験申込書配布および申込受付
　期間／7月1日㈬～8月10日㈪
　　　　（郵送申込は8月10日㈪必着）
　　　　8時30分～17時
　　　　（土・日・祝日は除く）
　場所／〒989-2480　
　　岩沼市桜一丁目6番20号�
　　岩沼市役所�政策企画課人事職員係
　　（市役所5階南側）
※なお、郵送を希望する場合は、封筒の表
に「初級試験案内請求」または「社会人
経験者試験案内請求」と朱書きし、宛て
先を明記した返信用封筒（A4判が入る
大きさ・角型2号）に120円切手を貼付
したものを必ず同封してください。

　問／政策企画課人事職員係
　　　（☎内線524・525）

試験の職種 採用予定人数 受 験 資 格

初
　
　
　
級

事務 若干名

平成6 年 4月2日～平成10 年 4月1日に生ま
れた方（ただし、学校教育法による短期大学ま
たは高等専門学校（高専）を卒業、または平成
28年3月までに卒業見込みの方は、受験でき
ません）

消防 若干名

① 平成2年 4月2日～平成10年 4月1日に生ま
れた方

②採用後、岩沼市内に居住可能な方
③両眼の裸眼視力（矯正不可）が0.3以上で、

色覚が正常な方
④聴力が、左右とも正常な方

社
会
人
経
験
者

土木 若干名

昭和57年 4月2日～昭和63年 4月1日に生ま
れた方で「一級土木施工管理技士」または「二
級土木施工管理技士」のいずれかの資格を有し、
かつ、平成28年3月末時点で当該資格に関す
る民間企業などでの実務経験が通算5年以上あ
る方

栄養士 若干名
昭和59 年 4月2日～平成 3 年 4月1日に生ま
れた方で栄養士の資格を有し、かつ、平成28
年3月末時点で当該資格に関する民間企業など
での実務経験が通算5年以上ある方

※詳細については試験案内または市のホームページで必ずご確認願います。

　平成27年10月～平成28年9月に勤務することが可能な臨時職員の登録者を募集します。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等を確認の上、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、あらかじめご了承願います。

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） 勤務時間 賃　金 その他 受付期間・受付課

事務補助員 一般事務 市役所など 市内に住所を有
する方

7時間45分 日額5,800円 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

8月3日㈪～21日㈮
※消印有効。
政策企画課
（☎内線524・525）4時間～ 時給740円

調理補助員 給食調理業務

市内小・中学校

4時間～7時間 時給770円
8月3日㈪～21日㈮
※消印有効。
教育総務課
（☎内線553）

7時間45分
（8時～16時45分） 日額6,000円

業務補助員
校内美化、市内
用達、小修繕、
来客接待など

7時間45分 日額6,000円

保育補助員 保育業務 市内保育所
（4カ所）

保育士資格を有
する方

7時間45分
（7時30分～19時
15分の間でシフト
制・土曜日勤務有）

日額7,300円
� ＋交通費相当分

保育士証または同資
格取得見込証明書添
付のこと

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。

（郵送不可）
子ども福祉課
（☎内線393・394）

放課後児童
指導補助員

児童の健全育成
指導業務

市内児童館・
児童センター
（4カ所）

4時間または5時間
（長期休暇期間

：7時間）

時給900円（有資格者）
� +交通費相当分
時給800円（無資格者）

保育士証または教諭
免許状あれば添付の
こと

調理補助員 給食調理業務 市内保育所
（4カ所）

4時間
7時間45分

時給770円
日額6,000円

2　勤務条件など
⑴　任 用 期 間　6カ月以内です。ただし6カ月を超えない範囲で1度だけ更新する場合があります。
⑵　勤 務 日 数　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。
⑶　賃金支払日　月末締め翌月15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岩沼市桜一
丁目6番20号�岩沼市役所�上記表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市役所3階子ども福祉課までご持参ください。
　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。

臨時職員登録受付のご案内
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