
２月12日㈮①14〜16時②18〜
20時 松山商工会館（大手町二丁
目） えひめ結婚支援センターが実
施する結婚支援イベントや交際支
援などへの協力 既婚者または結婚
歴があり婚活中でない人 電話・e
メール。氏名、電話番号、参加希望
時間をえひめ結婚支援センター of
fice@msc-ehime.jp へ えひめ結婚
支援センター☎933-5596・ 947
-4251・ http://www.msc-ehime.
jp/

２月13日㈯・14日㈰。10〜17
時 文化の森（河野別府）、法橋運動
広場（下難波）、堀江小学校ほか ド
リームズスポーツ少年団（和田）☎
090-8692-0525・ 990-1173

２月21日㈰10〜16時 松山三越
８階特設会場 四国税理士会松山支
部☎945-5761・ 921-6371

２月21日㈰13〜17時 てくる
ん（大街道一丁目） 心や暮らしの悩
み事相談に専門家が応じる（予約不
要。秘密厳守） 県司法書士会☎94
1-8065・ 945-1914

２月26日㈮ 市内14カ所の公衆
浴場（小学生以下は無料） 市浴場協
同組合☎・ 956-5032

２月27日㈯・28日㈰。10〜14
時 ジョー・プラ（朝生田町五丁目）
１・２階 リサイクル品としてふさ
わしい物（動植物および飲食物、コ
ピー品などは不可） 45ブース（先
着順） 環境保全協力金2,000円
NPO 法人愛媛リサイクル市民の会
☎・ 905-8551 http://www.e-
r-c-a.net/

２月28日㈰13〜15時 県男女
共同参画センター（山越町）３階研修
室 なかなか治らない肩こり・腰痛

の本当の原因を教えます （公社）県
鍼灸師会☎・ 0894-62-6461

２月28日㈰13〜16時 愛媛生
協病院（来住町）B 棟２階会議室
労災職業病、労災補償などの説明会、
個別相談（健康保険証、職歴などは
各自用意） 全日本建設交通一般労
働組合愛媛県本部☎976-5550・
970-2820

日常生活で気付いた河川情報の報
告や河川愛護思想の普及・啓発活
動※詳細はホームページを確認 松
山河川国道事務所重信川出張所☎
958-8215・ 958-8225・ http
://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

（９）2016（平成28）年２月１日号 市民ガイド

　企画展開催準備のため、２月16日
㈫〜21日㈰は２階部分（入場無料）
のみ開館します。

坂の上の雲ミュージアム☎915-2
600・ 915-3600

　経済的な理由で国公立小中学校へ
就学困難な家庭に学用品費・給食費
などを援助します（支給要件あり）。

平成28年度当初に認定の場合は
３月31日㈭まで（新１年生の場合は
４月28日㈭まで）に、申請書（小中
学校にあり）を通学している小中学
校へ
※ 詳細は市ホームページを確認

（教）学校教育課☎948-6590・
934-1815

下表のとおり

次の全ての要件に該当する人 ▼平
成25・26年度に高等学校・高等専

門学校を卒業または27年度に卒業
見込みで、28年４月に大学・短大
に進学を希望 ▼本人または保護者が
１年以上市内に在住 ▼学業成績が優
秀 ▼経済的事情により修学が困難 ▼

同種の奨学金を他に受けていない ▼

住民税を賦課され、滞納がない独立
した生計を営む成年者の連帯保証人
２人を確保できる見込みの人

３月31日㈭（消印有効）。直接ま
たは郵送。申請書（（教）学校教育課

〈市役所第四別館３階〉、市内の高
等学校、市ホームページにあり）を
〒790-0003三番町六丁目６-１（教）
学校教育課へ（申請書を郵送請求す
る場合は封筒の表面に「奨学資金貸
付申込書請求」と朱書きし、あて先
を書いた返信用封筒〈長３〉に92円
切手を貼り、同封）

（教）学校教育課☎948-6869・  
934-1815

　平成15年度から継続して発行し
ていた「松山市のまちづくり債（住民
参加型市場公募地方債）」は平成27
年度は発行を休止することとなりま
した。今後、同地方債の発行を再開
する場合は改めてお知らせします。

財政課☎948-6136・ 934-18
03

　選挙管理委員
会では、学生の
皆さんに選挙を
身近に感じても
らうために、投
票箱や記載台の
備品貸し出しな
どを行っています。
　また選挙に関する情報や活動を

「選挙管理委員会」のフェイスブック
https://www.facebook.com/ma

tsuyamasenkan で発信しています。
市選挙管理委員会☎948-6622・
934-1811

　マルマストリグ㈱ ▼ サントリー
酒類㈱松山支店（受付順。平成27年

12月６日〜12月31日の間にご寄
付いただきました）
　随時受け付けていますので、ご協
力をお願いします。

市民参画まちづくり課☎948-63
30・ 934-3157

その他のお知らせ

＝
日
時
・
期
日（
時
間
は
24
時
間
表
記
）　

＝
会
場　

＝
内
容　

＝
対
象　

＝
定
員　

＝
料
金（
表
記
の
無
い
場
合
は
無
料
）　

＝
申
し
込
み
方
法（
住
所
と
記
載
の
場
合
は
郵
便
番
号
も
明
記
）　

＝
問
い
合
わ
せ
先　

＝
ｅ
メ
ー
ル　

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

中学校小学校

1年＝
2万4,560円
2年～＝
2万6,790円

1年＝
1万2,970円
2年～＝
1万5,200円

2万3,550円2万470円

実費（一部対象にならない
経費あり）

実費

治療費（特定の疾病）

学用品費など

新入学時
学用品費

修学旅行・宿泊
校外活動費

給食費

医療費

松山市のまちづくり債の発行
休止

寄付　　　　ありがとうございます
（敬称略）

市民活動推進基金

模擬投票を体験できる
備品を貸し出しています

区　分
予定
人数

貸付予定金額
（無利子）（円）

貸付金
の返還

30万
入　学
支度金

3万

50万

奨学金
（月額）

奨学金
（月額） 5万

入　学
支度金

県内の大学・
短大に入学
する人

50人
卒業後
15年の
期間内に
返還

60人

県外の大学・
短大に入学
する人

奨学資金貸付制度

お知らせ
坂の上の雲ミュージアム
部分開館

第10回ドリームズカップ
争奪学童軟式野球記念大会

「まつやま笑顔の巡り愛
キューピット」および
えひめ結婚支援センター
ボランティア説明会

税理士による税金に関する無
料相談会

街角なんでも相談カフェ

第221回リサイクル
フリーマーケット

はりきゅう市民公開セミナー

労災職業病無料健康相談会

重信川・石手川
河川愛護モニター募集

　松山税務署では２月16日㈫～３月15日㈫（土・日曜日を除く）に、所
得税の申告相談や確定申告書を受け付けます。また２月21日・２月28
日の日曜日は、確定申告書の相談・受け付けを行いますので、ご利用く
ださい。

確定申告はお早めに！確定申告はお早めに！
所得税及び復興特別所得税・贈与税・事業税・住民税は３月15日㈫まで

消費税及び地方消費税は３月31日㈭まで

申告書の作成は確定申告書等作成コーナーで

　国税庁　http://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」で
は、画面の案内に従って該当項目を入力することで、所得税及び復興特
別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書
などが作成できます。
　作成した申告書は、直接、電子申告（e-Tax）するかA4サイズの普通紙
に印刷して郵送などで税務署に提出できます。

消費税及び地方消費税の確定申告は、正しくお早めに

　消費税及び地方消費税の確定申告は、課税取引を旧税率（５㌫）と新
税率（８㌫）に区別した帳簿などに基づき作成してください。

贈与税の申告と納税をお忘れなく

　平成27年中に、財産の贈与を受け、次に該当する人は３月15日㈫ま
でに贈与税の申告と納税が必要です▶110万円を超える財産の贈与を
受けた▶相続時精算課税制度を適用する▶住宅取得等資金の非課税制
度を適用する▶配偶者控除の特例を適用する▶納税猶予の特例を適用
する

振替納税をご利用ください

　振替納税は申告所得税及び復興特別所得税や個人事業者に係る消
費税及び地方消費税の納税に利用できます。振替納税を希望する場合
は税務署または預貯金先の金融機関に「預貯金口座振替依頼書兼納付
書送付依頼書」を提出してください▶口座振替日＝所得税及び復興特
別所得税…４月20日㈬、消費税及び地方消費税（個人事業者）…４月
25日㈪

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください

　平成25年分の所得税から平成49年分までの各年分は、所得税と復
興特別所得税を併せて申告・納付してください。

　所得税＝松山税務署（松山若草合同庁舎）☎941-9121、市県
民税＝市民税課（市役所本館２階）☎948-6291～6298・　93
4-1802

問

イータックス

みかん湯

就学援助制度をご活用ください

選挙のめいすいくん

http://www.nta.go.jp/
https://www.facebook.com/matsuyamasenkan
mailto:office@msc-ehime.jp
http://www.msc-ehime.jp/
http://www.e-r-c-a.net/
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/


２月11日（木・祝）10時30分〜
15時

子規記念博物館（道後公園）４階講堂
募集句入選披講・講評、愛媛大学

准教授・青木亮
ま こ と

人さんの講演「昭和
期『ホトトギス』の『傑作』を探る」（13
時〜）、当日句入選披講・講評 ▼当
日句（１人１句〈未発表作品に限る。
12時締め切り〉）から松山俳句協会
の選者（10人）がそれぞれ特選１句、
入選15句を選ぶ（特選者には選者の
短冊を贈呈）

（教）子規記念博物館☎931-5566
・ 934-3416

２月21日㈰13時30分〜15時30
分 ▼集合・解散＝愛媛大学ミュージ
アム（文京町）

愛媛大学の博物館を見学
小学生以上（小学生は保護者同伴）
20人程度（抽選）
１人50円（保険料）
２月12日㈮（必着）。はがきまた

はファクス・ホームページ。代表者
の住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢を〒791-8024朝日ケ丘
一丁目1633-2都市環境学習セン
ター「愛大ミュージアムへいこう」係

 http://ehime-seitaikei.info/toshi
kan/ へ
※ 詳細は申込者へ後日、通知

都市環境学習センター☎・ 911
-0250

２月14日㈰13時〜
総合コミュニティセンター（湊町

七丁目）コミュニティプラザ
リサイクル自転車約40台を入札

により競売（１人１台に限る） ▼引き
渡し＝落札後、当日持ち帰り（自転
車商組合加盟店が点検・鍵取り付け
済み）

市内に住民登録がある20歳以上
（市内在住を証明するものが必要）

最低入札額5,000円（防犯登録な
どの諸費用を含む）

当日受け付け
都市・交通計画課☎948-6421・
934-1807

３月６日㈰８〜18時 ▼ 集合＝８
時までに総合コミュニティセンター

（湊町七丁目）正面広場
南楽園（宇和島市）
川柳の基本指導と「梅」「南」「楽」の

各題で作句、講師による選句・講評
市内在住または通勤・通学してい

る人（中学生以下は保護者同伴）
40人（抽選）
2,500円（当日集金。市文化協会

会員は1,800円）
２月13日㈯（必着）。往復はがき

（１枚２人まで）に住所、氏名、年齢、
電話番号、「川柳吟行希望」と書いて
〒790-0012湊町七丁目５市文化
協会事務局へ

市文化協会事務局☎909-8008・
931-3304

３月６日㈰13時〜16時30分
北条鹿島（北条辻）

「長さの部」と「重さの部」の１〜３
位に賞品あり。参加者全員にチョー
さんから「免許皆伝の書」贈呈

小学生以上とその保護者
25組（抽選）
無料（渡船料・駐車料金は別途必要）
２月19日㈮（消印有効）。往復は

がきまたはホームページ・アプリ
ケーション。往信面に保護者の住
所・氏名、子どもの氏名・学年、電
話番号、返信面に保護者の住所、氏
名を書いて〒790-8510南海放送

「鹿島 チョーさんと親子釣り大会」
http://www.rnb.co.jp/ へ
※アプリケーションでの申し込み方
法など詳細は南海放送ホームページ
を確認

南海放送☎915-2380、観光・国
際交流課☎948-6555・ 943-90
01

２月20日㈯11〜
16時

南海放送本町会館
（本町一丁目）

13時 〜13時30
分＝小春ものまねラ
イブ ▼13時30分〜
14時＝市市民活動推進事業表彰式

▼14時15分〜15時15分＝渡辺正
行生きがいライブトーク

市生涯現役交流集会実行委員会事
務局（まつやま NPO サポートセン
ター内）☎943-5790・ 943-5796

２月１日㈪〜29日㈪。９〜17時
（16時30分札止め）

松山城二之丸史跡庭園（丸之内）
二之丸で結婚式の前撮り写真撮影

を実施した人から提供してもらった
写真の展示会

二之丸史跡庭園☎921-2000・
921-2134

２月６日㈯〜３月28日㈪
子規記念博物館（道後公園）３階特

別展示室
子規の俳句と城川町の「かまぼこ

板の絵」の融合コーナー、過去優秀
作品の展示、「かまぼこ板の絵」作り
に挑戦できるコーナーなど

（教）子規記念博物館☎931-5566
・ 934-3416

２月15日㈪18時30分〜
市総合福祉センター（若草町）５階

中会議室
危険運転とは

※ 手話・要約筆記あり
市内在住の聴覚障がい者（障害者

手帳がなくても可）
聴覚総合支援室☎921-2143・

921-2142

　参入を希望する業者は、必ず参加
してください。

２月18日㈭10〜11時
NBF 日銀前ビル（三番町四丁目）

４階第２会議室
生活保護法に基づく葬祭の実施方

法や資格要件の説明
市内に葬祭が執行できる会場を所

有する業者など
当日受け付け

生活福祉総務課☎948-6395・
934-2632

　高額医療・高額介護合算療養費制
度とは、同じ世帯で医療保険と介護
保険を利用した場合に、年単位で自
己負担を軽減する制度です。平成
27年７月31日時点の後期高齢者医
療または国民健康保険加入者で、平
成26年８月１日〜平成27年７月31
日にかかった医療と介護の自己負担
額が限度額を超える支給対象者へ、
２月中旬に通知します。申請方法な
ど詳細はお問い合わせください。な
お、対象期間中に市外（後期高齢者
医療加入者は県外）からの転入や他
の医療保険での加入期間がある人
は、自己負担額が確認できないため
通知を送付していません。
※他の医療保険加入者は各医療保険
の窓口へお問い合わせください

後期高齢者医療＝高齢福祉課☎9
48-6370・ 934-1763、国民健
康保険＝国保・年金課☎948-6355
・ 934-2631、介護保険＝介護保

険課☎948-6885・ 934-0815

■犬譲渡会
２月20日㈯13時30分〜15時30分

譲渡前講習会（必須）＝市保健所
（萱町六丁目）４階 ▼譲渡会＝市保健
所駐車場

市内在住の20歳以上
２月19日㈮まで。電話で生活衛

生課へ
■愛犬のしつけ方教室

２月27日㈯13時30分〜15時30分
市保健所（萱町六丁目）４階
基本的な犬のしつけ方を学ぶ
市内在住で、犬を飼育中または今

後飼育予定の人
※ 動物の同伴は不可

30人（先着順）
電話で生活衛生課へ
生活衛生課☎911-1862・ 92

3-6627

３月５日㈯９〜13時
JA愛媛厚生連健診センター（鷹子町）
CT 法による内臓脂肪測定および

調理実習と試食
市国民健康保険加入の特定健康診

査受診者
30人（先着順）
２月26日㈮まで。電話またはファ

クス。JA 愛媛厚生連健診センター
☎0120-352-080・ 970-2088

（土・日曜・祝日を除く９〜17時）へ
国保・年金課☎948-6375・ 93

4-2631

４月から次のとおり変更します ▼

対象年齢が43歳未満に ▼ 年間助成
回数と通算助成期間の限度を撤廃 ▼

通算助成回数について、初回40歳
未満は６回、同43歳未満は３回

指定医療機関で特定不妊治療（体
外受精および顕微授精）を受けた夫
婦（所得制限あり）
※今年度内に治療が終了したもの
は、３月31日㈭までに健康づくり推
進課へ。助成要件・申請方法など詳
細はお問い合わせください

健康づくり推進課☎911-1870・
925-0230

2016（平成28）年２月１日号（10）市民ガイド

催　　し
第53回松山市民俳句大会

愛大ミュージアムへいこう

北条鹿島で釣りして遊ぼっ !
チョーさんと親子釣り大会

放置自転車リサイクル競売会

二之丸　前撮り写真展

川柳吟行

市生涯現役交流集会〜笑顔で
活躍・「生きがい」実感 !〜

子規の人生に思いを馳せて
〜凝縮と極みの芸術『俳句と
かまぼこ板の絵』展〜

福祉・保健 犬を大切に

聴覚障がい者のためのくらし
セミナー

生活保護受給者らの
葬祭執行業者募集説明会

高額医療・高額介護合算療養
費制度　2月中旬に対象者へ
通知します

特定不妊治療の助成制度

国保いきいき健康講座「測っ
て（内臓脂肪）学ぼう（食事）」

渡辺　正行さん

　２月19日㈮15時
30分開演、20日㈯
14時開演
　ホテル花ゆづき
（道後湯月町）４階カ
メリアホール
　各220人（先着順）
　7,000円～（各種ランチなどとの
セット）
※セット内容により異なります。詳
細はお問い合わせください
　電話で、道後温泉旅館協同組合☎
943-8342へ
　道後温泉事務所☎921-6464・　
934-3415

日

会

定

料

申

問

「道後遣湯使」就任
桂文枝特別記念公演

けん　とう　 し

２月19日㈮・20日㈯開催

桂　文枝さん

http://ehime-seitaikei.info/toshikan/
http://www.rnb.co.jp/


課内）☎915-5281・ 934-1844

２月22日㈪10〜13時
水産市場（三津ふ頭）調理室
タイを１匹丸ごと調理
市内に在住または通勤・通学して

いる18〜49歳
20人（先着順）。１人500円

２月15日㈪（必着）。電話・はがき・
ファクス・e メール。「２月22日参
加希望」と書いて住所、氏名、年齢、
電話番号を〒791-8060三津ふ頭１

-２水産市場運営協議会事務局（市場
管理課内） s-kaitou@city.matsuya
ma.ehime.jp へ

水産市場運営協議会事務局☎951
-2311・ 951-4888

２月28日㈰13時30分〜17時30分
企業の創業１期目をゲーム形式で

体験
開催日前日まで。電話または e メ

ール・ホームページ。氏名、電話番
号をまつやま経営交流プラザ info
@keipla.jp・ http://keipla.jp/ へ

まつやま経営交流プラザ（湊町
三丁目）☎948-8035・ 948-80
36

■事業者向け 企業成長につながる
人材育成

①２月16日㈫〜19日㈮＝セミ
ナー②３月４日㈮＝交流会・面接会

①テクノプラザ愛媛（久米窪田町）
②にぎたつ会館（道後姫塚）

４日間の研修後、求職者とのマッ
チングを実施

市内に事業所がある法人・個人
20社（抽選）
２月９日㈫まで

■「正社員への最短距離 !!」スキル
アップ & マッチング

①２月25日㈭〜27日㈯、３月２

日㈬・３日㈭・５日㈯＝セミナー②
３月４日㈮＝交流会・面接会

①ひめぎんホール（道後町二丁目）
別館（２月26日㈮は本館）②にぎた
つ会館（道後姫塚）

５日間の研修後、企業とのマッチ
ングを実施

市内在住のおおむね40歳未満の
求職者（学生を含む）

20人（抽選）
２月19日㈮まで

〈共通事項〉
各締め切り日まで。電話・ファク

ス・e メール。住所、氏名、電話番号、
セミナー名を㈱エンカレッジ☎970
-7007・ 960-1206・ info@m
a-enc.net またはホームページで、
市地域雇用創造協議会 http://ww
w.m-koyou.jp/ へ

市地域雇用創造協議会（地域経済

職務内容＝①子どもの健全育成業
務②障がい児の保育・生活介助業務
③④障がい児への療育業務 ▼勤務場
所＝①児童館②〜④障害児通所施設

▼勤務期間＝４月から１年間（成績
により更新あり） ▼勤務時間＝①９
時〜21時30分のうち７時間45分（土・
日曜・祝日勤務あり）②〜④８時30
分〜17時15分（いずれも週38時間
45分勤務） ▼賃金（月額）＝①②17万
4,200円③④20万600円（１月１日
現在）、いずれも通勤手当などあり

①②保育士資格または教員免許所
有者（①は幼稚園も含む）③大学・大
学院で心理学を専攻・卒業し、医療
機関などで相談業務に関する職務経
験がおおむね５年以上ある人④作業
療法士免許所有者（いずれも平成27
年度実施の国家試験により当該資格
を取得見込みの人を含む）

①２人程度②８人程度③④各１人
程度

２月19日㈮（必着）。直接または
郵送（簡易書留で封筒の表に「臨時職
員申し込み」と朱書き）。履歴書（A
３判）、免許証などの写しを〒790-
0808若草町８-３市社会福祉事業団へ
※ 面接日時などは後日、通知

市社会福祉事業団☎921-5311・
921-5995

①嘱託調理員②臨時栄養士③運搬
補助パート ▼勤務場所＝共同調理場

▼ 勤務期間＝①４月から１年間②
③４月から６カ月間（いずれも成績
により更新あり） ▼勤務時間＝①②
８時〜16時45分（①は月に数日早
出勤務あり）③９時30分〜15時20
分 ▼ 賃金＝①月額17万6,100円②
月額17万4,200円③時給1,141円

（いずれも１月１日現在、通勤手当
などあり）

②栄養士免許所有者または３月31
日までに当該免許取得見込みの人

①11人程度②２人程度③６人程度
３月２日㈬（必着）。直接または郵

送。履歴書（希望職種記入）と作文（志

望動機や今までの職務経験で得たこ
となどを400字程度）、②は栄養士
免許証の写しを〒790-0003三番
町六丁目６-１（教）保健体育課へ
※併願可。３月中に面接を実施予定。
詳細は募集要項（市ホームページに
あり）を確認

（教）保健体育課☎948-6812・
935-6421

■新規貸付墓地
抽選会＝２月28日㈰11時〜
市保健所（萱町六丁目）６階防災大

会議室
①天徳寺境外墓地（御幸一丁目）

＝８区画②宝塔寺境外墓地（朝日ケ
丘一丁目）＝２区画③小坂墓地（小坂
二丁目）＝５区画④鷺谷墓地（祝谷東
町）＝５区画⑤大明神墓地（明神丘）
＝３区画⑥垣生墓地（西垣生町）＝４
区画⑦北斎院墓地（北斎院町）＝３区画

面積により異なる（1.80平方㍍あ
たり48万円で使用料を計算）

１月25日㈪〜２月24日㈬（必着）。
直接または郵送。申込書（１月25日
㈪〜生活衛生課〈市保健所１階〉、市
ホームページにあり）を〒790-081
3萱町六丁目30-５生活衛生課へ
■随時貸付墓地

①横谷霊園（食場町）②宝塔寺境
外墓地（朝日ケ丘一丁目）③山越墓地

（山越三丁目）④客谷墓地（南江戸六
丁目）⑤鷺谷墓地（祝谷東町）⑥大入
谷墓地（新浜町）⑦泊墓地（泊町）

①全区画48万円②〜⑦面積によ
り異なる（1.80平方㍍あたり48万
円で使用料を計算）

直接、墓地使用許可申請書（生活
衛生課にあり）と申込者の属する世
帯全員の住民票（本籍、続柄が記載
されたもの）１通を生活衛生課へ

〈共通事項〉
現在、世帯員が市営墓地を使用し

ておらず、本市に住民登録または本
籍がある人

生活衛生課☎911-1863・ 923
-6627

※履歴書は３カ月以内に撮影の顔写
真貼付

職務内容＝授業や教育活動での児
童生徒支援、児童生徒・保護者・教
員との面談、学校への助言など ▼勤
務場所＝（教）学校教育課（市役所第四
別館３階） ▼勤務期間＝４月から１
年間（成績により更新あり） ▼ 勤務
時間＝月〜金曜日８時30分〜17時
15分（土・日曜・祝日勤務あり） ▼

報酬＝月額15万7,700円（１月１日
現在）、通勤手当などあり

教員免許所有者または特別支援教
育経験者

２人程度
２月12日㈮（消印有効）。直接ま

たは郵送。申込書（（教）学校教育課、
市ホームページにあり）と作文（志望
動機や職務経験で得たことなどを
テーマに400字程度）を〒790-000
3三番町六丁目６-１（教）学校教育課へ
※詳細は募集要項（申込書と同所に
あり）を確認

（教）学校教育課☎948-6590・
934-1815

職務内容＝施設入所者の介護業務

▼勤務場所＝久谷荘、みさか荘、江
南荘（いずれも恵原町） ▼勤務期間＝
４月から６カ月間（成績により更新
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募　　集

あり） ▼勤務時間＝１日７時間45分
（夜間勤務あり） ▼賃金＝月額17万
6,100円（１月１日現在）、通勤手
当などあり

ヘルパー２級取得者または介護職
員初任者研修修了者で、地方公務員
法第16 条各号に該当しない人

４人程度
２月15日㈪（消印有効）。直接ま

たは郵送。履歴書（A４判）、資格証
の写しを〒790-0003三番町六丁
目６-１松山広域福祉施設事務組合
事務局（市役所第四別館４階）へ
※ 面接日時などは後日、通知

松山広域福祉施設事務組合☎948
-6416・ 931-7290

職務内容＝せりの監視など ▼勤務
場所＝①市公設水産地方卸売市場

（三津ふ頭）②市中央卸売市場、市公
設花き地方卸売市場（いずれも久万
ノ台） ▼勤務期間＝４月から①１年
間②６カ月間（いずれも成績により
更新あり） ▼勤務時間＝①３時30分
〜８時30分②４時25分〜13時10
分 ▼ ①報酬＝月額11万8,275円②
賃金＝月額14万2,100円、（いずれ
も１月１日現在、通勤手当などあり）

地方公務員法第16条各号に該当
しない人

①２人程度②１人程度
【口述試験】

２月下旬〜３月上旬
市中央卸売市場３階会議室
２月２日㈫〜17日㈬（消印有効）。

直接または郵送（簡易書留）。履歴
書（A４判）を〒791-8016久万ノ台
348-1市場管理課へ
※ 詳細は市ホームページを確認

市場管理課☎924-2311・ 925
-9944

■臨時職員（①児童厚生員②保育士
または児童指導員③心理判定員④作
業療法士）

納付は便利な口座振替で

国民健康保険料（２月期）
介護保険料（９期）
国民健康保険料（２月期）
介護保険料（９期）

２月の納期

＝
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学校給食調理員など

非常勤職員（特別支援教育指
導員）

松山広域福祉施設事務組合
臨時職員（介護員）

①非常勤職員（監視員）
②臨時職員（監視員）

市社会福祉事業団職員

市営墓地の貸し付け

講座・講演
市地域雇用創造協議会
各種セミナー

魚のさばき方料理教室

経営者養成講座
「マネジメントゲーム１期
体験コース」セミナー

mailto:info@ma-enc.net
http://www.m-koyou.jp/
mailto:s-kaitou@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:info@keipla.jp
http://keipla.jp/



