平成30年度

鹿嶋市嘱託職員を募集します

人事課

［任用期間］平成30年４月１日から平成31年３月31 ［社会保険］健康保険、厚生年金保険、雇用保険適用
日までの１年間 ※いずれの職種も更新制度あり。
※被扶養者となっている方は、税控除、健康保険など
［勤務時間］原則として月～金曜日（８:30 ～ 17:15）
の扶養の対象から外れることになります。また、毎月
のうち週４日で週当たり31時間程度。なお、配属先
の報酬から保険料のほか、所得税が差し引かれます。
によっては、月～金曜日の週５日で31時間程度。
※専科担当非常勤講師については、健康保険、厚生
※職種により土・日曜日、祝日や夜間の勤務あり。
年金保険の適用はありません。
［有給休暇］年次有給休暇（10日）、特別休暇（忌引き ［選考方法］職種別に採用試験を行います。
など）。休暇日数は勤務日数・時間により異なります。 ［申込方法］受付期間など詳しくは、市ホームページ
［通勤費用］片道の通勤距離が２㎞以上の場合は別
をご覧になるか、直接担当課にお問い合わせください。
途支給。
［職種および受験資格・報酬など］ ※募集内容は変更する場合があります。
職 種・ 採 用
受験資格・報酬月額・問い合わせ先など
予定人員

職 種・ 採 用
受験資格・報酬月額・問い合わせ先など
予定人員

パソコン操作（文書作成、簡易な表計算

公園管理 草刈り機などの機械の操作および簡単な
作業
整備ができる方
（経験者含む）
［報酬］16 ～ 17 万円程度
施設管理課
１人

一般事務

（障がい者、社 およびデータ入力）など一般的・定例的
会 人 経 験 者、 な事務処理ができる方
就職支援含む）

19 人程度 ［報酬］15 ～ 16 万円程度
看護師
１人程度

人事課

保健師、看護師、准看護師のいずれか
の資格を有する方
［報酬］18 万円程度

こども福祉課

ティームティー 教育職員免許法に基づく中学校教諭の免
チング講師 許状を有している方
( 中学校 )
鹿嶋っ子育成課
３人程度 ［報酬］13 万円程度

給食調理 市立保育園・認定こども園で給食調理業
務ができる方
（経験者含む）
２人程度 ［報酬］16 ～ 17 万円程度
こども福祉課

アシスタント 児童の介助、教職員の補助に関する業務
ティーチャー に意欲を持って職務を遂行できる方
1 人程度 ［報酬］12 ～14 万円程度
鹿嶋っ子育成課

市立保育園・認定こども園で環境整備
用務
（経験者含む） 業務ができる方
４人
［報酬］15 ～ 16 万円程度
こども福祉課

専科担当
許状（理科、音楽、体育）を有している方
非常勤講師
［報酬］１時間あたり 2,170 円
3 人程度

司書・司書補・司書教諭のいずれかの資
格を有する方（平成 30 年３月 31 日ま
でに取得見込みの方も含む）、または図
図書館
書館（公共、学校）での勤務が平成 30
（図書館経験者 年３月 31 日時点で 2 年以上ある方
含む）

【図書館経験者】司書・司書補・司書教
２人程度 諭のいずれかの資格を有し、図書館での
勤務が一定期間ある方
［報酬］16 ～ 17 万円程度

道路補修
２人

鹿嶋っ子育成課

鹿嶋市の地理に精通しており、大型特殊
自動車免許を有する方、または車両系建
設機械運転技能講習を修了した方
［報酬］18 万円程度

教育職員免許法に基づく中学校教諭の免

鹿嶋っ子育成課

学校用務
2 人程度

保育士
１人

学校施設などにおいて環境整備業務がで
きる方
［報酬］13 万円程度

鹿嶋っ子育成課

保育士の資格を有する方で、心身障がい
児などの療育訓練指導などに一定期間携
わったことのある方
［報酬］18 万円程度

総合福祉センター

○ 出先機関の問い合わせ電話番号
総合福祉センター 84-1200

施設管理課

広告

広告

鹿嶋市役所

82-2911（代表）

2

１月に特定健診（集団健診）を実施します

保健センター

特定健康診査
（集団健診）を１月に追加実施します。今回は、
新たにショッピングセンターチェリオを会場に加えました。
６･ ７月および10月実施の健診を受診していない方は、こ
の機会にぜひ受診しましょう。
［日時と会場］ ※いずれの会場も予約は不要です。
実施日
平成30年１月21日（日）
平成30年１月22日（月）

会場

職場などで健診を受診され
た方は、その結果を保健セ
ンターへ提出してください。

［負担金］1,000円

受付時間

ショッピングセン
11:00 ～ 14:30
ター チェリオ２階
保健センター

82-6218

９:00 ～ 11:00
13:30 ～ 14:30

［対象］①健診受診日現在、鹿嶋市国民健康保険に加入し
ている40 ～ 74歳の方
（４月２日以降の国保加入者も対象）
で、今年度特定健診または国保人間ドックを受けていな
い方。※75歳以上の方は対象外です。
②その他健診受診日現在、市内に住民票を有する19 ～ 39
歳の方
（保険証の種別は不問）
で、今年度市の循環器健診を
受けていない方。※事業主健診がある方は対象外です。
［持ち物］①＝被保険者証（保険証）、５月に送付した特
定健診受診券※当日再発行できます。②＝被保険者証（保
険証）

［健診項目］問診、身体計測、診察、血圧測定、
血液検査
（中性脂肪、HDLコレステロール、LDL
コレステロール、血糖値、肝機能）
、尿検査
（尿糖、
たんぱく
、心電図、眼底検査、貧血検査
尿蛋白）
※②の方が心電図、眼底検査、貧血検査を受診
する場合は、500円の追加費用がかかります。
◆がん検診の併用受診
特定健診を受診する方のみ、各種がん検
診も併せて受けることができます。詳細に
ついては、保健センターまでお問い合わせ
ください。
なお、大腸がん検診に使用する採便容器
は、検診日３日前までに保健センター、大
野ふれあいセンター、まちづくり市民セン
ター (中央公民館)、はまなす公民館(まちセ
ン)のいずれかに取りに来てください。

◇ 集団健診のほか下記医療機関でも特定健診（医療機関健診）が受けられます
［対象］鹿嶋市国民健康保険に加入している40 ～ 74 ［受診方法］医療機関に事前に電話で予約し、受
歳の方（４月２日以降の国保加入者も対象）
診してください。
［市内の特定健診実施医療機関］
［受診期限］平成30年３月31日(土)
医療機関名 電話番号
医療機関名
電話番号
○詳細項目（心電図、眼底検査、貧血検査）は医
小山記念病院 85－1139 佐竹内科医院 69－7766
師が必要と認めた場合のみ実施します。
前田病院 83－1122
大野診療所
69－4724
○各種がん検診は受けることができません。
島医院
83－4011 さくらクリニック 90－7722
島崎外科医院 82－0191

インフルエンザ予防接種費助成期間を延長します

保健センター

82-6218

今年度は、全国的に季節性インフルエンザワクチンの供給が遅れています。このため市では、助成と
なる接種期間を下記のとおり延長します。なお、助成対象者や金額に変更はありません。

［接種期限］平成30年１月31日
（水）
［対象者］市内に住民票を有する小児（１歳～中学
３年生）および65歳以上の希望者
※年齢は接種日現在。
［公費負担額］2,000円
（助成回数は１人１回）
［接種の申込方法］
医療機関に事前に電話で予約してから接種して
ください。
・小児＝助成券
（はがき）
に掲載されている医療機関
・65歳以上の方＝かかりつけの医療機関
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［持ち物］健康保険証、接種費用
※小児は送付された助成券（はがき）、母子健康手
帳も持参してください。
◎市内契約医療機関以外で接種を希望する場合
は、接種前に必ず、健康保険証・母子健康手帳（小
児の場合のみ）を持参し、保健センターへお越し
ください。
※市内契約医療機関名は、お問い合わせください。

