
6 2022.10市政情報

委員会総務課 423 － 9607、東
葛城小学校 446－ 1169
■学校見学・説明会
授業の見学と説明会を行います。
学校の様子や雰囲気などを感じて
いただける機会です。ぜひお越し
ください。
日・時10月30日㈰午前9時35分　
場東葛城小学校（河合町。駐車場
あり）　申・問10 月 28 日㈮まで
に電話で東葛城小学校へ 446
－ 1169

高等工科学校生徒を募集（自衛官）

自衛官を養成するための学校です。
詳しくはお問い合わせください。
資料はQRコードから受付番号
「323」で請求できます。
対日本国籍を有し、中卒（見込み可）
の 17 歳未満の男子　試験推薦…
1 月 5 日㈭～ 7日㈯のいずれか
1日、一般…1 月 14 日㈯または
15 日㈰　受付推薦…10 月 1 日
㈯～ 12 月 2 日㈮、一般…10 月
1 日㈯～ 1 月 6 日㈮　
問自衛隊岸和田地域事
務所 426－ 0902

小学校就学奨励費（入学準備金）
の入学前支給のお知らせ

来年度小学校入学児童がいる家庭
を対象に、就学奨励費の一部であ
る「入学準備金」を、入学前の 3
月に支給します。支給を希望する
人は申請が必要です。所得制限な
どがありますので、詳しくは市ホ
ームページまたは幼稚園などを通
じて配布するお知らせをご確認く
ださい。小・中学生がいる世帯で
令和 4年度就学奨励制度を申請
済みの場合は、申請不要です。
持ち物印鑑、通帳　申・問11 月
1 日㈫～ 12 月 16 日㈮に教育委

員会総務課学事担当へ 423 －
9607　※各学校では受け付けで
きませんのでご注意ください。

就学時健康診断のお知らせ

来年、小学校に入学予定の子ども
を対象に実施します。10 月初旬
に対象者へ案内を郵送します。
日など次表のとおり　時午後 2
時 15 分～ 4時（受け付けは午後
3時半まで）　内内科健診、歯科
健診、視力検査　問教育委員会総
務課保健担当 423－ 9638

児童手当の振り込み

6 ～ 9月分を 10月 7日㈮に受給
者の口座に振り込みます。通帳記
入のうえ、ご確認ください。
問子ども家庭課子育て給付担当

423 － 9624
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幼稚園、小・中学校の
講師登録者を随時募集

年齢・経験は問いません。年度途
中の採用もあります。また、教員
免許に関する相談も受け付けてい
ます。お気軽にご連絡ください。
問教育委員会総務課 423 － 96
06

チビッコホーム
（放課後児童クラブ）支援員募集

対教員、保育士、社会福祉士のいず
れかの資格・免許を有する人など　
採用予定日12月2日　募集人数５
人程度　試験10 月 23 日㈰午前
9時半から市職員会館（岸城町）
で　申込書配布・受付10 月 3日㈪
～20日㈭に直接、子育て支援課へ　
問子育て支援課放課後こども担当
 423 － 9610　※詳しくは市ホ
ームページをご確認ください。

東葛城小学校小規模特認校
児童募集

東葛城小学校小規模特認校は、豊
かな自然の中で、少人数という特
色を生かした教育に取り組んでい
ます。市内在住者で、一定条件の
もと通学区域外からの就学が可能
です。就学を希望する人は、お申
し込みください。
申10 月 31 日㈪～ 11 月 25 日㈮
に教育委員会総務課、各小学校、
各幼稚園、各保育所、各こども園、
各サービスセンター、山滝支所（内
畑町）、各公民館で配布する「小
規模特認校入学・転学申込書（様
式第1号）」（市ホームページから
もダウンロード可）を直接、教育
委員会総務課学事担当へ　問教育

募集

　申込書は人事課で配布するほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。変則勤務が可能な人に限ります。
職種など下表のとおり
試験10 月 23 日㈰に市職員会館（岸城町）で
申・問10 月 3日㈪～ 19日㈬に申込書を直接、人事課人事能力開
発担当へ 423－9412

会計年度任用職員を募集します

※受験資格は取得見込みを含みますが、採用日時点で取得済みであることが
条件です。

職種 対象 募集
人数

DV相談員

次の㋐～㋓いずれかに該当する人
㋐大学で社会福祉及び心理学の課程を修めた人
㋑社会福祉士の資格を有する人
㋒社会福祉主事として1年以上福祉事業に従事した人
㋓DVや各種相談の実務経験を1年以上有する人

1人

生活保護
面接相談員

次の㋐～㋔いずれかに該当する人
㋐社会福祉士の資格を有する人
㋑精神保健福祉士の資格を有する人
㋒生活保護ケースワーカーの経験を1年以上有する人
㋓福祉関係の面接相談員の経験を1年以上有する人
㋔介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格を有する人

1人

子育て

年齢区分 手当月額
0～ 3歳未満 15,000 円

3歳～
小学生

第1・2子 10,000 円
第 3子以降 15,000 円

中学生 10,000 円
※第 3子以降とは 18 歳の誕生日後
の最初の 3月 31 日までの養育児
童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額以上の人は中学生
までの児童 1人につき一律 5,000
円です。
※所得上限限度額以上の人は手当の
支給はありません（対象者には消
滅通知を送付済み）。

日程 場所 就学予定校区

11/7
㈪

桜台市民
センター
（下松町4丁目）

光明、常盤

11/14
㈪

春木市民
センター
（春木若松町）

春木、大芝、
大宮、城北、
新条

11/21
㈪

八木市民セン
ター（池尻町）

八木北、八木、
八木南

11/28
㈪

東岸和田市民
センター
（土生町4丁目
リハーブ4階）

旭、太田、
天神山、修斉、
東葛城

11/30
㈬

福祉総合
センター
（野田町1丁目）

中央、城内、
浜、朝陽、
東光

12/5
㈪

山直市民セン
ター（三田町）

山直北、城東、
山直南、山滝

東葛城小学校は創立150東葛城小学校は創立150周年周年

ご利用ください
男女共同参画センター
　サークル活動や学習活動に利
用できます（有料。営利目的不
可）。空室があれば、自習室と
して使用できます（無料）。詳
しくは市ホームページをご確認
ください。
問男女共同参画センター441
－2535　441－25

　36　{danjoc@city.
kishiwada.osaka.jp


