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和歌山大学岸和田サテライト

土曜日と平日夜間を中心に授業を
開講します。募集要項は、市役所
などで配布するほか、岸和田サテ
ライトホームページからもダウン
ロードできます。また冬季講演会
と同時に、学部開放授業前期開講
科目説明会を行います。学部開放
授業の受講生と大学院科目等履修
生募集の詳細は、岸和
田サテライトホームペ
ージをご確認ください。
■学部開放授業の受講生を募集
対18 歳以上（高校生不可）　科目

「地域観光戦略論 C」「一人ひと
りが輝く人生を生きる」　費受講
料１科目 11,000 円　定各 20 人　
出願期間２月 20 日㈪午前 10 時
～３月 23 日㈭午後５時
■大学院科目等履修生を募集
対大学を卒業した人または同等以
上の学力を持つ人　科目「行政法」

「国際関係論」　費入学検定料5,000
円、入学料10,000 円、授業料１単位

14,400 円（単位数は募集要項参照）　
定各科目とも若干名　出願期間２
月 20 日㈪～ 27 日㈪
■冬季講演会・学部開放授業前期

開講科目説明会
日・時２月 25 日㈯午後２時　場南
海浪切ホール（港緑町）　内「防
災講演＆防災ゲーム」　講市危機
管理課職員　定40 人（当日先着
順）
問和歌山大学岸和田サテライト

 433 － 0875

産業高校 定時制生徒を募集

対府内在住・在勤で、中学校卒業
（今春卒業見込みを含む）または同
等の学力を持つ人　※高等学校を
卒業した人または今年３月に卒業
見込みの人は志願不可。 試験３月
10 日㈮午前９時に産業高校（別所
町３丁目）で　科目国語、数学、
英語（リスニングテスト含む） ※
満 21 歳以上の人は、学力検査ま
たは小論文と、面接を実施します。
高等学校中退者には編入試験も行
いますのでお問い合わせください。 　
募集人数商業科40人　願書受付３

月３日㈮・６日㈪午後３時～７時、
７日㈫午後３時～５時に直接、産
業高校学務課へ　合格発表３月20
日㈪午後２時に産業高校で　※通
信制と併修すれば、３年で卒業可
能です。　問産業高校学務課 4
22 － 4861

市政にご意見をお寄せください
意見公募（パブリックコメント）

市では、市の基本的な政策を定め
る計画や構想を策定・変更などを
する際に、市民の皆さんからの意
見を反映させるため、広く意見を

募っています。各資料と意見公募
用紙は住宅政策課や広報広聴課情
報公開コーナー、各市民センター、
山滝支所（内畑町）に備え付ける
ほか、市ホームページにも掲載し
ます。※市ホームページ「意見聴
取制度（パブリックコ
メント）」からも提出
できます。
■住まうビジョン・岸和田（案）
住生活を巡る課題に対する施策の
方向性を示し、誰もが安心し、幸
せを感じながら暮らし続けられる
住まいの実現を目指すために、住
宅マスタープランの改定を行いま
す。
■空家総合戦略・岸和田（案）
空家等の発生による生活環境の悪
化を抑制し、市民の安全・安心を
確保するとともに、空家等の利活
用による地域活性化を図り、より
効果的に対策を進められるよう空
家等対策計画の改定を行います。
提出・問２月６日㈪～３月８日㈬

（必着）に意見公募用紙を直接また
は郵送・ファクスで住宅政策課へ
〒 596 － 8510　  447 － 6513　
 423 － 7252
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出願時の提出書類

①入学志願書 ②自己申告書 ③入学
検定料 950 円 ④英語資格を活用す
る人はスコアなどを証明する証明書
の写し（中学校長が原本と相違ない
ことを証明したもの） ⑤海外現地校
で教育を受けたため調査書の教科の
評定が無記載の場合の取り扱いに係
る申請書の写し及び承認書（該当者
のみ） ⑥既に中学校を卒業している
人は住民票の写しなど ⑦府外在住
者は事業主の勤務証明書（勤務見込
みを含む） ⑧入学志願特別事情申告
書（該当者のみ） ※①②は各市立中
学校、産業高校で配布。

申・問直接、子育て施設課施設運営担当へ 423 － 9482子どもたちの成長をサポートしませんか？

職種 月給（令和4
年度実績）

勤務日時
募集
人数月～金曜日

（②のみ火～金曜日） 土曜日

①保育士 191,790 円～
8 時～ 18 時のうち

実働 7.5 時間
（休憩 45 分）

月 1 回
8 時～ 13 時のうち

実働 2.5 時間
（休憩なし）

10 人
程度

②児童
　指導員 180,391 円～ 9 時～ 16 時

（休憩 45 分）
毎週

9 時～ 15 時
（休憩 45 分）

若干名

③長時間
　担当職員 147,793 円～

7 時～ 10 時のうち
実働 2 時間と

16時～19 時のうち
実働 2 時間の

計 4 時間

毎週
7 時～ 13 時または

13 時～ 19 時の
6 時間

若干名

その他手当など

・期末手当年 2 回支給、通勤手当（上限あり）、残業手当など
・年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇、社会保険など

■公立保育所などで会計年度任用職員登録者を随時募集
　事前に登録し、必要な時に勤務していただきます。保育士、調理用務
員など様々な職種や勤務形態がありますので、詳しくはお問い合わせく
ださい。

■市立保育所などで会計年度任用職員（アルバイト）を募集
　表のとおり募集します。年齢制限はありません。エントリー
シート、申込書は、子育て施設課で配布または市ホームページ
からダウンロードできます。採用予定日は４月１日です。
対保育士資格を有する人（３月末までに取得見込みの人を含む）
勤務地市立保育所 11 カ所のうちいずれか（②はいながわ療育園、子育

て支援センターさくらだい〈勤務日時が異なります〉を含む）
試験①…エントリーシート（書類選考）形式 ②③…作文・面接を２月

19 日㈰午後１時から市職員会館（岸城町）で
配布・受付２月 14 日㈫まで（８日㈬～ 14 日㈫〈土・日曜日を除く〉は

午後７時まで受け付け）


