情報ありだ

有田市の人口世帯数
（平成 27 年 7 月 1 日現在）

人口 29,945 人（前月比− 56 人）
男 14,242 人 女 15,703 人 世帯数 11,896 戸

Active Arida Tooics

有田市の施策やまちの話題など…

問

有田市職員採用試験案内
職種
一般事務職
Ⅰ

採用人員
６名

一般事務職
Ⅱ

１名

土木技術職

１名

建築技術職

１名

保育士

２名

消防職

１名

総務課 (内線２１２・２１３)

受験資格
昭和56年４月２日以降、平成10年４月１日まで
の間に生まれた方
昭和56年４月２日以降に生まれ、図書館法第５
条に規定する司書の資格を有する方又は平成28
年３月末日までに資格取得見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、土木の専門課
程（準ずる課程を含む。）を修了した方又は平
成28年３月末日までに修了見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、建築の専門課
程（準ずる課程を含む。）を修了した方又は平
成28年３月末日までに修了見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、保育士資格を
有する方又は平成28年３月末日までに資格取得
見込みの方
平成３年４月２日以降、平成10年４月１日まで
の間に生まれた方

※次のいずれかに該当する方は、受験できま
せん。
・日本国籍を有しない方※保育士を除く
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規定
に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／第１次試験 ９月20日（日）
受付期間／８月３日（月）〜８月17日（月）
午前８時30分〜午後５時15分
※土・日を除く
募集要項、受験申込書
市役所４階総務課にて配付します。
募集要項は、市ホームページにおいても、
ご覧いただけます。

有田市役所 職員募集

歯をいつまでも大切にしよう！
平成26年度に実施した３歳６ヶ月児歯科健診受診者187
しら くら

た

ず

あゆ

な

組中、親子そろって虫歯がなかった白倉多寿さん・歩 奈
ちゃん親子が「家族でよい歯のコンクール」に推薦され、
有田歯科医師会長・湯浅保健所長より表彰されました。
おめでとうございます。

地元みんなでおもてなし

検索
索

７月６日（月）宮原駅前にて「駅前マナーアップ・ク
問

有田市立病院職員採用試験案内

リーンアップ活動」として、あいさつ運動、清掃活動そ

市立病院 ℡８２-２１５１

して駐輪マナーアップ活動が行われました。これは宮原
職

種

採用人員

薬剤師

２名程度

看護師または准看護師 ７名程度
訪問看護師

４名程度

作業療法士

２名程度

作業療法士または理学療法士 ２名程度
（訪問看護ステーション専属）
言語聴覚士

１名程度

事務職①
（係長級）

１名程度

事務職②
（係長級）

１名程度

受験資格
昭和 46 年４月２日以降に生まれ、薬剤師免
許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 36 年４月２日以降に生まれ、看護師
免許又は准看護師免許を有する方又は免許
取得見込みの方
昭和 36 年４月２日以降に生まれ、看護師
免許を有する方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、作業療法
士免許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、作業療
法士免許又は理学療法士免許を有する方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、言語聴覚
士免許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 46 年４月２日以降、昭和 53 年４月
１日までに生まれ、公認会計士又は税理士
事務所での実務経験年数が２年以上の方又
は企業会計実務経験が３年以上の方
昭和 46 年４月２日以降、昭和 53 年４月
１日までに生まれ、医事実務経験が 10 年
以上の方

※免許取得見込者で採用日において免許
を取得できない場合は、採用を取り消し
ます。一般事務職の経験年数は、7月31
日現在とします。また、採用にあたり経
験証明書を提出していただきます。
受験できない方
・日本国籍を有しない方※一般事務職員のみ
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規
定に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／９月20日（日）・27日（日）
の２日間
受付期間
８月３日（月）〜８月28日（金）
午前８時30分〜午後５時15分

小学校児童会が校外ボランティア活動として他の機関と
連携して実施。駐輪場では２人１組で声をかけあって自
転車を持ち上げ、きれいに並べていきました。国体で訪
れるお客様のためにおもてなしの準備をしています。

除虫菊が結ぶ縁
明治時代に除虫菊の栽培が有田市から広島県尾道市へ
みつのしょう

広がりました。そしてこの３月、尾道市立三 庄小学校

※土・日を除く

の閉校式に子どもたちが除虫菊の種を風船に結んで飛ば

※郵便は８月28日（金）必着

したところ、４月に千田のみかん畑に飛来しているのが

募集要項、受験申込書、実務経験申立書
市立病院医務課にて配付します。
募集要項は、市立病院ホームページにお
いても、ご覧いただけます。

発見されました。発見した村上さんは「すごい偶然に
びっくりしています」と語っていました。

問

有田周辺広域圏事務組合職員採用試験案内

職種

採用人員

一般事務職

電気技術職

１名

１名

受験資格
昭和 55 年４月２日以降
平成 10 年４月１日までの間に生まれ
た方
昭和 55 年４月２日以降
平成 10 年４月１日までの間に生まれ
た方

※次のいずれかに該当する方は、受験できません。
・日本国籍を有しない方
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規定に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／10月18日（日）
受付期間／８月３日（月）〜８月31日（月）
午前８時30分〜午後５時15分
※土・日を除く

こどもル ８

スマイ

ます !

紹介し

んを
お子さ

10月生まれのお子さん（就学前）
を募集しています

※郵便は８月31日（金）必着

やま さき

氏名、生年月日、住所、電話番号、メッセー
ジ（50 字以内）を添えて、お申込みください。
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
申込方法／郵便・メール・持込
締切／８月 31 日（月）

・

問

募集要項、受験申込書
市役所３階有田周辺広域圏事務組合事務局にて配付し
ます。
募集要項は、有田周辺広域圏事務組合ホームページに
おいても、ご覧いただけます。

まれ

月生

の

っぱい

元気い

申

※技術職は採用後、施設の維持管理及び作業に携わっていただきます。
※他の職種との併願、受付後の職種変更はできません。

有田周辺広域圏事務組合 ℡８３-４４９１

秘書広報課（内線２０５）

あ

れん

いけ

はる

せ

小池 悠生ちゃん
（５歳）

おしゃべりが大好きで、たくさ
んお手伝いをしてくれる優しい
娃憐ちゃん。これからも元気に
育ってね。

５歳になり、楽しみにしていた
スイミングデビューしました!!
やさしくてかっこいい男の子に
育ってね!!

住所 〒 649-0392 有田市箕島 50 有田市役所 秘書広報課あて
⑤ 広報ありだ 2015.8

こ

山﨑 娃憐ちゃん
（３歳）

にし

西

かん

な

柑奈ちゃん
（５歳）

☆５歳のお誕生日おめでとう☆
健康で明るく、心優しい子に
育ってね。

Mail hisho@city.arida.lg.jp
広報ありだ 2015.8 ④

