広報みしま

お知らせ版

求人情報

№562-2

町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。

【問】三島町無料職業紹介所（地域政策課内）
☎（48）5533

職 種

宮下駅構内除雪作業員

求人数

１名

雇用期間

令和３年 12 月 15 日～令和４年２月 28 日

勤務時間

５：30 ～ 14：00（７時間 30 分）休憩１時間

休 日

会社規定による（２名体制で日々１名出勤）1 ヶ月の休日 15 日

賃 金

会社規定による（前年実績：日給 8,000 円）

作業内容
必要資格

会津宮下駅ホーム除雪
特になし（除雪機械を使用します。未経験者には指導いたし
ます。
）

提出書類

特になし（複数名の応募があった場合には面接をいたします。
）

申込期限

第１次募集 令和３年 10 月 31 日締切

連絡先

株式会社 JR 東日本テクノサービス 会津若松営業所
会津若松市駅前１－１（JR 会津若松運輸区構内２F）
☎ 0242-22-0262 採用担当：山田 則幸

職 種

除雪作業員（オペレーター）

求人数

１名

雇用期間

令和３年 12 月１日～令和４年３月 31 日

勤務時間

降雪状況により不定
※降雪時以外は 8：00 ～ 17：00（１時間休憩）

休 日

会社規定による

賃 金

会社給与規定による（給与、通勤手当、時間外手当他）

作業内容

町道（主に宮下地内）
、公共施設等の除雪作業

必要資格

大型特殊自動車免許並びに車両系建設機械技能講習終了証及
び普通自動車免許以上

提出書類

履歴書（写真貼付）
、健康診断書、保有する免許証等の写し

申込期限

令和３年 10 月 31 日必着

連絡先

桐の里産業株式会社 ☎ 0241-48-5220

職 種

特別養護老人ホーム桐寿苑の介護スタッフ（正職員）

雇用期間
年齢
就業時間
※①～⑥の
シフト制

賃金形態
賞与
加入保険
退職金共済
休日

■編集 三島町役場 地域政策課
〒 969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 350 ☎ 0241
（48）
5533
■ホームページ http://www.town.mishima.fukushima.jp

2021 年 10 月 15 日発行

雇用期間の定めなし
18 歳～ 59 歳 ※定年 60 歳
①早番 6：30 ～ 15：30（8 時間）
②早番 7：00 ～ 16：00（8 時間）
③日勤 8：30 ～ 17：30（8 時間）
④遅番 10：00 ～ 19：00（8 時間）
⑤遅番 11：00 ～ 20：00（8 時間）
⑥夜勤 16：45 ～ 9：00（13.25 時間）
月給 143,900 ～当法人の規定の額まで
その他、法人規程により扶養手当・住居手当・資格手当・通
勤手当・夜勤手当・早出手当・処遇改善手当等の各種手当あ
り
あり（年２回）
雇用・労災・健康・厚生
加入（勤続１年以上の場合、退職金支給）
年間約 120 日

不問
必要な資格等 ※介護福祉士・介護職員初任者研修・訪問介護員２級いずれ
かあれば尚可
パート職員も随時募集しています。勤務時間等については、
その他
要相談となります。
担当係

社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係

連絡先

0241-48-5033

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

職 種
雇用期間
年齢
就業時間
※①～③の
シフト制

賃金形態
賞与
加入保険
退職金共済
休日

特別養護老人ホーム桐寿苑の看護スタッフ（正職員）
雇用期間の定めなし
59 歳以下 ※定年 60 歳
①早番 7：00 ～ 16：00（8 時間）
②日勤 8：30 ～ 17：30（8 時間）
③遅番 10：00 ～ 19：00（8 時間）
月給 160,600 ～当法人の規定の額まで
その他、法人規程により扶養手当・住居手当・資格手当・通
勤手当・早出手当・処遇改善手当等の各種手当あり
あり（年２回）
雇用・労災・健康・厚生
加入（勤続１年以上の場合、退職金支給）
年間約 120 日

必要な資格等 看護師免許または准看護師免許 ※いずれかの免許所持で可
パート職員も随時募集しています。勤務時間等については、
その他
要相談となります。
担当係
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係
連絡先

0241-48-5033

職 種

特別養護老人ホーム桐寿苑の調理スタッフ（正職員）

雇用期間
年齢
就業時間
※①～③の
シフト制

賃金形態
賞与
加入保険
退職金共済
休日

雇用期間の定めなし
18 歳～ 59 歳 ※定年 60 歳
①早番 5：30 ～ 14：30（8 時間）
②日勤 8：30 ～ 17：30（8 時間）
③遅番 10：00 ～ 19：00（8 時間）
月給 143,900 ～当法人の規定の額まで
その他、法人規程により扶養手当・住居手当・資格手当・通
勤手当・早出手当・処遇改善手当等の各種手当あり
あり（年２回）
雇用・労災・健康・厚生
加入（勤続１年以上の場合、退職金支給）
年間約 120 日

必要な資格等 不問 ※調理師免許あれば尚可
パート職員も随時募集しています。勤務時間等については、
その他
要相談となります。
担当係

社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係

連絡先

0241-48-5033

保養センターひだまりの管理業務（入湯料徴収・清掃・設備
の管理等）
雇用期間
令和３年 12 月１日～令和４年３月 31 日（更新の可能性あり）
年齢
18 歳～ 65 歳位
① 9：00 ～ 11：00（２時間・休憩なし）清掃業務
就業時間
② 13：30 ～ 18：00（4.5 時間・休憩なし）受付・清掃業務
③ 18：00 ～ 20：30（2.5 時間・休憩なし）受付・清掃業務
賃金形態
時給 830 円
休日
週あたり３～４日
必要な資格等 なし
月平均労働日数 10 日程度
○就業時間について
就業時間①～③のすべてを勤務できなくても。３つのうちい
ずれかを勤務できる方であれば応募可能です。
㊏㊐㊗に勤務できる方は特に募集しています。
○雇用期間について
その他
今回の雇用期間は３月 31 日までとなりますが、次年度以降更
新する場合があります。
○労働日数について
現在の平均労働日数は 10 日ですが、応募していただく方の希
望を聞きながら、毎月のシフトを決定します。
担当係
社会福祉法人みしま特別養護老人ホーム桐寿苑 総務係
連絡先
0241-48-5033
職 種
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「三島小まつり」開催のお知らせ

「三島中桐陽祭」開催のお知らせ
三島中桐陽祭を下記のとおり開催します。町民の皆様には、保護者と一緒に

三島小まつりを下記のとおり開催します。町民の皆様には、保護者と一緒に

ご観覧いただけますのでお知らせいたします。

ご観覧いただけますのでお知らせいたします。

○日時 令和３年 10 月 30 日㊏

○日時 令和３年 11 月 3 日㊌㊗

８：30 ～ 14：30

９：00 ～ 11：15

○会場 三島中学校体育館

○会場 三島小学校体育館

○内容 三島中生徒による学習発表

○内容 三島小児童による学習発表

○その他 当日の検温、手指消毒、マスクの着用にご協力をお願いします。

○その他 当日の検温、手指消毒、マスクの着用にご協力をお願いします。

問生涯学習課 ☎（48）5599

問生涯学習課 ☎（48）5599

第 49 回衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
10 月 31 日㊐は衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
棄権しないで投票しましょう。

【投票日・投票所】
○令和３年 10 月 31 日㊐ 午前７時から午後６時まで
○配布された入場券に記載されている各投票所
【投票所入場券】
○ 10 月 19 日以降に各世帯に郵送されますので、投票日には必ずご持参ください。
なお、万一紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、受付にその
旨を申し出てください。
【各投票用紙への記載方法】
○小選挙区→候補者名を記載してください。
○比 例 区 →政党名を記載してください。
○国民審査→やめさせたほうがよいと思う裁判官氏名の上に×を記載してください。
やめさせなくてもよいと思う裁判官については何も記載しないでください。

期 日 前 投 票
投票日当日に仕事やその他の理由で投票所へ行って投票できない方は期日前投票が出来ますのでご利用ください。

○期間：10 月 20 日㊌～ 10 月 30 日㊏
○時間：午前８時 30 分～午後８時まで
○場所：三島町町民センター 談話室
○持参するもの：投票所入場券
※万一紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、受付にその旨を申し出てください。
問三島町選挙管理委員会（総務課 総務係） ☎（48）5511
※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。
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