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〔解　説〕
田植踊は、田植えから刈り取り、そして米俵の

できるまでの仕事をそれぞれかたどったものとし
て、かつては多くの地区で伝承されてきました。
戦後の社会情勢の変化で伝承が困難になる中、

�根田田植踊は町内で唯一その伝承を守り続けて
います。
�根田田植踊は、今から300年以上の昔、農民

の勤労意欲を高めるために地区の有力者が上鵜飼
村（現在の滝沢村鵜飼か？）の田植踊を学び、持
ち込んだとされ、全演目を演じるには４時間も要
すると言われています。
町無形文化財芸能祭ではその一部が上演されま

すが、中でも「バフ」と呼ばれる踊り手の特色あ
る服装とテンポの早い囃子に合わせて踊る身のこ
なしが観客の目を引き付けます。

広報「教育しずくいし」
平成17年度は「民俗芸能」を表紙に飾ります。

新生「雫石町」
50周年

校地内禁煙に
ご協力を！
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12～1月　
教育委員会関係事業トピックス

平成17年度薬物乱用防止標語　小６優秀「やめられない　分かっているなら　吸わないで」南畑小　米澤亜希奈

（財）雫石町体育協会は、昭和30年4月の新生雫
石町の誕生とともに発足しました。町民の体力
向上や諸団体の育成など、スポーツの振興を中心
に数々の実績を重ね、50年の節目を迎えたこのた
び、記念式典が盛大に開催されました。
式典には来賓・関係者多数が出席し、お祝い

の言葉が寄せられるとともに、元会長である川
口善彌氏が長年の功績による表彰を受けました。
また、現在創立50年記念誌を製作中で、２月末

ごろに刊行される見込みとなっております。

家庭・学校・地域での実践活動を話し合い、町内PTA活動の充実
を図るための研修会として、今年は野菊ホールで開催されました。
最初に町内４小学校から実践活動の事例が発表され、その後は吉

丸蓉子さん（盛岡市先人記念館館長）から「あたりまえが一番」と
いう演題で講演が行われました。
約300人の来場者は、発表と講演を通して、改めてPTA活動の重

要さを認識している様子でした。
事例発表の内容は以下のとおりです。

①上長山小「上長山小学校のPTA実践活動」 松原祐一さん（PTA会長）
（上長山地区民大運動会・もち米づくり・資源回収等の活動報告）
②御明神小「薬物乱用防止教育について」 小田紀久子さん（PTA教育文化委員会委員長）
（児童の学習はもちろん、保護者も講演を受講し親子とも薬物乱用防止意識を高める活動報告）
③安庭小「学びの力を高めよう」 平田万千代さん（学年委員会委員長）
（家庭学習に関する調査と、その結果に基づく実践活動報告）
④雫石小「物語の楽しさを伝えよう」 佐藤久美子さん（PTA図書部長）
（図書部の取り組み、影絵の製作発表を通して子ども達に読書の楽しさを伝える活動報告）

毎年開催している冬の成人式ですが、実は式の
開催には成人者も参画しています。
対象者のうちおよそ10名で代表者会議を組織し、

司会進行・受付担当や記念品受領・二十歳の決意
発表者の選任のほか、式典終了後の交流会の企画
立案などを行いました。
今年の成人式も、厳粛な雰囲気の中、滞りなく

とり進めることができましたが、それは代表者た
ちの真摯な取り組みの成果とも言えます。
代表者会議のメンバーは以下の方々です。
高橋　龍一さん・木村　遥来さん
晴山　雄介さん・三浦　暢之さん
谷地のどかさん・芝田　千織さん
天瀬　真梨さん・吉田　梓さん

記念式典であいさつする堂前会長

二十歳の決意を読む
木村遥来さん（代表者）

スライドを使っての実践発表

真剣に話を聞く姿が
立派でした
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平成17年度薬物乱用防止標語　中１優秀「薬物で　幻見るな　今を見ろ」雫石中　古川理歩

みんなすっかり仲良くなりました！

「学校不適応児への対応」
県立中央病院小児科長　前多治雄氏による講演

伝統の裸参り　装束はすべて自分達の手で作成されています 初参加！「ひびけ、みまやん合唱団」

雫中選手団が来庁、喜びの報告

雫石中学校生徒10名（引率3名）は、1月 4日か
らの米国バーモント州ランドルフでの派遣日程を
無事終え、雫石に帰ってきました。
参加者は、現地でホームステイをしながらさまざ

まな異文化体験をし、国際理解を深めた様子でした。

〈主な成績・敬称略〉
総合女子団体　優勝・総合男子団体　第4位
女子リレー第1位
（高橋みさき・新里　唯・久保田　彩）
＊全国大会出場者
久保田晋太郎（男子大回転2位・回転6位）
佐藤　日和（女子大回転4位・回転1位）

雫石高校の恒例行事で、しかも県内でも珍しい
雪上運動会が今年も開催され、今年は積雪も十分
ということもあり、雪上の戦いが大いに繰り広げ
られました。

優勝報告に来庁の選手・関係者と中屋敷町長

今年は御明神小学校6年生「ひびけ、みまやん合唱
団」ほか6団体の参加により開催されました。フィナ
ーレでは「ふるさと」「あの素晴らしい愛をもう一度」
の2曲を全体合唱し、会場が一体となりました。

町村の部で、雫石町は男子・女子ともに 2位以
下に大差をつけ、圧倒的な強さで総合優勝を果た
しました。個人の部でも、多くの選手が優勝・入
賞し、輝かしい成績を収めています。

雪の中を

駆け抜ける！

寒そう…でも、

楽しそう！
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だろう？」と新しい疑問が生まれました。「やっ
ぱりかさが小さくなるよ。」「空気よりは小さくな
らないと思うけど…」と次の学習の予想を立てま
した。予想に反した結果に驚く子ども達の姿を想
像しながら、子どもと共に次の時間を楽しみにし
た理科の学習でした。

御明神小学校　教諭 舘澤由香里

必死になって実験用注射器のピストンを押す子
ども達。「空気はおされるとどうなるのだろう？」
４年生理科の学習の様子です。
「空気は押し縮められるよ。」「キャップが飛び

出すんじゃない。」「だんだん押しにくくなるよ。」
子ども達はいろいろな予想を立て、ピストンを押
しました。注射器の目盛りが５まで３までいくよ
うにと、力を入れ押しました。やがて少しずつ押
しにくくなり、ピストンが戻るような手応えを感
じました。
実験の結果は、予想を立てたとおりでした。
子ども達は自分の注射器で実験をし、１人１人

が空気のかさが小さくなることを目盛りで確かめ
ながら、空気が持つ力のすごさを学習しました。
すると「空気の代わりに水を入れたらどうなる

安全確保のために、警告する意味でも発生
した事例を防災無線で放送してはどうか。
内容を検討し放送することは可能と考えま
す。青少年育成協議会でも検討しています。

耐力度調査結果とその後の方向性について。
建物の老朽状況を判断するため耐力度調査
を実施した結果、校舎について耐力度点数が
基準を下まわる点数となりました。
このことから、今年度、同校の地質調査を
行い、今後校舎建設を含めて検討することと
します。

小学校適正配置にどう取り組むのか。
文部科学省で出している適正規模は１学年
２学級ですが、雫石小以外は２学級になりま
せん。経費の面だけでいうと統合するのが一
番よいのですが、教育効果等の面からも充分
に検討をしたいと考えています。

・雫石町文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、新たに６名の委員の任命が承認されました。

不登校予防対策はどうなっているか。
関係機関との不登校の対策会議を開催し、

実態等を理解しながら今後どうするかの話し
合いをしています。また、指導の流れを切ら
さないように小学校から中学校への引き継ぎ
に新システムの構築を検討しています。

納めた業者には責任はないのか。また、飛
散性についてはどうか。
当時の国の基準に適合したものであり、業
者に責任はありません。業者からの調査報告
が遅れたため、対応が遅れましたが、飛散性
はないということです。

答
委

答

委

答

委

委

答

委

答
教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴する

ことができます。
詳しくは、学校教育課（TEL ６９２-２１１１内線

２９４）までお問い合わせください。

あれっ？もう押せない。もとに戻ってくる…

さあ、次の時間は水でやってみよう！

�子どもの安全確保について �不登校の予防対策について

�給食機器のアスベスト問題について

�安庭小学校の地質調査について

�小学校適正配置について

その1 承認されたこと

その2 質問の内容（主なもの５項目）

平成17年度薬物乱用防止標語　中２優秀「薬物の　影にひそむ　悪魔たち」雫石中　川井知佳
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平成17年度薬物乱用防止標語　中３優秀「薬物は　やめるといって　やめれない」雫石中　高橋拓也

去る 1 月27日に開催したふるさと再発見委員
会議では、今年度の動きと2年目の展開方法につ
いて検討しました。
4 月からは 2 年目となりますが、住民主体の

「ふるさと再発見」の活動の方法などを検討した
結果、まずは実際に歩く際の参考資料として、基
礎資料をつくっていくこととなりました。
今後 2 月から 3 月にかけて、事務局と委員に

よって町内の主な神社や石碑などの位置を図面化
していく予定です。
また、 4 月ころを目途に、住民のみなさんへ

の説明会等も予定しています。
ふるさと「しずくいし」のよさを見直す「ふる

さと再発見」の活動に、ぜひご参加ください！
【事業に関する問い合わせ】
社会教育課へ（TEL 692－2111内線284）

入場券残りわずかとなりました！良いお席はお
早めに！売り切れの際はご了承ください。
【日　時】3月12日（日）

開演：正午（開場：11時30分）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【入場料】S席2,000円／A席1,500円

／B席1,000円（全席指定）
当日パイプイス席1,000円（20席）
※前売券が残った場合は各500円増し
で当日販売いたします。

【プレイガイド】
雫石公民館／御所地区健康増進センター／
御明神公民館／西山地区構造改善センター／
中央公民館野菊ホール

【問い合わせ】中央公民館へ（TEL 692-4181）

昨年10月に、県内の小学３年から中学３年までの全児童生徒を対象に行われた学習定着度状況調査の結果
を以下のとおり報告します。この調査は、基礎・基本の確実な定着に向けてきめ細かな指導を進めるため実
施したもので、小学５年と中学２年は、岩手・宮城・和歌山・福岡の４県が同一問題で共同調査を行ってい
ます。

［小学6年］社会科は昨年度と比較し正答率が11ポイントも大幅に上昇しました。
［中学3年］理科は昨年度と比較して9ポイント、数学は7ポイントと大幅に正答率が上昇しました。
［平均正答率］小中学校共に4ポイント高くなるなど、各学校の取り組みの成果が現れました。

［小学6年］理科は、「てこのはたらき」など、体験を通して実感を伴った理解を図る必要があります。
［中学3年］英語は、記述での誤答が多く、単語を正確に書く力や長文読解力を高める必要があります。
［小・中学校］一人一人の定着度状況調査に応じた個別の指導を丁寧に行い、3学期中に全ての児童生徒

のつまずきをなくし、上学年に進級・進学させていきます。

小
学
校

中
学
校

学年
３
４
５
６
平均正答率

国語
79（70）
73（75）
73（73）
67（67）

－
－

80（78）
77（66）
77（73）

89（82）
80（72）
71（73）
71（70）

（５年を除く）

－
－

70（70）
80（82）

－ １）数字は町内児童生徒の正答率
（カッコ内は昨年度の正答率）
２）小５・中２を除く各学年の正答率の
目標値は75～80％に設定されています。
３）４県統一テストの正答率の目標値は
65％以上と異なる設定をしているた
め、小学校・中学校ともに平均正答率
は小５と中２を除き算定されています。

－
－
－

69（68）
54（51）
71（68）
72（68）

76（68）
51（54）
71（64）

（２年を除く）

67（61）
58（60）
74（65）

86（82）
58（57）
61（60）

１ 76（75）
２ 72（76）
３ 69（69）
平均正答率

社会 算数･数学 理科 英語 備考・注

＜調査結果一覧表＞

＜改善されたこと＞

＜新たな課題と改善策＞

☆ふるさと再発見事業（スタートアップ事業）☆
☆第14回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり☆

平成17年度学習定着度状況調査結果について

＜協　賛　事　業＞
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6 平成17年度薬物乱用防止標語　高１優秀「「ただ一回」 その向こうには　死の恐怖」雫石高　吉田貴尚

昨年5月にスタートした「雫石なんだり学級」
では、歴史や文化など雫石に関する「なんだり」
を学習してきました。今年度の閉講にあたり、中
屋敷町長を講師に迎えて開催しますので、受講者
以外の方もぜひ、ご参加ください。
【日　時】 2月26日（日）

午後 1時30分～ 3時30分
【場　所】中央公民館
【講　師】雫石町長　中屋敷　十　氏
【受講料】無料
【申し込み】中央公民館へ 2月20日（月）までにお

申込みください。
【問い合わせ】中央公民館へ（TEL 692-4181）

第４回の町民講座では、「経済」をテーマに、
「金融のいろは」について学びます！
【日　時】 2月28日（火）

午後 1時30分～ 3時30分
【場　所】中央公民館
【内　容】「お金の常識が変わる！」

～時代の流れは貯蓄から運用へ～
【講　師】清水　伸一さん（野村證券（株）盛岡支店

ファイナンシャルアドバイザー）
【参加費】無料
【定　員】30名
【申し込み】社会教育課へ２月24日（金）までにお

申込みください。
【問い合わせ】社会教育課へ

（TEL 692-2111 内線284・288）

恒例となった手作り展では、今年度御所公民館
で開催した各種講座・サークル活動の作品のほ
か、御所保育所やうぐいすの郷など地域の皆さん
の作品を多数展示。また、どなたでも気軽に参加
できるイベントも同時開催！お誘いあわせのう
え、ぜひご来場ください。
【日　時】 3月 3日（金）～ 5日（日）

午前 9時～午後 5時
【場　所】御所公民館
【出展講座】編物教室、絵画教室、いけばなクラブ
【特別出展】日赤鶯鳴荘、うぐいすの郷、御所保

育所、大村保育所　他
【同時開催】ビーズアクセサリー教室
講　師：長瀬裕子さん
3／ 3（金）午前10時～12時
3／ 4（土）午前10時～午後 3時
3／ 5（日）午前10時～12時
＊材料費300円～600円程度（作品による）
申込み不要！当日随時受付します。

【問い合わせ】御所公民館へ（TEL 692-2214）

春休みはみんなでおいし～い「おはぎ」を作り
ます。お友達と一緒にぜひ参加してください！
【日　時】 3月23日（木）

午後 1時30分～ 3時30分
【場　所】中央公民館
【内　容】おいしい「おはぎ」を作って食べよう！
【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【参加費】500円程度（材料代）
【対象及び定員】町内小学生20名
【申し込み】中央公民館へ３月６日（月）から17

日（金）までにお申込みください。
【問い合わせ】中央公民館へ（TEL 692-4181）

＜ふれあい名画劇場＞

みんなのヒーロー・アンパンマンの映画を野菊
ホールの大スクリーンで見てみませんか？親子で
ぜひ、お越しください！

【日　時】 3月21日（火）
午前10時上映開始
（開場：９時30分）

同時上映
「鉄火のマキちゃんと金
のかまめしどん」
【場　所】中央公民館野
菊ホール
【入場料】一般500円

（小学生以下無料）

＊各プレイガイドで２月21日から発売開始
【プレイガイド】
雫石公民館／御所地区健康増進センター／御明

神公民館／西山地区構造改善センター／中央公民
館野菊ホール
【問い合わせ】中央公民館へ（TEL 692-4181）

じょう
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【小　説】37冊
・いなかのせんきょ……藤谷　治
・愛がいない部屋……石田　衣良
・凸凹デイズ…………山本　幸久
・あらしのよるに（小説）

………きむらゆういち
・角…………………ヒキタクニオ
・亡命者………………大沢　在昌
・黄泉からの旅人

…レイ・ブラッドベリ
・ロックンロール７部作

………古川日出男
・バスジャック………三崎　亜記
・王国　その３…よしもとばなな
・首輪物語……………清水　義範
・すべては海になる…山田あかね
・冥府の虜……………高嶋　哲夫
・メリーゴーランド……荻原　浩
・悪魔の種子……… 内田　康夫
・帰ってきたアルバイト探偵（アイ）

………大沢　在昌
・瞽女（ごぜ）の啼く家

………岩井志麻子
・ピュア･ラブ３飛翔篇

………宮内婦貴子
・てのひらの迷路……石田　衣良
・彰義隊…………………吉村　昭
・吼える駐在……………飯塚　訓
・チェオクの剣（上･下）

………田代　親世
・四月の雪… キム･ヒョンギョン

・この子はこの子でいいんだ。私
は私でいいんだ……明橋　大二

・子育てハッピーアドバイス
………明橋　大二

・暮らしの折り紙雑貨…山口　真
・チェンジメーカー…渡辺　奈々
・中国農民調査………陳桂棣ほか
・おいしい圧力鍋おかず

………今泉　久美
・旅と小鳥と金木犀…石田ゆり子
・あらしのよるに～恋愛論

………きむらゆういち
・ロケ隊はヒィー………室井　滋
・意味がなければスイングはない

………村上　春樹
・淵澤能恵の生涯……村上　淑子
・新卒はツラいよ！…きたみりゅうじ
・八幡平の不思議……高橋　喜平
・息子たちと私………石原慎太郎
・おらんくの池………山本　一力
・人は見た目が９割…竹内　一郎
・伝承を紡ぐ亀甲織

………雫石町農林課編
・ガンと向き合う日々…高橋久未子
・散るぞ悲しき…………足立　博
・下流社会………………三浦　展
・日本語練習帳…………大野　晋
・野菜の効用事典……山口　米子
・トニー流幸せを栽培する方法

………トニー･ラズロ

【一般書】69冊
・ぶきみな音レストラン
……怪談レストラン編集委員会

・秘密のとびらレストラン
……怪談レストラン編集委員会

・ものぐさトミー…ペーン･デュポア
・SEX＆Our BODY…河原美代子
・もったいないばあさんがくるよ！

………真珠まりこ
・図書室のルパン……河原　潤子
・トラのバターのパンケーキ

………へレン･バンナーマン
・バーティミアスⅢ
………ジョナサン･ストラウド

・かいけつゾロリのなぞのおたか
ら大さくせん（前編）…原　ゆたか
・アンパンマンとおむすびまん

………やなせたかし
・マリーおばさんと７ひきのねこ

………ジェリ･クロル
・しにがみさん……野村たかあき
・ママがいっちゃった

………ルネ・ギシュー
・ぐらぐらの歯

………ドロシー･エドワーズ
・ラブちゃんとボタンタン

………角野　栄子
・フェアリー･レルム④妖精のりんご

………エミリー･ロッダ
・あおぞら………………星野　夏
・わがままいもうと…ねじめ正一

【児童書・ヤング】85冊

（11/17～1/16受け入れ分）

平成17年度薬物乱用防止標語　高２優秀「薬物は　身体を壊す　核兵器」雫石高　本間勇気　

これぞ、清く正しい選挙活動!?物語の舞台は、戸蔭村で数十年ぶりに起こった村長選挙戦。村を2分して激しい選挙
戦が繰り広げられます。まじめ一筋、清い選挙活動を展開する元村議の深澤さんと、村の有力者を味方につけつつ、そ
の人たちのいいなり選挙活動を展開する元助役の平沢さん。めでたく当選するのは果たしてどちら？？？

図書館“休館”のお知らせ

下記の期間、年度末図書整理作
業のため図書館は休館します。休
館中の図書の返却は、図書館玄関
横に設置されている　緑のブック
ポスト”に図書のみを入れて下さ
い。ご協力お願いします。
休館期間：
３月６日（月）～３月13日（月）

図書館のホームページをご利用下さい。本の検索ができます。
雫石町立図書館ホームページアドレス・http://www.lib-shizukuishi.jp

”

図書館協議会委員を公募します
3 月31日をもって図書館協議会委

員の任期が満了することに伴い、次
の内容で公募します。任期は 2年と
なります。
○図書館協議会の職務
…図書館の運営に関し館長の諮問に
応ずるとともに、図書館の行う図書
館奉仕につき館長に対して意見を述
べる。（図書館法）
○募集人員… 5名（うち 1名は町内

学校長より選任）
○応募方法…ハガキに住所、氏名、
性別、電話番号を明記して 3月24日
（金）必着で応募下さい。
【応募・問合せ先】
〒020-0555
雫石町上曽根田114
雫石町立図書館
（TEL 692-5959）

読者の感想…“いなかのせんきょ”
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あとがき
寒く長い冬を暖かく楽しく過ごす生活の知恵

は昔から多くありました。凍み大根、凍み豆腐、干
す菜などは心も体も温まる手作りの食材です。
雪を遊び道具にしながら、冬場の危険予知能力を
身につけました。雪による子供の痛ましい事故
が無いようにと祈りつつ春を待っています。（璋）

昨年度から始まった年 6回発行の「教育しず
くいし」も早12号になりました。思えば試行錯
誤の12回でしたが、月日の経つのはあっという
間だなあと感じています。ちなみに13号は規
格・内容一新で新しい広報紙に生まれ変わる!?
予定です。乞う、ご期待!（Yasu）

「冬は雪がチラチラ降って、キレイだから好
き。」という言葉を雑誌などで目にするたびに、
「毎日雪を見ていないから、そんな事が言えるん
だよ。」などと、寒さが苦手な私はつぶやきなが
ら、大好きな春が早く来ることを楽しみにして
いる毎日です。（HaR）

◆�

◆�

◆�

◆�

◆�

◆�
◆�

◆�
◆�

●数字は図書館休館日�
■数字は県営屋内温水プール休館日�
◆数字は歴史民俗資料館休館日�

　　　　     4　月�
 日 月 火 水 木 金 土�
      　 １�
 ２ ３ ４ 5 ６６ ７ ８�
 ９ 10 11 12 1133 14 15�
 16 17 18 19 2200 21 22�
 　 24 25 26 2277 28 29

◆�

◆�
◆�

◆�

　　　　     2　月�
 日 月 火 水 木 金 土�
 　  　 １ ２２ ３ ４�
 ５ ６ ７ ８ ９９ 10 11�
 12 13 14 15 1166 17 18�
 19 20 21 22 2233 24 25�
 26 27 28

　　　　     3　月�
 日 月 火 水 木 金 土�
 　  　 １ ２２ ３ ４�
 ５ ６ ７ ８ ９９ 10 11�
 12 13 14 15 1166 17 18�
 19 20 21 22 2233 24 25�
 26 27 28 29 3300 31

（2～4月）�

�
図　　書　　館　9：00～17：00�
　　　　　　　　　（水・金曜日は18時まで）�
歴史民俗資料館　9：00～16：00�
県営屋内温水プール（2月、3月の予定）�
　　　　　　月～土曜日　13：00～20：00�
　　　　　 日・祝祭日　10：00～17：00

　開館時間�

23�
  30

平成18年 4 月、広報「教育しずくいし」が………変わる!?

～各課からのお知らせ～

平成18年度学校臨時職員の登録希望者の募集を
行います。これは、雇用を希望する人にあらかじ
め登録していただくもので、雇用する必要が生じ
たときに、登録者の中から選考し雇用します。
【登録受付期間】 2月10日（金）～3月3日（金）
＊期間終了後も随時受け付けますが、期間内に
受け付けたものを優先します。

【提出書類】臨時職員登録申込書兼履歴書
（町役場総務課に備えつけています。）

【提出先】持参または郵送で町役場総務課まで
（郵送の場合3月3日（金）当日消印まで有効）

【採用方法】

登録者の中から書類選考や面接などで選考し、
採用については、後日文書で本人あて通知します。
【登録有効期間】
平成18年4月1日～平成19年3月31日

【雇用期間】原則として6ヶ月以内
【社会保険・雇用保険】
雇用条件により異なりますが、雇用期間が2ヶ

月を超える場合は必ず社会保険・雇用保険に加入
していただきます。
【問い合わせ先】町教育委員会学校教育課

（TEL 692-2111内線294・295）

平成17年度薬物乱用防止標語　高３優秀「気付いてた　今の快感　生き地獄」雫石高　大坪隆之

2月
16日　おはなしたまてばこ
25日　読み聞かせ会
28日　教育委員会議

3月
１日　雫石高校卒業式
７日　ことばの教室退級式
14日　雫石中学校卒業式
17日　卒業式（雫石、西根、橋

場、安庭小学校）
18日　卒業式（七ッ森、上長山、

下長山、御明神、大村、
南畑小学校）・わかば幼
稚園卒園式

23日　おはなしたまてばこ
25日　読み聞かせ会
29日　教育委員会議

＊図書館協議会委員公募のお知らせは7ページをご覧ください。

－学校臨時職員登録者を募集－

職　種 登録資格 勤務時間 賃金（日額）

学校給食調理員

・町内に住所を有し、18歳から50歳までの人

・車で通勤可能な人

・集団給食調理経験または調理師免許を有する人

８時～16時45分

（勤務場所により異

なる場合あり）

5,200円～

6,000円

通勤割増有り

学校生活指導員

・22歳から50歳までの人

・学校生活指導員の経験者または教員免許を有する人

・車で通勤可能な人

１日６時間
１時間あたり

1,000円

スクールバス

運転手

・町内に住所を有し、18歳から60歳までの人

・大型免許を有する人

７時～11時（午前）

15時～19時（午後）

（勤務時間変更あり）

6,200円～

9,700円

通勤割増有り

学校用務員
・町内に住所を有し、18歳から55歳までの人

・車で通勤可能な人

７時30分～16時15分

（早番、遅番及び勤務

時間の変更もあり）

5,200円～

6,000円

通勤割増有り


