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平成

年度本山町森林組合
技術職員募集のお知らせ
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７６

２１

嶺北消防署と本山町消防団からお知らせ

７６

２１

１︑職種及び採用予定人員
現場職 男子 ２名程度
２︑給与︑勤務条件等
①給与は本山町森林組合規程による︒
②勤務条件等は本山町森林組合職員就業規
則による︒
③採用後︑
組合が定める研修期間を設ける︒
３︑受験資格
①年齢 歳〜 歳までで通勤可能な者
︵経験を有する者については︑平成 年１
月１日現在で︑ 歳まで︶
②普通自動車免許資格
︵オートマ限定不可︶
４︑提出書類
①願書
② 履歴書
③ 健康診断書
５︑願書受付期間
３月 日︵火︶まで︵募集中︶
受付は︑土︑日︑祝祭日を除く平日の９時
〜午後５時迄森林組合事務所にて行います︒
︵郵送可︶
６︑選考試験日時
面接 ３月中旬予定
７︑採用年月日
平成 年４月
８︑問い合わせ及び願書請求先
本山町本山７９４ ８
本山町森林組合 電話
︱２０５１

３０

本山町行政連絡

１５

第 ７６２号

３月１日から７日までの７日間﹁火のしまつ 君が
しなくて 誰がする﹂
︑
﹁見直そう 森の恵みと 火の
編 集 ・ 発 行 本山 町 役場
始末﹂を統一標語に春季全国火災予防運動と全国山火
︻ 隔週 水 曜日 発行 ︼
事予防運動が実施されます︒火災が発生しやすい時季
を迎えました︒たばこの不始末や枯れ草等のある火災
農業公社臨時職員の募集について
が起こりやすい場所では火気の使用を控えるなど注意
し︑一人一人の心がけで火災予防に努めましょう︒
︻業務内容︼ 農作業受委託事業︑生産事業︑種苗
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
事業︑畜産事業等の事務並びに作業
︱３つの習慣・４つの対策︱
︻採用人員︼ 若干名
︻資
格︼
①高卒以上︵平成 年３月卒業予定の者を含む︶ ︿３つの習慣﹀
①寝たばこは︑絶対やめる
②昭和 年４月２日以降に生まれた者
②ストーブは︑燃えやすいものから離れた位置で
③普通免許取得︵平成 年３月末日までに取得見
込みの者を含む︶
使用する
④採用後︑本山町に在住可能な者
③ガスこんろなどのそばを離れるときは︑必ず火
︻勤務時間︼ 原則︑月〜金曜日
を消す
午前８時 分〜午後５時 分
︵農繁期等には変則勤務があります︒
︶ ︿４つの対策﹀
︻待
遇︼ 各種保険完備
①逃げ遅れを防ぐために︑住宅用火災警報器を設
︻給
与︼ 日給６︐４００円〜
置する
通勤手当︑年２回ボーナス有
②寝具︑衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
︻採 用 日︼ ４月１日︵水︶
に︑防炎品を使用する
︻申し込み︼ 写真付き自筆履歴書を持参又は郵送
③火災を小さいうちに消すために︑住宅用消火器
〒７８１︱３６０１
等を設置する
高知県長岡郡本山町本山５８２︱２
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために︑隣
︵財︶本山町農業公社
近所の協力体制をつくる
︻申込期限︼ ３月 日︵木︶午後５時まで
︻選
考︼ ３月 日︵月︶面接を行います︒ ︻問い合わせ先︼
︻問い合せ先︼
嶺北消防署 電話
︱２８０６
︵財︶本山町農業公社 電話
︱４３３３
総務課 電話
︱２２２３
２１

２３ １９
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平成 21（2009）年２月 18 日（１）
2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

2010 年 6 月 1 日本山町は 100 歳を迎えます

平成 21（2009）年２月 18 日（２）

第２５回本山町高知短期大学公開講座

「水にまつわる環境問題」
今回は、高知大学理学部教授 北条正司先生を講師に迎えて、飲料水中の成分・水道
水と健康・水とアルコールの科学について等をわかりやすく講義していただきます。
皆さんおさそい合わせのうえぜひご参加下さい。
日 時
場 所
講 師

平成２１年２月２７日（金）午前１０時から
本山町プラチナセンターふれあいホール
北条 正司（高知大学理学部教授）
お問い合わせ
本山町中央公民館
事務局 山中・松葉
℡ ７６−２０８４

内

容

予備自衛官補（一般及び技能公募）
１８歳以上３４歳（技能公募は保有する技能に応じ１８歳以上５３〜５５歳）未満
１月７日（水）〜４月１４日（火）
１８
４月１９日(日）〜２１日（火）（いずれか１日を指定されます。)
２３
１９
５月２３日(土)

http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

種
目
資
格
受
付
試験期日
合格発表

自衛官募集について

種
目 予備自衛官補︵一般及び技能公募︶
資
格
歳以上 歳︵技能公募は保有する
技能に応じ 歳以上 〜 歳︶未満
受
付 １月７日︵水︶〜４月 日︵火︶
試験期日 ４月 日︵日︶〜 日︵火︶
︵いずれか１日を指定されます︒︶
合格発表 ５月 日︵土︶
内
容 一般公募︵後方地域での警備要員等︶
と技能公募︵語学要員・医療従事者・
車両整備士等︶があり︑所定の教育訓
練終了後予備自衛官として任用されま
す︒予備自衛官補は教育訓練を受ける
義務のみ︵一般： 日／３年以内︑
日／２年以内︶を有し︑防衛招集及び
災害招集応招義務はありません︒

︻問い合わせ先︼
自衛隊高知地方協力本部高知募集案内所
電話 ０８８︱８２３︱２００６
ホームページ

自衛官募集について

一般公募（後方地域での警備要員等）と技能公募（語学要員・医療従事者・車両整
１８ ３４
備士等）があり、所定の教育訓練終了後予備自衛官として任用されます。予備自衛
官補は教育訓練を受ける義務のみ（一般：５０日／３年以内、１０日／２年以内）
５０
２１
を有し、防衛招集及び災害招集応招義務はありません。
１４ ５３
【問い合わせ先】

３０ ３０

毎月第３金曜日は︑高知地方裁判所
民事・家事相談の実施日です

２７

高知地方裁判所職員による﹁民事・家事相談﹂を
実施しますので︑日頃より心配事や悩み事がありま
したら︑この機会に民事・家事相談を受けてくださ
い︒
なお︑相談は事前予約制︵相談日の１週間前まで︶
となっていますので︑当日の飛び込みによる相談は
受けられません︒
必ず︑電話等で予約を入れてください︒

︱２２２３

７６

相談日 ３月 日︵金︶
相談時間は︑午後１時より午後３時
分まで︒１組あたりの相談時間は︑
分です︒

︻事前予約連絡先︼
総務課 電話

５５
自衛隊高知地方協力本部高知募集案内所
電話 ０８８−８２３−２００６
ホームページ １０
http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

