
総務課からのお知らせ

「広報つしま」のアプリ配信をはじめました

問い合わせ 総務部　総務課　☎0920（53）6111
　

　より多くの皆さまに「広報つしま」を読んでいただ
けるように、スマートフォン用アプリ「ｉ広報紙」を
導入しました。
　これは、スマートフォンやタブレットを持っている
方が利用できるもので「ｉ広報紙」という無料アプリ
をダウンロードして登録すると、「広報つしま」を見
ることができます（通信費は、利用者負担）。

ご利用
ください!!

↓↓↓

iOS版
Android版

未来創造・交通政策課からのお知らせ

問い合わせ しまづくり戦略本部　未来創造・交通政策課　☎0920（53）6111
　

　全日本空輸㈱のご協力により、航空運賃の値下げを目指した対馬市の実証事業として「対馬－福岡

間の航空路線」及び「対馬から福岡で乗り継ぎ他の都市部へ行く路線またはその逆路線（全8区間）」

が“お得”かつ“便利”にご利用いただけるように、2月1日から3月26日までの約2ヶ月間「特割」

「旅割」「乗継特割」「乗継旅割」の各種運賃が値下げとなります。

　第2弾は、福岡で乗り継いで都市部に行く場合にお得な乗継特割と

乗継旅割も値下げの対象となっておりますので、ご旅行や入試・就活

等の際には、是非ご利用ください。

　島外にご親戚やご友人等がいらっしゃいましたら、期間中の利用に

ついてお知らせくださいますよう、よろしくお願いいたします。

2,000円

福岡ー対馬線

【値下げ額】

特　割

1,200円

旅割28・45・55

3,000円

福岡で乗り継ぐ路線

乗継特割

3,000円

乗継旅割

　28日前までに購入する場合に利用
できる「乗継旅割」を使って対馬か
ら福岡を経由し東京に行く場合、最
安値は15,200円と大変お得になって
います。

例えば…

航空路線の前売系運賃が約2ヶ月間
お安くなります第2弾!!

※特割とは、搭乗日3日前までの予約・購入でご利用できるおトクな運賃です。
※旅割とは、搭乗日の28日前・45日前・55日前までの予約・購入でご利用できるお得な運賃です。
※乗継特割とは、搭乗日7日前までの予約・購入でご利用できるおトクな運賃です。
※乗継旅割とは、搭乗日28日前までの予約・購入でご利用できるおトクな運賃です。
※乗継特割・旅割の対象区間は、東京（羽田）・大阪（伊丹）・名古屋（中部）・札幌（千歳）・仙台・小
松・宮崎・沖縄の計8区間
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●メリット１　いつでもどこでも広報紙を見ることができる!

●メリット２　ｉ広報紙の発行日（毎月15日頃）に、お知ら

　　　　　　　せが届く！

●メリット３　気になる情報を切り抜いてスクラップブックと

　　　　　　　して保存したり、友だちと共有できたりする。



市民協働・自然共生課からのお知らせ

対馬市市民基本条例推進審議会委員を募集します

　市民活動団体代表・市議会議員・公募による委員・市職員の10名以内で構成される組織で、審議会

へ出席し、条例の履行状況の検証や必要に応じて、条例の内容について見直しを行うなど、審議してい

ただきます。

○募集人数　１名

○任　　期　委嘱の日～平成32年3月31日

○応募資格　（１）本市に住所を有する20歳以上の方

　　　　　　（２）本市の他の審議会等の公募委員に2以上選任されていない方

　　　　　　（３）行政機関の職員及び市議会議員でない方

　　　　　　（４）平日の昼間に開催する会議に出席できる方（年2回程度）

○応募方法　総合政策部市民協働・自然共生課、各振興部及び各行政サービスセンター並びに対馬市

ホームページ上に用意してある所定の申込書に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・

FAX・Ｅメールにより提出してください。

○応募期限　平成28年3月14日（月）必着

○選考方法　対馬市審議会等の委員の公募に関する要綱第9条第1項の規定に基づいて選考します。

○委員報酬　報酬及び費用弁償を支給します。

○応 募 先　総合政策部　市民協働・自然共生課

　　　　　　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441

　　　　　　FAX 0920（53）6112　E-mail：sikyou@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111

2月1日付　異動

氏　　名 新　配　置

岩永　朝子 総合政策部　観光交流商工課
歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室　係長

対馬市人事異動
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対馬市「わがまち元気創出」支援事業（認可事業）を募集します

　NPO団体やボランティア団体等が地域の課題を考え、その解決

に向けて取り組む事業のうち、4月～6月に着手する必要性のある

事業を募集しています。審査会において認定された事業には補助

金を交付します。

○補助金の額　上限50万円

○応 募 期 間　平成28年3月3日（木）

　実施内容および応募方法等の詳細は対馬市ホームページをご覧

いただくか、下記までお問い合わせください（予算の成立状況に

よっては、事業が採択された場合でも補助できない可能性もござ

います）。
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観光交流商工課からのお知らせ

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室（宮脇・立花）
　　　　　　　　　　　　　　☎0920（53）6111
　

○意見を募集する趣旨

　パブリックコメントとは、行政などが意思決定する際の政策などを事前に公表し、その案につい

て、広く市民などからのご意見やご指摘、情報などを募集するものです。

　平成23年度3月に「（仮称）対馬博物館基本計画」が策定されたのち、長崎県との協議を継続し、対

馬歴史研究センター(仮称)の整備と合わせ、合築という形で正式に整備基本計画をとりまとめました

のでお知らせするとともに、皆さんから広く本計画についてご意見を頂きたく、次の方法でパブリッ

クコメント手続を実施します。

○意見を募集する政策等の案および参考資料の入手方法

（１）市ホームページ内よりダウンロード

　　　「行政情報」⇒「博物館建設計画」⇒「お知らせ」⇒「整備基本計画」

（２）文書閲覧・対馬市役所1F観光交流商工課

　　　　　　　・各地区公民館

○意見の募集期限

　平成28年2月29日（月）まで

○意見を提出できる方

　対馬市内及び長崎県内に住所を有する方（県内において通勤通学をしている方、事務所または事業

所を有する方、活動をしている団体の方も含みます)

○意見の提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

（１）持参の場合　観光交流商工課もしくは対馬市各地区公民館内

（２）郵送の場合　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　対馬市役所　観光交流商工課

　　　　　　　　　　　　　　 　　歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室　宛

　　　　　　　　　　　　　　　　（募集期間最終日消印有効）

（３）ファクシミリの場合　FAX：0920（52）1214

（４）電子メールの場合　reki-machi@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

○意見を提出する書式について

　「基本方針に対する意見」として、住所・氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の所在地お

よび名称並びに代表者の氏名)、意見が明記されたものであれば、任意用紙で構いません。

○意見の取り扱い

　提出されたご意見の概要や意見に対する市の考え方などは、住所・氏名などの個人情報をのぞいて

対馬市ホームページで公表をする予定です。ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見について

は、パブリックコメント手続の意見として取り扱いません。

｢対馬博物館（仮称）･対馬歴史研究センター（仮称）整備基本計画｣に
関するパブリックコメント手続を実施します
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対馬市営旅客航路事業改善推進委員会委員を募集します

　市営旅客航路事業の利用、効果的な運航及び安全運航等に関し総合的な改善を推進するために設置す
るものです。
○募 集 人 数　委員2名
○任　　　期　選任の日から2年以内
○応 募 資 格　①本市に住所を有する20歳以上の方
　　　　　②平日昼間の委員会（年3回程度）に出席可能な方

③市営渡海船に係る定期航路の効率的な運航及び利用促進、浅茅湾周遊遊覧航路の利用
促進並びに旅客航路の安全運航に関心を持ち、広い視野に立って意見や提案をいただ
ける方

○応 募 方 法　〈持参の場合〉中対馬振興部　地域振興課
　　　　　　　〈郵送〉〒817-1292　対馬市豊玉町仁位380　中対馬振興部　地域振興課
　　　　　　　〈FAX〉0920（58）0317
○応 募 期 限　平成28年2月23日（火）午後5時必着
○選 考 方 法　「公募委員応募申込書」による審査及び選考

※申込書は市ホームページからの取得及び市役所（未来創造・交通政策課）・各振興
部・各行政サービスセンターに設置しています。

○委員の職務　下記の事項について審議します。
　　　　　　・市営渡海船定期航路の効率的な運航及び利用促進に関する事項
　　　　　　・市営渡海船浅茅湾周遊遊覧航路の利用促進に関する事項
　　　　　　・市営旅客航路の安全運航に関する事項
　　　　　　・その他市営旅客航路事業の改善すべき事項
○報　酬　等　対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例により支給します。

問い合わせ 中対馬振興部　地域振興課　☎0920（58）1111　　　　　　

中対馬振興部からのお知らせ

　このたび対馬観光物産協会は市民の皆様、国内からの旅行者の方々向けに観光物産協会加盟の飲食店
（居酒屋・スナック・キャバレー含む）及びタクシーの利用で使える25％のプレミアム付きの『たべ
のる券』を発行致します。
　この機会に是非、市内の飲食店・タクシーをご利用ください。
○購入対象者　国内旅行者及び対馬市民限定
○販 売 期 間　平成28年2月18日（木）～平成28年3月21日（月）（売切次第終了）
○利 用 期 間　平成28年2月18日（木）～平成28年3月21日（月）
○購 入 場 所　①観光情報館ふれあい処つしま（厳原町今屋敷672-1）
　　　　　　　　（販売時間：9：00～17：00）
　　　　　　　②対馬やまねこ空港ターミナル内（美津島町雞知乙283）
　　　　　　　　（販売時間：9：00～）
　　　　　　　③対馬市役所豊玉庁舎（豊玉町仁位380）
　　　　　　　　（販売時間：土日祝除く　9：00～17：00）
　　　　　　　④対馬観光物産協会上対馬事務所（比田勝国際ターミナル内）
　　　　　　　　（販売時間：9：00～17：00）
○商品券形式　1セット4,000円で5,000円分（1,000円券を5枚つづり）
○購入限度数　おひとり様1日4セットまで（代理購入不可）
○発　行　者　一般社団法人　対馬観光物産協会

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　　　☎0920（53）6111（担当：山西）
一般社団法人　対馬観光物産協会　☎0920（52）1566（担当：長瀬）

食べて飲んで乗って　プレミアム付き飲食・タクシー券
「たべのる券」を発行します



税務課からのお知らせ

平成28年度より軽自動車税の課税率が変わります

手続・問い合わせ

手続・問い合わせ

　平成26年度の地方税の改正により軽自動車税の税率が引上げられ、適用開始が1年間延期されていた
ものが、次のとおり変更になります（軽自動車税の課税の基準日は、毎年4月1日に車の所有者に課税
され、3月31日までに廃車すると課税されません）。
①原付バイク等

○原付・ミニカ―・農耕作業用・小型特殊…市民生活部　税務課　☎0920（53）6111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各振興部住民生活課・各行政サービスセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外へ転出した場合は転出先の市役所・区役所・町村役場
○軽自動車二輪・小型二輪・自動二輪…対馬地区自家用自動車協会（対馬市厳原町久田645）☎0920（52）0537

○軽自動車三輪・四輪…対馬地区自家用自動車協会（対馬市厳原町久田645）☎0920（52）0537

②三輪・四輪の軽自動車
　三輪および四輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両について、平成28年度
から新税率が適用されます。
　ただし、平成27年3月31日までに登録された車両については、現行税率に据え置かれます。

※経年重課（重加算）は、初年度検査年月から起算して13年経過した車体で、その翌年度4月1日の軽自動車の
　所有者に対し、新税率に新たに加算されて課税します。

車　　　種

現行税率
【平成27年度まで】

新税率
【平成28年度以降】

50cc以下

2,000円 2,000円 2,400円 3,700円 2,400円 5,900円 3,600円 6,000円

1,000円 1,200円 1,600円 2,500円 1,600円 4,700円 2,400円 4,000円

90cc以下

原　付
ミニカー 農耕作業用 小型特殊

その他
軽自動車
二輪

小型二輪

自動二輪125cc以下

車　　　　　種

現行税率
（平成27年3月31日までの登録車）

新税率
（平成27年4月1日以降の新規登録車）

経年重課
（新規登録後13年経過）

乗　用 貨　物

自家用 営業用 自家用 営業用

3,100円 7,200円 5,500円 4,000円 3,000円

3,900円 10,800円 6,900円 5,000円 3,800円

4,600円 12,900円 8,200円 6,000円 4,500円

軽自動車三輪

H41 H42H40H39H38H37H36H35H34H33H32H31H30H29H28H27～H26年　度

年税額 7,200円 12,900円（重課が適用）

○平成11年9月に新車を購入した（初年度登録  平成11年9月）

H41 H42H40H39H38H37H36H35H34H33H32H31H30H29H28H27～H26年　度

年税額 7,200円 12,900円（重課が適用）

○平成24年9月に新車を購入した（初年度登録  平成24年9月）

H41 H42H40H39H38H37H36H35H34H33H32H31H30H29H28H27～H26年　度

年税額 ̶ 7,200円 12,900円

○平成27年3月に新車を購入した（初年度登録  平成27年3月）

H41 H42H40H39H38H37H36H35H34H33H32H31H30H29H28H27～H26年　度

年税額 ̶ 10,800円 12,900円

○平成27年5月に新車を購入した（初年度登録  平成27年5月）

＊平成14年以前に新規登録されたものは、平成28年度から重課が適用されます。

具体例（軽四輪　乗用　自家用車の場合）
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健康増進課からのお知らせ

あなたの腎臓、大丈夫？　毎年３月第２木曜日は「世界腎臓デー」
～大切な体を守るために、健康について考えてみましょう～

○世界腎臓デーとは
　　増え続ける腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取
組として、毎年3月の第2木曜日に実施することが定められています。
○腎臓の働き
　　「肝腎かなめ」と言われるほど、腎臓は人が生きていく上でとても重要な役割を果たしています。お
しっこを作る働き以外にも、骨を丈夫に保つ、血圧を適切にコントロールする、赤血球を作り貧血を
防ぐなど、実は多くの働きをしています。
○新たな国民病、CKD（慢性腎臓病）のこと
　CKDとは放っておくと、腎機能低下に繋がるさまざまな腎
臓の病気の総称です。日本人の約8人に1人がCKDにかかっ
ていると言われており、新たな国民病と注目されています。
　腎臓は、異常をきたしても自覚症状が出にくく、気づいた
時には既に病気が進行していることが多くあります。
　CKDは、早期に治療を行えば、進行を遅らせたり、症状を
改善することが期待できる病気でもあります。
○腎臓の健康を知るために
　「何年も健診を受けていない」「たんぱく尿が出ていると指
摘されたが、そのままにしている」という方はいませんか？
定期的に血液検査や尿検査などを受けましょう。まずは、か
かりつけ医などにご相談ください。 
○CKD予防と早期発見のポイント

　今年度、市民の皆様にウォーキングを習慣化していただくため実施しましたキャンペーンも残すと
ころわずかとなりました。お宅に応募ハガキは眠っていませんか？ 
　市内で行われたウォーキング大会に参加、または特定健診を受けられた方は是非ご応募ください。
集めて応募すると全員にプレゼントがあります （スタンプは大会参加で1個、特定健診受診で2個）。
 スタンプを３個以上集めて応募すると…
★応募者全員に地元産品等をプレゼント!!★
　期間：平成28年3月18日（金）※当日消印有効　
　※プレゼント賞品は変更が生じることがありますので予めご了承ください。

　　 今後スタンプがもらえる大会　

　3月13日（日）対馬豆酘の里ロードレース大会ウォーキングの部（厳原町）
　受付時間：9：00～10：00まで　場所：豆酘小学校グラウンド

CKD（慢性腎臓病）とは

①たんぱく尿が出ている

②腎臓の機能の低下

（血清クレアチニン値上昇）

※①または②の異常が3ヶ月以上持続す

　る状態をCKDという

①は尿検査、②は血液検査で調べる
　ことができます。

バランスの良い食事 減　塩 禁　煙 継続した運動 定期的な健診

健康つしま21
歩いてつくる元気の　　キャンペーンわわ

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
　

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
対馬保健所　　　　　☎0920（52）0166

　

応
募
ハ
ガ
キ
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建設課からのお知らせ

1.都市計画道路の変更を行いました

問い合わせ 建設部　建設課　都市計画担当　☎0920（53）6111
　

2.都市計画道路横町線並びに都市公園今屋敷公園の計画変更を行いました

　対馬市厳原都市計画区域には、8路線の都市計画道
路があり、その多くが、昭和40年代に都市計画を決
定されていました。
　そのうち、事業未着手の5路線については、パブ
リックコメント・意見交換会・説明会等で、市民の
皆様のご意見等を賜りながら、変更または廃止する
こととなりました。
　都市計画道路が廃止されても「整備をしない」と
いうわけではありません。
　法的な規制を解除します。

凡　　　例

廃止区間

存続区間

現道への取付部分
の区域が増加します

交差点への取付部分
の区域が増加します

L=約320m,W=12m

横町線の区域の増加に伴い
公園の区域が減少します

路線名 道路区分路線延長
（ｍ）

廃止区間
延長（ｍ）

変更後の
延長（ｍ）

計画幅員（ｍ） 決定年度

①国道382号線

②臨港線

③東浜宮前線

④堀田線

⑤厳原豆酘美津島線

合　計

1,470

450

780

910

2,720

6,330

16

12

12

12

16・12

1,060

450

780

910

1,900

5,100

410

0

0

0

820

1,230

国道

国道・県道

国道・市道

市道

県道

̶̶

16

̶

̶

̶

16

̶

S43

S43

S43

S43

S52

̶

H27

旧 新 旧 新

H27

H27

H27

H27

̶
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管理課・基盤整備課からのお知らせ

プレジャーボートの係留について！

問い合わせ 建設部　管理課　　　　　☎0920（53）6111
農林水産部　基盤整備課　☎0920（53）6111
　

　県が管理する港湾・漁港の係留施設にプレジャーボートを係留・保
管する場合は、許可が必要です。
　まだ手続きが済まれていない方は、早めに対馬市役所へお問い合わ
せの上、許可を受けてください。

【長崎県プレジャーボート関係ホームページ】
長崎県港湾課
http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/̃kouwan/2010_03/business02/pureja/top.htm
長崎県漁港漁場課
https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/62401.html 検索

検索

教育委員会からのお知らせ

対馬市業務委託員（公園施設等維持管理業務）募集

○職　　種　美津島総合公園施設管理員
○業務内容　①施設内の維持管理（点検・軽微な維持補修）　②施設使用料徴収業務
　　　　　　③施設の貸出及び調整　④施設内の掃除　⑤その他の環境整備
○募集人員　２名
○応募資格　①心身共に健康な方
　　　　　　②普通自動車免許を取得している方（マニュアル車）
○委託期間　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで
○勤務時間　通年（12月29日～1月3日を除く）
　　　　　　8：30～22：30（常時１名：交替勤務）
○委 託 料　月額　155,400円
○選考方法　書類審査（履歴書）及び面接
○選考日時　応募者に別途通知
○選考場所　対馬市美津島文化会館
○応募方法　履歴書（自筆・写真添付されたもの）１通を下記宛郵送または持参
○申込期限　平成28年3月7日（月）17：00まで（必着）

申込・問い合わせ 教育委員会　美津島地区生涯学習センター　☎0920（54）4044

選挙管理委員会からのお知らせ

対馬市長選挙

投　票　日　平成28年2月28日（日）　投 票 時 間　7：00～18：00まで

投票日当日、仕事やレジャーなどで投票できない場合は、期日前投票をご利用ください。
○期日前投票　開設期間　2月22日（月）～2月27日（土）
　　　　　　　開設時間　8：30～20：00｠
　　　　　　　開設場所　市内6ヶ所の市役所各庁舎｠

問い合わせ 選挙管理委員会　☎0920（53）6111
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教育委員会からのお知らせ

対馬市嘱託職員・業務委託員を募集します

学校・幼稚園用務員（対馬市嘱託職員）
○職　　種　学校・幼稚園用務員
○職務内容　小・中学校、幼稚園の用務員業務
○勤務場所　対馬市立小・中学校、幼稚園
　　　　　　（豊玉町・峰町管内の小・中学校を予定）
○募集人員　2名
○応募資格　通勤可能で健康な者
○嘱託期間　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで
　　　　　　※継続更新あり
○嘱託報酬　対馬市嘱託職員管理要綱で定める額
○選考方法　書類審査及び面接
○選考日時　応募者に別途通知（平成28年3月上旬を予定）
○選考場所　応募者に別途通知
○応募方法　①提出書類　市販の履歴書（自筆・写真貼付）１通
　　　　　　　　　　　　※応募に際し提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。
　　　　　　②応募期限　平成28年2月26日（金）17：00まで（必着）
　　　　　　③提 出 先　対馬市教育委員会　総務課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南地区教育事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北地区教育事務所

　　　　

対馬市旧金石城庭園管理員（対馬市業務委託員）
○職　　種　　対馬市旧金石城庭園管理員
○業務内容　　①庭園内の維持管理（点検・軽微な維持補修）
　　　　　　　②入園料徴収業務
　　　　　　　③入園者への案内業務（軽微な案内・説明）
　　　　　　　④庭園内・外周園路の清掃
　　　　　　　⑤その他の環境整備
○募集人員　　１名
○応募資格　　①対馬市内に在住し、通勤可能な心身共に健康な方
　　　　　　　②歴史・文化財に興味のある方
○委託期間　　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで
○勤務時間　　火曜日、木曜日休園日
　　　　　　　年末年始休園日（12月29日～1月3日を除く）
　　　　　　　9：00～17：00
○委 託 料　　月額　130,000円
○選考方法　　書類審査（履歴書）及び面接
○選考日時　　応募者に別途通知
○選考場所　　対馬市教育委員会文化財課（対馬市美津島文化会館内）
○応募方法　　履歴書（自筆・写真添付されたもの）１通を下記宛郵送または持参
○申込期限　　平成28年3月4日（金）17：00まで（必着）

申込・問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341

申込・問い合わせ 教育委員会　総務課　　　　　　☎0920（88）2000
　　　　　　南地区教育事務所　☎0920（52）8855
　　　　　　北地区教育事務所　☎0920（86）3052
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教育委員会　南地区教育事務所　☎0920（52）8855問い合わせ

新しく赴任したALT（英語指導助手）を紹介します

○氏　　　名　Andrew Meadows（アンドリュー　メドゥズ）

○生 年 月 日　1988年10月27日（27歳）

○出　身　国　アメリカ合衆国

○学　　　歴　インディアナ大学

○担 当 学 校　久田小学校・豆酘小学校・金田小学校・久田中学校

　　　　　　　豆酘中学校・佐須中学校

○趣　　　味　音楽を聴くこと・ゲーム・読書・新しいことに挑戦すること

　　　　　　　　　　　　　○好きな俳優　ショーン　コネリー

○対馬の印象　すごくきれいな島です！皆さん優しい人ばかりです。

○ひ と こ と　よろしくお願いします！ドリューと申します。アメリカのインディアナ州から来ました。

もっと日本語を勉強します。皆さん、一緒に楽しみましょう！

問い合わせ 教育委員会　総務課　☎0920（88）2000
　

あなたの｢学びたい｣を応援します
～対馬市酒井豊育英資金貸付基金奨学生募集～

○募集期間　4月11日（月）～5月10日（火）

○対 象 者　⑴対馬市に住所を有する者（進学及び在学のため住所を異動している者を含む）

　　　　　　⑵①学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という）第1条に規定する大学に在学

　　　　　　　　している者

　　　　　　　②法第124条に規定する専修学校（専門課程に限る）に

　　　　　　　　在学している者

　　　　　　⑶他からの奨学金を受けていない者

○貸付要件　⑴品行方正・志操堅固・学術優秀で、かつ、健康であること

　　　　　　⑵経済的理由により就学が困難であると認められること

○貸付金額　月額5万円以内

○貸付条件　⑴奨学金は無利子　⑵貸付期間は、在学する学校の正規の修業年限

○申込に必要な書類等

　願書・奨学生推薦調書・在学証明書・成績証明書・住民票謄本（世帯全員）・健康診断書・世帯全員の

　課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書・奨学金を希望する理由

※願書と奨学生推薦調書は、対馬市教育委員会総務課（峰町三根）・南地区教育事務所（厳原町今屋敷）及び

　北地区教育事務所（上対馬町比田勝）に備え付けています。
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対馬市宿日直警備員を募集します

○業 務 内 容　①火災・盗難防止等の庁舎保安警備

　　　　　　　②戸籍届出等に関する受領及び埋火葬許可に関する業務

　　　　　　　③その他必要な業務

○勤 務 場 所　対馬市上県行政サービスセンター（上県町佐須奈甲567-3）

○募 集 人 数　1名

○応 募 資 格　平成28年4月1日現在、満64歳未満で心身ともに健康な方

○雇 用 期 間　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

○勤 務 時 間　2名による交代制勤務

　　　　　　　平日…………………17：00～翌日8：45まで

　　　　　　　土・日・祝祭日……8：45～翌日8：45まで

○業務委託料　概ね、月額115,000円程度

○応 募 方 法　市販の履歴書（自筆・写真貼付）1通を下記申込先に持参または郵送

　　　　　　　（履歴書は返却しません）

　　　　　　　※履歴書には必ず昼間連絡がとれる連絡先を記載のこと

○申 込 期 限　平成28年3月4日（金）17：00まで（郵送の場合は当日消印有効）

○選 考 方 法　書類審査及び面接による

○選 考 日 時　応募者に別途通知

申込・問い合わせ 上県行政サービスセンター　☎0920（84）2311
　　　　　　

上県行政サービスセンターからのお知らせ

対馬市宿日直警備員を募集します

○業 務 内 容　①火災・盗難防止等の庁舎保安警備

　　　　　　　②戸籍届出等に関する受領及び埋火葬許可に関する業務

　　　　　　　③その他必要な業務

○勤 務 場 所　対馬市峰行政サービスセンター（峰町三根451）

○募 集 人 数　1名

○応 募 資 格　平成28年4月1日現在、満64歳未満で心身ともに健康な方

○雇 用 期 間　平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

○勤 務 時 間　2名による交代制勤務

　　　　　　　平日…………………17：00～翌日8：45まで

　　　　　　　土・日・祝祭日……8：45～翌日8：45まで

○業務委託料　概ね、月額115,000円程度

○応 募 方 法　市販の履歴書（自筆・写真貼付）1通を下記申込先に持参または郵送

　　　　　　　（履歴書は返却しません）

　　　　　　　※履歴書には必ず昼間連絡がとれる連絡先を記載のこと

○申 込 期 限　平成28年3月4日（金）17：00まで（郵送の場合は当日消印有効）

○選 考 方 法　書類審査及び面接による

○選 考 日 時　応募者に別途通知

申込・問い合わせ 峰行政サービスセンター　☎0920（83）0301　　　　　　

峰行政サービスセンターからのお知らせ
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