
●気仙沼 (9) ／魚町１～３、南町３、港町、魚市場前、
潮見町１・２、川口町
●鹿折 (7) ／浜町、浪板１・２、大浦、小々汐、梶ヶ浦、
鶴ヶ浦
●松岩 (2) ／片浜、前浜
●新月 (0) ／無し
●階上 (8) ／向原、杉ノ下、岩井崎、内田、長磯浜、
七半沢、森前林、川原
●大島 (13) ／全行政区
●面瀬 (3) ／尾崎、下沢、千岩田
●唐桑地域 (32) ／崎浜１・２、松圃１～３、中井１・
３・４、小鯖１～３、中１～３、鮪立１～４、舞根１・
２、宿１・２、石浜１～３、只越１・２、舘１・２、
大沢１・３・４
●本吉地域 (16) ／小泉浜、小泉町、小泉東、登米沢、
風越、津谷大沢、高１・２、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、
日門、三島、大谷南、大谷東、中郷

●気仙沼(＋38)／九条１、四反田、田中１、田中前１・
２、田谷、本郷１・２、南郷１～３、神山、本町
１・２、舘山１・２、三日町１・２、沢田、八日
町１・２、陣山、太田１、入沢、南町１・２・４、
河原田１・２、幸町１・３・４、仲町、弁天町１・
２、内の脇１～３
●鹿折 (＋16) ／栄町区、新浜町１・２、本浜町１・
２、錦町１・２、東みなと町、中みなと町１・２、
西みなと町、西八幡町、西中才、東中才１・２、
東八幡
●松岩 (＋9) ／古谷館、松崎五駄鱈、後沢１、石甲、
舘森、赤岩五駄鱈、老松、浦田、平貝
●新月／無し（全行政区が注意報・警報対象いずれ
も対象外）
●階上 (＋5) ／牧、上町、長磯原、長磯高、最知高
●大島／無し（全行政区が注意報･警報いずれも対象）
●面瀬 (＋3) ／高谷、赤田、上沢１
●唐桑地域 (＋1) ／大沢２
●本吉地域 (＋10) ／小泉西、猪の鼻、表山田、津
谷下町、津谷街、津谷仲町、津谷上町、津谷舘岡、
下川内、寺谷

津波災害時「避難指示」などの発令範囲を設定します

　市では、津波警報などの発表時に、
素早く適切に避難指示を発令するため、
あらかじめ、発令の対象範囲を設定し
ます。
　設定範囲は、東日本大震災における
津波浸水区域を基本としています。
　なお、今後宮城県による津波浸水想
定（シミュレーション）が公表された
際は、見直しを行いあらためて設定す
る予定です。

平成
２９
年度

採用
予定 臨時職員･嘱託員を募集

　市の保育所や、市教育委員会が所管する教育・文化施設などで勤務していただく臨時
職員と嘱託員を募集します。募集区分ごとの勤務条件や勤務場所、応募資格など、詳し
くはお問い合わせください。

pickupお知らせpickupお知らせ

② 〔 嘱託員 〕教育･文化施設職員

保育士（市内保育所勤務）【若干名】 乳幼児の保育 保育士・幼稚園教諭・看護師のいずれか

職種【募集人数】 主な業務内容 必須資格など※

① 〔 臨時職員 〕保育士 22
1616
木木

2828
火火

※土･日曜日を除く◎募集期間

22
2323
木木

までまで ※土･日曜日を除く◎募集期間

●雇用期間／　４月１日から平成 30年３月 31日まで（１年間）
●年齢制限など／　特にありません。
●応募方法／　市販の履歴書（顔写真添付）に必要事項をご記入のうえ、ハローワーク気仙沼
の紹介状を添えて直接持参してください（郵送不可）。
●試験日時など／　３月４日（土）　時間と場所は申し込みの際に別途お知らせします。
●その他／短時間勤務希望者も歓迎しますのでご相談ください。保育士資格がある方の登録制
度「保育士バンク」もありますので、詳しくはお問い合わせください。
≪応募・問い合わせ先≫　市子ども家庭課　tel：22-6600　内線 445

１
２
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４
５
６
７
８
９
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11
12
13

市教委嘱託員（教育総務課勤務）
気仙沼市･宮城教育大学連携センター事務員
気仙沼市子どもの心のケアハウス管理事務職員
公民館嘱託員
図書館嘱託員
市教委嘱託員（文化財収納庫勤務）
市民会館嘱託員
はまなすの館嘱託員
共同調理場嘱託員（事務員）
幼稚園嘱託員
社会教育指導員（生涯学習課勤務）
社会教育指導員（図書館勤務）
学校･共同調理場嘱託員（調理員）

【１人】
【１人】
【１人】
【８人】
【６人】
【２人】
【１人】
【１人】
【２人】
【２人】
【１人】
【１人】
【若干名】

文書等託送・文書管理など
センター運営
ケアハウス運営
施設管理運営
施設管理・図書貸出・行事運営など
文化財基礎資料調査など
施設管理運営・行事企画・舞台運営など
施設管理運営・行事企画・舞台運営など
学校給食共同調理場運営・調理補助
幼稚園預かり保育
社会教育・青少年教育関係など
社会教育・放送大学関係など
学校給食調理

職種【募集人数】 主な業務内容
パ
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パ

パ

パ

パ

運

運

運

運

パ

パ
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免

免

パ

運
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免

免

運

運

幼稚園教諭免許
教員免許
教員免許

調理師免許

（※）必須資格など

【※必須資格など】 運 普通自動車免許 パ パソコン操作可免 その他必須資格

●雇用期間／　４月１日から平成 30年３月 31日まで（１年間）
●年齢制限／　４月１日時点で満 65 歳未満の方（再任の場合は 70 歳未満）
●応募方法／　市教育委員会教育総務課備え付け（魚市場前 1-1）の申込用紙に必要事項をご記
入のうえ、ハローワーク気仙沼の紹介状を添えて直接持参してください（郵送不可）。申込用
紙をお渡しする際に、業務内容や応募方法、試験内容について説明します。申込用紙は公民
館などでは配付いたしませんのでご注意ください。
●試験日時など／　１ ～ ９ ２月 25 日（土）午後１時 30 分から〔二次試験（面接）は一次試験合格者に別途お知らせ〕
　　　　　　　　　10 ～13 ３月  ４ 日（土）〔時間は申し込みの際に別途お知らせ〕
≪応募・問い合わせ先≫　市教育総務課　tel：22-3440

津波注意報による注意喚起または避難勧告の
対象となる行政区【海に面している行政区】

大津波警報･津波警報による避難指示または避難勧
告の対象行政区【上記行政区に、東日本大震災浸水
エリアを加えた行政区】

東日本大震災における津波浸水域図

注意報の場合･･･

警報の場合･･･（上記行政区に加えて）

■問い合わせ先／

　市危機管理課防災情報係
　tel：22-6600　内線 262

行政区ごと

浸水域図は市ホームページから確認いただけます。
※市トップページ＞暮らしの情報＞いざというときに＞防災マップ
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●鹿折 (7) ／浜町、浪板１・２、大浦、小々汐、梶ヶ浦、
鶴ヶ浦
●松岩 (2) ／片浜、前浜
●新月 (0) ／無し
●階上 (8) ／向原、杉ノ下、岩井崎、内田、長磯浜、
七半沢、森前林、川原
●大島 (13) ／全行政区
●面瀬 (3) ／尾崎、下沢、千岩田
●唐桑地域 (32) ／崎浜１・２、松圃１～３、中井１・
３・４、小鯖１～３、中１～３、鮪立１～４、舞根１・
２、宿１・２、石浜１～３、只越１・２、舘１・２、
大沢１・３・４
●本吉地域 (16) ／小泉浜、小泉町、小泉東、登米沢、
風越、津谷大沢、高１・２、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、
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●気仙沼(＋38)／九条１、四反田、田中１、田中前１・
２、田谷、本郷１・２、南郷１～３、神山、本町
１・２、舘山１・２、三日町１・２、沢田、八日
町１・２、陣山、太田１、入沢、南町１・２・４、
河原田１・２、幸町１・３・４、仲町、弁天町１・
２、内の脇１～３
●鹿折 (＋16) ／栄町区、新浜町１・２、本浜町１・
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西みなと町、西八幡町、西中才、東中才１・２、
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●松岩 (＋9) ／古谷館、松崎五駄鱈、後沢１、石甲、
舘森、赤岩五駄鱈、老松、浦田、平貝
●新月／無し（全行政区が注意報・警報対象いずれ
も対象外）
●階上 (＋5) ／牧、上町、長磯原、長磯高、最知高
●大島／無し（全行政区が注意報･警報いずれも対象）
●面瀬 (＋3) ／高谷、赤田、上沢１
●唐桑地域 (＋1) ／大沢２
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谷下町、津谷街、津谷仲町、津谷上町、津谷舘岡、
下川内、寺谷
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　市では、津波警報などの発表時に、
素早く適切に避難指示を発令するため、
あらかじめ、発令の対象範囲を設定し
ます。
　設定範囲は、東日本大震災における
津波浸水区域を基本としています。
　なお、今後宮城県による津波浸水想
定（シミュレーション）が公表された
際は、見直しを行いあらためて設定す
る予定です。
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職種【募集人数】 主な業務内容 必須資格など※

① 〔 臨時職員 〕保育士 22
1616
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火火

※土･日曜日を除く◎募集期間

22
2323
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までまで ※土･日曜日を除く◎募集期間

●雇用期間／　４月１日から平成 30年３月 31日まで（１年間）
●年齢制限など／　特にありません。
●応募方法／　市販の履歴書（顔写真添付）に必要事項をご記入のうえ、ハローワーク気仙沼
の紹介状を添えて直接持参してください（郵送不可）。
●試験日時など／　３月４日（土）　時間と場所は申し込みの際に別途お知らせします。
●その他／短時間勤務希望者も歓迎しますのでご相談ください。保育士資格がある方の登録制
度「保育士バンク」もありますので、詳しくはお問い合わせください。
≪応募・問い合わせ先≫　市子ども家庭課　tel：22-6600　内線 445
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市教委嘱託員（教育総務課勤務）
気仙沼市･宮城教育大学連携センター事務員
気仙沼市子どもの心のケアハウス管理事務職員
公民館嘱託員
図書館嘱託員
市教委嘱託員（文化財収納庫勤務）
市民会館嘱託員
はまなすの館嘱託員
共同調理場嘱託員（事務員）
幼稚園嘱託員
社会教育指導員（生涯学習課勤務）
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【１人】
【１人】
【１人】
【８人】
【６人】
【２人】
【１人】
【１人】
【２人】
【２人】
【１人】
【１人】
【若干名】

文書等託送・文書管理など
センター運営
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施設管理運営・行事企画・舞台運営など
施設管理運営・行事企画・舞台運営など
学校給食共同調理場運営・調理補助
幼稚園預かり保育
社会教育・青少年教育関係など
社会教育・放送大学関係など
学校給食調理

職種【募集人数】 主な業務内容
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（※）必須資格など

【※必須資格など】 運 普通自動車免許 パ パソコン操作可免 その他必須資格

●雇用期間／　４月１日から平成 30年３月 31日まで（１年間）
●年齢制限／　４月１日時点で満 65 歳未満の方（再任の場合は 70 歳未満）
●応募方法／　市教育委員会教育総務課備え付け（魚市場前 1-1）の申込用紙に必要事項をご記
入のうえ、ハローワーク気仙沼の紹介状を添えて直接持参してください（郵送不可）。申込用
紙をお渡しする際に、業務内容や応募方法、試験内容について説明します。申込用紙は公民
館などでは配付いたしませんのでご注意ください。
●試験日時など／　１ ～ ９ ２月 25 日（土）午後１時 30 分から〔二次試験（面接）は一次試験合格者に別途お知らせ〕
　　　　　　　　　10 ～13 ３月  ４ 日（土）〔時間は申し込みの際に別途お知らせ〕
≪応募・問い合わせ先≫　市教育総務課　tel：22-3440
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浸水域図は市ホームページから確認いただけます。
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