
■行政相談委員の役割／
　行政相談委員は、市

民の皆さんの身近な
相談相手として総務
省から委嘱され、国、
県または市などの行
政機関のほか、独立
行政法人、特殊法人の仕事に関する苦情や
意見、要望を聞き、その解決のための助言
などをボランティアで行っています。

■相談の具体例／
　行政相談では、次のような困りごとの相談

に対応しています。
・申請を行ったが、手続きがなかなか進まな

いので、早急に対応してほしい
・道路標識が見えにくいので改善してほしい
・生活に困ってるので、どこに相談したらい

いか教えてほしい　など
■相談は無料です／
　相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。また、定例の行
政相談の日程および開催場所は、「広報け
せんぬま」の毎月１日号の各種相談の欄を
ご覧ください（今号は 19 ページに掲載）。

■市内の行政相談委員の皆さん／
〇 菊池 平夫 さん（赤岩四十二）

〇 石森 正三 さん（古町）　
〇 坪内 正一 さん（唐桑町宿浦）

〇 三浦 隆悦 さん（本吉町津谷舘岡）

■特設相談日を開設します／
　総務省では、10 月 15 日から 21 日までの

１週間を「行政相談週間」と定めています。
この期間中、本市では下記日程で特設相談
日を開設します。

スポーツの秋＆オルレ

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　テニスの全米女子オープン、大坂なおみ選手の
活躍には、世界中の驚きと日本中の喝采がありま
した。錦織圭選手の世界制覇を夢見てきた日本の
テニスファンにとって、一足先の快挙、楽しみが
増えた形と思います。
　たびたびマスコミに登場する大坂選手の祖父
大坂鉄夫さんは北海道根室漁協の組合長さんで、
サンマ漁船第２丸中丸など漁船数隻のオーナー
です。東日本大震災の折、大坂さんのサンマ漁船
第38丸中丸は気仙沼港で被災し、その代船が第２
丸中丸。被災後、全国初のサンマ船復活として、本
市の木戸浦造船で建造されました。サンマのオフ
シーズンには気仙沼港に係留されており、見かけ
たことのある方も多いと思います。大坂さんはこ
れまでも本市で漁船を建造しており、来年完成す
る、造船４社合併による「みらい造船」の大事なお
客さんになる方です。近い将来、ぜひ、新船を建
造、大坂なおみ選手が進水式に来てくれればなど
と夢が膨らみます。気仙沼港からも今後の活躍に
エールを送りたいと思います。
　７日の日曜日は市内の各地区で市民運動会が
開催されます。準備をしていただく各地区のお世
話役の皆さんには頭が下がります。是非、多くの
市民に参加していただき、日頃の運動不足の解消
やら、自慢の健脚の披露やら、各区の名誉を懸け
て、くれぐれも怪我の無いようにハリキッテいた
だければと思います。
　また、７日には、いよいよ宮城オルレ「気仙沼・
唐桑コース」のオープンです。新しい観光のあり
方をスタートさせるため、ここまで頑張っていた
だいた唐桑の観光関係者と宮城県には心から感
謝を申し上げます。宮城第１号となるこのコース
は唐桑半島ビジターセンターをスタートし、御崎
を回り、神の倉の津波石を通って県道を北上、折
石、半造を回ってフィニッシュする約10ｋｍのト
レッキングコースです。韓国の済州（チェジュ）島
で始まったオルレ、ご自分の体力に合わせたス
ピードや長さで雄大な唐桑半島の大自然を満喫
していただきたいと思います。オルレ導入の先進
地九州では、日本人に加え、韓国などからの観光
客で賑わっていると聞きます。ぜひ、おもてなし
の心でお迎えし、滞在型の観光として本市に定着
させたいと思います。

おお  さか

にし  こり  けい

おお   さか  てつ   お 

　気仙沼市長

　　　　　第82回

きく  ち 　ひら   お

いしもり  しょうぞう

み    うら  りゅうえつ

つぼうち  しょういち

10月15日～21日は

　行政相談週間 です
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■問い合わせ先／市民相談室　☎ 22-3411
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■任用期間／採用する日（原則：平成30年12月1日）から平成32年11月30日まで
※採用する日は採用者の状況により、平成30年12月２日から平成31年４月２日までの間で調整可能です。
※任期については、更新する場合があります。
■試験内容／一次試験：書類選考（経歴審査・レポート審査）　二次試験：人物試験（面接）
■二次試験実施日／11月３日（土）または４日（日）
■試験会場／気仙沼市役所（二次試験の詳細は一次試験合格者に個別に通知します。）
■申込方法／市人事課、または唐桑、本吉総合支所備え付けの申込用紙または市ホームページ掲

載の申込用紙で持参、郵送、Ｅメールのいずれかの方法で申込期間内にお申し込みください。
　【10月12日（金）午後５時15分必着】
■申込先／気仙沼市総務部人事課人事研修係〔〒988-8501（住所記載不要）〕
            ✉ saiyou@kesennuma.miyagi.jp
■問い合わせ先／市人事課 人事研修係　☎ 22-6600 内線223・224・225

【職種・受験資格等】

土木
（４人程度）

受験資格　受験資格　職種（募集人数）職種（募集人数）

文化財
（１人程度）

市任期付職員募集のお知らせ市任期付職員募集のお知らせ 申込受付／10月12日（金）まで

平成30年度採用平成30年度採用

学校教育法による大学（短期大学を除く）または大学院において考古学またはこれ
に類する科目を履修し、卒業又は修了した方で、埋蔵文化財の発掘調査経験および
発掘調査報告書の作成実績を有する方

次のいずれかを満たす方
・土木施工管理技士（１級または２級）、技術士または技術士補（応募職種に関連す

る技術部門）、測量士のいずれかの資格を有する方
・行政機関や民間企業などにおける正規の職員として道路、橋りょう、河川、漁港・

海岸施設、上下水道施設等の土木工事または土地区画整理事業に係る設計、積算、
施工管理等に関する業務の職務経験を直近 10 年（平成 20 年９月１日から本年８
月 31 日まで）中に２年以上有する方

　このほか、本市を含めた県内沿岸部６市町が合同で、共通の日程により仙台市内、東京都内、名古屋市
内を会場に採用試験を実施します。本市では、上記と別に任期付職員（土木4人程度，文化財1人程度）を
募集しています。受験案内、申込書などは市ホームページに掲載していますが、不明な点についてはお問
い合わせください。

保育に携わる方をサポートします
　市では、保育人材の確保のため、保育に携わる方に対し、次
のようなサポートを実施しています。詳しくは、お問い合わせ
いただくか、市ホームページをご覧ください。

　奨学金を利用して保育士資格や幼稚園
教諭の免許を取得した方で、市内の保育
施設や幼稚園に新たに採用された方に奨
学金の返済額の一部を補助します。

保育士等奨学金返済支援補助金保育士等奨学金返済支援補助金

　このほか、保育士資格をお持ちで、子育てなどの理由により、働き方に制限がある方や保育所
などで働きたいとお考えの方に、勤務先のマッチングを行う「保育士バンク」を実施しています。

　保育分野の仕事に就きたい方を対象に、
保育や子育て支援に必要な知識を習得で
きる研修を実施します。

「子育て支援員研修」の実施「子育て支援員研修」の実施

■問い合わせ先／市子ども家庭課　☎ 22-6600 内線 441　✉ kodomo@kesennuma.miyagi.jp
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　たびたびマスコミに登場する大坂選手の祖父
大坂鉄夫さんは北海道根室漁協の組合長さんで、
サンマ漁船第２丸中丸など漁船数隻のオーナー
です。東日本大震災の折、大坂さんのサンマ漁船
第38丸中丸は気仙沼港で被災し、その代船が第２
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