
会計年度任用職員を募集 Vol.2

●募集する職種・業務内容・資格など（事務職）
　※専門職と労務職を除く職種

〔勤務区分〕
〇フル：勤務時間が１日７時間45分・週５日の任用
〇パート：勤務時間が週30時間の任用（原則１日６時間）

No. 職種 主な業務の内容 必要な資格・
条件

勤務
区分

募集
人員 給料（報酬） 配属先（予定）

Ｑ Ａ＆＆ 応募する場合の年齢制限はありますか？
 原則として年齢の上限はありません。ただし、職種によっては、資格
や経験、免許が求められている場合がありますので、受験案内などを
よくご確認ください。

来年３月まで臨時職員として勤務する予定ですが、今回試験を受けな
ければなりませんか？
 現在勤務している方を含め、来年４月からの任用を希望される方は、
全て試験を受けていただく必要があります。現在の職が自動的に継続
するわけではありませんので、ご注意ください。

■制度導入による改善点などは次のページをご覧ください。

Q
A

Q

A

36 公民館等
事務員

公民館・はまなすの館
の開館・貸館、行事企
画・運営

特になし フル 15 人
程度

月額144,100 　 
～180,700 円

各公民館・
はまなすの館

37 市民会館
事務員

市民会館の開館・貸
館、行事企画・運営

特になし パート 3人
程度

月額111,561 　 
～139,896 円

市民会館

38 図 書館事務員
（運転業務無し）

気仙沼図書館・同唐桑
分館・本吉図書館のカ
ウンター業務、蔵書
管理、行事企画・運営

特になし パート 16 人
程度

月額111,561 　  
～139,896 円

気仙沼図書館・
気仙沼図書館唐桑
分館・本吉図書館

39 図 書館事務員
（運転業務有り）

気仙沼図書館・本吉
図書館の移動図書館
車運転、貸出・返却、
カウンター業務

準中型自動車免許
（ＡＴ限定及び 5ｔ
限定を除く）

パート 5人
程度

月額111,561 　  
～139,896 円

気仙沼図書館・
本吉図書館

40 放課後児童
補助員

学童保育における児
童の生活支援

特になし パート 2人
程度

  時給885　　    
～    1, 110 円

小泉学童保育
センター

41 医師事務補助員 医師の指示の下に行
う文書作成補助など

医師事務作業補
助者か医療事務
経験または医療
事務資格取得

フル 21 人
程度

月額144,100 　
～180,700 円

市立病院

パート 4人
程度

月額111,561 　  
～139,896 円

42 一般事務 上記以外の一般事務
（文書作成・データ
入力・課内庶務など）

特になし フル 28 人
程度

月額144,100 　
～180,700 円

本庁舎・各総合
支所・市教育委
員会・市立病院
などパート 73 人

程度
月額111,561 　  
～139,896 円

35 特別支援教育
支援員

幼稚園・小中学校にお
ける個別支援が必要
な児童・生徒の支援

特になし パート 50 人
程度

  時給885　　    
～    1, 110 円

市立幼稚園・
市立小中学校

■応募期間／ 12月 15日（日）～１月７日（火） 

■試験日時／令和２年１月 19日（日）午前９時から午後３時まで
■試験会場／気仙沼会場、東京会場、仙台会場の３つから選択できます

＼ご応募お待ちしています／

　市では、令和２年４月から任用する「会計年度任用職員」を募集します。
　応募する職種や勤務内容、待遇など、詳しくは市内公共機関などで配布する受験案内か、市公
式ｗｅｂサイトをご覧ください。

第二弾として事務職を募集

会計年度
任用職員を募集

▶気仙沼会場　
　次のＡ～Ｇのうち、
　市が指定する会場
　Ａ：市役所　　　　　　Ｅ：すこやか
　Ｂ：ワン・テン庁舎　　Ｆ：鹿折公民館　
　Ｃ：市立病院　　　　　Ｇ：やすらぎ
　Ｄ：中央公民館　

▶東京会場　
（TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター）
〔住所〕：東京都中央区八重洲 1-2-16　
　　　　TGビル本館

▶仙台会場
（TKP ガーデンシティ PREMIUM仙台西口）
〔住所〕：仙台市青葉区花京院 1-2-15 
　　　　ソララプラザ

■勤務場所／
　市役所本庁舎、各総合支所、市内公共施設（市
教育委員会、市立病院など）
■任用期間／
　令和２年４月１日から１年間
※人事評価を踏まえ翌年度に再度任用する可
能性があります
■給料（報酬）／
　職歴などにより異なります。
■諸手当／
　通勤手当・期末手当など（期末手当は週 15
時間 30 分以上の勤務が６カ月以上継続する
場合に支給されます）
■休暇など／
　年次有給休暇、各種特別休暇あり。市町村
職員共済組合または社会保険加入。
■試験内容／次の①と②の試験（同日に実施）
① 教養試験（所要時間：約 50 分）
② 面接試験（所要時間：約 30 分）
※教養試験終了後に順次集団面接を実施。
※①・②の総合得点で合否を判定します。
※応募者多数の場合は、面接試験のみ１月 25
日（土）と 26 日（日）に実施する場合があ
ります。その際は、あらかじめ通知します。
■応募方法／
　市公式web サイト掲載の申込用紙または、
市内公共機関などで配布する申込用紙に必
要事項を明記し、Ｅメールまたは郵送、もし
くは市人事課に持参してください。
■応募職種／
　次のページをご覧ください。

問／市人事課  人事研修係
　☎ 22-6600 内線 223・346
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レシピ集を公開！
プチシェフコンテスト
のレシピは市ホームペー
ジに掲載しています。

市トップページ > 市の紹
介・市政情報 > 気仙沼に
ついて > 都市宣言 > 取
組事例 > プチシェフコン
テスト in 気仙沼レシピ集

■問い合わせ先／
　市生涯学習課 ☎22-3442

男山本店客座敷
おとこやま  ほん   てんきゃく  ざ　しき

大正元（1912）年創業の酒造元である男山
本店の敷地内に建つ、住宅風の接客施設です。
昭和４（1929）年頃の建築で、入母屋造の瓦
葺きで、正面片側に突出部を、中央には切妻
の玄関を設け、周囲に庇を廻します。主体部
となる２部屋の和室があり、各室の間に廊下
を配した特徴的な間取りとなっています。平
成29年から30年にかけて改修工事が行われ、
趣のある雰囲気を残しつつ、販売やくつろぎ
の場として再生され、酒蔵の表構えに彩りを

添えています。
東日本大震災で被災した魚町・男山本店
店舗は、現在、復原工事が進められていま
す。来年の春には、パラペットが特徴的な
震災前の姿で甦ります。

いり        も　　や　づくり  かわら

  きり    つま

国登録有形文化財（建造物）

ひさし

よみがえ

　11月 16日、スローフード＊の推進を目的に開催する「第
16回プチシェフコンテスト in 気仙沼」が、市魚市場内クッ
キングスタジオで行われました。今年は市内外から 79 人の
応募があり、当日、本選に進出した 14人が地元食材などを
使用し、それぞれ工夫を凝らした調理を行いました。
　本選では三國清三シェフ（オテル・ドゥ・ミクニオーナー）
などが審査員を務めました。

⑮

いわふね いおら
　　   準グランプリ
岩船 織良さん（宮古市立千徳小学校４年）「秋さけのふわふわ さつまあげ」
菊田 波音さん（階上小学校６年）「我が家の自慢の海の幸パングラタン」
生駒 大地さん（気仙沼高校１年）「カツオ団子のマカロニグラタン」
※そのほかの受賞者は、市ホームページで紹介します

きくた　はのん

いこま　だいち

  み   くに きよ   み

階上小学校６年 佐藤 翔真さん

今回で３回目の出場でしたが、初めて優勝できました。これからも料理を頑張りたいです。

 さ  とう  しょうま

      ぶ

  おもむき

伝統的な食材や料理、質の良い食品、
その素材を提供する生産者を守るととも
に子どもたちを含め、消費者に味の教育を
進める運動のこと。気仙沼市は平成 15 年
３月に国内初となる「気仙沼スローフー
ド」都市宣言を行っている。

　  給与・健康保険等が改善されます

制度導入による改善点など

　  最長３年で再スタートも可能
　一度任用された職員で翌年度も任用を希望される場合は、その年の人事評価で成績良好な場合
に限り、受験などをせずに再度任用（最長３年）されます。３年経過後は、採用試験を受験いた
だくことで、新たな任用として再スタート可能です。
※この場合も退職金算定の勤務年数は通算・加算され、最終的な離職時に退職金が支給されます。

●給料の改善
これまでの固定単価（日額など）から、前職・ 
経験などを加味した給料表に基づく給料体系に
変更されます。

●期末手当（ボーナス）を新たに支給
期末手当（最大年間 2.6 カ月分）が新たに支給

対象となります。
※一定時間以上の勤務が６カ月継続する場合に
対象となります。
※任用時期により、
支給月数が異なり
ます。

●退職手当（退職金）を新たに支給
フルタイムで６カ月を超える期間勤務し離職

した際は、勤務年数に基づき計算・支給されま
す。ただし、翌年度に期間を空けず再度任用され
た場合は期間通算され、離職時に退職金が支給
されます。（パートタイム職員は対象となりません）
（例）フルタイムの会計年度任用職員として、令
　和２年４月から２年間勤務し、離職する場合
　初任給月額：170,100 円 
　退職事由　 ：任期満了　⇒　約 30 万円

●休暇や健康保険制度も対象
これまでの年次有給休暇付与に加え，特別休

暇（有給・無給）が拡大されます。
　勤務時間や任用期間などにより市町村職員共
済組合や社会保険の加入も可となります。

　令和元年台風第 19 号で被害にあわれた方に、日
本赤十字社などの義援金受付団体や宮城県に寄せら
れた義援金を配分しています。
　支給にあたり申請が必要ですので、まだお済みで
ない方は、忘れずに手続きしてください。
■配分基準

区           分
人的被害
(１人あたり)

住家被害
(１世帯あたり)

配分額
死者・行方不明者

重傷者

全壊

半壊（大規模半壊を含む）

一部損壊（準半壊）または床上浸水

一部損壊（10%未満）

12万円

6万円

12万円

6万円

1万2千円

6千円

の 　令和元年台風第19号の災害義援金を配分しています　

会計年度任用職員を募集 Vol.2

②住家被害：被災世帯の世帯主
　※実際に居住し被災した世帯に限る
■支給方法／
　指定の口座に振り込みます。
■申請に必要なもの／
①申請者を確認できるもの（運転免許証､
　健康保険被保険者証など）
②り災証明書､診断書（人的被害の場合） 
③振込先を確認できるもの（通帳または
キャッシュカードの写し）
④認印
※住家被害の場合、全て世帯主名義
■申請受付・問い合わせ先／
　市社会福祉課 住まいの再建支援室
　（ワン・テン庁舎２階）    ☎ 22-3468
　唐桑総合支所 保健福祉課 ☎ 32-4811
    本吉総合支所 保健福祉課 ☎ 42-2975

■義援金を受け取られる方／
①人的被害：本人、またはご遺族・ご家族
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