
　市では、本人確認書類としての使用やコンビニで住
民票の写しなどの取得手続きができるマイナンバー
カードの申請をお手伝いします。
　マイナンバーカードは、今後、各種行政手続きや保
険証として活用することが予定されているほか、買い
物に使えるマイナポイントが付与される仕組みも始ま
る予定です。
　この機会に、マイナンバーカードを作りませんか。

受付会場／ 市立病院
受付期間／１月 16 日（木）から
３月 24日（火）までの
　毎週 火・木曜日（祝日を除く）
受付時間／ 午前 10時から
                    正午まで
申請所要時間／ 約５分
準備するもの／ 通知カードにつ
いている「個人番号カード交
付申請書」
※申請者は本人に限ります。
問い合わせ先／市震災復興・企
画課  震災復興・総合企画係 
☎ 22-3408

マイナンバーカード を
作るお手伝い をします

マイナンバーカードがあれば…
■運転免許証と同じく本人確認書類
として利用できます。

■コンビニで住民票の写しなどの証
明書が取得できます。

■マイキー ID（*1）を設定のうえ、
　○○ペイなどの民間キャッシュレ
ス決済サービスを利用し
て、一定額を前払いなどし
た際に国が「マイナポイン
ト（*2）」を付与します。

　　各事業所・自営業者の皆さまへ
　　　        　　　償却資産の申告は１月 31日まで に
　
　固定資産税は、土地や家屋のほか事業用の償
却資産にも課税され、毎年１月１日現在に所有
している償却資産の状況について申告義務があ
ります。
　昨年12月上旬に申告書と申告の手引きを郵送
していますので、忘れずに提出してください。

・提出期限／１月 31 日（金）
・提出先／市税務課 固定資産係
　　　　　唐桑・本吉総合支所 総務企画課
　　　　　階上・大島出張所
・問い合わせ先／市税務課 固定資産係
　☎22-3405

*1　本人を認証するキーとして必要な
識別番号。マイナンバーとは別のもの。

*2　キャッシュレスで２万円のチャー
ジまたはお買い物をすると、５千円
相当のマイナポイント付与！ ( プレミ
アム率 25％） ※予算案が今後の国会
で成立することが前提

①マイナンバーカード
【取得】

お持ちでない方は、
今すぐ申請を！

②マイキー ID
【設定】

マイキー ID とパス
ワードは自動で生
成されます。

※１お買い物時にはマイナンバーカードを使用しません。※2 国が買い物履歴を把握することはできません。

③決済サービスの
【選択】

マイナポイントを使う
決済サービスとして、
QR コード決済や IC
カードなどのサービス
から１つ選択

④マイナポイントを
【取得】

選択した民間キャッ
シュレス決済サービ
ス（○○ペイなど）の
ポイントとし
てマイナポイ
ントを取得

⑤マイナポイントを
【利用】

取得したマイナポイ
ントはいつものお買
い物で利用可能（※１、
※２）

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合  会計年度任用職員募集気仙沼・本吉地域広域行政事務組合  会計年度任用職員募集
■勤務場所／リアス・アーク美術館
■職種・採用予定人員／

　応募期間／１月 23日（木）まで（郵送は午後５時 15 分必着）
　試験日及び会場／２月４日（火）午前 10 時から　気仙沼・本吉広域防災センター
　試験内容／①筆記試験：美術館・博物館並びにリアス・アーク美術館の活動全般を問う記述式の試験
　　　　　②面接試験：美術館職員としての適性を判断する試験（①②を同日実施）
　任用期間／令和２年４月１日から１年間
※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）可能です。３年経過後は、採用試験を受験することで、新たな
任用として再スタートが可能です。
　申込方法／組合事務局、リアス・アーク美術館、市役所人事課、南三陸町役場総務課に備え
付けかホームページに掲載の申込用紙に必要事項を記入し、持参または郵送してください。
※持参による受け付けは、組合事務局（月～金曜日の 8：30 ～ 17：15）またはリアス・アー
ク美術館（土、日曜日の 9：30 ～ 16：30）
　申し込み・問い合わせ先／気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局 ☎ 22-9111
　　　　　　　　　　　　　リアス・アーク美術館 ☎ 24-1611

　応募期間／１月 23日（木）まで（郵送は午後５時 15 分必着）
　試験日及び会場／２月４日（火）午前 10 時から　気仙沼・本吉広域防災センター
　試験内容／①筆記試験：美術館・博物館並びにリアス・アーク美術館の活動全般を問う記述式の試験
　　　　　②面接試験：美術館職員としての適性を判断する試験（①②を同日実施）
　任用期間／令和２年４月１日から１年間
※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）可能です。３年経過後は、採用試験を受験することで、新たな
任用として再スタートが可能です。
　申込方法／組合事務局、リアス・アーク美術館、市役所人事課、南三陸町役場総務課に備え
付けかホームページに掲載の申込用紙に必要事項を記入し、持参または郵送してください。
※持参による受け付けは、組合事務局（月～金曜日の 8：30 ～ 17：15）またはリアス・アー
ク美術館（土、日曜日の 9：30 ～ 16：30）
　申し込み・問い合わせ先／気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局 ☎ 22-9111
　　　　　　　　　　　　　リアス・アーク美術館 ☎ 24-1611

職種
　

看視員

　

学芸員補

業務内容
　美術館の受付・看視
業務、ショップ管理、
事務補助など
　展示・ワークショップ
などの補助、施設管
理、事務補助など

勤務時間：8：30 ～ 17：15　週 5日
必要な資格など：普通自動車免許、美術館に興味がある方
給料（月額）：144,100 ～ 180,700 円
※給料は職歴などにより異なります。
※各種手当、休暇、社会保険などの加入あり（詳細は受験
案内をご覧ください）。
※週休日は美術館の休館日（月・火曜日）を原則とします。

募集人員
　

６人程度

　

若干名
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■
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総務省の専用サイト▶
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