
■応募期間／１月７日（金）～21日（金）
■試験日／２月５日（土）または６日（日）
■試験会場／気仙沼市役所または市教育委員会
■勤務場所／市役所本庁舎、総合支所、市教育

委員会、保育所・幼稚園など
■任用期間／令和４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
■応募資格／原則として年齢制限はありません

が、職種によっては、資格や免許が必要です。
■勤務時間／
　❶フ ル タ イ ム 勤 務：原則１日７時間 45 分、

　　　　　　　　　　１週間 38 時間 45 分
　❷パートタイム勤務：基本的な勤務時間は、

　　　　　　　　  １日６時間、１週間30時間
■給料（報酬）／職歴などにより異なります。

■募集内容／
・常勤講師（職員の産休・育休等の代替や欠員

などの事由による任用）
・非常勤講師（初任者研修や中学校免外解消な

どの事由による任用）
■応募資格／小学校または中学校の「有効な教

育職員普通免許状」を有している方
■応募方法／「宮城県公立学校臨時的任用職員志

願票」を県気仙沼教育事務所 教育班学事担当ま

で持参または郵送してください。
※「志願票」用紙は気仙沼教育事

務所公式サイトよりダウンロー
ドしてください。

※詳しくはお問い合わせください。
■県気仙沼教育事務所 教育班学事担当
    〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
　（気仙沼合同庁舎５階）    
　☎ 24-2572

　市では、令和４年４月から任用する「会計年度任用職員」を募集します。
　会計年度任用職員は「非常勤の地方公務員」で、市職員となり市政のさまざまな業務を担って
いただきます。
　応募する職種や勤務内容、待遇など、詳しくは市役所本庁舎、総合支所、市内公共施設（市教
育委員会など）で配布の実施要項か、市公式サイトをご覧ください。

■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。

■試験方法／
    事務職：①教養試験（50分）  ②面接試験（約10分）
     その他：面接試験（約10分）
■応 募 方 法 ／申込用紙（市公式サイトまたは市

内公共施設などで配布）に必要事項
を記入し、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／一般事務、保育士など
■市人事課  人事研修係 ☎ 22-6600 内線 224

　気仙沼市または南三陸町の公立小中学校で授業などに携わる
臨時的任用職員（講師）を募集しています。

会計年度任用職員を募集

市公式サイト

気仙沼教育事務所
公式サイト

問

問

公立小中学校講師を募集

■願書受付期間／
　１月４日（火）～14日（金）17時必着                                            
■願書請求方法／看護学校まで直接来校いただ

くか、封筒に募集要項請求と朱書し、返信用
封筒（自分の住所氏名を明記し210円切手を貼
付したもの）を同封の上、看護学校宛てに郵
送してください。※直接来校する際は、事前に
電話をお願いします。

　【願書請求先】
　〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地2
    　気仙沼市立病院附属看護専門学校
■試験日・会場／１月23日（日）・同校

■合格発表／２月７日（月）正午　
■募集人員／40人（※推薦入試の合格者を含む）
■試験科目／
　①学科試験（高校卒業程度）：国語（現代文）、
　　数学、英語　
　②面接

※新型コロナウイルス感染症の状況により入
学試験の日程、会場、実施内容が変更となる
場合があります。

■応募・問い合わせ先／
　市立病院附属看護専門学校  ☎ 23-9210

令和４年度令和４年度 気仙沼市立病院附属看護専門学校気仙沼市立病院附属看護専門学校
入学試験のお知らせ入学試験のお知らせ

　令和２年度に地籍調査を行った地区について、調査成果の地図および簿冊の閲覧を下記のとお
り実施します。なお、調査地区の土地所有者の方には、通知を送付しますので、日程をご確認の
うえ閲覧してください。
■対象地区（町・字名）／❶外浜の一部　❷大初平　
■閲覧日時／場所
　●１月20日（木）～31日（月）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／大島公民館 談話室
　●２月１日（火）～９日（水）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／ワン・テン庁舎２階 和室
■問い合わせ先／市農林課 地籍調査係 ☎ 22-6600 内線 545・546

地籍調査成果の閲覧を実施します

■実施期間／１月４日 ( 火）～３月31 日（木）
■対象となる税や料金／
＜Ａグループ＞
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所・子
ども園保育料、保育所・子ども園給食費、市営墓地
清掃料、有機肥料センター使用料、災害援護資金貸
付金償還金、公共下水道受益者負担金

＜Ｂグループ＞ガス上下水道料金
■景品／気仙沼商品券500円分
■当選者数／Ａ・Ｂグループの新規申込者から抽選で

それぞれ150人

■対象になる方／
・ 令和３年度以降に納付する市税や料金等

がある納付義務者で、「Ａグループ」のう
ち１科目以上もしくは、「Ｂグループ」の
口座振替の申し込みを新たにされた方

・ 市税や各種料金に滞納がない方
※口座振替の申し込みと同時に対象者となり

ますので、別途申し込みは不要です。
　なお、当選者の発表は景品の発送（令和４年

５月頃）をもって代えさせていただきます。
■問い合わせ先／
　市会計課 ☎ 22-3460

　キャンペーン期間中に市の税金や水道料金などの口座振替の申し込みを新たにされた方の中から抽選で、気仙沼商
品券（500円分）を差し上げます。 この機会にぜひ、口座振替のご利用をお願いします。お申し込みは金融機関のほか、
市役所の窓口ではキャッシュカードでの申し込みもできます（ガス上下水道料金、公共下水道受益者負担金は除く）。

第２回  口座振替推進キャンペーンを実施します
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■応募期間／１月７日（金）～21日（金）
■試験日／２月５日（土）または６日（日）
■試験会場／気仙沼市役所または市教育委員会
■勤務場所／市役所本庁舎、総合支所、市教育

委員会、保育所・幼稚園など
■任用期間／令和４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
■応募資格／原則として年齢制限はありません

が、職種によっては、資格や免許が必要です。
■勤務時間／
　❶フ ル タ イ ム 勤 務：原則１日７時間 45 分、

　　　　　　　　　　１週間 38 時間 45 分
　❷パートタイム勤務：基本的な勤務時間は、

　　　　　　　　  １日６時間、１週間30時間
■給料（報酬）／職歴などにより異なります。

■募集内容／
・常勤講師（職員の産休・育休等の代替や欠員

などの事由による任用）
・非常勤講師（初任者研修や中学校免外解消な

どの事由による任用）
■応募資格／小学校または中学校の「有効な教

育職員普通免許状」を有している方
■応募方法／「宮城県公立学校臨時的任用職員志

願票」を県気仙沼教育事務所 教育班学事担当ま

で持参または郵送してください。
※「志願票」用紙は気仙沼教育事

務所公式サイトよりダウンロー
ドしてください。

※詳しくはお問い合わせください。
■県気仙沼教育事務所 教育班学事担当
    〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
　（気仙沼合同庁舎５階）    
　☎ 24-2572

　市では、令和４年４月から任用する「会計年度任用職員」を募集します。
　会計年度任用職員は「非常勤の地方公務員」で、市職員となり市政のさまざまな業務を担って
いただきます。
　応募する職種や勤務内容、待遇など、詳しくは市役所本庁舎、総合支所、市内公共施設（市教
育委員会など）で配布の実施要項か、市公式サイトをご覧ください。

■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。

■試験方法／
    事務職：①教養試験（50分）  ②面接試験（約10分）
     その他：面接試験（約10分）
■応 募 方 法 ／申込用紙（市公式サイトまたは市

内公共施設などで配布）に必要事項
を記入し、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／一般事務、保育士など
■市人事課  人事研修係 ☎ 22-6600 内線 224

　気仙沼市または南三陸町の公立小中学校で授業などに携わる
臨時的任用職員（講師）を募集しています。

会計年度任用職員を募集

市公式サイト

気仙沼教育事務所
公式サイト

問

問

公立小中学校講師を募集

■願書受付期間／
　１月４日（火）～14日（金）17時必着                                            
■願書請求方法／看護学校まで直接来校いただ

くか、封筒に募集要項請求と朱書し、返信用
封筒（自分の住所氏名を明記し210円切手を貼
付したもの）を同封の上、看護学校宛てに郵
送してください。※直接来校する際は、事前に
電話をお願いします。

　【願書請求先】
　〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地2
    　気仙沼市立病院附属看護専門学校
■試験日・会場／１月23日（日）・同校

■合格発表／２月７日（月）正午　
■募集人員／40人（※推薦入試の合格者を含む）
■試験科目／
　①学科試験（高校卒業程度）：国語（現代文）、
　　数学、英語　
　②面接

※新型コロナウイルス感染症の状況により入
学試験の日程、会場、実施内容が変更となる
場合があります。

■応募・問い合わせ先／
　市立病院附属看護専門学校  ☎ 23-9210

令和４年度令和４年度 気仙沼市立病院附属看護専門学校気仙沼市立病院附属看護専門学校
入学試験のお知らせ入学試験のお知らせ

　令和２年度に地籍調査を行った地区について、調査成果の地図および簿冊の閲覧を下記のとお
り実施します。なお、調査地区の土地所有者の方には、通知を送付しますので、日程をご確認の
うえ閲覧してください。
■対象地区（町・字名）／❶外浜の一部　❷大初平　
■閲覧日時／場所
　●１月20日（木）～31日（月）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／大島公民館 談話室
　●２月１日（火）～９日（水）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／ワン・テン庁舎２階 和室
■問い合わせ先／市農林課 地籍調査係 ☎ 22-6600 内線 545・546

地籍調査成果の閲覧を実施します

■実施期間／１月４日 ( 火）～３月31 日（木）
■対象となる税や料金／
＜Ａグループ＞
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所・子
ども園保育料、保育所・子ども園給食費、市営墓地
清掃料、有機肥料センター使用料、災害援護資金貸
付金償還金、公共下水道受益者負担金

＜Ｂグループ＞ガス上下水道料金
■景品／気仙沼商品券500円分
■当選者数／Ａ・Ｂグループの新規申込者から抽選で

それぞれ150人

■対象になる方／
・ 令和３年度以降に納付する市税や料金等

がある納付義務者で、「Ａグループ」のう
ち１科目以上もしくは、「Ｂグループ」の
口座振替の申し込みを新たにされた方

・ 市税や各種料金に滞納がない方
※口座振替の申し込みと同時に対象者となり

ますので、別途申し込みは不要です。
　なお、当選者の発表は景品の発送（令和４年

５月頃）をもって代えさせていただきます。
■問い合わせ先／
　市会計課 ☎ 22-3460

　キャンペーン期間中に市の税金や水道料金などの口座振替の申し込みを新たにされた方の中から抽選で、気仙沼商
品券（500円分）を差し上げます。 この機会にぜひ、口座振替のご利用をお願いします。お申し込みは金融機関のほか、
市役所の窓口ではキャッシュカードでの申し込みもできます（ガス上下水道料金、公共下水道受益者負担金は除く）。
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■応募期間／１月７日（金）～21日（金）
■試験日／２月５日（土）または６日（日）
■試験会場／気仙沼市役所または市教育委員会
■勤務場所／市役所本庁舎、総合支所、市教育

委員会、保育所・幼稚園など
■任用期間／令和４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
■応募資格／原則として年齢制限はありません

が、職種によっては、資格や免許が必要です。
■勤務時間／
　❶フ ル タ イ ム 勤 務：原則１日７時間 45 分、

　　　　　　　　　　１週間 38 時間 45 分
　❷パートタイム勤務：基本的な勤務時間は、

　　　　　　　　  １日６時間、１週間30時間
■給料（報酬）／職歴などにより異なります。

■募集内容／
・常勤講師（職員の産休・育休等の代替や欠員

などの事由による任用）
・非常勤講師（初任者研修や中学校免外解消な

どの事由による任用）
■応募資格／小学校または中学校の「有効な教

育職員普通免許状」を有している方
■応募方法／「宮城県公立学校臨時的任用職員志

願票」を県気仙沼教育事務所 教育班学事担当ま

で持参または郵送してください。
※「志願票」用紙は気仙沼教育事

務所公式サイトよりダウンロー
ドしてください。

※詳しくはお問い合わせください。
■県気仙沼教育事務所 教育班学事担当
    〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
　（気仙沼合同庁舎５階）    
　☎ 24-2572

　市では、令和４年４月から任用する「会計年度任用職員」を募集します。
　会計年度任用職員は「非常勤の地方公務員」で、市職員となり市政のさまざまな業務を担って
いただきます。
　応募する職種や勤務内容、待遇など、詳しくは市役所本庁舎、総合支所、市内公共施設（市教
育委員会など）で配布の実施要項か、市公式サイトをご覧ください。

■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。

■試験方法／
    事務職：①教養試験（50分）  ②面接試験（約10分）
     その他：面接試験（約10分）
■応 募 方 法 ／申込用紙（市公式サイトまたは市

内公共施設などで配布）に必要事項
を記入し、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／一般事務、保育士など
■市人事課  人事研修係 ☎ 22-6600 内線 224

　気仙沼市または南三陸町の公立小中学校で授業などに携わる
臨時的任用職員（講師）を募集しています。

会計年度任用職員を募集

市公式サイト

気仙沼教育事務所
公式サイト

問

問

公立小中学校講師を募集

■願書受付期間／
　１月４日（火）～14日（金）17時必着                                            
■願書請求方法／看護学校まで直接来校いただ

くか、封筒に募集要項請求と朱書し、返信用
封筒（自分の住所氏名を明記し210円切手を貼
付したもの）を同封の上、看護学校宛てに郵
送してください。※直接来校する際は、事前に
電話をお願いします。

　【願書請求先】
　〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地2
    　気仙沼市立病院附属看護専門学校
■試験日・会場／１月23日（日）・同校

■合格発表／２月７日（月）正午　
■募集人員／40人（※推薦入試の合格者を含む）
■試験科目／
　①学科試験（高校卒業程度）：国語（現代文）、
　　数学、英語　
　②面接

※新型コロナウイルス感染症の状況により入
学試験の日程、会場、実施内容が変更となる
場合があります。

■応募・問い合わせ先／
　市立病院附属看護専門学校  ☎ 23-9210

令和４年度令和４年度 気仙沼市立病院附属看護専門学校気仙沼市立病院附属看護専門学校
入学試験のお知らせ入学試験のお知らせ

　令和２年度に地籍調査を行った地区について、調査成果の地図および簿冊の閲覧を下記のとお
り実施します。なお、調査地区の土地所有者の方には、通知を送付しますので、日程をご確認の
うえ閲覧してください。
■対象地区（町・字名）／❶外浜の一部　❷大初平　
■閲覧日時／場所
　●１月20日（木）～31日（月）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／大島公民館 談話室
　●２月１ 日（火）～９日（水）9:30～16:00(土・日曜・祝日を除く)／ワン・テン庁舎２階 和室
■問い合わせ先／市農林課 地籍調査係 ☎ 22-6600 内線 545・546

地籍調査成果の閲覧を実施します

■実施期間／１月４日 ( 火）～３月31 日（木）
■対象となる税や料金／
＜Ａグループ＞
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所・子
ども園保育料、保育所・子ども園給食費、市営墓地
清掃料、有機肥料センター使用料、災害援護資金貸
付金償還金、公共下水道受益者負担金

＜Ｂグループ＞ガス上下水道料金
■景品／気仙沼商品券500円分
■当選者数／Ａ・Ｂグループの新規申込者から抽選で

それぞれ150人

■対象になる方／
・ 令和３年度以降に納付する市税や料金等

がある納付義務者で、「Ａグループ」のう
ち１科目以上もしくは、「Ｂグループ」の
口座振替の申し込みを新たにされた方

・ 市税や各種料金に滞納がない方
※口座振替の申し込みと同時に対象者となり

ますので、別途申し込みは不要です。
　なお、当選者の発表は景品の発送（令和４年

５月頃）をもって代えさせていただきます。
■問い合わせ先／
　市会計課 ☎ 22-3460

　キャンペーン期間中に市の税金や水道料金などの口座振替の申し込みを新たにされた方の中から抽選で、気仙沼商
品券（500円分）を差し上げます。 この機会にぜひ、口座振替のご利用をお願いします。お申し込みは金融機関のほか、
市役所の窓口ではキャッシュカードでの申し込みもできます（ガス上下水道料金、公共下水道受益者負担金は除く）。

第２回  口座振替推進キャンペーンを実施します

新型コロナウイルス感染症対策
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　❷パートタイム勤務：基本的な勤務時間は、

　　　　　　　　  １日６時間、１週間30時間
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