
申し込み・問い合わせ　市総務課 職員係　☎27-8411　〒026-8686　只越町3-9-13

第１次試験
試験日　９月22日㈰
場所　岩手沿岸南部クリーンセンター（大字平田）

申し込み
申込書類
・ 受験案内と申込書は、市総務課、各地区生活応援セン
ターに備え付ける他、市のホームページ（http://www.
city.kamaishi.iwate.jp/）からダウンロードできます
・ 郵送で申込書類を請求する場合は、封筒の表に「採用
試験申込書類請求」と朱書きし、返信用封筒（角形２
号に、205円切手を貼り付けたもの）を同封の上、送付
してください
受付期限　８月27日㈫必着
・ 申込方法など詳しくは、受験案内や市のホームページ
をご覧ください

募集職種、採用予定人数、受験資格
※「卒業」は令和２年３月までに卒業見込みの人を含む
※（　）内の年齢は令和２年４月１日時点のものです
※ 同時に複数の職種に申し込むことはできません
⑴一般事務　若干名
　・ 大学卒　大学を卒業した人で、昭和59年４月２日～

平成10年４月１日までに生まれた人（35歳以下）
　・ 短大卒　短大を卒業した人で、昭和61年４月２日～

平成12年４月１日までに生まれた人（33歳以下）
　・ 高校卒　高校を卒業した人で、昭和63年４月２日～

平成14年４月１日までに生まれた人（31歳以下）
⑵一般事務（社会人経験者）　若干名
　 　高校を卒業し、民間企業などの職務経験が10年以上あ
る人で、昭和49年４月２日以降に生まれた人（45歳以下）
⑶一般事務（障がい者対象）　若干名
　　次の①～③の全てに該当する人
　 ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかの交付を受けている人

　 ②活字印刷文の筆記試験および口述の面接試験に対応
できる人
　 ③高校卒業程度の学歴がある人で、昭和59年４月２日
～平成14年４月１日までに生まれた人（35歳以下）
⑷土木　1人程度
　　次のいずれかに該当する人
　 ①高校卒業程度の学歴がある人で、昭和54年４月２日
以降に生まれた人（40歳以下）
　 ②高校を卒業し、１級または２級土木施工管理技士の
資格を持つ人で、昭和54年４月２日以降に生まれた人
（40歳以下）
　 ③国または地方公共団体において土木工事の設計業務
に３年以上従事したことがある人で、昭和44年4月2日
以降に生まれた人（50歳以下）
⑸機械　1人程度
　 　高校卒業程度の学歴がある人で、昭和49年４月２日以
降に生まれた人（45歳以下）
⑹保健師　1人程度
　 　保健師の資格を持つ人（今年度中に免許取得見込み
の人を含む）で、昭和44年４月２日以降に生まれた人
（50歳以下）
⑺社会福祉士　1人程度
　 　社会福祉士の資格を持つ人（今年度中に資格取得見
込みの人を含む）で、昭和44年４月２日以降に生まれ
た人（50歳以下）
⑻臨床心理士　1人程度
　 　臨床心理士の資格（（公財）日本臨床心理士資格認定
協会が認定する資格）を持つ人（今年度中に資格取得
見込みの人を含む）で、昭和44年４月２日以降に生ま
れた人（50歳以下）
⑼保育教諭　1人程度
　 　保育士資格、幼稚園教諭免許の両方を持つ人（今年
度中に両方の資格・免許を取得見込みの人を含む）
で、昭和59年４月２日以降に生まれた人（35歳以下）
　 ※就業場所は、幼稚園、認定こども園、社会福祉施設
などです

市職員を募集します

支線部バス運行に関する
地区懇談会を開催します

問い合わせ　市生活安全課 交通政策係　☎27-8451

令和２年４月１日採用予定

　市は、６月１日から始まった支線部のバス運行について、地域
住民の皆さんと意見交換する懇談会を開催します。

地区 開催日 時刻 場所

栗橋
地区 ８月８日㈭ 13時30分 栗林地区コミュニティ

消防センター
15時 橋野ふれあいセンター

唐丹
地区

８月22日㈭
10時30分 大石地域交流センター
13時30分 荒川集会所
15時 片川集会所

８月23日㈮

10時30分 唐丹公民館
13時30分 花露辺復興住宅集会所

15時 本郷地区コミュニティ
消防センター

地区 開催日 時刻 場所

平田
地区 ８月24日㈯

10時30分 平田集会所
13時30分 尾崎白浜集会所
15時 佐須集会所

鵜住居
地区

８月26日㈪
10時 日向・新川原集会所
13時30分 鵜住居公民館川目分館
18時 新田神ノ沢集会所

８月28日㈬ 13時30分 桑ノ浜集会所
15時 根浜集会所

８月30日㈮ 13時30分 箱崎集会所
15時 箱崎白浜集会所

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま【正しく使って楽しい花火】

① 燃えやすい物のある場所や風の
強いときは、花火をしないよう
にしましょう
② バケツなどに消火用水を準備し
ましょう
③ 一度にたくさんの花火に火を付
けないようにしましょう
④ 必ず大人の人と一緒に遊びま
しょう

【火の取り扱いに注意しましょう】
　お盆中は、火の取り扱いが多く
なりますので、十分注意しましょ
う。また、建物周辺には可燃物を
置かないなど「火の用心」をお願
いします。
問い合わせ　釡石消防署（☎22-
2526）

８月20日㈫まで
夏季火災予防特別警戒実施中

　任期満了（９月22日）に伴う
釡石市（鵜住居・両石）財産区議
会議員選挙の立候補予定者を対象
に、説明会を開催します。
日時　８月20日㈫10時～
場所　市役所第４庁舎 第７会議
室
問い合わせ　市選挙管理委員会事
務局（☎27-8462）

釡石市（鵜住居・両石）財産区議会
議員選挙の立候補手続き説明会

　市は消費税及び地方消費税率の
引き上げが家計に与える影響を緩
和し、地域における消費を促すた
め、10月から使用できるプレミ
アム付商品券を発行します。この
商品券を利用できる加盟店を募集
しています。
募集期限　８月20日㈫
応募資格　小売業・飲食業などの
市内の事業所で、消費者に対して
商品またはサービスを提供する事
業所
応募方法　申込書に必要事項を記
入の上、釡石商工会議所に提出し
てください。申込書は釡石商工会
議所、市商業観光課に備え付ける
他、市のホームページからダウン
ロードできます
※詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　釡石商工会議所（☎
22-2434）

【募集】
プレミアム付商品券事業加盟店

応募要件　大震災の出来事を語り
継ぐことに意欲があり、８月31
日㈯開催予定の基礎研修会に参加
できる人
応募期限　８月23日㈮
応募方法　応募申込書に必要事項
を記入の上、提出してください。
申込書は各地区生活応援セン
ター、いのちをつなぐ未来館など
に備え付ける他、市のホームペー
ジからダウンロードできます
※詳しくはお問い合わせください
申し込み・問い合わせ　市総合政
策課震災検証室（☎27-8413）

【追加募集】
「大震災かまいしの伝承者」（第1期）

【税務課（資産税係）】
募集人数　事務補助１人
業務内容　税証明発行業務、課税
業務補助など
【水産課】
募集人数　事務補助１人
業務内容　文書受付、書類整理、
電話対応など
【教育委員会総務課】
募集人員　事務補助１人
業務内容　発掘された埋蔵品の整
理、保存作業など
【共通】
応募資格　パソコンの基本的な操
作が出来る人
雇用期間　９月１日㈰～令和２年
２月29日㈯
賃金　日額6,900円
申し込み　ハローワーク釡石（☎
23-8609）
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

【募集】
市の臨時職員

日時　８月10日㈯９時～15時15分
場所　根浜海岸（フィッシャリー
ナ付近）
対象　釡石・大槌地区の小学３年
～大人
定員　先着16人
費用　１人2,000円（親子参加
3,000円、以降１人増えるごとに
1,000円追加）
申込方法　FAX、申込サイト
申込期限　８月６日㈫
申し込み・問い合わせ　
釡石ヨットクラブ（三浦
☎090-8789-8610、
FAX23-2710）

【募集】
根浜ヨット教室参加者

日時　月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～15時30分（月曜日は
14時30分まで）
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所　市役所第５庁舎１階
【８月の専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士
 1日㈭、 8日㈭、
15日㈭、22日㈭、
29日㈭

司法書士  2日㈮、16日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

21日㈬
※予約することで随
時相談できます。訪
問相談も実施してい
ます

問い合わせ　釡石地区被災者相
談支援センター（☎0120-836-
730通話料無料、☎080-5734-
5494）

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

日時　８月18日㈰10時30分（現
地集合）
場所　根浜海岸ヨットハーバー隣
内容　さっぱ船クルージングと浜
辺BBQ（おにぎり持参）
対象　ひとり親家庭の親子
定員　先着15組
費用　１組1,500円
申込期限　８月９日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石市
母子寡婦福祉協会（川崎☎080-
3195-2083）

「親と子の集い IN 釡石」を
開催します

【片岸地区】
日時　８月10日㈯10時～
場所　片岸集会所
【鵜住居地区】
日時　８月10日㈯14時～
場所　鵜住居地区生活応援セン
ター
問い合わせ　市都市整備推進室
（☎27-8437）

土地区画整理事業に伴う街区公園整
備の説明会・意見交換会を行います
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問い合わせ　市環境課 リサイクル推進係　☎27-8453

お盆期間（８月12日～20日）のごみ収集について
●一般ごみ
【収集が月曜日と木曜日の地区】
　 収集日…８月12日（月・祝）、15日㈭、19日㈪
　※19日㈪のみ１世帯最大６袋収集
【収集が火曜日と金曜日の地区】
　 収集日…８月13日㈫、16日㈮、20日㈫
　※16日㈮のみ１世帯最大６袋収集
【橋野地区】
　収集日…８月16日㈮　※１世帯最大６袋収集
●資源物（ペットボトル以外）
【毎月第２水曜日が収集日の地区】
　収集日…８月14日㈬　※通常どおり収集します
●ペットボトル
【毎月第３土曜日が収集日の地区】
　収集日…８月17日㈯　※通常どおり収集します
●岩手沿岸南部クリーンセンターへの持ち込みについて
　受付日…８月13日㈫～16日㈮、19日㈪、20日㈫
● 衣類や蛍光管、乾電池などの各地区生活応援センター、市環境課
での拠点回収

　受付日…８月13日㈫～16日㈮、19日㈪、20日㈫

募集科　住宅建築施工科
募集人数　10人
訓練期間　９月４日㈬～令和２年
２月28日㈮
場所　ポリテクセンター岩手遠野
実習場（遠野市）　
対象　ハローワークに求職手続き
をしている人
受講料　無料（テキスト代は自己
負担）
募集期限　８月19日㈪
申し込み　ハローワーク釡石（☎
23-8609）
問い合わせ　ポリテクセンター
岩手遠野実習場（☎0198-63-
1411）

【募集】ポリテクセンター岩手
遠野実習場９月入所生

日時・場所　①８月21日㈬10時～
11時　中妻子供の家子育て支援
センター②８月24日㈯10時～11
時　上中島こども園
内容　各施設の特徴や入園までの
手続き方法、園生活の様子、10
月からの幼児教育無償化について
の説明など
対象　来年４月に幼稚園・保育園
などに子どもの入園を希望する保
護者他
申込期限　①８月14日㈬②8月19
日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

知っておきたい
こども園・幼稚園・保育園のあれこれ

【釡石情報交流センター（☎27-
8751）】
臨時開館日　８月15日㈭
臨時休館日　８月19日㈪
【ミッフィーカフェかまいし（☎55-
6707）】
臨時営業日　８月14日㈬、15日㈭
臨時休店日　８月19日㈪、20日㈫
●次の施設は、８月中の休館日は
ありません
いのちをつなぐ未来館、鵜の郷交
流館（一部店舗で休み有）、釡石
市郷土資料館、橋野鉄鉱山イン
フォメーションセンター

お盆期間（8月12日～20日）の
開館・休館のご案内

日時　８月10日㈯16時～20時
場所　かまいし親富幸通り（大町）
内容　釡石ベンチャーズ演奏会、
カラオケ大会、餅まき、大抽選会
※飲食コーナーもあります
問い合わせ　かまいし親富幸通
り飲食店会（久保☎090-7798-
2307）

第2回おや富幸とおり
歩行者天国夕涼み会

願書配布期間　８月１日㈭～30
日㈮
対象　高校在学中の人、過去に高
校に在籍した人※年齢不問
問い合わせ　宮古高校通信制（☎
0193-63-7428）

県立宮古高校通信制
後期転編入学者選抜（10月入学）

日時　８月11日㈰13時30分～
（開場13時）
場所　釡石市民ホールTETTO　
ホールA　
内容　ビバルディ：バイオリン協
奏曲集「和声と創意の試み」作品
８〈四季〉他　
入場料　無料　
問い合わせ　YSE弦楽合奏団（神
馬☎0465-22-1044）

釡石友好コンサート～岩手大学管弦
楽団ゆかりのみなさんとともに～

　「土石流」「急傾斜地の崩壊」
「地すべり」による土砂災害の恐
れのある区域の現地調査をしま
す。調査員が私有地に立ち入る場
合がありますので、ご理解、ご協
力をお願いします。
期間　令和２年３月末まで
調査場所　市内全域
問い合わせ　沿岸広域振興局土木
部河川港湾課（☎27-5572）

「土砂災害防止法基礎調査」
を実施します

　水田での斑点米カメムシ防除の
農薬に関連するとみられるミツ
バチの死亡事例が発生していま
す。農薬散布の際は、水稲生産者
と養蜂者で十分に話し合い、巣箱
を移動するなど被害防止に努めま
しょう。地域の防除時期などの詳
細は、大船渡農業改良普及センター
（☎0192-27-9918）またはJAいわ
て花巻東部地区営農センター（大槌
町☎42-7715）にお尋ねください。
問い合わせ　市農林課（☎27-
8426）

カメムシ防除の際はミツバチの
被害防止に努めましょう

　東日本大震災で住宅を失った人
などを対象に入居者を募集してい
ます。
申込期限　８月９日㈮
※募集住宅、募集要件など詳しく
はお問い合わせください
問い合わせ　（一財）岩手県建築住
宅センター（☎019-623-4414）

県災害公営住宅の入居者を
募集しています

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

各種相談各種相談
なんでも相談会

日時　８月10日㈯10時～15時　
場所　シープラザ釡石２階
内容　遺産相続手続き、遺言、住宅
再建の補助金、事業継承や起業など
問い合わせ　岩手県行政書士会事務
局（☎019-623-1555）
子育てや仕事の悩み個別相談会
日時　８月20日㈫10時～16時
場所　市保健福祉センター９階
対象　ひとり親家庭の保護者
対応　県母子父子自立支援員、ハロ
ーワーク釡石のスタッフ
問い合わせ　沿岸広域振興局福祉課
（☎25-2713）、ハローワーク釡
石（☎23-8609）
ほいくのしごと出張相談会

日時　８月22日㈭10時30分～14時
場所　ハローワーク釡石
対象　保育士の就職について相談し
たい人（無資格者、学生可）
※お子さん連れも歓迎します
問い合わせ　岩手県保育士・保
育所支援センター（☎019-637-
4544）

行政相談
日時　８月22日㈭13時30分～16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情や
要望
問い合わせ　岩手行政監視行政相談
センター（☎0570-090110）

多重債務無料相談窓口
日時　月～金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分～16時30分　
場所　東北財務局盛岡財務事務所
（盛岡市）
相談専用電話　☎019-622-1637
問い合わせ　同盛岡財務事務所（☎
019-625-3353）

障がいがある人への不利益な
取扱い解消などの相談窓口

日時　月～金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分～17時15分
相談方法　市地域福祉課障がい福祉
係（☎22-0177　市保健福祉セン
ター２階）へ電話または直接お越し
ください
電話相談「こころ相談ホットライン」

（全国心理業連合会）
日時　土・日曜日10時～21時
相談先　全国心理業連合会（☎090-
2971-4014） 問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　☎27-8462

問い合わせ　市環境課 環境保全係　☎27-8453

選挙人名簿は住民登録上の住所で作成されます

住宅用新エネルギー導入支援事業費補助金

　９月８日㈰に岩手県知事選挙、岩手県議会議員選挙および釡石市
議会議員選挙が執行されます。復興公営住宅などにお住いの場合で
も、転居の届け出をしていない人は、住民登録上の住所のある投票
所で投票することになります。
・ ８月８日㈭までに転居の届け出をした人は、転居先の投票所で投
票します
・ ８月９日㈮以降に転居の届け出をした人は、転居前の投票所で投
票します
・ 釡石市に住民登録をしていても、学生などで実際には居住してい
ない人は、投票できない場合があります

　市は、東日本大震災で被災した人で、自らが居住する住宅に太陽
光発電システムなどの新エネルギー設備を新たに設置する人に補助
金を交付します。
●対象
　 　平成23年３月11日に発生した東日本大震災および平成23年４
月７日に発生した余震により、家屋が全壊、大規模半壊、半壊ま
たは一部損壊の被害を受けた人が自ら居住する住宅に新たに設置
した、または設置を予定している新エネルギー設備（太陽光発電
システム、家庭用蓄電池、ペレットストーブ）
●補助金額
　① 太陽光発電システム（ただし、太陽電池の最大出力が３kW以
上のもの）

　　３kW以上４kW未満…… ３万円
　　４kW以上５kW未満…… ４万円
　　５kW以上………………… ５万円
　②家庭用蓄電池
　　設置経費の10分の１（補助限度額…５万円）
　③ペレットストーブ
　　設置経費の10分の１（補助限度額…３万円）
●申請期限　令和２年２月29日㈯
　 　予算の範囲内で実施しますので、期限前に終了する場合があり
ます。提出書類など詳しくは、お問い合わせください。

※①応募資格②応募期限
【航空学生】
①高卒者(見込みを含む)または高
専３年次修了者(見込みを含む)
で、海上自衛隊は18歳以上23歳
未満、航空自衛隊は18歳以上21
歳未満　②９月６日㈮
【一般曹候補生】
①18歳以上33歳未満　②９月６
日㈮
【自衛官候補生】
①18歳以上33歳未満　②通年
問い合わせ　自衛隊岩手地方協
力本部釡石地域事務所（☎23-
7854）

【募集】自衛官（航空学生、一般
曹候補生、自衛官候補生)

試験日　10月24日㈭
場所　県立総合教育センター(花
巻市) 
試験科目　国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）
※受験案内（出願書類）は県教育
委員会事務局学校教育課（県庁
10階）で配布します
願書受付期間　８月19日㈪～９
月６日㈮
申し込み・問い合わせ　文部科学
省総合教育政策局生涯学習推進課
認定試験第一係・認定試験第二係
（☎03-5253-4111内線3267・
2024）

就学義務猶予免除者などの中学校
卒業程度認定試験を実施します
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