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平成29年度採用
区分

職
中 級
(短大卒程度)

石巻市・石巻地方広域水道企業団・石巻地区広域行政事務組合職員募集

採
用
予定人員

種
保育士
幼稚園教諭
行 政
(事務)

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方

木

1人程度

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、職種に関係
の深い科目を履修した方または履修中の方

行 政
(事務)

8人程度

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方で、直近5年中
に通算3年以上の職務経験を有する方(平成28年6月30日現在)

土

木

1人程度

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方で、直近5年中
に通算3年以上の土木工事の設計、施工管理または市街地開発事業その
他の都市計画に関する土木に係る計画業務の職務経験を有する方(平成
28年6月30日現在)

保育士

4人程度

昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方で、保育士資
格および幼稚園教諭免許の両方を有し、直近5年中に通算3年以上の保
育士としての職務経験を有する方(平成28年6月30日現在)

理学療法士

1人程度

昭和57年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた方で、理学療法士
の資格を有し、直近8年中に通算3年以上、理学療法士としての職務経験
を有する方(平成28年6月30日現在)

機 械
電 気
行 政
(事務)

1人程度
1人程度

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、職種に関係
の深い科目を履修した方または履修中の方

2人程度

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方

消防職

2人程度

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、採用後、石
巻市、
東松島市または女川町に居住できる方

土

社会人経験者

初 級
(高校卒程度)

広域行政

初 級
(高校卒程度)

●試 験 日
●要項配布
●申込受付

申込用紙（試験要項）の配布

昭和62年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方で、保育士資格 ●配布場所
11人程度 および幼稚園教諭免許の両方を有する方または平成29年3月31日まで ○石 巻 市
に資格を取得する見込みの方
○広域水道

石巻市

広域水道

受験資格

8人程度

初 級
(高校卒程度)

平成28年（2016年）
7月1日号 12

人事課・各総合支所・各支所
広域水道企業団総務課・各管理事務所・ホームページ
／石巻市人事課・各総合支所・各支所／東松島市総務課
・鳴瀬総合支所
○広域行政 広域行政総務企画課・消防本部総務課・各消防署所
／石巻市人事課・各総合支所・各支所／東松島市総
務課・鳴瀬総合支所／女川町役場
※郵送を希望する場合は、封筒の表に「中級試験申込書請求」
「
、初級
試験申込書請求」
または「社会人経験者申込書請求」
と朱書し、あて
先を明記した返信用封筒（Ａ4サイズが入る大きさ・140円切手貼
付）
を必ず同封し、下記宛て請求してください。
なお、広域水道はホームページからも試験要項が取得できます。
●請求・問い合わせ先
○石 巻 市 石巻市総務部人事課
〒986-8501 (住所不要)
☎95-1111（内線4065）
○広域水道 石巻地方広域水道企業団総務課
〒986-0861 石巻市蛇田字新上沼116番地
URL www.ishikousui.or.jp ☎95-6713
○広域行政
【行政】石巻地区広域行政事務組合総務企画課
〒986-0844 石巻市重吉町8番地20 ☎96-3101
【消防職】石巻地区広域行政事務組合消防本部
総務課 人事教養係
〒986-0805 石巻市大橋一丁目1番地1 ☎95-7111

9月18日(日)
7月1日（金）から配布
7月1日（金）〜8月12日(金)まで郵便に限り受け付け（当日消印有効） ※詳細は試験要項をご覧ください。

第32回石巻市美術展作品募集

石巻川開き祭り前夜祭流燈への記帳受け付け

■開催日程
と き 10月2日（日）
～10日（月・祝） 午前9時～午後6時
（初日は午前11時開場、
最終日は午後4時閉場）
ところ 河北総合センター
「ビッグバン」 アリーナ
■募集要項
資 格 15歳以上の方（中学生は除く）
種 目 日本画（水墨画含む）
、
洋画、
書、
彫刻、
陶芸の5部門
作 品 未発表のものに限ります。
搬入受付 全部門9月27日（火） 午後4時～6時
出品点数 日本画・彫刻・陶芸部門1人2点以内、
洋画・書部門1人1点
※作品は、本人または代理人が「出品手数料（1点につき2,500円、平成10年
4月2日以降に生まれた方は1,000円）
」
を添えて、河北総合センターまで搬
入し、
受け付けしてください（作品には必ず「出品票」
を付けてください）
。
※作品の大きさについては、開催要項をご覧ください（開催要項および出品票
は、
各公民館、
生涯学習課に用意しています）
。
問 生涯学習課 ☎93-1910
河北総合センター
「ビッグバン」 ☎62-1120

石巻川開き祭り前夜祭の供養祭において、東日本大震災で犠牲になられた
方々の慰霊のため、
流燈を実施します。
記帳の受け付けは次のとおりです。
なお、供養料として流燈１個につき500円の負担をお願いします（両替や
釣り銭の用意はありません）。
■受付場所
・石巻仏教会所属寺院（西光寺、永巌寺、普誓寺、称法寺、東雲寺、禅昌寺、久円寺、廣
済寺、壽福寺、長林寺、慈恩院、多福院、松厳寺、法山寺、梅溪寺、法音寺、観音堂）
※上記以外の寺院檀家の方は、商工会議所または市役所で受け付けします。
■受付終了 ７月22日（金）
・石巻商工会議所 7月27日（水）まで
・観光課（市役所３階） ７月22日（金）まで
・ 各総合支所地域振興課、各支所窓口 7月20日（水）まで

今月の休日
窓口開庁の
お知らせ

表記の見方

7月3日
（日）
・17日
（日） 午前9時～午後1時
市役所2階市民課
住民票、
戸籍証明書、
印鑑証明書の発行、
印鑑登録、
住所異動届等
※税証明書、
電子証明書、
マイナンバーに関する手続き、
個人番
号カード・住基カードを使用した転入届、
臨時運行許可（仮ナ
ンバー）
申請、
原動機付自転車等の廃止・登録はできません。
申 申し込み
申

電話番号案内

問 問い合わせ
問

市役所☎95-1111

河北総合支所☎62-2111

牡鹿総合支所☎45-2111

石巻市役所
開庁時間

Eメール

〒986-8501 宮城県石巻市穀町14-1
☎0225-95-1111 FAX 0225-22-4995

稲井支所☎95-2171

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/

次回発行は平成28年7月15日の予定です。
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納期限

今月の税金

8月1日（月）

○固定資産税 第2期 ○国民健康保険税 第4期
○後期高齢者医療保険料 第1期

口座振替不能者の再振替日 7月15日（金）

（6月30日納期分）
○市県民税 第1期 ○国民健康保険税 第3期

河南総合支所☎72-2111

荻浜支所☎90-2111

住民基本台帳による石巻市の人口と世帯数

午前8時30分～午後5時

ホームページ

石巻川開祭実行委員会（商工会議所内） ☎22-0145
市観光課（内線3538）

〔先着〕先着順 〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

雄勝総合支所☎57-2111

渡波支所☎24-0151

問

平成28年5月末現在

人 口
世帯数

148,153人
60,874世帯

平成27年5月末現在

人 口
世帯数

149,247人
60,218世帯

古紙パルプ配合の再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。再生紙としてリサイクルできます。
「ざつがみ類」として分別してください。

桃生総合支所☎76-2111

蛇田支所☎95-1442

北上総合支所☎67-2111

石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数 ※平成28年5月末現在

直接死3,279人 関連死270人

行方不明者425人

※直接死とは

津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方

※関連死とは

直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、災害弔慰金支給
審査会等で認定された方

