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平成28年度　岩沼市職員採用試験のご案内（初級／高校卒業程度）
1次試験／9月18日㈰
採用時期／平成29年4月以降
試験案内・受験申込書配布および申込受付期間／
　8月8日㈪まで（平日8時30分～17時15分）
※郵送による申し込みは8月8日㈪必着。
※�申込書の郵送を希望する場合は、封筒の表に「初
級試験案内請求」と朱書きし、宛先を明記した
返信用封筒（A4判が入る大きさ・角形2号）に
120円切手を貼付したものを必ず同封してくだ
さい。
申込・問／政策企画課人事職員係（〒989-2480
　桜一丁目6番20号　☎内線524・525）

試験の職種 採用予定人数 受 験 資 格

初
　
　
　
級

事務 若干名

平成7年4月2日～平成11年4月1日
までに生まれた方（ただし、学校教
育法による短期大学または高等専門
学校（高専）を卒業、または平成29
年3月までに卒業見込みの方は、受
験できません）

消防 若干名

①�平成3年4月2日～平成11年4月1
日までに生まれた方

②�採用後、岩沼市内に居住可能な方
③�両眼の裸眼視力（矯正不可）が0.3
以上で、色覚が正常な方

④聴力が、左右とも正常な方

※詳細は、試験案内または市ホームページで必ずご確認願います。

　平成28年10月～平成29年3月までに勤務することが可能な臨時・嘱託職員の登録者を募集します。臨時職員
については、臨時的に業務を処理する必要が生じた場合に登録者の中から業務ごとに必要な資格などを確認の上、
後日担当部署からご連絡します。嘱託職員の任用については、資格・経験を考慮した上で、面接を行うこととし
ます。応募者全員が任用されるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。

1　登録職種など
職種 業務内容 主な勤務地 登録資格

（18歳以上が必須条件） 賃　金 勤務時間 その他 受付期間・受付課

事務補助員
（臨時職員） 一般事務 市役所など 市内に住所を有する

方

日額5,800円 7時間45分 パソコン操作の経
験、資格などがあ
れば履歴書に記載
してください。

8月1日㈪～26日㈮
※消印有効
政策企画課
（☎内線524・525）時給740円 4時間～

業務補助員
（臨時職員）

校内美化、市内用達、
小修繕、来客接待など 市内小・中学校 日額6,000円 7時間45分

8月1日㈪～26日㈮
※消印有効
教育総務課
（☎内線553）

技術補助員
（臨時職員）

各種健診など保健事業
の補助業務 保健センター 看護師の資格を有す

る方 時給950円
8時30分 ～17時
の間で事業内容に
より調整（月2日
～7日の勤務）

資格を証明できる
ものの写しを添付
してください。

8月1日㈪～26日㈮
※消印有効
健康増進課
（☎内線342・345）

技術補助員
（嘱託職員）

体育館維持管理業務、
トレーニング室利用者
への指導、事務補助
（データ入力、文書作
成などのパソコン作業
を含む）

総合体育館

大学や専門学校でス
ポーツ関係の専門課
程を修了した方
普 通 自 動 車 免 許
（ペーパードライ
バー不可）

月額130,800円

週29時間
1日7時間45分
8時30分 ～21時
の間でシフト、土
日祝日勤務有

8月1日㈪～26日㈮
（平日8時30分～17
時）
※郵送不可
総合体育館
（☎24-4831）

2　勤務条件など
⑴　任 用 期 間　臨時職員：�6カ月以内です。ただし6カ月を超えない範囲で一度だけ更新する場合があります。
　　　　　　　　嘱託職員：�原則として6カ月です。ただし必要に応じて更新する場合があります。（最長5年）
⑵　勤 務 日 数　臨時職員：�基本的に月曜日から金曜日の週5日ですが、職種や各月の業務内容により変動があ

ります。
　　　　　　　　嘱託職員：�基本的に週3日以上ですが、大会や行事の予約状況により変動があります。
⑶　賃金支払日　臨時職員：�月末締め翌月15日支払い（休日および土日の場合はその前日）
　　　　　　　　嘱託職員：�月末締め当月25日支払い（休日および土日の場合はその前日）
⑷　社 会 保 険　任用期間などにより社会保険および雇用保険に加入していただくことがあります。

3　申込方法・受付期間
臨時職員：�職種を記入の上、履歴書（職種によって証明書なども添付）を〒989-2480　桜一丁目6番20号�岩沼

市役所�上記表の各受付課まで提出してください（郵送可）。後日、就職などにより登録を取り消したい
場合は速やかにご連絡ください。

　　　　　なお、平成29年度を対象とした登録については、広報いわぬま1月号でお知らせする予定です。
嘱託職員：�履歴書に卒業証明書の写しを添えて、直接、総合体育館（里の杜一丁目1番1号）にお越しください。

なお、平成29年度を対象とした募集については、現在は行っておりません。

臨時・嘱託職員募集のご案内
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岩沼市・名取市中学校
水泳大会結果

岩沼市中学校
陸上競技大会結果

　6月28日、グリーンピア岩沼の森のプール
で岩沼市・名取市合同の中学校水泳大会が開催
されました。大会の結果は右記のとおりです。
（岩沼市の結果のみ掲載。記録は1位のみ、氏
名は2位まで掲載。敬称略）◎は県大会出場
(標準記録突破)

　6月18日、陸上競技場で岩沼市中学校陸上
競技大会が開催されました。大会の結果は以下
のとおりです。
（記録は1位のみ、氏名は2位まで掲載。敬称
略）★は大会新記録

 順位
種目

男子1位 男子2位 女子1位 女子2位
氏　名 記　録 氏　名 氏　名 記　録 氏　名

1年100ｍ 齋藤�聖覇（西） 13秒7 星�快人（西） 菅原�菜央（玉） 14秒2 針金�琉織（玉）
2年100ｍ 平間�蓮（西） 12秒4 佐藤�駿（岩） 小野寺�夏音（岩） 14秒2 合川�礼菜（西）
3年100ｍ 森�勇樹（岩） 11秒8 川島�侑也（北） 木戸浦�花音（岩） 14秒1 佐藤�愛海（西）
共通200ｍ 横山�静哉（玉） 24秒6 平間�蓮（西） 小野寺�夏音（岩） 28秒3 合川�礼菜（西）
共通400ｍ 中道�一紗（岩） 54秒2 佐藤�駿（岩）
共通800ｍ 佐藤�完太（西） 2分10秒7 大久保�瑠人（西） 佐々木�舞美（岩） 2分35秒8 大泉�星香（西）
1年1500ｍ 鈴木�丈仁（玉） 5分02秒0 山崎�礼温（西） 鹿野�琉瑠那（北） 5分48秒1 近藤�麻衣（岩）
2・3年1500ｍ 佐藤�洸太（西） 4分28秒7 天野�真之介（西） 伊藤�璃乃（岩） 5分07秒7 保科�真由（岩）
3000ｍ 大嶋�祐也（西） 10分10秒4 宮崎�柊馬（西）
100ｍハードル 鈴木�優唯（岩） 18秒2 菊池�紀恵（岩）
110ｍハードル 加茂�太靖（西） 17秒7 小林�大輝（岩）
走高跳び 國分�建太（北） 1ｍ50 増田�維蕗（西） 三浦�妃奈乃（北） 1ｍ20 三浦�結羽（北）
走幅跳び 森�勇樹（岩） ★5ｍ76 小森�廉（西） 猪股�未侑（玉） 4ｍ37 五十嵐�美玖（西）
砲丸投げ 遠藤�太一（西） 8ｍ44 横須賀�大真（北） 宗方�美月（北） 8ｍ18 齋藤�希星（岩）
低学年400ｍリレー 岩沼西 49秒6 玉　浦 岩沼西 55秒8 玉　浦
高学年400ｍリレー 岩　沼 ★46秒4 岩沼北 岩　沼 54秒5 岩沼西
共通四種 岡崎�諒太（北） 1678点 小関�匠（玉） 角田�芽生（北） 1243点

【男子】
 順位
種目

1位 2位
氏　名 記　録 氏　名

50ｍ自由形 ◎髙橋�侑雅（西） 30秒4 　吉田�翔（北）
100ｍ自由形 ◎井田�篤宏（西） 1分08秒4
200ｍ自由形 ◎吉﨑�大那（岩） 2分26秒0 ◎髙橋�侑雅（西）
400ｍ自由形 ◎吉﨑�大那（岩） 4分49秒9 ◎熊本�育生（北）
1500ｍ自由形 ◎熊本�育生（北） 19分19秒3
100ｍ平泳ぎ 　髙橋�洸哉（西） 1分43秒9
100ｍ背泳ぎ 　渡部�昇（玉） 1分59秒6 　武石�陽（西）
100ｍバタフライ ◎小林�蓮（北） 1分06秒7
200ｍバタフライ ◎小林�蓮（北） 2分26秒8
200ｍ個人メドレー 　井田�篤宏（西） 3分12秒1
男子400ｍリレー 　岩沼西 6分04秒0

【女子】
 順位
種目

1位 2位
氏　名 記　録 氏　名

50ｍ自由形 　安部�多恵（岩）
　鈴木�理紗子（岩）

39秒6
（同率1位）

100ｍ自由形 ◎遠藤�萌夏（西） 1分13秒0 菅井�日菜香（北）
200ｍ自由形 　遠藤�萌夏（西） 2分43秒2
100ｍ平泳ぎ 　高橋�海音（玉） 1分42秒0 佐々木�夏実（岩）
100ｍ背泳ぎ 　高橋�海音（玉） 1分35秒7 布田�暖（西）
200ｍ背泳ぎ ◎青塚�美澪（岩） 2分19秒4
200ｍ個人メドレー ◎青塚�美澪（岩） 2分24秒2
400ｍリレー 　岩沼西 7分18秒5
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