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平成25年4月1日採用予定の職員採用試験を次のとおり行います。
◆申込書受付期限／8月24日（金）　◆第１次試験／9月16日（日）

平成24年度の中途採用職員試験を次のとおり行います。
◆申込書受付期限／８月３日（金）　◆採用試験◆８月12日（日）

【大学卒業程度試験（行政・行政（実務経験者）・土木技師）】

【医療職】

【医療職】

試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格 おたずね

大学卒業
程度試験

行　政 数名 昭和 60 年（1985）４月２日から平成３年（1991）４月１日までに生まれた人
（平成25年４月１日現在で、満22歳から満27歳までの人。学歴は問いません。）

総務部 人事課
☎21－6797

行　政
（実務経験者） 数名

昭和 54 年（1979）４月２日から昭和 60 年（1985）４月１日までに生まれた
人（平成 25 年４月１日現在で、満 28 歳から満 33 歳までの人。学歴は問い
ません。）で、国、地方公共団体、民間企業等で５年以上（平成25年３月31日
現在で５年見込みの場合を含む。）の実務経験がある人（実務経験は、常勤で１年
以上継続して就業していた期間を通算するものとします。ただし、同一期間内に
複数の職務に従事した場合は、いずれか一つのみの職歴に限ります。）

土木技師 １名 昭和 57 年（1982）４月２日から平成３年（1991）４月１日までに生まれた人
（平成25年４月１日現在で、満22歳から満30歳までの人。学歴は問いません。）

試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格 おたずね

短大卒業
程度試験 看護師 ３名

程度

昭和４７年（１９７２）４月２日以降に生まれた人（平成２５年４月１日現在
で、満４０歳までの人。学歴は問いません。）で、看護師免許を有する人
採用試験合格後、平成２５年１月１日までに勤務できる人

総合医療センター
病院総務課
☎63－5111

試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格 おたずね

大学卒業
程度試験 薬剤師 １名

昭和 47 年（1972）４月２日以降に生まれた人（平成25年４月１日現在で、満40
歳までの人。学歴は問いません。）で、薬剤師免許を有する人、若しくは平成 25
年３月 31 日までに行われる国家試験により当該免許を取得する見込みのある人

総合医療センター
病院総務課
☎63－5111短大卒業

程度試験

看護師 ３名
程度

昭和 57 年（1982）４月２日以降に生まれた人（平成25年４月１日現在で、満30
歳までの人。学歴は問いません。）で、看護師免許を有する人、若しくは平成 25
年３月 31 日までに行われる国家試験により当該免許を取得する見込みのある人

作業療法士 １名
昭和 57 年（1982）４月２日以降に生まれた人（平成25年４月１日現在で、満30歳
までの人。学歴は問いません。）で、作業療法士免許を有する人、若しくは平成 25
年３月 31 日までに行われる国家試験により当該免許を取得する見込みのある人

言語聴覚士 １名
昭和 57 年（1982）４月２日以降に生まれた人（平成25年４月１日現在で、満30歳
までの人。学歴は問いません。）で、言語聴覚士免許を有する人、若しくは平成 25
年３月 31 日までに行われる国家試験により当該免許を取得する見込みのある人

平成24年度出雲市職員採用試験

【短大卒業程度試験（幼稚園教諭）】
試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格 おたずね

短大卒業
程度試験

幼稚園
教　諭 若干名

昭和 57 年（1982）４月２日から平成５年（1993）４月１日までに生まれた人
（平成 25 年４月１日現在で、満 20 歳から満 30 歳までの人。学歴は問いま
せん。）で、幼稚園教諭普通免許（教育職員免許法に基づく免許）及び保育士資
格を有する人又は平成 25 年３月末までに幼稚園教諭普通免許及び保育士資
格を取得する見込みのある人

教育委員会
教育政策課
☎21－6874

【高校卒業程度試験（行政（身体障がい者対象）・消防吏員）】
試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格 おたずね

高校卒業
程度試験

行　政
（身体障がい者

対象）
１名

次のすべての要件を満たす人
・ 昭和52年（1977）４月２日から平成７年（1995）４月１日までに生まれた人
（平成25年４月１日現在で、満18歳から満35歳までの人。学歴は問いません。）

・身体障がい者手帳の交付を受けている人
・採用後において、自力（車椅子などを含む）により通勤ができ、かつ介助者な

しに一般事務職として職務の遂行が可能な人
・活字印刷文による出題に対応できる人
・口述による面接試験に対応できる人

総務部 人事課
☎21－6797

消防吏員 ６名
程度

・ 昭和62年（1987）４月２日から平成７年（1995）４月１日までに生まれた人
（平成25年４月１日現在で、満18歳から満25歳までの人。学歴は問いません。）

・ 昭和59年（1984）４月２日以降に生まれた人で、救急救命士の資格を有する人
（平成25年４月１日現在で、満28歳までの人。学歴は問いません。）

消防本部
消防総務課
☎21－2119

試験の実施要綱などは、市役所人事課、教育委員会教育政策課、消防本部消防総務課及び各支所地域振興課に置いています。
また、市役所のホームページにも掲載していますのでご覧ください。

試験の実施要綱などは、出雲市立総合医療センター、市役所人事課及び各支所地域振興課に置いています。
また、総合医療センターのホームページにも掲載していますのでご覧ください。

◆申込書受付期限 ／８月３日（金）　◆採用試験／８月12日（日）
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クマの出没に
　　注意してください！
クマの出没に
　　注意してください！

1.82%
7最高300万円

自治体提携融資制度 の ご案内
「勤労者の生活向上」を目的に、出雲市と〈ろうきん〉が提携して提供するローンです。

トキ学習コーナー　学習棟

ローンセンターいずも／
営業時間［平日］9時～18時［土・日］9時～17時、祝日休業

ろうきんは、はたらく人なら
どなたでもご利用いただけます
ろうきんは、はたらく人なら

どなたでもご利用いただけます
出雲市トキ分散飼育センター情報出雲市トキ分散飼育センター情報出雲市トキ分散飼育センター情報

低利で
安心な

年　　利 ご融資限度額 ご返済期間

固定金利 住宅費

お使いみち

「ローンセンターいずも」は、お仕事帰りや
土・日曜日にごゆっくりご相談いただけます。

冠婚葬祭費
介護・医療費

出雲市
提携ローン
出雲市
提携ローン
出雲市
提携ローン

医療費に
その他、
冠婚葬祭費
などにご利用
いただけます！

最長10年最高300万円教育費

最高200万円（別途保証料）

くわしいお問い合わせは

中国労働金庫出雲支店
ローンセンターいずも

☎0853-21-3737
☎0120-863-788

お気軽に
ご相談ください

最長 年

5最長 年

ツキノワグマの特徴は？

体　長 １１０～１３０cm 体　重
性　格 おとなしい　内気　子連れの親は強気
食べ物 ハチミツ、ドングリ、山菜、栗、柿
習　性 急に背中を見せて走って逃げると反射的に追いかけて

くるといわれています。（逃げるものを追いかける）

　島根県の中国山地には、ツキノワグマが生息して
います。クマの出没は、隔年で多くなる傾向があり、
今年は多いほうの年にあたります。出雲市内でも5月
から多くの目撃情報が寄せられ、人里近くでも出没し
ていることから、クマによる被害にあわないための予
防策や、出会ってしまった場合の対処方法について
お知らせします。

５０～１００㎏

　出雲市トキ分散飼育センターでは、平成24年の繁殖期に
4羽のトキがふ化しました。
　トキ学習コーナー（西新町）で大きくなった幼鳥の様子を
モニターでご覧いただけます。入館無料ですので、どうぞご
来館ください。

時期

3月～11月

12月～2月

休館日

無休

毎週火曜日

開館時間

9時30分～17時

9時30分～16時30分

１．クマと出会わないために・・・
①鈴やラジオなど音の鳴るものを身につけましょう。クマは、音
に敏感なので、ほとんどは、人より先に人間の接近を知って逃
げていきます。
②早朝や夕暮れ時などクマの行動が活発な時間帯には、山や果樹
などエサとなるものがある場所には行かないようにしましょう。

２．クマを引き寄せないために・・・
①残飯や生ゴミは、放置したり、畑などに捨てたりしないようにし
ましょう。
②キャンプや登山、渓流釣りで出たゴミは必ず持ち帰りましょう。
③収穫しない果樹（栗、柿など）は放置しないで処分しましょう。
④養蜂・果樹の周囲に電気牧柵を設置するなど、被害防止対策
を行いましょう。

３．クマと出会ってしまったら・・・
①クマまで距離がある場合は、刺激しないようにし、慌てず、騒
がず、静かに立ち去りましょう。
②子グマに出会った場合、近くに親グマがいるかもしれません。
速やかに安全なところへ立ち去りましょう。
③クマは逃げるものを追いかける習性があります。クマが近付
いてきたら、大声は出さずに、カバン、帽子などを静かに地面
前方に置いて、クマの注意をそらしながら、ゆっくり立ち去りま
しょう。

※休館日が祝日と重なった場合は、翌日が休館日
※年末年始の休館は12月29日～1月3日

AFﾍﾟｱと3羽のヒナ

おたずね／森林政策課　☎ ２１－６２７９

おたずね／出雲市トキ分散飼育センター　☎ ２0－1350

クマの目撃情報や農林作物等の被害があったときは、
森林政策課または各支所担当課に連絡してください。




