
夏は図書館に行こう！パート2
図書館のイベントは参加無料です。
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平田図書館　　　　　☎63−4010

えいごのおはなしのじかん
国際交流員による、英語のおはなし会。
◇と　き　8月7日（木）
　　　　　15時〜15時30分
◇対象者　幼児・小学校低学年
◇申込不要、参加無料

海辺の多伎図書館　　☎86−7077

おはなしのとびら夏休みスペシャル
読み聞かせサポーター「きらりんこ」による、おはなし会。
ぬいぐるみを持参して図書館に預け、翌9日（土）15時以
降に返却する「ぬいぐるみお泊り会」も開催。詳しくは海辺
の多伎図書館まで。
◇と　き　8月8日（金）　19時30分〜20時30分
◇対象者　幼児・児童（定員20名）
　※夜間のため要保護者同伴、要ぬいぐるみ持参
◇申込期間　8月2日（土）締め切り

大社図書館　　　　　☎53−6510

夏のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしだんだん」による、昔話
などを覚えて語るストーリーテリングのおはなし会。
◇と　き　8月2日（土）　10時30分〜11時30分
◇対象者　4歳〜
◇申込不要、参加無料

おはなし玉手箱
ボランティアグループ「でんでんむしボランティ
ア」による、おはなし会。
◇と　き　8月9日（土）　10時30分〜11時30分
◇対象者　乳幼児・児童
◇申込不要、参加無料

ひかわ図書館　　　　☎73−3990

夏の夜のストーリーテリング
ボランティアグループ「おはなしベン
ジャミン」「おはなしパレット」による、
おはなし会。
◇と　き　8月9日（土）　19時〜20時
◇対象者　小学生以上
　　　　　※夜間のため要保護者同伴
◇申込不要、参加無料

2014 ☆ひかわ図書館まつり
フリーマーケット出店者／ボランティアスタッフ募集
フリーマーケット出店者、準備・運営スタッフ（ボランティア）を
募集します。
◇と　き　10月5日（日） 10時〜14時
◇対象者　市民の方ならどなたでも
◇申込期間　8月1日（金）〜（フリーマーケットは先着順30区画程度）
◇申し込み・おたずね　実行委員会 佐野さん
　　　　　　　　　　　（☎72-9354または080-6330-2015）

　日本初の『赤毛のアン』全文訳を手がけた講師が、作中でアン
が語るシェイクスピア劇、美しい英詩、スコットランド民族の
伝統、キリスト教の愛を、わかりやすく、楽しく、
紹介します。物語の舞台カナダのプリンス・エ
ドワード島、イギリス、イタリアで撮影した文
学史跡の写真も上映します。

出雲市合併10周年記念 出雲中央図書館文化講演会
とき 9月27日（土）13時30分〜15時

※終了後、サイン会を行います。

【対 象 者】　一般（定員100名）
【申込期間】　※入場は無料ですが、整理券が必要です。
　　　　　　　整理券は、8月3日（日）から市内各図書館で配付します。

【おたずね】　出雲中央図書館　☎21－6826
『赤毛のアン』集英社文庫

定価864円

『赤毛のアン』の世界
〜作中の英文学と幸福に生きる知恵　

松 本 侑 子 氏
（作家・翻訳家/日本ペンクラブ常務理事）

演題

講師
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平成２7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22日（金）　◆第１次試験／９月21日（日）

平成２６年度出雲市職員採用試験

◆申込書受付期限 ／7月31日（木）　◆採用試験／８月9日（土）

市の情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

■ 情報公開制度の運用状況（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
　 １. 実施機関別公開請求件数及び公開等の決定状況

■ 個人情報保護制度の運用状況（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
　 １. 実施機関別自己の個人情報の開示請求件数及び開示等の決定状況

　 2 . 異議申立て件数／０件

　 2 .自己の個人情報の訂正等の請求及び利用停止等の請求件数／０件
　 3 . 異議申立て件数／0件

実施機関 請求件数 公文書数
決定等の状況

全部公開 部分公開 非公開 文書不存在
市　　　長 　２７

４
１

３２

５
５

１７
１７

８
８

９
９

　　２７０
４

１４
２８８

　２２
４

２６

　２２８

１４
２４２

　２０

２０

議　　　会
水 道 事 業
合　　　計

実施機関 請求件数 公文書数
決定等の状況

全部開示 部分開示 非開示 文書不存在
市　　長
合　　計

※平成25年度は、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
　病院事業及び消防本部への公開請求はありませんでした。

※平成25年度は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、
　固定資産評価審査委員会、水道事業、病院事業及び消防本部への開示請求はありませんでした。

【対 象 者】年齢や住所地に関係なくどなたでも利用できます。
【開設時間】月～金曜日９時３０分～１８時　※土日祝日、年末年始はお休みです
【場　　所】ビッグハート出雲１階　東南（ＪＲ出雲市駅南口から徒歩１分）
【電話番号】２４－７６２０
【駐 車 場】ジョブ・ステーション出雲前の無料駐車場をご利用ください。
　　 　  無料駐車場が満車の場合は、ビッグハート出雲東側の市営駅南駐車場を
　　 　  ご利用いただき、駐車券をお持ちください。

おたずね／総務課　☎21-6756

ジョブ・ステーション出雲（出雲無料職業紹介所）

仕事をお探しの方
今の仕事を辞めたいと思っている方　　　 まずはご相談ください

※ジョブ・ステーション出雲で紹介している求人情報はホームページからもご覧いただけます。

職業相談員があなたの話をじっくり伺い、就職・転職への不安や悩みを、一緒に考えます。
名前や相談内容など個人情報は厳守しますので安心してご相談ください。
履歴書の書き方や面接のポイントなども懇切丁寧にアドバイスします。

希望条件（職種、勤務時間帯等）や学歴、職務経歴等を「求職票」に記入し、お申し込みください。
これまでの学歴、職歴等を伺ったうえで、ご希望の条件に沿って求人を探し、紹介します。
パソコンで設問に順次答えていくと、「能力（自信）」「興味」「価値観」「行動特性」の４つの切り
口で、自分でも気づかなかった長所や職業の適性が明らかになります。職業選択に悩む若い世代
に、特におすすめです。

ハローワークホームページでの求人検索をはじめ、応募したい事業所の情報収集などに利用で
きます。
履歴書の書き方などの実用本から、働くとはどういうことかを考える本まで取り揃えております。
貸出期間は２週間以内です。
小さいお子様のために、絵本、積木、子ども用アニメのＤＶＤなどがあります。

就職相談
（予約優先 ☎24-7620）

職　業　紹　介

パソコンを使った適職診断

インターネットによる求人情報検索

就職関連図書の閲覧、貸出

キッズスペース
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【一般職】
試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格

大学卒業
程度試験

行　政 数名 昭和62年（1987）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27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。）

行　政
（実務経験者） 数名

昭和56年（1981）4月2日から昭和62年（1987）4月1日までに生まれた人（平成27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（学校教育法による大学院修了者は3年以上）の実務経験がある人

（平成27年3月31日現在で5年（学校教育法による大学院修了者は3年）見込みの場合を
含む。）
なお、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 若干名 昭和56年（1981）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27年4
月1日現在で、満22歳から満33歳までの人。学歴は問いません。）

電気技師 若干名 昭和56年（1981）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27年4
月1日現在で、満22歳から満33歳までの人。学歴は問いません。）

保健師 若干名

昭和59年（1984）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27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。）で、保健師免許を
有する人又は平成27年3月31日までに行われる国家試験により保健師免許を取得する
見込みのある人

短大卒業
程度試験

幼稚園
教　諭 若干名

昭和59年（1984）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27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27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

試験の実施要項などは、人事課または各支所地域振興課もしくは市民サービス課に置いています。
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。
◇おたずね　人事課　☎ 21 － 6797

【消防吏員】
試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格

高校卒業
程度試験 消防吏員 若干名

・ 平成元年（1989）4月2日から平成9年（1997）4月1日までに生まれた人（平成27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61年（1986）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
27年4月1日現在で、満28歳までの人。学歴は問いません。）

試験の実施要項などは、消防本部消防総務課または各消防署に置いています。
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。
◇おたずね　消防総務課　☎ 21 － 2119

【医療職】
試験の
種　類 試験区分 採用予定

人員 受　　験　　資　　格

短大卒業
程度試験

看護師 ３名程度
昭和55年（1980）4月2日以降に生まれた人（平成27年4月1日現在で、満34歳までの
人。学歴は問いません。）で、看護師免許を有する人又は平成27年3月末までに行われ
る国家試験により当該免許を取得する見込みのある人

臨床検査技師 １名
昭和60年（1985）4月2日以降に生まれた人（平成27年4月1日現在で、満29歳までの
人。学歴は問いません。）で、臨床検査技師免許を有する人又は平成27年3月末までに
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

試験の実施要項などは、出雲市立総合医療センターに置いています。
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。
◇おたずね　出雲市立総合医療センター　病院総務課　☎ 63 － 5111
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市　　長
合　　計

※平成25年度は、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
　病院事業及び消防本部への公開請求はありませんでした。

※平成25年度は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、
　固定資産評価審査委員会、水道事業、病院事業及び消防本部への開示請求はありませんでした。

【対 象 者】年齢や住所地に関係なくどなたでも利用できます。
【開設時間】月～金曜日９時３０分～１８時　※土日祝日、年末年始はお休みです
【場　　所】ビッグハート出雲１階　東南（ＪＲ出雲市駅南口から徒歩１分）
【電話番号】２４－７６２０
【駐 車 場】ジョブ・ステーション出雲前の無料駐車場をご利用ください。
　　 　  無料駐車場が満車の場合は、ビッグハート出雲東側の市営駅南駐車場を
　　 　  ご利用いただき、駐車券をお持ちください。

おたずね／総務課　☎21-6756

ジョブ・ステーション出雲（出雲無料職業紹介所）

仕事をお探しの方
今の仕事を辞めたいと思っている方　　　 まずはご相談ください

※ジョブ・ステーション出雲で紹介している求人情報はホームページからもご覧いただけます。

職業相談員があなたの話をじっくり伺い、就職・転職への不安や悩みを、一緒に考えます。
名前や相談内容など個人情報は厳守しますので安心してご相談ください。
履歴書の書き方や面接のポイントなども懇切丁寧にアドバイスします。

希望条件（職種、勤務時間帯等）や学歴、職務経歴等を「求職票」に記入し、お申し込みください。
これまでの学歴、職歴等を伺ったうえで、ご希望の条件に沿って求人を探し、紹介します。
パソコンで設問に順次答えていくと、「能力（自信）」「興味」「価値観」「行動特性」の４つの切り
口で、自分でも気づかなかった長所や職業の適性が明らかになります。職業選択に悩む若い世代
に、特におすすめです。

ハローワークホームページでの求人検索をはじめ、応募したい事業所の情報収集などに利用で
きます。
履歴書の書き方などの実用本から、働くとはどういうことかを考える本まで取り揃えております。
貸出期間は２週間以内です。
小さいお子様のために、絵本、積木、子ども用アニメのＤＶＤなどがあります。

就職相談
（予約優先 ☎24-7620）

職　業　紹　介

パソコンを使った適職診断

インターネットによる求人情報検索

就職関連図書の閲覧、貸出

キッズスペース


