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　県では、東日本大震災の津波に

より半壊以上の被害を受けた被災

者が、新たに太陽光発電システム

を設置した場合に、経費の一部を

補助しています。詳しくは県ホー

ムページをご覧ください。

■受け付け期限　３月 10 日水（必

着）

■問い合わせ・申込先　県環境生

活企画室（☎ 019-629-5271）

　市民の健康・体力の増進とスキ

ー競技を普及するためスキー大会

を開催します。お気軽にご参加く

ださい。

■日時　２月28日日午前９時～正

午

■会場　国見平スキー場

■対象　次のいずれかを満たして

いる人　①市内に在住または通勤

②市内の小中学校・高校に在学　

③市スキー協会に所属

■種目　大回転（男女別・年齢

別）

■参加料　500円（小中高生は無

料）

■申込期限　２月22日月
■問い合わせ・申込先　市体育協

会（☎23-2517、 25-3974）

◉２月星空観望会

■日時　２月 13 日土午後７時～

８時半

■場所　奥州宇宙遊学館セミナー

室・駐車場

■定員　30人（要申し込み）

■内容　第１部：お話「星・空の

写真やタイムラプスを紹介！！」、

第２部：星空観望会「夜空に星の

宝石を探そう」

■参加料　無料

◉「冬の特別展示『雪あれこ

れ』」

　ひとひらの結晶は美しいが積も

るとおそろしい雪。雪を深く知る

展覧会。

■日時　２月１日月～28日日、午前

９時～午後４時半（毎週火休館）

■場所　奥州宇宙遊学館セミナー室

■対象　一般

■参加料　無料（別途入館料が必

要）

◉共通

■問い合わせ・申込先　奥州宇宙

遊学館（☎24-2020）

　市は３年度に任用する会計年度

任用職員を募集します。募集する

職種や職種ごとの受験資格要件、

申し込み方法は、市ホームページ

をご確認ください。

■募集職種　一般事務補助、調理

員、保育士、健康づくり指導員、

病院勤務職（看護師、臨床検査技

師、管理栄養士、看護補助ほか）

など（随時ホームページ上で追加

予定）

■申し込み方法　ホームページに

各種相談日程 ２月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士相談多重債務者弁護士相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は前日までに要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日： ～ ❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数 2年 12月31日現在（ ）内は前月比

人　口 114,643 人（-116） 男55,727（-54） 女58,916（-62）

世帯数 45,869 世帯（+17）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
12日金

13:00 ～ 15:00
26日金

江刺総合支所市民生活グループ 10日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 18日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 16日火 13:30 ～ 15:00

衣川保健福祉センター 18日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
４日木

13:30 ～ 15:30
18日木

江刺総合支所市民生活グループ 16日火 13:30 ～ 15:30

前沢地区センター ２日火 13:30 ～ 15:30

若柳地区センター ４日木 13:30 ～ 16:00

衣川保健福祉センター 18日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月〜金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 10日水 10:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
３日水

10:00 ～ 15:00
16日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 17日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ３日水

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

市勤労青少年ホーム
２日火

13:30 ～ 15:30
16日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 212 会議室 ４日木 10:00 ～ 15:00

奥州宇宙遊学館の事業

農業委員会委員 農地利用最適化推進委員

主な業務

　農地の貸借や売買の許可、農地転用への意見
具申などを行います
　農地利用最適化推進委員と連携して、農地利
用の最適化を推進します

　担当地域において、担い手への農地集積・集
約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入
に関する現場活動を行います

募集人数 24 人 40 人

応募資格
　農業に関する識見があり、農地等の利用の最
適化の推進に関する事項その他の農業委員会業
務を適切に行うことができる人

　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見が
ある人

任期
　３年７月 20 日から６年７月 19 日まで（３年
間）

　３年７月 20 日以降で委嘱された日から６年
７月 19 日まで

身分 市の特別職の非常勤職員

報酬（月額） 33,000 円 30,000 円

応募方法

　３月１日月までに所定の用紙に必要事項を記入し、持参ま
たは郵送（必着・〒 023-8501 住所記載不要）で下記の問い
合わせ先または各総合支所へ提出してください
※用紙は、本庁ほか各総合支所で配布、市のホームページか
　らもダウンロードできます

選考方法
　委員候補者選考委員会による選考後、市議会
の同意を得て市長が任命します

　委員候補者選考委員会による選考後、農業委
員会総会の議決により委嘱します

問い合わせ 本庁農政課（☎ 34-1581） 本庁農業委員会事務局（☎ 34-1753）

■■ 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員を募集します ■■

市と農業委員会では、３年７月から農業委員会委員または農地利用最適化推進委員として活動

する人を募集します。

掲載の履歴書に必要事項を記入し

て提出（履歴書は各申込先にも備

え付け）

■申込期限　２月12日金（４月採

用以外は以後も随時受け付けま

す）

■問い合わせ　本庁総務課給与厚

生係（☎34-2193）

　県立病院では、５月１日から勤

務する職員の採用選考試験を行い

ます。詳しくは県ホームページを

ご覧ください。

■試験職種　薬剤師、助産師

■試験内容　性格検査（事前）、

面接試験（オンライン）

■試験日　２月18日木
■申込期限　２月12日金
■問い合わせ　県医療局職員課人

事担当（☎019-629-6322）

　求人への応募サポートや自己分

析、自己ＰＲの練習、模擬面接な

どを行います。

■日時　２月９日火、15日月、17

日水、25日木、午後０時半～５時

■場所　なのはなプラザ（一関市）

■対象　49歳以下の求職者（いち

サポへ登録が必要）※４日間参加

できない人は相談ください

■定員・参加料　６人・無料

■申込期限　２月４日木
■問い合わせ・申込先　いちのせ

き若者サポートステーション（☎

0191-48-4467）

会計年度任用職員を

募集します

県立病院

職員採用選考試験

いちサポ　就活準備

４Ｄａｙｓセミナー

市スキー大会

被災家屋等太陽光発電

設備導入費補助金

県ホームページ

▲

市ホームページ

▲

県ホームページ

▲ 新
任 人権擁護委員

１月１日付けで、新しい人権
擁護委員として任命されました。
近隣トラブルやセクハラ、いじ
めなど、人権に関する相談に親
身に応じ、問題解決のお手伝い
をします。
■問い合わせ　盛岡地方法務局
水沢支局　（☎ 24-0511）

佐々木 きみ子 さん

66歳・胆沢

▲

農
業
委
員

▲

推
進
委
員


