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　子どもたちと触れ合いながら、

障がいやボランティアについて学

んでみませんか。全８回のうち６

回以上受講すると「特別支援教育

サポーター」として認証されます。

■期日　７月～ 11 月の期間で全

８回

■場所　前沢明峰支援学校

■対象　高校生以上

■定員　15 人

■申込期限　６月 18 日金
■問い合わせ・申込先　前沢明峰

支援学校（☎ 56-6707）

■募集人数　各教室 10 人（対象

年齢が異なります）

■募集期間　６月２日水～※定員

になり次第締め切り

■申し込み方法　市文化会館など

で配布する募集チラシに必要事項

を記入の上、電話、ファクス、メー

ルで申し込む

■参加費　無料（保険料と発表会

など実費負担あり）

■問い合わせ・申込先　市芸術文

化協会（Ｚホール内・☎ 22-6622、

geibun@oshu-bunka.or.jp）

　県では、太陽光発電設備や蓄電

池の共同購入事業を行っており、

８月 31 日まで購入希望者を募集

しています。

■対象者　県内居住者、個人事業

者など

■購入プラン　①太陽光パネルの

み、②太陽光パネルと蓄電池、③

蓄電池のみの３パターン

※太陽光パネルは 10kW 未満、屋

根置きが対象

■価格の決定　施工業者の入札に

より、７月頃に決定

※購入希望登録者数が価格に影響

します

■購入方法　専用ホームページか

ら参加登録（無料）し、見積確認、

購入の可否判断、購入手続き

※参加登録後、見積額を確認して

から購入することができます

■問い合わせ　岩手　みんなのお

うちに太陽光事務局（県協定締

結事業者アイチューザー㈱・

0120-698-300）

太陽光発電設備・蓄電池

共同購入

特別支援教育サポーター

養成講座

こどもお琴・日本舞踊

教室の参加者を募集 専用ホームページ

▲

５月31日５月31日🈷🈷は自動車税は自動車税

種別割の納期限です種別割の納期限です

■問い合わせ　県南広域振興

局県税部（☎ 22-2821）

　お近くの金融機関やコンビ

ニエンスストアで忘れずに納

めましょう

期日 時間 会場

６月 16 日水
午後１時半～（事業説明会）

江刺総合支所 213・214 会議室
午後３時～  （個別相談会）

６月 18 日金
午後３時半～（事業説明会）

前沢ふれあいセンター２階研修室
午後５時～  （個別相談会）

■こんなチャレンジを応援します

・わが家の農産物でオリジナル商品を作りたい

・ネット通販などの新たな販路を開拓したい

・レストランと直接取引したい　など

■主な支援内容

・奥州６次産業化推進事業補助金

　市内産農畜産物を活用した新商品の開発やパッケージデザイン、販路

開拓に対する経費の半額（最大 50 万円）を補助します。

・農家×飲食店トライアル（新規事業）

　市内の飲食店と市内農家の直接取り引きによる農家×飲食店のコラボ

メニューの開発を支援します。

・個別のアドバイス

　県６次産業化アドバイザーによる相談や各種アドバイスを行います。

・ 各種セミナーの開催（店頭ＰＯＰ講習・リモートを活用した販促など）

■説明会の日程

■■　　　　　
奥州６次産業化推進事業補助金・　　　　　

■■
農家×飲食店コラボトライアル事業説明会を開催

■申し込み方法　住所、氏名、電話番号、具体的な相談内容を電話、ファ

クス、メールで申し込み

■申込期限　６月 11 日金※個別相談会は先着順

■問い合わせ・申込先　本庁食農連携推進室（☎ 34-1587）

～新張踏切が～新張踏切が通行止め通行止めとなります～となります～

■工事場所　ＪＲ東北本線新張踏切

■通行止め期間　６月４日金午後 10 時～７日🈷午前５時

■迂
う か い

回路

　

▲

県道西根佐倉河線（大型車両）

　

▲

国道４号線（大型車両）※小型自動車などは、　「植田踏切」

　または 「座志踏切」をご利用ください

■問い合わせ　本庁土木課道路計画係（江刺総合支所・☎ 34-2509）

　　市道松堂八幡線の踏切拡幅工事のため、水沢佐倉河字九蔵田地内

の新張踏切が終日通行止めとなり、車両、歩行者および自転車通行

者の通り抜けができません。

　ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

　　３年度の職員採用試験は、前期と後期の年２回実施します。

　前期日程では、奥州会場と東京会場の２会場で試験を実施します。

日　程 第１次試験日 試験会場

前　期 ７月18日日 奥州会場、東京会場
（看護師職種は奥州会場のみ）

後　期 ９月19日日 奥州会場

〈前期日程〉

■募集職種（採用人数および年齢要件）

　①一般事務（10 人程度）平成６年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ

　②土木技師（２人程度）平成３年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ

　③保育教諭（３人程度）平成６年４月２日以降生まれ

　④看護師（若干名）昭和 51 年４月２日以降生まれ

■第１次試験会場

　奥州会場または東京会場（看護師職種は奥州会場のみとなります）

■その他　

　職種ごとの詳細な受験資格要件や申し込み方法は、本庁総務課、総合案

内および各総合支所地域支援グループで配布する受験案内をご確認くださ

い。また、市ホームページにも掲示します。

〈後期日程〉

　後期日程の詳細は、７月上旬に市ホームページに掲示します。

■問い合わせ　本庁総務課人事係（☎ 34-2192）　　
　市ホームページ▲

　市では、農家の皆さんのチャレンジを応援するため、各種支援を行い市では、農家の皆さんのチャレンジを応援するため、各種支援を行い

ます。詳しくは、事業説明会にご参加ください。ます。詳しくは、事業説明会にご参加ください。

■■ 市職員を募集します ■■

各種相談日程 ６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多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

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：月～金　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　3年4月30日現在（ ）内は前月比

　人　口 113,869 人（-150） 男55,379（-76） 女58,490（-74）

　世帯数 46,029 世帯（+68）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
11日金

13:00 ～ 15:00
25日金

江刺総合支所市民生活グループ ９日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 10日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 22日火 13:30 ～ 15:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
３日木

13:30 ～ 15:30

17日木
江刺総合支所市民生活グループ １日火
前沢地区センター ３日木
南都田地区センター １日火

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
９日水

10:00 ～ 16:00
22日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
２日水

10:00 ～ 15:00
15日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 16日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ２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

水沢南地区センター
１日火

13:30 ～ 15:30
15日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ３日木 10:00 ～ 15:15


