
▪編集後記
▷係を離れることになりました。短い間で
したが、広報に関わることができてとても
勉強になりました。機会は少なかったです
が、取材にも伺い、希望にあふれる子ども
たちなどに触れ、たくさんの元気をもらい
ました。お世話になった皆さん、ありがと
うございました。 （佐藤）
▷私は、26年度も引き続き広報を担当しま
す。よろしくお願いします。 （佐々木）

通学定期券購入費の 
補助申請を忘れずに

市は、鉄道や路線バスの通学
定期券の購入費の一部を補助して
います。定期券の使用期間が３月
31日㈪までのものは、申請期限が
４月30日㈬ですので、期限まで
の提出をお願いします。
■対象者 市内に住所があり、現
に市内に居住し、通学定期券利用
の小・中学生や高等学校生、高等
専門学校生の保護者
■補助額 定期券購入費用の100
分の７の金額（10円未満切り捨て）
■申請方法 各総合支所地域振興
課やＪＲ大更駅、ＪＲ荒屋新町
駅、岩手県北バス八幡平営業所備
え付けの申請書と使用済み定期券
を販売窓口に提示して購入証明を
受け、各総合支所へ提出ください。

詳しくは、市役所地域振興課地
域振興係（☎・内線1146）まで。

堆肥の適正管理に 
協力お願いします

家畜排せつ物による堆肥は農
産物の生産に有効な資源です。そ
の一方で、野積み状態で管理が徹
底されていないと、悪臭や害虫の
発生、汚水の地下浸透など、生活
環境の悪化要因になります。

家畜飼養者はもちろん、耕種農
家の方も、次の事項に注意し、堆
肥の適正管理にご理解とご協力を
お願いします。
■注意事項 ❶堆肥の運搬は必要
量のみとし、運搬後は速やかに農
地へ散布し作付けする。❷やむを
得ず、農地などで堆肥を保管する
必要が生じた場合は、堆肥の上下
を防水シートで覆い、風に飛ばさ
れないようしっかり固定する。

詳しくは、市役所農政課畜産係
（☎・内線1263）まで。

太陽光発電システム 
補助活用して導入を

市は、住宅用太陽光発電シス
テムを設置する場合に要する経費
に対し、予算の範囲内で補助金を
交付しています。
■条件 ❶市内に住所を有する。
❷市税などの滞納がない。❸過去
にこの事業を利用していない。

なお、この事業は26 年度で終
了となりますので、希望される方
は早めに計画し、申請願います。

詳しくは、市ホームページまた
は市役所地域振興課地域振興係

（☎・内線1144）まで。

調理師技術審査などの 
申請受け付けています
社団法人調理技術技能セン

ターでは、調理師技術審査・技能
検定試験（前期：すし料理、中国料
理、給食用特殊料理）を実施しま
す（受験は、いずれか１料理のみ）。
■申請受付期限 5 月 7 日㈬ ※
当日消印有効

詳しくは、同センター（☎03-
3667-1867）まで。

うつ病について学ぶ 
家族向けの教室開催

県精神保健福祉センターでは、
うつ病について学ぶ家族向けの教
室を開催します。事前に申し込み
をお願いします。
■開催日 ４月10日㈭、５月１日
㈭、６月５日㈭、７月３日㈭
■時間 午後１時半から３時半まで
■場所 県精神保健福祉センター

（本町通三丁目19-1）
詳しくは、同センター（☎019-

629-9618）まで。

いわて花巻空港発着 
定期便ダイヤを改正

いわて花巻空港の定期便のダ
イヤが、上期ダイヤ（３月30日～
10月25日）に改正されました。

日本航空（ＪAＬ）の札幌線、大
阪線は１日４往復、福岡線は１日
１往復と全路線で前年度上期の運
航便数を維持し、一部機材が大型
化します。また、各路線を経由
した乗継便（宮崎・那覇など12 路
線）について、新たに「乗継割引運
賃」が設定され、全国各地への利
便性が向上しました。

フジドリームエアラインズ（Ｆ
ＤA）の名古屋線は、前年度上期
の運航便数を維持し、１日３往復
になりました。

また、いわて花巻空港の駐車場
(1,150 台）は無料です。

航空券の予約は、ＪAＬ（☎
0570-025-071）、ＦＤA（☎ 0570-
55-0489）まで。受付時間は、午
前７時から午後８時までです。

詳しくは、県空港課（☎019-
629-5911）まで。

危険物取扱者免状など 
更新手続きお忘れなく

危険物取扱者および消防設備
士免状は、交付日から10年ごとに
書き換えが必要です。

平成16年以前の免状をお持ちの
方は速やかに更新手続きを行って
ください。
■手数料 1,600 円

詳しくは、一般財団法人消防
試験研究センター県支部（☎019-
654-7006）まで。

八幡平アグリサポート 
組合員になりませんか

農事組合法人八幡平アグリサ
ポートでは、26年度の組合員を募
集しています。
■募集範囲 松尾地区内
■加入資格 松尾地区に住所を有
する農業者（春から夏にかけて機
械作業を委託したいと思っている
人）
■加入方法 出資の口数を記載し
た加入申込書を提出
■出資金 1 口10,000円以上

詳しくは、同法人（☎74-3240）
鈴木まで。

学生の国民年金保険料 
納付特例制度あります

国内に住む全ての人は、20歳に
なった時から国民年金の被保険者
となり、保険料の納付が義務付け
られていますが、学生は、在学中
の保険料納付を猶予する学生納付
特例制度を受けることができます。

この制度の適用を受けたい人
は、次により申請してください。
■対象 大学、短大、高校、高専、
専修学校、各種学校や夜間・定時
制や通信課程の学生（学生本人の
所得要件があります）
■必要な書類 国民年金手帳、学
生などを証明する書類（在学証明
書原本または学生証の写し）など
■申請期間 26年度（26年４月～
27年３月分）は、26年４月１日か
ら受け付け開始

詳しくは、市役所市民課国保年
金係（☎・内線1132）まで。

国保西根病院で臨時の 
看護師・准看護師募集

国保西根病院では、臨時職員
（看護師・准看護師）を募集します。
■応募資格 看護師（准看護師）免
許を有する人
■雇用期間 ６カ月以内（再雇用
の場合もあります）
■募集人数 １人
■応募方法 履歴書に必要事項を
記入の上、同病院事務局へ提出く
ださい。
■応募期限 ４月21日㈪ ※郵
送の場合、当日消印有効

詳しくは、同病院事務局（☎76-
3111）まで。

放射線などの測定結果について

西根・安代地区学校給食セン
ターでは、調理した給食の放射性
物質の測定を行っています。

その結果、２月27日、３月６日・
13日の測定では、放射性物質は検出
されませんでした。内容は、市ホー
ムページで公開しています。

詳しくは、西根地区学校給食セ
ンター（☎70-1117）まで。

特養むらさき苑で 
臨時職員を募集中

社会福祉法人西根会では、臨
時職員を募集しています。
■勤務場所 特別養護老人ホーム
むらさき苑
■勤務内容 介護業務全般 ※介
護関係の資格不問
■応募条件 自身で通勤できる人
■賃金 132,300円～136,500円（月
額）
■通勤手当 実費（上限あり）

詳しくは、同苑（☎76-3100）事
務長、瀬川まで。

今月の表紙 笑顔で母親に卒業を報告

農業委員会活動計画（案） 
などに意見を募集します
市農業委員会は、農業の担い手

の育成・確保、農地の利用集積お
よび遊休農地の解消などについて
積極的な活動を推進するため、26
年度の目標とその達成に向けた活
動計画（案）と、25年度の点検・評
価（案）を取りまとめました。そこ
で、この計画などの策定に当たり、
皆さんからの意見を募集します。
■計画（案）などの閲覧場所 市農
業委員会事務局、松尾総合支所地
域振興課、安代総合支所土木林業
課、市ホームページ
■意見募集期間 ４月４日㈮から
５月 7日㈬まで
■意見提出方法 ❶郵送（〒028-
7192 八幡平市大更35-62、八幡平
市農業委員会事務局）、 ❷ファ
ク ス（75-0469）、 ❸ 電 子 メ ー
ル（nogyoinbukyoku@city.
hachimantai.lg.jp）のいずれかの
方法で提出願います（様式は自由）。
※ 意見などは、住所・氏名・電話
番号など連絡先を明記し、日本語
で記入してください。これらの記
入がない場合、提出意見書として
取り扱いません。
■意見の公表 提出された意見は、
市の考え方を付して、その内容を
公表する予定です（氏名などは公
表しません）。

詳しくは、市農業委員会事務局
農業振興係（☎・内線1283）まで。

安代小学校卒業式が３月19日に行われ、
26人の児童が学び舎を巣立ちました。卒業
式では、卒業生一人一人が保護者に大きな
声で感謝の言葉を伝え、卒業証書を手渡し
ました。

なお、25年度の市内小・中学校の卒業生
は、小学校が10校222人、中学校が４校231
人でした。
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