市役所からのHOT LINE

郵送
（必着）
で提出してください。

生活支援

学校図書館司書

学校図書室の運営補助

幼児ことばの教室指導員

未就学児の発音指導など

（☎・内線136５）

保育所での調理補助および
用務員補助業務

大型特殊免許
【必須】
、車両系

管理など

■応募方法 履歴書を商工観光課に

持参または郵送
（消印有効 で)提出し
てください。
履歴書は、
市ホームペー

松尾鉱山資料館の管理指導員を募集します

30

hot
line

看護師

看護師
（准看護師）
免許
【必須】

西根病院での看護業務
看護補助員

西根病院での看護補助業務
病院窓口事務等補助員

西根病院での外来補助業務

hot 防災行政無線を停止します
line

ＯＰ

市は現在、防災行政無線放送機器更新工事を実

施しています。この工事に伴い、市全域で防災行
政無線を次の期間停止します。

09

なお、災害時には、携帯電話のエリアメールや

広報車などでお知らせします。
■停止期間

１月19日㈮から2₃日㈫までの終日

■問い合わせ先
線1264）

防災安全課消防防災係（☎・内

31

18

₃0

hot 小・中学校入学前に支給する就学援助制度の申請を受け付けます
line
市教育委員会は、平成30年４月に市立小・中学

校に入学予定の子どもがいる世帯で、就学援助の
対象となる保護者に、新入学学用品費
（ランドセ

ル・制服など入学に必要なものを購入する費用）
を入学前に支給します。なお、今回申請をしない

場合でも、入学後に申請し、認定となった場合は、
7月頃に同額を支給します。

■援助対象者 次のいずれかの項目に該当する世

帯で、30年１月現在、市内に住所を有し、４月か
ら市立小・中学校に入学予定の子どもの保護者

❶今年度中に、生活保護が停止または廃止された
❷市町村民税非課税、または減免を受けている

■支給時期 ３月上旬頃を予定

❹国民年金の保険料の減免を受けている

■申し込み方法 教育委員会事務局教育総務課窓

❸固定資産税の減免を受けている
ＳＴ

総務課行政係

除雪作業運転手

除雪車両運転および付随業務 建設機械技能講習修了
【必須】

市は、平成 年度松尾鉱山資料館

の管理指導員２人を募集します。

■応募資格 松尾鉱山の歴史など必

要な知識を有し、高校卒業以上で昭

33

ジからダウンロードいただくか、同

月９日㈮

２ 月 下 旬 予 定 筆( 記 試 験

課窓口にあります。

■応募期限

■面接日

はありません )
■問い合わせ先 商工観光課自然公

園係
（☎・内線131１）

■応募方法 履歴書を商工観光課に

持参または郵送
（消印有効 で)提出し
てください。
履歴書は、
市ホームペー

2

和 年４月２日以降に生まれた人、

31

ワード・エクセルの基本操作ができ

る人

31

■業務期間 ４月１日㈰から平成

年３月 日㈰まで

■業務内容 松尾鉱山資料館の入館

者受け付け・応対、資料展示、企画

展示、資料保管整理、施設・設備の

hot
line

30

１

■問い合わせ先 同委員会事務局教育総務課学事係

自然公園保護管理員と自然保護指導員を募集します

市は、平成 年度自然公園保護管

理員８人と自然保護指導員 人を募

集します。

ジからダウンロードいただくか、同

月９日㈮

２ 月 下 旬 予 定 筆( 記 試 験

課窓口にあります。

■応募期限

■面接日

はありません )
■問い合わせ先 商工観光課自然公

園係
（☎・内線1312）

2

■応募資格 十和田八幡平国立公園

30

や登山、自然保護などに関する知識

を有し、健康な人

登山道の整備（刈り払

■業務期間 ４月１日㈰から 月

日㈮まで

■業務内容

い、倒木撤去）
、啓発活動など

11

■申込期限 １月31日㈬

30

年度市臨時職員の登録者を募集しています

調理師免許

別室登校の子どもの学習・

適応支援相談員

保育所での保育補助業務

平成

調理補助兼用務員補助員

書に必要事項を記入し、教育総務課へ持参または

hot
line

以内。勤務日、勤務時間などは職種

保育士免許

活指導

保育所での保育業務

市は、平成 年度臨時職員の登録

保育補助員

根・安代両総合支所に備え付けの応募用紙と履歴

不登校の子どもの学習・生

適応指導教室指導員

によって異なります。

保育士免許
【必須】

者を募集しています。

保育士

■応募方法 総務課、西根・安代両

■ 応 募 方 法 教育委員会事務局教育総務課と西

師

■募集職種 左表のとおり。

ひかりサポート推進員

■雇用期間 ４月2日㈪から３学期終了まで

総合支所で配布する履歴書に必要事

主に小学生の学校生活支援

※教員免許
【必須】

30

年４月１日現在、

大型特殊免許、家畜人工授精

市営牧野の看視、管理など

■応募資格

牧野看視人

項を記入して、総務課へ持参または

勤が可能な人

歳以上で健康な人。なお、左表に示

中学生の学習支援

用務員、清掃員、運転手など 員はＡＴ不可

人で、自家用車で通

業務内容

※学校用務

す資格・経験のある人は、優遇の対

普通自動車免許

■問い合わせ先

労務作業員

（☎・内線₁₂₃₄）

■応募資格 健康な

■募集職種

郵送
（消印有効 で)提出してください。
■申込期限 １月 日㈬

事務全般
（補助的なもの）

象になります。ただし、保育士、除

事務補助員

支援員を募集しています。

みのりサポート推進員

※
【必須】
以外は優遇の対象

雪作業運転手、看護師については、

業務内容など

応募資格

有資格者のみ募集します。

募集職種

市教育委員会は、30年度に採用する小・中学校

募集職種

募集職種および応募資格

■雇用期間・形態 臨時職員６カ月

表

hot 小・中学校支援員を募集します
line

❺国民健康保険税の減免または納税の猶予を受け
ている

❻児童扶養手当の支給を受けている

❼経済的に困窮しており、就学に支障がある

■支給額
（１ 人 に つ き ） ▶ 小 学 校 入 学 予 定 者
40,600 円▶中学校入学予定者47,400 円

■必要書類 ▶就学援助申請書▶口座振込依頼書
口に備え付けの書類に必要事項を記入の上、小学
校入学予定者は同課に、中学校入学予定者は、現
在通っている小学校へ提出してください。
■申込期限 １月31日㈬

■問い合わせ先 同委員会事務局教育総務課学事
係
（☎・内線1366⎠
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市役所からのHOT LINE

出会い支援事業推進協議会の委員を募集

市は、結婚を望む独身男女

への出会いの機会を提供する

出会い支援事業推進のため、

「八幡平市出会い支援事業推

進 協 議 会 」（以下
「協議会」
とい

う。
）
を設置します。

協議会は、関係団体などの

推薦者や識見を有する人のほ

か、公募委員を含めた 人以

内で構成され、今回は公募委

50㏄ほど持参してください）
と、市内Ｂ型事業所のパンやコーヒーなどの販売があります。
◎運動＝午後１時から２時まで
演題：
「ヨガ健康法」～こころと体に効くヨガ～
八幡平学園長ヨガ療法士

工藤修子 先生

※動きやすい服装で、ヨガマットや大きめのバスタオルなどの敷物と飲み物をご持参ください。
◎講演＝午後２時10分から３時半まで

11

員を募集します。

寺田コミセン

市食生活改善推進員による、おいしい減塩の料理の試食と塩分測定（測定希望の人はみそ汁の汁を

▶２月19日

■協議会の役割

２月19日㈪

こころの健康」

岩手医科大学神経精神科学講座

独身男女の出会い支援に係

田山コミセン

◎塩分測定、試食、販売＝正午から午後 1 時まで

講師：▶２月５日

日

※コミセンは、コミュニティセンターの略称です。

助教

小泉範高 先生

岩手医科大学医学部災害・地域精神医学講座

特命助教

赤平美津子 先生

hot
line

市民健康講座に参加して︑こころと体の健康を学ぼう

市は、下表のとおり、心と体

の健康を学ぶ市民健康講座を開

催します。

運動または講話、どちらか一

消法を学びましょう。

方だけの参加でも構いません。

っきりした！」というような自分なりのストレス解

健康福祉課高齢福祉係（☎・内

開始時間に合わせて、ご希望の

クスさせ、
睡眠リズムを整える作用があります。
「す

会場までお越しください。

また、運動には気分転換や、こころと体をリラッ

演題：
「気づきから始まる

hot
line

27

hot 結婚相談会を開催します
line

統括責任者 早坂京子氏

市は、真剣に結婚を望む人を応援するため、無

■問い合わせ先 健康福祉課健

康推進係
（☎・内線 ₁₀₈₃）

支援を受けることが大切です。

講師：ＮＰＯ法人国際ヨガ協会岩手中央支部

委 嘱 の 日（ ２ 月

線1089）

の病気と同じように、早めに気付いて適切な治療や

２月５日㈪

1５

■任期

■問い合わせ先

体と同じように、
誰にでもいつでも起こり得ます。他

市民健康講座日程

る地域の情報収集や情報交

㈰から600円となります。

こころの病気は、特別な人がかかるものではなく、

表

㈫予定）
から２年間

300 円

換、啓発などを行い、市の出

小学生

■応募方法 応募用紙に必要

600 円

会い支援事業を推進します。

人

事項を記入の上、地域福祉課

大

その他

象施設での60～64歳までの利用料金は、４月１日

200 円

₆5歳以上の者および障がい者

１

29年度で終了します。これにより、温泉入浴券対

利用料金

市内に住所を有する

１

■ 委 員 の 応 募 資 格（ ❶ ～❸ の

分

に提出してください。応募用

区

全てを満たす人）

上を対象にしていた「温泉入浴券」の交付は、平成

■利用料金

紙は地域福祉課、西根・安代

高齢者等温泉館の設置に伴い、これまで60歳以

❶応募日において八幡平市内

■温泉入浴券

両総合支所に備え付けている

安代

あずみの湯

に 年以上居住し、平成 年

松尾

綿帽子温泉館

次号以降の広報はちまんたいでお知らせします。

ほか、市のホームページから

なかやま温泉館

※詳細については、

地域福

西根

いただくことになります。

20 29

４月 日現在の年齢が満 歳

を利用する場合、フロントで利用証の提示をして

３月以降に発行します。対象者が高齢者等温泉館

七時雨憩の湯（現：西根老人憩の家）

ダウンロードできます。

■対象施設

祉 課 福 祉 総 務 係（ ☎・ 内

市健康福祉課などの窓口で「温泉館入浴利用証」を

線₁₁₁₄）

高齢者等温泉館を200円で利用できる対象者へ、

を
「なかやま温泉館」
とします。

地区

以上の人❷市の出会い支援事

■温泉館入浴利用証の発行

憩の湯」に変更し、なかやま荘の温泉施設の名称

高齢者等温泉館の名称

■申込期限 ２月２日㈮の午

また、同時に
「西根老人憩の家」
の名称を
「七時雨

業に関心があり、積極的に関

設に常時200円で入浴できるようになります。

後５時必着

有する6５歳以上の高齢者などは、下の表の対象施

与する意思のある人❸平日に

等温泉館」
とします。これにより、市内に住所を

■問い合わせ先

め、４月１日から、市内の既存３施設を「高齢者

開催する協議会への参加に支

市は、高齢者の健康増進や交流の促進を図るた

障がない人

■募集人員 若干名

hot 市内３施設を高齢者等温泉館とします
line

■申込期限 １月19日㈮

■申し込み方法

地域福祉課、西根・安代両総

料の結婚相談会を行います。
事前に予約が必要です。

合支所に備え付けの申込用

から❸午後１時から❹午後2時半から

地域福祉課に提出してくだ

■日時

１月23日㈫❶午前９時から❷午前10時半

■場所 市役所相談室
（受付場所は地域福祉課）

独身者、独身者の親・親類など（友人

■対象者

同士の参加も可）

■アドバイザー （一社）
日本結婚支援協会
理事

田口智之氏、全国ブライダル連盟

代表

北東北

紙に必要事項を記入の上、
さい。インターネットから
専用の申し込みフォームも
利用できます。

■問い合わせ先
線1114）

地域福祉課福祉総務係（☎・内

hot はちまんたい HAPPYカップリングの参加者を募集します
line
市は、婚活イベント
「はちまんたいHAPPYカッ

プリング」
の参加者を募集しています。
■日時
まで

2月４日㈰の午後０時半から６時ごろ

■場所 ホテルロイヤル盛岡
■内容 交流パーティーなど
■要件

男性：市に在住もしくは勤務、または市

出身者で今後市に居住を希望している満36歳以上

の独身、女性：満20歳以上の独身
（居住地制限なし）
■募集人数

男女各1５人程度（申し込み多数の場

合や男女比の差が大きい場合は、キャンセル待ち
となります）

■参加費用 男女ともに1,000円
■申込期限 １月2５日㈭

■申し込み方法

地域福祉課、西根・安代両総合

支所に備え付けの参加申込書に必要事項を記入の
上、地域福祉課に提出してく
ださい。インターネットから
専用の申し込みフォームも利
用できます。

※必ずチラシ

およびホームページに掲載の

利用規約をご確認ください。
■問い合わせ先 地域福祉課福祉総務係（☎・内
線1114）
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