市役所からのHOT LINE

hot 学童保育クラブの入会申し込みを受け付けします
line

❸大更第二学童保育クラブ

⓫寄木学童保育クラブ

080-5575-0383

⓭あしろ学童保育クラブ

保険加入金
（１人当たり900円）

■申込先

74-4071

証明書または申立書、スポーツ安全

書の写し）

■申し込み方法 必要書類を

■対象 市内に住所を有する

の貸し付けを行います。

が困難な学生に対し、奨学金

の後８年以内で月賦償還）

業後、１年間は据え置き、そ

■償還条件

円以内

▼大学や短期大学 月額３万

両総合支所に備え付けてあり

ただくか、同課と西根・安代

ムページからダウンロードい

申請書と家族調書は、市ホー

る 申 し 込 み は 不 可 と し ま す。

し込みください。※郵送によ

市奨学金制度をご活用ください

人の子で、高校や大学、各種

■必要書類

ます。

教育総務課に直接持参し、申

学校に進学または在学する成

に住所を有する保証人２名必

■申込期限 ３月 日㈮

票抄本❹学業成績証明書❺在

■問い合わせ先 教育総務課

❶申請書
（市内

■貸付金額 ▼高校や各種学

総務係
（☎・内線１３６３）

市内で就業を希望する医学生と看護学生に修学資金を貸し付け

学証明書
（入学者は合格通知

市は、経済的な理由で修学

績優秀な学生
（貸付人数の枠

要）
❷家族調書❸本人の住民

無利子
（学校卒

あり）

hot
line
校 月額２万円以内

30

■貸付金額 ▼医学生 入学

▼看護学生 ２人

■募集人員 ▼医学生 ２人

学）
する人

た は 看 護 学 校 な ど に 入 学（ 在

■応募資格 大学の医学部ま

付けを行います。

す人に対し、修学資金の貸し

たは看護師として就業を目指

市は、将来、市内で医師ま

明書添付必要）❸ 戸 籍 個 人 事

人連署の誓約書
（印鑑登録証

■必要書類 ❶申請書❷保証

として従事した場合

市内医療施設などで看護師

▼看護学生

従事した場合

所のいずれかで医師として

病院・安代診療所・田山診療

■償還免除 ▼医学生 西根

▼看護学生 月額８万円以内

■申込期限 ３月 日㈮

ります。

だくか、同課に備え付けてあ

ページからダウンロードいた

申請書と誓約書は、市ホーム

留 郵 便 で 提 出 し て く だ さ い。

健康福祉課に持参するか、書

■申し込み方法 必要書類を

写し
（入学前に限る）

学 中 に 限 る ）❼ 合 格 通 知 書 の

書および学業成績証明書
（在

歴書❺健康診断書❻在学証明

項証明書または戸籍抄本❹履

健康推進係
（☎・内線１０８６）

■問い合わせ先 健康福祉課

市内に居住し、

９ ０ ０ 万 円（ 大 学 １

一時金

万円

２3

78-3153

⓬柏台学童保育クラブ

入会を希望する学童保育
クラブ

76-2171

❿松野学童保育クラブ

入会申込書、就労

72-2644
⓮田山学童保育クラブ

ＮＰＯ法人
七時雨いきいき
ネットワーク
（☎77-2750）
77-1133

080-5567-4011
❾寺田学童保育クラブ

■提出書類など

❼田頭学童保育クラブ

ただし、

hot
line

３０

年次入学者に限る）
、
月額貸付
金

09

けます。

小学１～６年生

❽平舘学童保育クラブ

❶杉の子ホームは随時受け付け

68-7156

いない小学生を対象に、30年度学童
保育クラブの入会申し込みを受け付

76-3205

❻平笠学童保育クラブ

❺東大更学童保育クラブ

各学童

70-1771

❷大更学童保育クラブ

問い合わせ先
電話番号

事などのため、保護者が昼間家庭に

70-1503

70-1866

保育クラブ

３月２日㈮

■申込期限

ＮＰＯ法人
あそぼっこ
（☎68-7677）
❹渋川学童保育クラブ

■申込書の配布・受付場所

76-3345 （杉の子保育園 ）

学童保育クラブ名
❶杉の子ホーム

■対象児童

■各学童保育クラブの連絡先 ( ※ＮＰＯ法人＝特定非営利活動法人）
市内の各学童保育クラブでは、仕

市役所からのHOT LINE
の規定に基づき、ＪＲ大更駅

市は、八幡平市駐輪場条例

している物品などについて

処分に当たり、自転車に付属

の規定に基づき処分します。

放置自転車の保管期限は４月２日㈪まで

前の駐輪場に放置されている

承ください。

も、補償できませんのでご了

に撤去し、保管しております。

■保管期限 ４月２日㈪

自転車を、平成 年９月 日

自転車の所有者は、保管期限

■保管場所 西根総合支所

■問い合わせ先 建設課土木

までに自転車をお引き取りく

ださい。

hot
line

in

八幡平を開催

ら５時半まで ※終了後に交流会

を開催します。

■場所 八幡平ハイツ

岩手大学地域連携フォーラム

市と岩手大学は、相互の連携を

より促進させること、市内の企業

や市民が大学との連携の可能性を

45

午後５時

工藤光栄氏【North Line40+8

16

45

▼時間

佐々木啓氏【岩手大学農学部学生】 ❹高アミロース米の生産と

法務局との連絡調整など

■交流会

❸八幡平温泉郷来訪者の現状分析と今後の観光振興策の提案

介護予防教室の運動指導、健康

分まで▼会費

寒冷フィールドサイエンス教育研究センター（滝沢農場）教授】

◎登記事務員

分から７時

大豆「貴まる」の普及をめざす+α 由比進氏【岩手大学農学部

◎主任介護支援専門員

４０００円

氏・平門由佳子氏【岩手大学農学部学生】 ❷八幡平を起点に、

２８

市は、非常勤職員を募集しています。業務期間はいずれ

も４月１日㈰から平成31年３月31日㈰までです。

■申込期限 ２月 日㈮

化の取り組み 井良沢道也氏【岩手大学農学部教授】
、小原孝一

■申し込み・問い合わせ先 岩手

❶八幡平市寺田地区における地域の方々と協働した防災力強

大学三陸復興・地域連携推進機構

◎事例発表

（☎019・621・6852）

大学三陸復興・地域創生推進機構産学官連携コーディネーター】

２９

hot
line

hot 非常勤職員として働いてみませんか
line

課国保年金係
（☎・内線１０７０）
探ることを目的に、地域連携フォ

遣）
】 ❸岩手大学の技術支援・シーズ紹介 貫洞義一氏【岩手

所
（☎０１９-６２３-６２１１）または市民

ーラムを開催します。

【岩手大学三陸復興・地域創生推進機構共同研究員（八幡平市派

■問い合わせ先 盛岡年金事務

市と岩手大学の連携事例、他地

佐々木靖人氏

岩手大学の技術支援などを紹介し

市共同研究員の活動を通した地域連携の報告

ます。是非ご参加ください。

岩手大学理事（復興・地域創生・男女共同参画担当】 ❷八幡平

■日時 ２月 日㈬の午後２時か

❶岩手大学による地域創生への取り組み 菅原悦子氏【副学長・

係
（☎・内線１２９１）

料口座振替納付
（変更）
申出書兼

ください。

域における岩手大学の活動事例、

▶国民年金保険

◎報告・紹介

なお、保管期限までに引き

融機関窓口へ申し込みください。

２1

取りのない自転車は、同条例

す。未納のままにせず、ご相談

でに、盛岡年金事務所または金

工信用組合理事長付
（前あおぞら銀行名古屋支店長）
】

牧野利用でコストを削減しよう

のものを準備し、２月28日㈬ま

中村勝彦氏【豊橋商

hot
line

きすることで、収入に応じた免

限は２月28日㈬

■必要なもの

上、申し込みください。期限

除を受けられることがありま

市は、市営牧野への放牧利

口座振替による前納は、以下

までに申し込みされない場合

険料の納付が難しい場合、手続

用申請を受け付けています。

◎30年度口座振替前納の申込期

は、放牧ができないこともあ

収入の減少や失業により、保

9

■利用牧野 上坊牧野・七時

多くなります。

❶東日本大震災からの私の地域産業支援

11

相談ください

ります。

間の前納になるほど、割引額が

雨牧野・長久保牧野

◎保険料納付が難しい場合はご

付してください。

■申込期限 ３月 日㈮

替のみ）
の３種類があり、長期

月分、１年分、２年分（口座振

11

月

届く納付書で、４月末までに納

5

月から

なお、前納の期間には、６カ

◎基調講演

共同代表】

納付書による前納は、４月に

■利用期間

受けられます。

■問い合わせ先 農林課畜産

する場合は、手続きが必要です。

ただし、前納期間の変更を希望

（予定）

での前納に比べて大きな割引を

口座振替で前納すれば、納付書

係
（☎・内線１３３７）

ている人は、手続きが不要です。

■対象家畜 乳用牛・肉用牛

法より割引になります。また、

■提出書類 ❶牧野放牧許可

すでに口座振替前納を利用し

通帳▶金融機関届け出印

申請書❷黒毛和種の場合は登

法のことです。毎月納付する方

保険料をまとめて前払いする方

録書の写し

（年金手帳や納付書など）
▶預金

■申し込み方法 農林課と西

国民年金保険料の
「前納」
は、

岩手大学地域連携フォーラム in 八幡平プログラム

地域に貢献できる農業の提案

▶基礎年金番号が分かるもの

り引かれます

根・安代両総合支所に備え付

45

国民年金保険料口座振替依頼書

◎前納を利用すれば保険料が割

けの 用 紙に必要事項を記入の

丸の内プラチナ大学八幡平分校を開催します

25

の午後２時半から５時 分まで▼発表会

月 日㈰の午後１時から２時まで

2

市は、本市に関心を持ち、本市の課題

解決に主体的に取り組もうとする
「ヨソ

■場所 市役所多目的ホール棟

■申込期限 ２月 日㈫

■問い合わせ先 企画財政課地域戦略係

（☎・内線１２０７）

20

モノ」と市民が意見交換し、アイデアを

月 日㈯

24

磨いていく場として
「丸の内プラチナ大

学八幡平分校」
を開催します。

■日時 ▼ワークショップ
2

hot 国民年金保険料の納付は便利な口座振替に
line

hot
line

■業務内容

ケアプラン作成、

相談など

■応募資格 主任介護支援専門

員の資格があり、普通自動車免
許を有する人

■募集人数 １人
■勤務時間

週５日、午前９時

15分から午後４時まで
■給与

月 額143,700円 ※通

勤手当の支給あり
■応募方法

応募書類を持参ま

たは郵送
（消印有効)で提出してく

ださい。書類は市ホームページ

からダウンロードいただくか、
健康福祉課と西根・安代両総合
支所に備え付けてあります。
■申込期限 ３月２日㈮

■申し込み・問い合わせ先 健

康福祉課包括支援センター係

（☎・内線１０９０）

■業務内容

登記事務に関する

■応募資格 普通自動車免許を
有 し、ワード・エクセルの基本
操作ができる人

■募集人数 ２人
■勤務時間

週５日、午前９時

15分から午後４時まで

■給与 ▶実務経験なし 月額

138,900円▶実務経験あり
額151,500円

給あり

■応募方法

月

※通勤手当の支

応募書類を持参ま

たは郵送
（必着)で提出してくださ

い。書類は市ホームページから
ダウンロードいただくか、建設

課と西根・安代両総合支所に備
え付けてあります。

◎花き開発技術嘱託員

花きの品種開発に

■業務内容
関する業務

■応募資格 平成30年４月１日

現在、満１８歳以上の健康な人で、
普通自動車免許を有し、ワード・
エクセルの基本操作ができる人
■募集人数 １人

週４日、午前８時

■勤務時間

30 分から午後４時 45分まで
■給与

月 額315,000円 ※通

勤手当の支給あり

応募書類を持参ま

■応募方法

たは郵送
（必着)で提出してくださ

い。書類は市ホームページから
ダウンロードいただくか、市花
き研究開発センターに備え付け
てあります。

■申込期限 ２月20日㈫

■申込期限 ３月２日㈮

■申し込み・問い合わせ先 市

設課
（☎・内線１２９７）

３６１１）

■申し込み・問い合わせ先 建

花き研究開発センター
（☎・内線
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