知って学べる教室で
生活習慣改善しよう

学校給食物資納入者の
登録申請を受け付け中
市は、30年度の学校給食用物資
納入者の登録申請を受け付けてい
ます。
■主な納入品目 野菜、精肉、調
理加工食品
■申請期限 3月2日㈮
■問い合わせ先 西根地区学校給
食センター
（☎70-1117）
または安代
地区学校給食センター
（☎72-2557）

農業改良普及センター
臨時職員を募集します
八幡平農業改良普及センターで
は、事務補助を担当する期限付き
臨時職員を１人募集します。
■応募資格 普通自動車免許（AT
不可）
、パソコン
（ワード・エクセ
ル）
の操作ができる人
■ 雇 用 期 間 ３月中旬から７月
３１日㈫まで
■報酬 月額129,990円～１５０，
５７０
円 ※通勤手当の支給あり
■応募方法 履歴書を同センター
に提出してください
■応募期限 ２月２0日㈫
■問い合わせ先 同センター
（☎
75-2233）

岩手北部森林管理署
非常勤職員を募集中
岩手北部森林管理署では、非常
勤職員を１人募集します。
■応募資格 パソコン
（ワード・
エクセル）
の操作ができる人
■雇用期間 ４月１日㈰から平成
３1年３月 ３１日㈰まで
■勤務時間 週４日、午前８時半
から午後３時半まで
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■ 給 与 時 給1,000円～1,200円
※通勤手当の支給あり
■加入保険 雇用保険、厚生年金
保険、健康保険
■応募方法 履歴書を同署に提出
してください
■応募期限 ２月２8日㈬
■問い合わせ先 同署
（☎72-2221）

緑化推進の要望を
受け付けています
県緑化推進委員会八幡平支部で
は、30年度緑化推進事業
（苗木配
布など）の要望を受け付けていま
す。自治会や地区で、植樹などを
計画している場合は、お問い合わ
せください。
■申請期限 ３ 月２日㈮
■問い合わせ先 市役所農林課林
業係
（☎・内線1339）

相続の悩みについて
２月中は相談が無料
県司法書士会では、毎年２月を
「相続登記はお済みですか月間」
と
し、無料相談を行っています。
◎特設無料相談所
■日時 ２月16日㈮・23日㈮の
の午前１０時から正午まで（事前予
約は不要）
■場所 県司法書士会館
（盛岡市）
◎司法書士事務所での無料相談
■開催日 ２月28日㈬までの毎
日
（土・日曜日、
祝日を除く）
■場所 県内の各司法書士事務所
◎無料電話相談
（☎0120-823-815）
■日時 ２月28日㈬までの毎日、
午前10時から午後１時まで（土・
日曜日、
祝日を除く）
■問い合わせ先 同会事務局（☎
019-622-3372）

柏台地区の行政事務
連絡員を募集します
市は、平成30年度柏台地区行政
事務連絡員１人を募集します。
■応募資格 昭和33 年４月２日
以降に生まれ、パソコン
（ワード・
エクセル）
の操作ができる人
■雇用期間 ４月１日㈰から平成
３1年３月 ３１日㈰まで
■業務内容 公金取り扱い業務お
よび柏台地区行政事務連絡業務
■応募方法 履歴書を市役所地域
振興課に提出してください
■応募期限 ２月２8日㈬
■問い合わせ先 市役所地域振興
課生涯学習係
（☎・内線1151）

もしもの時に備えて
心肺蘇生法を学ぼう
八幡平消防署では、自動体外式
除細動器（AED）
を使用した心肺
蘇生法の救命講習会を開催します。
■日時 ２月18日㈰の午前9時か
ら正午まで
■場所 八幡平消防署
■申込期限 ２月17日㈯
■問い合わせ先 同署
（☎76-2119）

盛岡タカヤアリーナに
人気スイーツが大集合
盛岡・八幡平元気まるごと発信
事業実行委員会では
「いわてS－１
スイーツフェア2018」を開催します。
■ 日 時 2月24日 ㈯・25日㈰ 午
前10時から午後4時まで
■場所 盛岡タカヤアリーナ
■内容 ご当地スイーツ・グルメ
の販売、ステージイベントなど
■問い合わせ先 同委員会事務局
（☎019-629-6514）

介護老人保健施設岩鷲苑では、
市民を対象に無料の介護教室を開
催します。
■日時 ２月２3日㈮の午後１時
半から2時半まで
■場所 岩鷲苑
■演題 脂質異常症の食事について
■問い合わせ先 岩鷲苑（☎７６－
5611）

労使トラブルの悩みに
労働相談会のご利用を
労働者と使用者との間のさまざ
まな問題について、県労働委員会
の委員
（弁護士、労働団体役員、経
営者など）
が無料で相談に応じま
す。事前予約が必要です。
■日時 ２月25日㈰の午後１時
から４時まで ※受付は午後３時
まで
■場所 アイーナ
■問い合わせ先 同委員会事務局
（☎0120-610-797）

相続登記や遺言書作成に
関する無料相談会を開催
県司法書士会では、相続登記や
遺言書作成に関する無料相談会を
開催します。また、電話による相
談にも応じます。
■日時 ２月25日㈰の午前10時
から午後4時まで
■場所 県司法書士会館
（盛岡市）
■相談電話 0120-823-815
■問い合わせ先 同会相談事業
部・塚崎
（☎019-621-7072）

行政手続きについての
お悩みを相談ください
毎年２月22日は
「行政書士記念
日」
です。県行政書士会では、相
続・遺言、各種許認可申請などの
行政手続きに関する無料電話相談
会を実施します。
■日時 ２月22日㈭の午前１０時か
ら午後３時まで

■相談・問い合わせ先 同会事務
局
（☎019-623-1555）

耳の症状でお困りなら
専門医の無料相談会へ
日本耳鼻咽喉科学会県地方部会
では、毎年３月３日の
「耳の日」
に
合わせて、
無料相談を行います。
■日時 2月25日㈰の午前１０時
から午後１時まで
■場所 大通会館リリオ
（盛岡市）
■内容 耳鳴りや補聴器に関する
診察・検査、医療相談
■問い合わせ先 岩手医科大学耳
鼻咽喉科・嶋本
（☎019-651-5111）

マイナンバーカード
休日に受け取れます
市は、マイナンバーカードの交付
申請を済ませて交付準備ができた
人に限定した休日臨時開庁を行い
ます。
前々日までに予約が必要です。
■日時 2月11日㈰・25日㈰の午
前9時から午後4時まで
■開庁場所 市役所本庁舎
■予約・問い合わせ先 市役所市
民課戸籍住民係
（☎・内線1064）

冬季の水道凍結
ご注意ください
気温がおおむね氷点下４度以下
になると、水道が凍結し破裂する
恐れがあります。就寝時や外出な
どで水道を使用しないときは、必
ず水抜きをしましょう。
水道が凍結し解凍できない場合
は、市指定給水装置工事事業者に
解凍依頼をしてください。事業者
については、市ホームページで案
内しています。
■問い合わせ先 市役所上下水道
課経理係
（☎・内線1272～1276）

地熱発電所設置に関する
評価書の縦覧を行います
安比地熱㈱では、市内に設置
を計画している地熱発電所に関
する環境影響評価書の縦覧を行
います。

■縦覧期間 ２月15日㈭から３
月1 6日㈮までの平日（午前9時
から午後4時まで）
■縦覧場所 市役所企画財政
課、安代総合支所、田山支所、
岩手県庁、安比地熱㈱（田頭3980-1） ※また同社ウェブサイ
トからもご覧いただけます。
■ 問 い 合 わ せ 先 同 社（ ☎6 8 7332）

安心して活動するために
スポーツ安全保険に加入
30年度スポーツ安全保険の加入
受け付けが３月から始まります。
■加入できる団体 スポーツ、文
化、
ボランティア、
地域活動を行う
４ 人以上の団体・グループ
■受付期間 ３月１日㈭から平成
31年３月30日㈯まで
■保険期間 ４月1日㈰の午前０
時から31年３月31日㈰の午後12時
まで
■問い合わせ先 市体育協会
（☎
70-1600）

家畜飼育者は飼養状況を
忘れずに定期報告しよう
家畜を飼育している人には、毎
年飼養状況の報告が義務付けられ
ています。30年分の報告書を忘れ
ずに提出ください。
なお、愛玩で家畜を飼っている
人にも報告義務があります。
■家畜の種類と報告期限
家畜の種類
報告期限
牛、鹿、めん羊、山羊、
４月15日㈰
豚、イノシシ、馬
鶏、アヒル、ウズラ、キ
ジ、ダチョウ、ほろほろ ６月15日㈮
鳥、七面鳥

■報告内容 家畜保健衛生所な
どから送付された様式に、30年２
月１日現在の飼養状況を記入
■提出先 県中央家畜保健衛生
所
（〒020-0605 滝沢市砂込3905）
、市役所農林課畜産係または農
協の畜産担当窓口
■問い合わせ先 県中央家畜保健
衛生所
（☎ 019-688-4111）
No.
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