市役所からのHOT LINE

きや優待などのサービスを通じて消

また、県では消防団員への割り引
課に備え付けてあります。

ダウンロードしていただくか、農林

■申し出書類 市ホームページから

ど音の出るものを身に着け、
人の存在

独行動はしない。▼鈴、
笛、
ラジオな

夕や霧が出ている時の入山は避け、
単

し、
危険な場所には近づかない。▼朝

▼入山地域のクマの出没情報を収集

防団を応援する
「いわて消防団応援
■問い合わせ先 農林課農政推進係
を知らせる。▼クマのフンや足跡を

月 日㈭まで

の店」
を募集しています。
事業者の皆
（☎・内線13４１）

や地域を守る一員になりませんか。

日を基準として、農業集落排水施設
さまの積極的な応募をお待ちしてい

農業集落排水施設など
使用世帯の人員を調査

などの使用世帯人員調査を実施して
ます。

市は、毎年４月１日および 月１

います。調査対象は❶農業集落排水
■問い合わせ先 防災安全課消防防

県では、５月 日㈭まで山火事防

しょう。
す。
鳥獣被害防止を目的とした設置

対策として
「電気柵」
の設置が有効で

また、クマなどによる農作物被害

▼強風や空気の乾燥時は、たき火、火
に対し、補助があります。設置を検

ため、野山に生ゴミなどを捨てない。

入れ、野焼きをしない。▼枯れ草など
討している人は、ご相談ください。

止運動を展開しています。次のこと

がある場所では、たき火、野焼きを
■問い合わせ先

農林課林業係

許可を受ける。▼火遊びはしない。
■問い合わせ先
（☎・内線１３３８）

入山時や農作業時は
クマに注意しましょう

フーガの広場の
使用申請は市役所へ
フーガの広場を使用する際の申請
先が、これまでの市商工会から市役
市ホームページからダ

所に変わります。
■申請書類

ウンロードしていただくか、商工観光
■問い合わせ先 商工観光課商工労

課に備え付けてあります。

節です。クマによる被害を防ぐため

政係
（☎・内線１３１８）

ロードしていただくか、総務課と西根・

申込書は、 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン

着）
で提出してください。
受験案内や受験

に、次のことに気を付けましょう。

春先はクマが冬眠から目覚める季

農林課林業係

しない。▼たき火の場所を離れると
（☎・内線１３３８）

㌔ の範囲での火入れは、必ず市の

い殻を投げ捨てない。▼森林の周囲

きは、必ず消火する。▼たばこの吸

に 注 意 し て、 山 火 事 防 止 に 努 め ま

り後退する。▼クマを引き寄せない

中を見せない。また、走らず、
ゆっく

クマを刺激しない。 ▼逃げる際は、
背

出合ったら、
慌てたり、
騒いだりして

見つけたら引き返す。▼もしクマに

❷集合浄化槽❸自家水・組合水道水

める軽微な変更
（変更に係る土地面

山火事防止を
心掛けましょう

災係
（☎・内線１２６６）
または県総合

微な変更に限り申し出を受け付けま

市は、農業振興地域整備計画の軽

農業振興地域整備計画
軽微な変更を受け付け

防災室
（☎０１９・６２９・５１５１）

を排水している公共下水道の使用世
帯です。
基準日までの使用料算定人数と基
準日における住民登録人数が異なる
世帯には、上下水道課から確認の案
内書を郵送します。
使用人数の変更を希望する場合
は、同封する使用者等変更届を提出
してください。案内書の内容に変更
の無い世帯は提出不要です。
■問い合わせ先 上下水道課経理係
（☎・内線１２７２～１２７６）

サービスを通じて
消防団を応援するお店募集

■申し出可能要件 農業振興地域の

す。

現在）
の団員が所属しており、火災や
整備に関する法律施行令第 条に定

市消防団には、８２３人
（３月１日
災害発生時などの非常時はもとより、
日常的に火災予防のための広報など、
積が１ヘクタールを超えない用途区
分の変更など）
５月１日㈫から ５

地域に密着した活動をしています。
地域の安心・安全を守る重要な役割
■申し出期間

市博物館協議会の
委員を募集します

を担う
「消防団員」
になって、大切な人

松尾地区の市営住宅
入居者を随時募集します

安代両総合支所に備え付けてあります。

を募集します。
まで

市博物館は、博物館協議会の委員

を随時募集します。希望する人は必
■募集人数 ３人

■申込期間 ４月 日㈭から５月 日㈭

要書類をそろえ、
申し込みください。

■問い合わせ先
線１２３１）

総 務 課（ ☎・ 内

20
◎2018．4.12
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■応募資格 満 歳以上で市内に住

なお、随時募集のため、先着順に

協議会
（年2回開催予

所を有し、健康で博物館の運営に興
味のある人

書類審査を行い決定。空き住戸がな
くなれば募集を終了します。
■業務内容

月 日までの２カ年

■任期 ６月1日㈮から平成 年５

運営に関する意見を報告

定）において、博物館の管理および

■申込書の配布場所および提出先
建設課
■問い合わせ先 建設課建築係
（☎・内線１３０３ )

■報酬 市の日額報酬基準による
■申し込み方法 電話で、氏名・年
齢・住所・連絡先電話番号を伝えて
ください。後日、教育総務課から申

製造事業所を対象に
工業統計調査を実施します
経済産業省では、従業員４人以上

込用紙を送付しますので、必要事項
を記入の上、返送してください。

の全ての製造事業所を対象に、工業
統計調査を実施します。

■申込期限 ５月８日㈫
■問い合わせ先

この調査は、国の工業の実態を明
らかにすることを目的とし、統計法

財係（☎・内線１３６７）

教育総務課文化

に基づく報告義務がある重要な統計
調査です。

市職員採用試験を
実施します

1人

調査の結果は、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利活用
されますので、調査票への回答にご

若干名

作業療法士免許
（平成31年３月末までに取
得見込みを含む）を有し昭和62年４月２日
以降に生まれた人
作業療法士

市は、平成 年度採用予定の市職
員採用試験を次のとおり行います。

協力ください。
■調査日 ６月１日㈮

■申し込み方法 受験申込書に必要
事項を記入の上、
持参または郵送
（必

■問い合わせ先 総務課情報統計係
（☎・内線１２４１）

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。
告】
【広

31

６月26日㈫
西根病院
看護師

看護師免許
（平成31年３月末までに取得見
込みの人を含む）
を有し、昭和62年４月２日
以降に生まれた人
1人

市は、松尾地区の市営住宅入居者

３１

６月28日㈭
市役所本庁舎
初級土木

1人

高校卒業以上
（平成31年３月末までに卒業
見込みの人を含む）で、平成３年４月２日
（大学院を卒業または卒業見込みの人は、昭
和62年４月２日）
以降に生まれた人

社会福祉士資格
（平成31年３月末までに取
得見込みの人を含む）
を有し、昭和62年４月
２日以降に生まれた人
社会福祉士

登録店舗を利用する際に消
防団員カードを提示します

32

12
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1
試験日
会場
受験資格

20

31

採用予定
人数
職種

31

No.

21
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