
職員採用試験案内
平成26年度大田原市

平成 26年度

●職種・募集人員
①一般事務　　　　　　　　　　　13 名程度
②一般事務（身体障がい者対象）　　  １名程度
●受験資格
①一般事務…昭和 59 年４月２日から平成９年４月１日
までに生まれた方で、高等学校卒業又は同程度以上の
学力を有する方（平成 27 年３月 31 日までに卒業見込の
方を含みます）
②一般事務（身体障がい者対象）…次のすべての要件を
満たす方
▶昭和 54 年４月２日から平成９年４月１日までに生ま
れた方で、高等学校卒業又は同程度以上の学力を有する
方（平成 27 年３月 31 日までに卒業見込の方を含みます）
▶自力により通勤することができ、介助者なしに職務
の遂行が可能な方
▶身体障害者手帳の交付を受けている方
▶活字印刷文（文字の大きさは 10 ポイント程度）による
出題に対応できる方
●受験資格のない方…次のいずれかに該当する方
▶日本国籍を有しない方
▶成年被後見人又は被保佐人の方
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又
はその執行を受けることがなくなるまでの方
▶日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は
その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方

●試験の期日・場所・内容
▶一次試験
・日時…９月 21 日（日）午前９時 10 分～午後０時 30 分
・場所…国際医療福祉大学（北金丸 2600 －１）
・試験内容…教養試験（高等学校卒業程度）・事務適性検
査、職場適応性検査
▶二次試験
・日時…10 月中旬の予定
・試験内容…記述試験・口述試験
●合格発表予定
　一次試験…10 月中旬／最終合格発表…10 月下旬
●採用予定…平成 27 年４月１日
●試験要領・申込書など
　総務課人事係（仮設庁舎Ａ棟２階）、湯津上支所総合
窓口課、黒羽支所総合窓口課で配布します。
※郵便で請求する場合は、封筒の表に「試験要領等請求」
と朱書きし、120 円切手を貼った宛先明記の返信用封
筒（角形２号、Ａ４サイズ用）を同封してください。
※市ホームページからもダウンロードできます。
●試験申込の受付期間
７月１日（火）～ 31 日（木）の土・日・祝日を除く午前
８時 30 分～午後５時 15 分
※郵送の場合は、７月 31 日（木）消印有効。
●試験申込の受付場所…総務課人事係
※湯津上支所、黒羽支所では受け付けません。

　　総務課　　２階　〒 324-8641　大田原市本町１－４－１
　　　　　（２３）８７０２　　http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/

大田原地区広域消防組合職員採用試験

●職種・募集人員…消防吏員　10 名程度
●受験資格…平成 2 年４月２日から平成９年４月１日
までに生まれた方で、高等学校卒業又は同程度以上の
学力を有し（平成 27 年３月 31 日までに卒業見込の方
を含みます）、採用時に大田原地区広域消防組合管内（大
田原市、那須塩原市）に居住できる方。
●受験資格のない方…次のいずれかに該当する方
▶日本国籍を有しない方
▶成年被後見人又は被保佐人の方
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又
はその執行を受けることがなくなるまでの方
▶日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は
その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
●試験の期日・場所・内容
▶一次試験
・日時…９月 21 日（日）午前９時 10 分～午後０時５分
・場所…国際医療福祉大学（北金丸 2600 －１）
・試験内容…教養試験（高等学校卒業程度）・消防適性検査
▶二次試験
・日時…10 月下旬の予定　
・試験内容…記述試験・口述試験・体力測定

●最終合格発表…11 月上旬予定
●採用予定…平成 27 年４月１日
●試験要領・申込書など
　大田原地区広域消防組合消防本部と、管内各分署で
配布します。（消防組合ホームページからもダウンロー
ドできます。）
※郵便で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込用
紙請求」と朱書きし、82 円切手を貼った宛先明記の返
信用封筒（長形 3 号）を同封してください。
●試験申込の受付期間
７月１日（火）～ 31 日（木）の土・日・祝日を除く午前
８時 30 分～午後５時 15 分
※郵送の場合は、７月 31 日（木）消印有効。
●試験申込の受付場所…下記へ持参、または郵送して
ください。
※郵送の場合は、書留郵便で表に「採用試験申込」と朱
書きし、82 円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を必
ず同封の上、確実な方法で送付してください。

　大田原地区広域消防組合消防本部総務課庶務人事係
　〒 324-0052　大田原市城山 2 丁目 16 － 1
　　 （２２）３００４
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農業委員会委員選挙の投票日です
７月13日は

　７月 19 日をもって任期満了になる農業委員会委員
の選挙は、７月６日（日）に告示され、７月 13 日（日）
に選挙が行われます。
●選挙すべき委員の定数（27人）
第１選挙区（大田原・親園）…５人／第２選挙区（金田）
…６人／第３選挙区（野崎・佐久山）…４人／第４選挙
区（湯津上）…５人／第５選挙区（黒羽・川西・両郷・
須賀川）…７人
●立候補できる方・投票できる方…次の３つの要件を
すべて満たす方
１．投票日（７月 13日）に市内に住所のある方
２．平成 26 年３月 31 日現在で 20 歳以上の方（平成
６年４月１日までに生まれた方）
３．次の①～③のいずれかの要件を満たし、農業委員
会委員選挙人名簿に登録されている方
平成 26年１月１日現在で、
① 10ａ（１反歩）以上の農地について耕作業務を営む人
② 10ａ以上の農地について耕作の業務を営む人の
同居の親族またはその配偶者で、年間おおむね 60
日以上耕作に従事していると農業委員会が認めた人
③ 10ａ以上の農地について耕作の業務を営む農業生
産法人の組合員、社員または株主で、年間おおむね60
日以上耕作に従事していると農業委員会が認めた人

●立候補に関する説明会
・日時…６月 16日（月）　午後１時 30分～
・場所…湯津上庁舎１０３・１０４会議室

※出席者は、会場の都合により立候補予定者一人につき
３人以内でお願いします。
●立候補届出書類などの事前審査
・日時…６月 24日（火）　午前９時～正午
・場所…湯津上庁舎１０３・１０４会議室
●立候補届出受付（告示日）
・日時…７月６日（日）　午前８時 30分～午後５時
・場所…湯津上庁舎１０３・１０４会議室
●投票日
・日時…７月 13日（日）　午前７時～午後８時
・場所…市内 11投票所
※投票がある時は、有権者の方に投票所入場券を送付し
ます。入場券に記載されている投票所で投票してくださ
い。他の選挙の投票所と場所が異なる場合があります。
●期日前投票…投票日当日（７月 13日）に投票所へ行け
ない方は、期日前投票ができます。
・期間…７月７日（月）～ 12日（土）
・時間…午前８時 30分～午後８時
・場所…選挙区により期日前投票所が異なります。
▶第１選挙区（大田原・親園）、第２選挙区（金田）、第３
選挙区（野崎・佐久山）の方：総合文化会館第１会議室
▶第４選挙区（湯津上）：湯津上庁舎１０２会議室
▶第５選挙区（黒羽・川西・両郷・須賀川）：社会福祉協
議会黒羽支所
●その他…立候補の届出が、委員定数を超えない選挙区
は無投票になります。

剪定枝木等の収集について（再掲）
●対象物…平成 25年 4月以降に剪定等を行った枝木・
草・落葉・枯葉
●排出方法…次の①、②いずれかの方法を選択して排
出してください。
①もやせるごみ用の指定袋で１袋まで
②束ねて紐で縛る（太さ 10㎝以下、長さ 50㎝以下）3
束まで（10㎏以内）

●排出場所…現在使用している可燃ごみステーション
●収集日…ごみ収集日のうち
▶毎週月曜日
・大田原地区（山の手、城山、紫塚、中央、住吉町、
今泉のうち紫塚ニュータウン）
・金田地区（南金丸、上奥沢、奥沢、鹿畑、倉骨、赤瀬、
北大和久（大和久自治会を除く））
・湯津上地区（狭原、小船渡、湯津上（上）、中の原）
・両郷地区
▶毎週火曜日
・大田原地区（本町、末広、美原）　・野崎地区
・湯津上地区（湯津上（下）、佐良土（二輪～銀内）、佐

良土（仲宿～田宿）、佐良土西、蛭畑、蛭田、品川、新宿、
片府田、二本松ニュータウン）　　・黒羽地区

▶毎週木曜日
・大田原地区（新富町、元町、若松町、富士見、若草、
北大和久のうち大和久自治会）
・金田地区（中田原、町島、戸野内、荒井、岡、今泉（紫
塚ニュータウンを除く）、富池、市野沢、練貫、羽田、
乙連沢、小滝、北金丸）　　・川西地区

▶毎週金曜日
・大田原地区（加治屋、浅香（１～５丁目））
・親園地区（実取団地を含む）
・佐久山地区　　・須賀川地区
●その他
・広域クリーンセンター大田原への直接搬入はでき
ません。
・平成 24年度以前のものについては、今後方針を決
定します。
・詳細は、広報おおたわら３月号に折り込みの「剪定
枝木等の収集について（お知らせ）」をご覧ください。

　選挙管理委員会事務局　　　　（９８）３７６７

生活環境課　　１階　　（２３）８７０６
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