平成 27 年度

大田原市職員採用試験案内
●職種・募集人員
①一般事務：６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 60 年４月２日から平成 10 年４月１日
までに生まれた方で、高等学校卒業または同程度以上
の学力を有する方
（平成 28 年３月 31 日までに卒業見込の方を含む）
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 55 年４月２日から平成 10 年４月１日までに生ま
れた方で、高等学校卒業または同程度以上の学力を有
する方
（平成 28 年３月 31 日までに卒業見込の方を含む）
▶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
▶成年被後見人または被保佐人の方
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは
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、日本国憲法またはそ
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、またはこれに加入した方

問申総務課
Ａ２階 （２３）８７０２
〒 324-8641 大田原市本町１－４－１
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
●試験の期日・場所・内容
▶一次試験
日時：９月 20 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 月上旬 ▶最終合格発表：10 月下旬
●採用予定…平成 28 年４月１日
●試験要領・申込書など…総務課人事係、湯津上支所総
合窓口課、黒羽支所総合窓口課で配付します。
※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
（水）～ 31 日
（金）
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
（金）
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。

平成 27 年度

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 若干名
●受験資格…平成３年４月２日から平成 10 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 28 年３月 31 日までに卒業見
込の方を含みます）、採用時に那須地区消防組合（大
田原市、那須塩原市、那須町）管内に居住できる方。
●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 20 日
（日）午前９時 10 分～午後０時
・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）
・職場適応性検査
▶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 28 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。）
http://www.fire1l9-ohtawara.jp/top.htm1
※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（水）～ 31 日（金）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（金）消印有効。
●試験申込の受付場所…「採用試験申込書」
「履歴書」
「受
験票」を下記へ持参、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 番 1 号
（２２）３００４
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環境について一緒に考えていきませんか

検討委員を募集します
（地球温暖化対策検討委員・ごみ問題検討委員）
市では、大田原市地球温暖化防止実行計画策定に必要な調査、研究および検討を行うため、大田原市地球温暖
化対策検討委員会を設置します。
同時に、大田原市一般廃棄物処理基本計画策定に必要な調査、研究および検討を行うため、大田原市ごみ問題
検討委員会を設置します。
●応募資格
（各委員共通）
①市内に住所を有する 18 歳以上の方
②市内に事務所を置く団体が推薦する方
●募集人員…各委員２名以内
●必要書類
①作文
▶地球温暖化対策検討委員会委員志願者
テーマ
「私が実践している地球温暖化対策について」
（800 字以内）
▶ごみ問題検討委員会委員志願者
テーマ
「環境とごみ問題について」（800 字以内）
②身上書
（各委員共通）
氏名
（ふりがな）
、生年月日、性別、住所、電話番号、
職業、勤務先、志願理由、自己ＰＲ
※様式は自由。応募書類の返却はしません。

●申込方法…６月 19 日（金）までに①②を下記窓口
へ持参、ＦＡＸまたはメールで申し込み。
※メールのタイトルは、それぞれ、
「地球温暖化対策検討委員会公募委員募集」
「ごみ問題検討委員会公募委員募集」
としてください。
●選考結果…選出された方には７月上旬までに決定
通知書を送付します。
申問生活環境課 Ａ１階
（２３）８７０６
（２３）８９２３
seikatsu@city.ohtawara.tochigi.jp

行政相談委員の委嘱

情報政策課

２階

（２３）８７００

行政相談委員が、平成 27 年４月１日付けで総務大臣より委嘱されました。行政相談委員は、市民の皆さまからの行
政上の苦情や意見・要望などをお聴きして、その解決の促進と運営の改善を進めることをボランティアで行っています。
行政相談は市役所などで定例的に相談を受け付けるほか、自宅での相談にも応じますのでお気軽にご相談ください。
日時・場所については 19 ページをご確認ください。
●相談委員氏名および担当地区
▶吉川 恵造 氏
（大田原地区）
▶広瀬 貞子 氏（大田原地区）
（２２）
２２１９
（２３）６００１
▶蜂巣 耕平 氏
（湯津上地区）
▶山上 豊子 氏（黒羽地区）
（９８）
２２２７
（５４）０６８２

危険業務従事者叙勲
危険性の高い業務に従事した
人を対象とし、長年にわたる各
分野での功績が認められ、本市
では次の２名の方が受賞されま
した。おめでとうございます。
（敬称略）

「与一くんファミリー」
デザインが決定しました
安心して子育てのできる街 大田原の象徴として「与一くん」を活用するため
に、「与一くんファミリー」を募集しましたところ、全国から多数のご応募をい
ただきました。
審査の結果、最優秀賞のほか、優秀賞３点、特別賞１点が決定しましたので
お知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。
最優秀賞 応募者氏名 塩崎

榮一 様
（大阪府大阪市）

●瑞宝単光章（矯正業務功労）
本多 光宏
元法務事務官
●瑞宝単光章（消防功労）
関谷 忠
元大田原地区広域消防組合
消防指令

作品の説明

赤ちゃんを抱く心優しい妻、
長女を書きました。
妻 の 頭 に は 大 田 原 市 の 花、
菊の髪飾りをつけています。

問商工観光課
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２階

（２３）８７０９

