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大田原市職員採用試験案内
平成 29 年度 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/

●職種・募集人員
　①一般事務：８名程度
　②一般事務（身体障がい者対象）：１名程度
　③土木技師：１名程度
　④保育士：４名程度
●受験資格
①一般事務：昭和 62 年４月２日から平成 12 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 30 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 57 年４月２日から平成 12 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 30 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
※拡大印刷文字による出題に対応出来る方も可
③土木技師
　昭和 62 年４月２日から平成 12 年４月１日までに生

まれた方で、高等学校の土木関係学科卒業又は同程
度以上の学力を有する方（平成 30 年３月 31 日まで
に卒業見込の方を含みます）

④保育士
　昭和 57 年４月２日以降に生まれた方で、保育士の資

格を有する方（平成 30 年３月 31 日までに取得見込
の方を含みます）

●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

●試験の期日・場所・内容
▶一次試験
　日時：９月 17 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、一般性格診断検査
▶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
●合格発表予定
▶一次試験：10 月上旬　▶最終合格発表：11 月上旬
●採用予定…平成 30 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布します。
※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（土）～ 28 日（金）
※窓口の場合は、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 28 日（金）消印有効。
※市ホームページの場合は、７月 28 日（金）午後５時

15 分までの送信有効。
●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。
※詳しくは市ホームページまたは「平成 29 年度大田原

市職員採用試験要領」をご確認ください。

　今年度は、黒羽向町の一部の地区、下
石上、薄葉および野崎二丁目の各一部の
地区を対象として地籍調査事業を行いま
す。
　地籍調査は、皆さまの大切な財産であ
る土地の位置、形状、面積、境界、所有
者などを調査し、正確な地籍（土地の戸籍）
を作り直すために必要な調査で、土地所
有者などの立会いが不可欠です。説明会
や境界立会いを行う際には、関係者の皆
さまの出席をお願いします。
　また、登記完了（平成 32 年度予定）まで
に、事業区域内の土地の分筆や合筆など
の登記を行う場合は、市都市計画課を経
由した後に法務局への登記申請となりま
すので、ご注意ください。

問都市計画課　Ｂ２階
　（２３）８９６１

地籍調査にご協力お願いします
平成 29 年度
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■黒羽芭蕉の館
期日…６月 10 日（土）、11 日（日）、15 日（木）
時間…午前９時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
内容…松尾芭蕉の「おくのほそ道」の旅、黒羽藩主大

関氏に関する資料を展示。
　黒羽芭蕉の館　　（５４）４１５１

■那須与一伝承館
期日…６月 10 日（土）、11 日（日）、15 日（木）
時間…午前９時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
内容…屋島の合戦で那須与一が扇の的を射抜いたエ

ピソードを、 映像とからくり人形により再現。
那須家伝来の宝物をはじめとする貴重な資料を展示。

　那須与一伝承館　　（２０）０２２０

■大田原市屋内温水プール
期日…６月 15 日（木）
時間…午前 10 時～午後９時　※１日通し制
　大田原市屋内温水プール　　（２４）０７７８

■黒羽中学校屋内温水プール
期日…６月 15 日（木）
時間…午前 10 時～午後９時　※１日通し制
　黒羽中学校屋内温水プール　　（５９）１０３１

■県立県北体育館
期日…６月 15 日（木）
時間…＜午前＞午前９時～午後１時
　　　＜午後＞午後１時～午後５時
　　　＜夜間＞午後５時～午後９時
利用上の注意…利用の予約は受け付けませんので、

直接ご来館ください。
　スポーツ振興課　　（２２）８０１２

■「大田原市子ども未来館　わくわくらんど・キッズ
タウン」　
期日…６月 15 日（木）
時間…午前９時～午後５時
　子ども未来館　　（４７）４１２５

■五峰の湯　
期日…６月 15 日（木）
時間…午前 10 時～午後９時（受付は午後８時まで）
　黒羽温泉五峰の湯　　（５９）７０１０

■やすらぎの湯
期日…６月 15 日（木）
時間…午前 10 時～午後９時（受付は午後８時まで）
　湯津上温泉やすらぎの湯　　（９８）２１４１

■ふれあいの丘
　＜自然観察館＞
期日…６月 10 日（土）、11 日（日）、15 日（木）
時間…午前９時～午後５時（入館は午後４時まで）
内容…昆虫の企画展を開催。
　ふれあいの丘自然観察館　　（２８）３２５１

　＜天文館＞
期日…６月 10 日（土）、11 日（日）、15 日（木）
時間…午前９時～午後９時 30 分
　　　　（入館は午後８時 30 分まで）
内容…火星と土星が観察できます。
利用上の注意…ご利用には予約が必要となります。

下記へ電話でお申し込みください。
　ふれあいの丘天文館　　（２８）３２５４

■なす風土記の丘湯津上資料館
期日…６月 10 日（土）、11 日（日）、15 日（木）
時間…午前９時～午後５時
　なす風土記の丘湯津上資料館　　（９８）３３２２

６月 15 日は県民の日です

与一の郷ごころ便

　県では、郷土への理解と関心を深めることなどを目的に、６月 15 日を県民の日と定めています。
　今年も、６月 17 日（土）に県本庁舎などで記念イベントの開催や、県内外協賛施設で無料開放や
一部割引などが行われます。詳しくは、県ホームページやイベントガイドをご確認ください。
●主なガイド配布場所…県本庁・合同庁舎、市町窓口　※県ホームページにも掲載しています。
問県県民文化課　　０２８（６２３）３４２２

　市内で生産される新鮮な農産物を、懐かしい方やお世話になった方に贈りませんか。
●受付開始…６月 12 日（月）から　　　●募集個数…３５０個（先着順）
●予定農産物…米、三五八床、きゅうり、玉ねぎ、白美人ねぎ、ニラ、トマト、茄子、
アスパラガス、とうもろこし、味噌、じゃがいも、葉生姜、ブルーベリージャム、ミ
ニトマトの 15 品目
※変更の可能性もあります。
●料金…１個５０００円（送料、税込み）　　●発送予定日…７月 14 日（金）
●申込方法…右記窓口、市役所、市各施設、市内のＪＡ各支店の窓口に備え付けの申
込書に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で申し込み。
▶現金払い：申込書に添えて右記へ直接持参。
▶振込払い：申込書を郵送またはＦＡⅩで右記へ送付。代金は指定口座へ振込。

　問（公財）大田原市農業公社
　〒３２４- ００４１
　大田原市本町１- ３- ３
　（２３）４８３４
　（２３）４８５７

県民の日マスコット
「ルリちゃん」

　大田原市内で無料開放になる施設などは、以下のとおりです。
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