問 選挙管理委員会

本

投票日は３月20日㊐

大田原市長選挙

本８階

（２３）８７３６

令和４年４月７日の任期満了に伴う市長選挙が３月 【候補者届出等の事前審査】
13 日㊐に告示され、３月 20 日㊐に市内 40 か所の投 ●日時…３月４日㊎午前９時 30 分～午後４時
票所で午前７時から午後６時まで投票が行われます。
説明会などの日程についてお知らせします。
【選挙に関する説明会（立候補予定者説明会）
】
●日時…２月 10 日㊍午後１時 30 分
●場所…本庁舎１０２会議室
●説明事項…立候補手続き、選挙運動、選挙運動費用
収支報告などに関すること
●出席者…立候補予定者１人につき３人程度
※選挙運動費用の出納責任者は、ぜひご出席ください。

●場所…本庁舎選挙管理委員会事務室
※事前審査は予約制です。予約方法は立候補予定者説
明会時にご案内します。
【候補者届出等の受付（告示日）】
●日時…３月 13 日㊐午前８時 30 分～午後５時
●場所…本庁舎３０１・３０２会議室
※大田原市長選挙に関する詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

ルールを守って明るい選挙
買収や供応といった選挙犯罪や義理人情などゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たち
の意思が政治に正しく反映されるよう「明るい選挙運動」を推進しています。政治活動や選挙運動について
よくあるお問い合わせをご紹介します。
Ｑ：事前運動とは具体的にどのようなものですか？
Ａ：選挙運動期間（告示日から投票日の前日）外の選挙運動は事前運動となります。後援会などの政治活動で
あっても、実態として氏名普及宣伝が主たる目的であると認められる行為は、事前運動となります。例
えば、告示日直前に不特定多数に立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を頒布するこ
と、各戸に訪問することなどは事前運動に該当する恐れがあります。
Ｑ：
「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来るけど、選挙違反ではありませんか？
Ａ：純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されます。ただし、選挙前に行われた場合、事前運動と
して選挙違反となる恐れがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは、取り締まり当局（警察）の
判断によります。
Ｑ：自治会などで候補者を推薦してもいいですか？
Ａ：白紙の状態での推薦決定は一般的に差し支えないとされていますが、自治会の会員の中には様々な政党
や候補者を支持する方があり、選挙についての考え方は多種多様です。自治会などが特定の候補者を推
薦することは、個人の政治活動に支障をきたし、投票干渉などで投票の自由が侵害される恐れがあり、
好ましいことではありません。
Ｑ：民生委員、消防団などの非常勤特別職の公務員は選挙運動ができますか？
Ａ：公務員の行う選挙運動は、関係法令により制限されています。民生委員、消防団など非常勤特別職の
公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。「地位を利用する」とは、公務員な
どがその公の地位を利用してという意味で、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運
動にあたり職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

本

人権擁護委員の紹介

問 総務課 本６階
人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日常生活の中で基本的人権が侵される
ことのないよう活動しています。身近な人権問題についての相談や、子どもに向け
た各学校での人権教室、地域の皆さまの人権への関心を高めるための街頭啓発活動
などを行っています。
令和４年１月１日付けをもって、右記の方が委嘱されましたのでお知らせします。

再任

（２３）８７０２

伊東 玲子 氏

（黒羽向町）
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問 健康政策課 本３階
（２３）３１５２

国では、新型コロナワクチンのすべての対象者において、感染予防効果が時間の経過に伴い低下すること、
また、高齢者においては、重症化予防効果についても時間の経過に伴い低下する可能性を示唆する報告がある
ことなどを踏まえ、感染拡大防止および重症化予防の観点から、追加接種（３回目）の機会を提供することにな
りました。
●接種対象者…18 歳以上の２回接種完了者すべて（希望者）
●接種開始時期…２回目接種完了から原則８か月以上（国の方針により前倒しになる場合があります）
※接種券は接種できる時期に合わせて順次発送を開始しています。
※１回目・２回目の接種も継続して行いますので、ご希望の方は市ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン追加接種（３回目）のお知らせ

（２３）３１２９
４階

市内の小・中学生
（小学生は４年生以上）から応募があった 3181 句の作品の中から、優秀作品の一部をご紹介
します。なお、作品の短冊を黒羽芭蕉の館研修室で展示する予定です。

黒羽芭蕉の里子ども俳句大会（結果）

文化振興課

本

○優秀賞

●小学５年生の部
○最優秀賞
ふうりんが風にふかれてしゃべりだす
大田原小 赤羽 光悠

●小学４年生の部
○最優秀賞
自転車で転んで見つけたカブトムシ
羽田小 大野 彩芭
○優秀賞
夏祭りこづかいもらっていそぎあし
黒羽小 吉成 正慶
なか川の流れる水と鮎のむれ
奥沢小 竹内 悠真
夜空見て星を数えた夏休み
市野沢小 瀨尾 こはね
ヒグラシに負けずに練習リコーダー
両郷中央小 生田目 梨央奈
ねぼうした明日こそ早起きせみよりも
西原小 柱松 歩希

○優秀賞

●中学１年生の部
○最優秀賞
蝉の声力みなぎる応援歌
親園中 佐藤 由唯

●小学６年生の部
○最優秀賞
生まれた日植えた記念樹梅実る
大田原小 栗原 航
○優秀賞
水色な心もはじけるラムネかな
宇田川小 立原 琴花
にじむ汗仲間とつかんだ優勝旗
親園小 大金 才夏
水鉄砲本気でねらう父と母
大田原小 大髙 優奈
炎天下肉焼く父のたくましさ
佐良土小 大竹 優斗
弟の笑顔もはじけたスイカ割り
須賀川小 鈴木 美和

○優秀賞

●中学３年生
○最優秀賞
おむすびはシャケねあしたは体育祭
野崎中 齋藤 理心

大田原中 佐川 剛斗
○優秀賞
透きとおる空よりあおいラムネのむ
若草中 韓 理奈
はっしゃはっちゅう
全国へ八射八中目指す夏
黒羽中 齋藤 由奈
指先にとまった小さな赤とんぼ
大田原中 野田 優羽
雪だるま転がすその手はまっかっか
親園中 増渕 萌菜
体温をミンミンゼミが上げていく
金田北中 齋藤 萌夏

●中学２年生の部
○最優秀賞
窓の外不思議と目が合うオニヤンマ

カブトムシおおきなつのがかがやいて
黒羽小 宮崎 龍太
ひぐらしにせかされ歩く帰り道
父の日に笑顔あふれるマイホーム

石川 結唯

最後までエースが投げぬく猛暑かな
若草中 秋元 星七
夢を持つ入道雲のはるか上
若草中 薄井 惇
つづみぐさ
道端の小さきおひさま鼓草
若草中 倭文 美緒
鍵盤に思いを乗せる文化祭
金田南中 木下 陽菜
向日葵や真っすぐ伸びる志
大田原中 石川 美月
市野沢小

ぶどう食べ弟のほほりすのほほ
若草中 深澤 柚咲
夏大根雨のシャワーで顔を出す
黒羽中 大島 佑斗
とうもろこしきらりと光る金のつぶ
大田原中 秋田 茉紘
秋桜に風を残して汽車過ぎる
大田原中 清水 桜羽
ひ な げ し
雛罌粟の咲く道走る帰り道
親園中 吉成 美澪
西原小 分造 航
くつ洗いいつのまにやら水遊び
西原小 小幡 彩花
部活終えくつぬぎすててかき氷
佐良土小 大竹 理富
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県立県北体育館

黒羽庁舎

湯津上庁舎

本庁舎

手作り応援のぼり旗を展示しました
令和４年開催のいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に向けて、選手・監督などの大会関係者を歓迎するため、
市内小中学校の児童・生徒に手作り応援のぼり旗を制作していただきました。今回は、11月に開催された大田原
市産業文化祭およびJTBバドミントンS/JリーグⅡ2021大田原大会（いちご一会とちぎ国体バドミントン競技リ
ハーサル大会）で展示しました。

大田原市産業文化祭

JTBバドミントンS/JリーグⅡ2021大田原大会
（いちご一会とちぎ国体バドミントン競技リハーサル大会）

令和４年度

Ａ

問 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原市実行委員会

２階

（４７）６１００

問 総務課 本６階 （２３）８７０２
〒 324-8641 大田原市本町１- ４- １

会計年度任用職員の募集

会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日～３月31日）を超えない範囲内で任用される非常勤の公務員で
す。市では令和４年度の会計年度任用職員を募集します。
●応募方法…任用を希望される方は、会計年度任用職員の登録が必要です。総務課において会計年度任用職員
の登録と配属希望の取りまとめを行い、希望先の課などにおいて選考（書類審査・面接）を実施します。
※詳細は市ホームページまたは総務課窓口でご確認ください。
※今回の募集にかかわらず、会計年度任用職員の登録は随時受け付けています。
●受付期限…１月21日㊎ ※受付は平日午前８時30分～午後５時15分
●提出書類…会計年度任用職員登録票
※市ホームページまたは総務課窓口で配布します。
●提出場所…総務課
※郵送でも受け付けます。その際は、封筒の表に「会計年度任用職員応募」と朱書きし、
提出書類を郵送してください。受付期間内の消印有効です。

問 情報政策課 本６階 （２３）８７００
jouhou@city.ohtawara.tochigi.jp
「広報おおたわら」に関するご意見・ご要望を伺い、 ●任期…４月１日から１年間（無報酬）
紙面づくりの参考とするため、
「大田原市広報モニ ●応募資格…市内在住の20歳以上の方
ター」
を募集します。
●募集人数…10人

大田原市広報モニター募集

●活動内容…
「広報おおたわら」を読んだ感想や意見・ ●申込方法…２月22日㊋までに、上記へ電話または
要望などを報告書または任意の様式で提出していた
メールで申し込み
だきます。提出にあたっては郵送（切手支給）のほか、 【メール記載事項】
メール、ＦＡＸによる提出も可能です。なお、４月
１日㊎に委嘱状交付式および説明会を行います。

①件名：広報モニター応募
②本文：住所・氏名・電話番号を記載
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