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Ｑなぜ応援の店に
応募したの？

消防団員は、常勤の消防職員とは異なり、火災や大規模災害発生時に
自宅や職場から現場へ駆けつけ、消火や救助活動を行う、非常勤の地方
公務員です。
県では、地域防災の要である消防団員を地域ぐるみで応援するため、
食事の割引きやドリンク一杯無料サービスなどを提供していただける
「おおいた消防団応援の店」の登録を進めています。

問　 消防保安室　☎097－506－3158　 消防保安室　☎097－506－3158

Ｑどんな活動をしているの？
消火活動、救助活動、行方不明者の捜索

のほか、夜警などの広報活動があります。
災害時にすばやく対応できるよう、夏季訓
練では、団員みんなで車両の点検や服装チ
ェックなどを行います。また、１月にある
消防出初式では、放水などの各種訓練を地
域のみなさんに披露し、士気
と練度を高めています。

Ｑ消防団の魅力は？
昔から住んでいる地域の安心・安全を守

れることです。昨年４月に入団したばかり
ですが、地域の方とのつながりをたくさん
持てるようになりました。自分が住む地区
だけだったつながりが広がりました。

Ｑどんな方に入団してほしい？
地域を守りたいと考えている若い方、ま
た女性にも入団してほしいです。先輩から
教わった知識・技術を引き継げるように勉
強することはもちろん、入団してもらえる
ような環境づくりにも取り組みます。

Ｑなぜ応援の店に
 登録したの？
消防団の皆さんの地道な活動を

熊本地震等で拝見しました。微力な
がら応援したいと思い登録しました。

Ｑどんなサービスを
提供しているの？

店内でお食事された消防団
員のお客様にドリンクを１杯
無料で提供しています。

いつも地域を守っていただ
き、ありがとうございます。大変な活動
だと思いますが、スタッフ全員で応援し
ています。 会長・和泉やす子さん

Ｑ将来の目標は？
消防用の機械器具の操作などで技術を競
う「大分県消防操法大会」が２年に１回開
催されます。この大会に出られるよう、日々
精進したいと思います。

加口昌平さん
（豊後高田市在住）

豊後高田市の女性消防団員のみなさん

おおいた消防団応援の店 募集中
～大切な人・まちを守る消防団を地域ぐるみで応援しましょう！～
申請用紙をホームページからダウンロードし、消防保安室あて電子メール (a13560@pref.oita.lg.jp)
またはFax（097－533－0930）でお送りください。

消防団へメッセージ

豊後高田市玉津プラチナ通りにある玉津まちの駅「夢むすび」は、
地元の新鮮な野菜や果物、加工品などの販売や地域農産物を
使った食事を提供しています。

消防団員を地域ぐるみで応援します 県民ひろば県民ひろば❶❶！

◀利用者証を登録店に提示すれば各種サービスが受けられます。　
　のぼりやステッカーのあるお店が目印！

地域で活躍する消防団員にインタビュー

おおいた消防団応援の店にインタビューおおいた消防団応援の店にインタビュー

いずみ こ

か ぐち しょう へい

検索おおいた消防団応援の店
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５月から平成29年度の県職員の募集が始まります。大分県では、「ふるさとのために働きたい！」、「大分県をより
よくしたい！」といった意欲のある若い力を待っています！

ホームページやフェイスブックでは、職
員採用試験に関する情報のほか、県庁の仕
事内容や職員からのメッセージなどを紹介
しています。
また、県庁がどんなことをしているのか
知りたい！ 相談したい！ という場合は、
若手職員が電話、メール、面談によってお
答えする “おけナビ”をご利用ください。

平成29年度 上級試験、
医療免許資格職試験Ⅰについて

申込受付期間／５月８日㈪
～５月26日㈮

第１次試験日／６月25日㈰

※試験区分、採用予定者数、第２次
試験の日程などは３月下旬に県
ホームページでお知らせする予定
です。

大分県職員
採用ガイダンスのお知らせ

日　　程／３月25日㈯
場　　所／県庁舎新館  大会議室
内　　容／平成29年度職員採用

試験の概要説明など
申込期限／３月24日㈮
申込方法／県ホームページから
　　　　　申込

クトークあい県政ふれあ県政ふれ県県政ふ政ふれあいトークあいトーククあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

問 広報広聴課　☎097－506－2096

知事は、下記の地域で県民の皆さんと意見交換を行いました。

月出山まちづくり
委員会の皆さん

農事組合法人
くりばるの皆さん

企業組合戸次
ごんぼの会の皆さん

大分レディース
ハンタークラブの皆さん

道の駅きよかわ
（清川ふるさと物産館夢市場）

の皆さん
しげまさ

子ども食堂の皆さん

問　 人事委員会事務局 ☎097－506－5212　 人事委員会事務局 ☎097－506－5212

これまでに経験した職場
平成20年４月 中津土木事務所（採用）
平成24年４月 国土交通省九州地方整備局河川部へ出向
平成26年４月 土木建築部河川課
平成28年４月 佐伯土木事務所（現在）

県職員を目指した理由
行政の役割である企画立案や計画策定など自ら考え、事

業のマネジメントを通じて社会の役に立つことができればと
思い、志望しました。

現在の仕事内容
地域の方々の生命や財産を守る河川整備、経済活動を支

える港湾施設整備やその維持管理など幅広い業務に携わって
います。

今回は、総合土木職で活躍する
築地祐一郎さん（33歳）を紹介
します。

仕事のやりがい
防災工事が完成した時な

ど成果が現れた時にやりが
いを感じます。特に、住民
の方から「安心して生活で
きる」と感謝の言葉をいた
だいた時は、それまでの苦
労が吹っ飛び、頑張ってよかったと思いました。

今後の目標
技術職なので、専門的な技術力やコミュニケーショ

ン能力の向上を目指していきます。県民の皆さんと同
じ目線を持ちながら、地域のためによりよい仕事が出
来るよう、努力していきたいです。

県職員を目指す皆さんへ
県職員には様々な職種があり、求められることも多
様化しています。時には辛いこともありますが、それ
を忘れさせてくれるようなやりがいや魅力のある職業
だと思います。
周りには優秀な先輩たちがいて、フォローしてくれ

る風通しの良い環境も整っています。ぜひ大分県の職
員として一緒に働きましょう！

県職員にインタビュー

12月21日㈬ １月17日㈫日田市・九重町 大分市・豊後大野市

県民ひろば県民ひろば❷❷ 県職員の募集が始まります　　！

つき じ ゆう いち ろう

樋門改築工事の監督　測量の様子

県政ふれあいトーク　知事通信 検索

検索大分県職員採用情報

大分県職員採用
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九州オルレフェア
九重・やまなみコース
開催日／３月25日㈯
場　所／九重“夢”大吊橋中村側～長者原
※参加申込３月21日㈫まで

■問九重町商工観光・自然環境課
☎0973－76－3150

夜桜お八
～夜桜ライトアップと

イルミネーションと夜景～
開催日／３月下旬～４月上旬
　　　　（桜の開花時期に合わせて開催）
　　　　19時～21時
場　所／八面山野外音楽堂周辺（中津市）
■問中津市三光支所総務課
☎0979－43－2050

2017年  樽開き
開催日／４月８日㈯～９日㈰
場　所／安心院葡萄酒工房（宇佐市）
■問安心院葡萄酒工房
☎0978－34－2210

ザ・キャビンカンパニーは、大分県
出身の阿部健太朗と吉岡紗希による絵
本作家ユニットです。現在、由布市挾
間町にて廃校になった小学校の校舎を
アトリエにし、創作活動を行っています。
第20回日本絵本賞で、読者賞を受賞
した『だいおういかのいかたろう』は、
主人公の「ゆめたくん」が湖で凍りつい
てしまった「いかたろう」を幼稚園の
みんなと一緒に助けようと奮闘するお
話です。巻末には、いかたろう直伝の
「いかたろうのいかダンス」の楽譜が
載っています。

山手線の電車に乗りました。

混雑を避け比較的人の少ない時間帯に乗り、

空いた席に座りました。乗客の多くがスマホ

を覗き込んでいます。

とある駅で、70代後半くらいの女性が乗り込

んできました。普通なら「どうぞ。」と声をかけるとこ

ろですが、背筋が伸び、身なりも整って若々しく「私に席を譲るなどと

言わないで。」というオーラが漂っています。当然のように誰も声をかけ

ません。そう言えば、最近どこかで、席を譲ろうとしたために相手と大

喧嘩になった話を聞いたなあと思い浮かべます。

次の駅で、今度はハンチング帽をかぶった80歳前後とおぼしき男性

が乗り込んできました。足元が少しおぼつかない感じがあります。この

人は、座りたいのだろうか、声をかけたら怒り出すだろうかと迷います。

男性は立ち止まることなく奥の方へ行ってしまいました。ほっとすると

ともに自己嫌悪に陥りました。周りの人は皆無関心に見えましたが、同

じように迷った人もいたでしょう。

「躊躇なくできて、相手に受け入れられる声かけ」、思いやりの気持ち

は当然のこととして、声をかける側、かけられる側の双方に、お互いを

受け入れる寛容さも求められるのではないでしょうか。

おおいたゆかりの図書
電車にて

【企画展 大相撲コレクション展】
大相撲の歴史
を示す江戸時代
の貴重な資料や
郷土が誇る名横
綱、双葉山の資
料など個人が収
集した相撲コレ
クションを紹介
します。

会期／３月３日㈮～５月14日㈰

【企画展 宇佐宮を俯瞰する
―絵図にみる宇佐宮―】

国指定重要文化財「応永の古図」な
ど宇佐宮を描いた絵図により、宇佐宮
やかつて境内にあった弥勒寺の変遷の
様子をうかがいます。

会期／３月24日㈮～５月14日㈰
開館時間／９時～17時
※休館日は毎週月曜日
観覧料／一般　　　　310円
　　　　高・大学生　150円

問大分県立歴史博物館
☎0978－37－2100

第19回
「別府アルゲリッチ音楽祭」
今年の音楽祭の注目は、世界的指揮
者、小澤征爾とマルタ・アルゲリッチの
二大巨匠によるオーケストラ・コンサ
ートと、５年ぶりの復活となる音楽祭オ
リジナル企画のマラソン・コンサートで
す。歴史に残る名演をご堪能ください。

期間／５月６日㈯～26日㈮
場所／ビーコンプラザ（別府市）
しいきアルゲリッチハウス（別府市）
iichiko 総合文化センター（大分市）
※３月５日㈰からチケット販売開始

問（公財）アルゲリッチ芸術振興財団
☎0977－27－2299

『だいおういかのいかたろう』
ザ・キャビンカンパニー／作・絵
鈴木出版　1,200 円【税抜】

み ろく じ

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

だ おう か かた う

市 町 村 の 催 し

雷電（個人所蔵）

ⓒRikimaru HottaⓒRikimaru Hotta

大分県立歴史博物館 検索 別府アルゲリッチ音楽祭 検索
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「ものづくり産業人材確保
奨学金返還支援制度」の
対象企業を募集します！
県では、ものづくり産業の将来を担
う人材の県内就職及び定着を促進する
ため、奨学金等の返還を支援する制度
を創設しました。この
制度の対象となる企業
の募集をしています。

登録基準／
①県内に事業所等を置き、研究開発、
製造技術拠点を有する（予定を含む）
中小製造業

②平成30年、31年、32年の３月に
大学等を卒業する学生を対象に「研
究者」「開発技術者」「製造技術者」
のいずれかの求人を行うことを検
討する企業

③暴力団員又は暴力団と密接な関係
を有しない企業

※詳しくは県ホームページでご確認ください。

応募方法／
ホームページに掲載の
申請書類を提出

■問雇用労働政策課
☎097－506－3340

県 か ら の お 知 ら せ

案 内

自動車をお持ちの皆さんへ !
自動車税は、毎年４月１日現在の自
動車の所有者に課税されます。車を
譲ったり使用していない場合でも、移
転登録や抹消登録を行っていないと引
き続き自動車税が課税されます。手続
きがお済みでない方は、３月までにお
願いします。
また、窓口で納税する手間が省ける
口座振替納税をご利用できます。金融
機関や県税事務所窓口に設置している
専用の申込書でお申し込み下さい。
詳しくは、最寄りの県税事務所まで
お問い合わせください。

問税務課
☎097－506－2382

おおいた青少年総合相談所
ニートやひきこもり、就労など、社
会的自立に困難な悩みを抱える青少年
とその家族を支援するため、相談所を
開設しています。一人で悩まず気軽に
ご利用ください。

受付時間／月曜から土曜の
 ９時30分～17時30分
場　　所／大分市東春日町ソフトパーク内
　　　　　大分ソフィアプラザビル４階
相談内容／
①不登校やひきこもり等悩み全般について
　青少年自立支援センター
　☎097－534－4650

②就労等について
　おおいた地域若者サポートステーション
　☎097－533－2622
③児童養護施設退所者等の
　生活・就業相談について

　児童アフターケアセンターおおいた
　☎097－574－8899

■問私学振興・青少年課
☎097－506－3080

飲んだらのれん
毎月20日は「飲酒運転
根絶県民運動の日」です。
この時期は、送別会や
花見などでお酒を飲む機会が増えます。
二日酔いの状態での運転も飲酒運転に
なり、厳しい罰則があります。
一人ひとりが「飲酒運転は絶対にしな
い・させない・許さない」という強い意
志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

■問生活環境企画課
☎097－506－3062

自閉症に関する講演会
自閉症をはじめとする発達障がいに
ついての講演会を開催します。また、
専門家による個別相談会や作品展示も
行います。
４月２日は「世界自閉症啓発デー｣、
４月２日～８日は「発達障がい啓発週
間」です。この機会に、障がいについ
ての正しい理解を深めましょう。

申込期限／３月21日㈫
申込方法／障害福祉課に電話予約
日　　時／４月２日㈰ 14時～17時
場　　所／大分県社会福祉

介護研修センター（大分市）
講　　師／田中真理 教授

（九州大学 人文社会学部門）

問障害福祉課
☎097－506－2745

巡回特別労働相談会
県では、県内各地を巡回する無料の
労働相談を実施しています。賃金未払
いや突然の解雇など労働問題に関する
トラブルについてお気軽にご相談くだ
さい。

日　時／３月22日㈬
　　　　13時15分～16時45分
　　　　（受付は16時15分まで）

場　所／ホルトホール大分４階
　　　　408会議室（大分市）
対　象／中小企業等の労働者及び使用者
相談方法／①来場
 　②電話 ☎097－532－3040
相談員／弁護士、社会保険労務士、
大分県労政・相談情報センター相談員

問雇用労働政策課
☎097－506－3351

大分県立歴史博物館 ３月の展示
【特集展示 大分大学図書館の逸品】
古文書や絵図、大分県の先哲に関わ
る書状や書籍など、大分大学図書館に
所蔵される貴重な資料を選りすぐって
紹介します。
会期／４月23日㈰まで

募 集

催 し

ものづくり産業人材確保奨学金返還支援制度

検索

10



大分県庁 ☎０９７－５３６－１１１１（代表）
http：//www.pref.oita.jp/

３月・４月号 クイズ＆プレゼント
本紙を参考に●○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかインター
ネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に大分市
の特産品詰め合わせ（2,000円分）をプレゼントします。

問
題

〒870─8501

大分県庁
広報広聴課
３月・４月号
クイズ係行

①クイズの答え
②郵便番号、住所
③氏名　　④年齢
⑤職業
⑥電話番号
⑦興味を持った
　内容・感想
⑧広報紙に対する
　ご意見

【締め切り】
4月30日㈰

応募ページのアドレス
http://www.pref.oita.jp/site/sinzidai/

当日消印有効

当選者の発表は、発送をもっ
てかえさせていただきます。
１月・２月号のクイズの答え
は、Ⓐイシグロイド（またはジェ
ミノイド）、Ⓑアスナビでした。
たくさんのご応募をありがとう
ございました。

▼テレビ
TOS 「ほっとはーとOITA」 土曜日／午前11：30～11：45
OAB 「お！」 日曜日／午後 5：55～ 5：59
OBS 「オオイタコレクション」 月曜日／午後 ６：55～ ６：59

▼インターネット
動画配信サイト 「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
  （http://www.onsenkenoita-ch.com/）
　　　　　　県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

OBS 「くらしのたより」（2分10秒）  月～金曜日／午前 ９：10～
  土曜日／午前 ６：57～、日曜日／午前 ６：55～

OBS 「たんねるけん！」
 毎月 第１・第３土曜日 ／午前10：40～54（14分間）
 翌日曜日 ／午前 ５：30～44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」　（ホワッツニューオオイタ　4分間）
  月～金曜日／午前 ９：00～、土曜日／午前 ９：25～
  日曜日／午前 ８：55～

▼ラジオ

県
政
番
組
ガ
イ
ド

※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。 再生紙を使用しています。

●A集落同士がつながる
●○●○●○●○●○●○・コミュニティ

●B 大分県版●○●○●○●●○●○●●○●○産業

全国有数の「にら」の産地である大分市。今回は、大分市発
祥のメニューである「にら豚」を中国料理 王府の糸永日左志さ
んに教えていただきました。シャキシャキした食感と甘辛い味
付けでご飯が進む一品です。これを目当てに、県内外からたく
さんのお客様が来店するそうです。
大分市では、もっと多くの人においしさを知ってもらおうと

「にら豚ＰＲ大作戦！」を実施しています。

にら豚【大分市】

材　　料（２人分）

にら…100ｇ、キャベツ…100ｇ、豚バラ肉…100ｇ、
サラダ油…適宜、A（砂糖…小さじ３、しょうゆ…大さじ２）、
一味唐辛子…適宜

調理方法

1にらを長さ４㎝、キャベツを幅１㎝、長さ４㎝、豚バラ
肉を２㎝程度に切る。

2中華なべにサラダ油を入れてよく熱し、豚バラ肉を炒める。

3肉に火が通ったら、にら、キャベツ、Aのたれを一度に
加えて強火で炒める。

4お好みで一味唐辛子をかけてできあがり。

レシピ提供：中国料理  王府 ☎097－558－3044

わん ふ

大分市にら豚ＰＲキャラクター
にらブー
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スマートフォンからも
ご覧いただけます♪


