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　村シルバー人材センターでは、
次のとおり会員を募集します。
◆�就業内容…草刈および道路清掃
など
◆募集人数…15人
◆応募資格…60歳以上の人
◆配分金…当センター規定による
◆就業期間…４月下旬～平成28年
　３月
◆応募期限…４月28日㈫
◆�応募方法…電話で申し込んでく
ださい
◆�応募・問い合わせ先…村シル
バー人材センター（☎33-2816）

シルバー人材センターで会員募集
　村森林組合では、次のとおり作
業員を募集します。
◆�作業内容…道路のり面部の支障
木除去作業など
◆募集人数…６人
◆賃金…日額6,500円
◆作業期間…５月下旬～12月
◆応募期限…５月15日㈮
◆�応募方法…履歴書を提出してく
ださい。後日、面接の日時など
をお知らせします
◆応募・問い合わせ先…村森林組
　合（☎33-2811）

森林組合で作業員を募集

　東日本大震災の被害を受けたこ
とにより、新しく住宅を建築しよ
うとする人が、やむを得ず農地に
建築する場合などは、農振除外と
農地転用許可が必要です。
　手続きやその後の住宅建築など
を円滑に進めるため、申出期限を
設けて受け付けています。
　農地への住宅建築予定がある人
は、早めの相談、申し出を心掛け
てください。
◆�受付期限…①５月29日㈮②８月
31日㈪③10月30日㈮④平成28年
２月29日㈪
◆�その他…申し出状況により期限
を変更する場合があります
◆�申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111　内線74）

農振除外の申し出を受付中

◆日時…５月 22日㈮午前 11時
　～午後１時（受付は午前11時
　30分まで）
◆場所…宮古市総合福祉センター
　（宮古市小山田２-９-20）
◆申込期限…５月 11日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
　福祉課（☎ 33-3102）

義肢などの巡回相談開催

　児童扶養手当制度は、次の条
件に当てはまる18歳到達の年度
末までにある児童を扶養してい
る父母などに対し支給されます。
　受給には申請が必要です。手
当は申請を受け付けた月の翌月
分から支給されます。
◆対象となる児童の例
①父と母が婚姻を解消した児童
②父または母が亡くなった児童
③父母のどちらかが一定の障害
　の状態にある児童　
◆支給月額…児童１人42,000円、
　２人目は5,000円加算、３人目
　以上は１人につき3,000円加
　算されます。前年所得が一定
　額以上の場合、１人の支給額
　が 41,990円～ 9,910円に減
　額されます
◆支給制限…前年所得が一定額
　以上の場合、手当の一部また
　は全部が支給停止となること
　があります。また児童または
　父母が公的年金を受給してい
　る場合、公的年金の月額が児
　童扶養手当の月額を上回る場
　合、手当は受けられません　
◆問い合わせ先…生活環境課　
　（☎ 34-2114 内線 23）

対象者は児童扶養手当の申請を

すまい給付金の問い合わせ窓口が変更になりました
　「すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和す
るために国土交通省が創設した制度です。
　消費税引き上げ後に住宅を取得した人で給付金を受けていない人は給
付対象になる可能性があるので下記まで問い合わせてください。
◆問い合わせ窓口…すまい給付金事務局（☎ 0570-064-186）

◆職種・人数…事務(臨時)・１人
◆応募要件…普通自動車運転免許
　を有する人
◆給与…当組合の規定による
◆勤務時間…午前８時 30分～午
　後５時
◆加入保険…雇用、労災、健康、
　厚生
◆応募期限…期限は設けず、随
　時受け付けています
◆応募方法…履歴書（写真付き）
　を提出してください。後日、面
　接の日時などをお知らせします
◆応募・問い合わせ先…田野畑
　村漁業協同組合（〒028-8403田
　野畑村羅賀18-２ ☎33-2311）

漁協で臨時職員を募集

鯉のぼりを譲ってください
思惟大橋コミュニティ公園で使
用する「鯉のぼり」を募集して
います。譲っていただける人が
ありましたら下記まで連絡をお
願いします。
◆問い合わせ先…建設第一課 

　（☎ 34-2111　内線 39）



役立ちカレンダー　 期間：４月17日㈮～４月30日㈭　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

４月17日㈮

アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
（毎週金曜日開催） アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会�(内線22）

交通安全・防犯教室 田野畑小学校 ９：30～12：00 総務課（内線67）

20日㈪

アズビィ健康スポーツ教室「卓球教室」
（毎週月曜日開催） アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

アズビィ健康スポーツ教室「ソフトバレー教室」
（毎週月曜日開催） アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

22日㈬ アズビィ健康スポーツ教室
「バトミントン教室」 アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

23日㈭ 交通安全・防犯教室 若桐保育園 10：00～11：00 総務課（内線67）

24日㈮
巡回健康相談 北山地区総合センター 10：00～11：30 保健福祉課（内線55）

交通安全・防犯教室 たのはた児童館 ９：30～10：30 総務課（内線67）

26日㈰ 春の一斉清掃 各地区 ６：00～��８：00 生活環境課（内線22）

30日㈭ 固定資産税１期、軽自動車税　納期限 税務会計課（内線34、31）
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

　岩手県では、県立病院の薬剤師
などの職員採用試験を行います。
◆試験区分・職種…【区分Ａ】薬
　剤師、診療放射線技師、臨床検
　査技師、作業療法士、言語聴覚士、
　管理栄養士、助産師、看護師
　【区分Ｂ】助産師、看護師
◆勤務地…【区分Ａ】全県立病院
　【区分Ｂ】被災沿岸地域の県立病院
◆受験資格…【区分Ａ】受験職種
　の免許などを有する 37歳未満
　の人。【区分Ｂ】助産師免許ま
　たは看護師免許を取得してから、
　４月末日現在、同職として業務
　に通算して３年以上従事した経
　験があり40歳未満の人
◆第１次試験日…５月31日㈰
◆試験会場…盛岡・東京
◆申込期限…５月15日㈮
◆その他…詳しくは県医療局ホー
　ムページをご覧ください
◆問い合わせ先…岩手県医療局職
　員課（☎ 019-629-6322）

県立病院職員採用試験について
　教育委員会は、村民でつくる
サークルの学習活動を支援してい
ます。支援の内容は、活動費（講
師謝礼金）の一部を助成するほか、
アズビィ楽習センターや体育館な
どの施設使用料の半額を免除しま
す。「趣味の輪を広げたい」「みん
なでスポーツを楽しみたい」とい
う皆さん、仲間を集めてサークル
を作ってみませんか。
◆対象…会員が５名以上で、年間
　３回以上活動するサークルなど 

◆支援内容
　①講師謝礼金の助成（年間２万
　円以内）
　②教育委員会施設の使用料を半
　額免除 

◆応募期限 

　①５月 11日㈪
　②通年 

◆応募・問い合わせ先…教育委員
　会社会教育班（☎ 34-2226） 

村民のサークル活動に助成金
　岩手県と（公社）岩手県看護協
会では「看護の日」健康フェアを
開催します。
◆日時…５月９日㈯午前 11時
　～午後３時
◆場所…アイーナ（いわて県民
　情報交流センター）
◆催事…７階アイーナホールで
　は血管年齢、骨密度、　基礎代
　謝量などの測定や健康や栄養、
　介護に関する相談の受付を実施。
　４階県民プラザでは、乳がん
　触診体験、お口の元気度検査、
　女性なんでも相談、看護進学
　相談などを開催します
◆その他…来場者に記念グッズ
　を配布します
◆問い合わせ先…（公社）岩手県
　看護協会（☎ 019-663-5206）

「看護の日」健康フェア開催

◆無料開放日…４月22日㈬、 ５月13日㈬、６月10日㈬
　７月８日㈬、８月19日㈬、９月９日㈬、10月14日㈬、
　11月11日㈬、12月９日㈬
◆無料開放時間…午前９時～午後６時
◆用具の貸し出し…無料
◆問い合わせ先…村マレットゴルフ場（☎ 33-2816） 

村マレットゴルフ場を無料開放

　県と岩手弁護士会では、多重
債務に関する弁護士無料相談会
を開催します。
◆日時…４月 23日㈭午前 10時
　～午後３時
◆場所…久慈市・久慈広域消費
　生活センター（久慈市役所内）
◆その他…事前に予約が必要です
◆予約・問い合わせ先…久慈市・
　久慈広域消費生活センター（☎
　0194-54-8004）

多重債務の弁護士相談開催

４月 11 日から
　 好評営業中！

2016 希望郷いわ
て国体のマレット
ゴルフ競技は本村
で行われます


