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◆募集職種…保育士（正職員）
◆募集人数…２人
◆勤務内容…若桐保育園での保育
◆勤務場所…若桐保育園
◆応募要件…保育士資格を有し４

　月から勤務できる人。普通自動
　車運転免許を有する人
◆勤務時間…月～土曜日の午前７

　時30分～午後６時 30分の間の
　８時間（時間、休日はシフト制）
◆応募期限…３月 22日㈫
◆応募方法…履歴書（写真付き）、
　保育士証の写しを提出してくだ
　さい（郵送可）。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…村社会福
　祉協議会（〒028-8407田野畑
　村田野畑 120-1　☎ 33-3025）

社協で臨時職員を募集

◆給与など…当会の規定による
◆任用期間…４月１日㈮～平成 29

　年３月 31日㈮
◆応募要件…普通自動車免許を有
　する人
◆応募期限…３月22日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）
　を提出してください（郵送可）。
　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…村社会
　福祉協議会（〒 028-8407田野
　畑村田野畑 120-1☎ 33-3025）

◆募集人数…３人
◆勤務内容…保育補助
◆勤務場所…若桐保育園
◆勤務時間…月～土曜日の午前７

　時30分～午後６時30分の間の
　８時間（時間、休日はシフト制）

◆募集人数…２人
◆勤務内容…一人暮らし高齢者世
　帯などの見守り、サロンの運営
　支援など
◆勤務場所…村社会福祉協議会
◆勤務時間…平日午前８時 30分
　～午後５時 30分

①シルバーサポーター

②保育補助

共通事項

国税専門官採用試験
　仙台国税局では、平成 28年度
国税専門官を募集します。
◆受験資格…①昭和 61年４月
　２日から平成７年４月１日生
　まれの人②平成７年４月２日
　以降生まれの人で、大学を卒
　業した人および平成29年３月
　までに大学を卒業する見込み
　の人または、人事院がそれと
　同等の資格があると認める人
◆受験申込受付期間
　①インターネット…４月１日㈮
　から４月 13日㈬まで
　②郵送または持参…４月１日㈮
　から４月４日㈪まで
◆受験申込方法…受験申込みはイ
　ンターネット（http://www.jin

　ji-shiken.go.jp/juken.html）
　により行う。郵送または持参用
　受験申込書の請求は、最寄りの
　税務署、仙台国税局人事第二課
　または人事院東北事務局へ行う
◆第１次試験日…５月 29日㈰
◆問い合わせ先…仙台国税局人事
　第二課試験研修係（☎ 022-263-

　1111 内線 3236）または宮古税
　務署総務課（☎ 0193-62-1921

　内線 212）

社協で保育士を募集

　４月１日から役場の開庁時間を 15分短縮し「午前８時 30分か
ら午後５時 15分まで」に変更します。これにより、住民票、納税
証明書などの諸証明の発行も「午後５時 15分まで」となります。
　ただし、移行期間として、５月 31日までは今までどおり午後５
時 30分まで対応します。
　なお、死亡届などの戸籍諸届出は、今までどおり、午後５時 15
分以降および閉庁日（土・日・祝日）でも提出することができます。
◆問い合わせ先…田野畑村役場（☎ 34-2111）
　・住民票などの発行などに関すること…生活環境課（内線 25）
　・納税証明書の発行などに関すること…税務会計課（内線 31）
　・開庁時間の変更などに関すること…総務課（内線 11）

役場開庁時間　変更のお知らせ

　体験村・たのはたでは、机浜番
屋群のイベント時の飾り付けなど
に使用するため、使われなくなっ
た大漁旗を募集しています。
　提供できる人は、直接お持ちい
ただくか、受け取りに行きますの
で連絡をお願いします。
◆問い合わせ先…ＮＰＯ法人体験
　村・たのはたネットワーク（田
　野畑村机 142-3 机浜番屋群ふ
　れあい番屋　☎ 37-1211）

体験村で大漁旗を求む

村歯科診療所は予約制で夜間診
療を実施しています。
◆夜間診療日…第２・４水曜日
◆夜間診療時間…午後５時15分
　～８時 15 分
◆予約・問い合わせ先…村歯科
　診療所（☎ 33-3100）



役立ちカレンダー　 期間：３月15日㈫～３月26日㈯　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

３月15日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」
（22 日も開催） アズビィ体育館 17：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線22）

16日㈬ アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」
（23 日も開催） アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

16日㈬ 乳児健診 健診センター 12：30 ～ 15：30 保健福祉課（内線55）

16日㈬ たのはた児童館卒園式 たのはた児童館 ９：00 ～ 10：00 たのはた児童館
（☎34-2331）

18日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
（25 日も開催） アズビィ体育館 19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

18日㈮ 田野畑小学校卒業式 小学校体育館 10：00 ～ 11：30 田野畑小学校
（☎34-2050）

26日㈯ 若桐保育園卒園式 若桐保育園 10：00 ～ 12：00 若桐保育園
（☎37-3577）

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

　就職や退職などによる国民健康保険の加入や脱退は、忘れずに届出を
してください。届出は家族が代理で行うこともできます。

◆問い合わせ先…生活環境課（☎ 34-2114　内線 24）

こんなとき 届出に必要なもの

国保の
加入

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の資格喪失証
明書

家族の健康保険の被扶養者で
なくなったとき

被扶養者の資格喪失証明書

転入したとき 転入前の市区町村の転出証明書

国保の
脱退

職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の保険
証（職場の保険証が未交付の
場合は、加入日等が確認でき
る証明書）

家族の健康保険の被扶養者に
なったとき

転出するとき 国保の保険証

その他 修学のため転出するとき
国保の保険証、在学証明書又
は入学通知書

田野畑・菅窪の土砂災害危険区域について

　村内の土砂災害危険箇所のう
ち、田野畑・菅窪地区の危険箇所
を ｢土砂災害警戒区域｣ ｢土砂災
害特別警戒区域｣ に指定するこ
とについて、地権者や住民の皆さ
んの意見をうかがいます。
　対象地域の地権者や住民の皆さ
んには、照会文書を郵送しますの
で、警戒区域指定についての意見
などがありましたら、役場総務課
にお寄せください。
◆対象地区…田野畑地区と菅窪地
　区の一部
◆意見の提出期限…４月５日㈫
◆問い合わせ先…総務課（☎ 34-

　2111 内線 16）

　固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税（補充）台帳」
を縦覧します。
　土地売買や家屋を取り壊した場
合に、台帳の内容が訂正されてい
ないと、誤って課税されることが
ありますので確認をお願いします。
◆縦覧期間・時間…４月１日㈮～
　５月２日㈪・午前９時～午後５

　時※土、日、祝祭日は除く
◆ 場所…役場 税務会計課
◆ 問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線34）

固定資産税の課税台帳を縦覧

国民健康保険の届出を忘れずに

村マレットゴルフ場
４月９日㈯オープン

警戒区域と特別警戒区域
　土砂災害防止法では、土砂災
害による危害のおそれがある土
地を ｢土砂災害警戒区域」、著
しい危害のおそれがある土地を
｢土砂災害特別警戒区域｣ とし
ています。
　警戒区域の指定は、住民の皆
さんの生命を守ることを目的と
し、危険箇所の周知や避難体制
の整備に生かされます。

　宮古市陸上競技協会では、宮古
地区陸上競技審判講習会を開催し
ます。競技経験の有無は問わず、
初心者でも大歓迎です。
◆日時…３月26日㈯午後１時～４時
◆場所…宮古市民総合体育館スポー
　ツフォーラム棟研修室（宮古市
　小山田二丁目１番１号）
◆対象…陸上競技に興味のある人
◆受講料…1,000円
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
　市陸上競技協会事務局・中島　
　（☎ 080-1698-7391）

宮古地区陸上競技審判講習会

　台湾地震救援金箱を役場など４カ
所に設置したところ 42,382 円の募
金がありました。
　お預かりした救援金は３月 11 日
に日本赤十字社の指定口座へ入金し
ました。ご協力ありがとうございま
した。

台湾地震救援金の報告について


