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● 臨時職員など募集 ●
　東日本大震災により仕事を失っ
た人などを対象に、村内の震災復
興を支援する作業員を募集します。

　  村漁業協同組合
◆ 作業内容…被災した漁網や養殖

施設などの復旧作業
◆募集人数…45人
◆賃金…日額7,000円
◆作業期間…６月中旬～３カ月間
◆応募期限…５月31日㈫
◆ 応募・問い合わせ先…村漁業協

同組合（仮事務所　☎34-2811）

　  村森林組合
◆作業内容…森林の保全作業
◆募集人数…８人
◆賃金…日額6,500円～
◆ 作業期間…６月１日㈬～11月30

日㈬
◆応募期限…５月25日㈬

◆ 作業内容…道路のり面部の支障
木除去作業など

◆募集人数…５人
◆賃金…日額6,500円
◆作業期間…６月上旬～４カ月間
◆応募期限…５月31日㈫

◆ 応募・問い合わせ先…村森林組
合（☎33-2811）

　  村シルバー人材センター
◆ 作業内容…自然遊歩道の修繕、

国立公園内の草刈りなど
◆募集人数…８人
◆賃金…日額5,500円
◆ 作業期間…６月１日㈬～11月30

日㈬
◆応募期限…５月25日㈬

◆ 作業内容…マレットゴルフ場の
環境整備

◆募集人数…31人
◆賃金…日額5,500円
◆ 作業期間…６月１日㈬～平成24

年３月31日
◆応募期限…５月25日㈬

◆ 作業内容…道路側溝の泥上げ、
ガードレールの清掃など

◆募集人数…４人
◆賃金…日額6,000円
◆作業期間…６月上旬～４カ月間
◆応募期限…５月31日㈫

◆ 応募・問い合わせ先…村シル
バー人材センター（村保健セン
ター内　☎33-3102）

　  共通事項

◆ 応募方法…役場窓口や各応募先
に備え付けの履歴書に必要事
項を記入し、それぞれの応募先
に提出してください。後日、面

　接の日時などをお知らせします
◆ 問い合わせ先…政策推進課（☎

34-2111　内線63）

　  サンマッシュ田野畑
◆ 作業内容…シイタケの栽培、収

穫、パック詰め作業など
◆募集人数…２人
◆賃金…時給650円
◆作業時間…午前８時～午後５時
◆ 作業期間…６月１日㈬～平成24

年２月29日㈬
◆応募期限…５月25日㈬
◆ 応募・問い合わせ先…㈱サン

マッシュ田野畑（☎37-3570）

◆採用予定日…平成24年４月１日
◆ 受験資格…昭和53年４月２日以

降に生まれた人で、大学（短大
を除く）を卒業または24 年３

月31 日までに卒業見込みの人
◆申込期限…５月31日㈫
◆ 1 次試験…７月10日㈰
◆ 問い合わせ先…県人事委員会
（☎019-629-6241）、県警察本部
警務課人事係（☎019-653-0110）

警察官Ａ採用試験を実施
　岩手労働局では、就職支援の出
張相談会を開催します。
◆ 日時…５月17日㈫
　　　　午前11時～午後２時

◆ 場所…アズビィ体育館
◆ 内容…ハローワークへの来所が

困難な人の求職受理や相談、雇
用保険や求人情報の提供など

◆ 問い合わせ先…岩手労働局職業
安定課（☎019-604-3004）

就職支援相談会を開催
被災地への住宅建築
自粛をお願いします
　津波によって被災した
場所は危険です。被災地
には住宅を建築しないよ
う、協力をお願いします。
◆ 問い合わせ先…復興対策

本部（☎34-2111 内線64）



役立ちカレンダー　 期間：５月18日㈬～31日㈫

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

５月18日 ㈬ 乳児健診 健診センター 113：00～15：30 保健福祉課

29日 ㈰ 田野畑小学校運動会 田野畑小グラウンド 1 8：50～15：00 田野畑小（☎34-2050）

31日 ㈫ 軽自動車税納期限 税務課（内線32）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 保健福祉課☎33-3102

　下記地区を対象に、粗大ごみの
収集を行います。申し込みのあっ
た家庭を巡回しますので、希望す
る人は５月24日㈫までに電話で申
し込んでください。なお、申し込
まれた物以外は収集しませんので
注意してください。
◆収集日…５月28日㈯
◆ 対象地区…田野畑、西和野、和

野、菅窪、七滝、板橋、沼袋、
甲地、田代、巣合、尾肝要、萩牛、
千丈、浜岩泉、大芦、猿山

◆ 収集する物…自転車、チャイル
ドシートなど、指定のごみ袋に
入らない大きさの物

◆ 申し込み方法…氏名（世帯主）
と地区名、電話番号、粗大ごみ
の種類と数量を、生活環境課に
電話で申し込んでください。な
お、処理量を超えたときは、期
限前でも早めに締め切る場合
があります

◆ 申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎34-2114　内線21）

粗大ごみを収集します

● その他のお知らせ ●

　東日本大震災の影響で三陸鉄道
の運行が不能になりました。これ
によって使用できなくなった定期
乗車券と回数乗車券の払い戻しを
行います。乗車券を持参して、払
い戻しを受けてください。
◆ 払戻期間…５月16日㈪～31日㈫
◆払戻場所・時間…
　・宮古駅　7:50～ 18:20

　・久慈駅　7:30～ 18:20

　・野田駅　7:10～ 18:00

　・小本駅　7:00～ 17:15

◆ 払戻対象…有効期限が３月11日
以降の定期乗車券と回数乗車
券で、同日以降使用しなかった
もの

◆ 問い合わせ先…三陸鉄道㈱（☎
0193-62-8900）

三鉄乗車券の払い戻し

携帯電話の開局が延期
　村と携帯電話事業者が共同で進
めてきた携帯電話基地局の整備。
６月下旬の開局を目指してケーブ
ル接続などの工事が進められてい
ましたが、このたびの大震災の影
響で開局が延期になりました。皆
さんには不便をお掛けしますが、
理解をお願いします。開局予定日
などが決定したら、広報などでお
知らせします。
◆開局予定…
　 ・ ＮＴＴドコモ（室場、七滝、千
　　丈、細沢・三沢）→７月中旬
　・ au（猿山、室場、七滝、千丈）
　　→未定
◆ 問い合わせ先…政策推進課（☎

34-2111　内線63）

●震災関係のお知らせ●

被災地の拾得物の確認を
　被災地での財布や金庫、カード
などの拾得物のうち、所有者が判
明したものは、随時皆さんにお返
ししています。所有者が判明でき
ないものは、岩泉警察署に保管し
てありますので、心当たりの人は
早めに岩泉警察署を確認してくだ
さい。
◆ 問い合わせ先…岩泉警察署（☎
31-0110）

軽自動車税を非課税に
　東日本大震災で滅失・損壊した
軽自動車などの所有者で、３月中
に廃車手続きができなかった人は、
平成23年度軽自動車税の課税除外
申請が必要です。申請をしないと
軽自動車税が課税されますので、
忘れずに税務課で申請してくださ
い。この申請をした場合でも、廃
車手続きをしないと来年度以降は
税金が課税されます。忘れずに廃
車手続きもしてください。
　また、滅失・損壊した自動車、
軽自動車に代わる軽自動車を取得
した場合など、平成23～25年度の
軽自動車税を非課税にします。非
課税措置を受けるためには手続き
が必要です。詳しい内容や手続き
方法などは税務課に問い合わせて
ください。
◆対象となる取得…
　・自動車、軽自動車→軽自動車
　・二輪バイク→二輪バイク
　・ 小型特殊自動車→小型特殊自動車
◆ 問い合わせ先…税務課（☎34-

2112　内線32）
　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。土地の売買や
家屋の取り壊したがあった場合、
台帳の内容が訂正されていないと
誤って課税することがありますの
で、確認をお願いします。
◆ 縦覧期間…５月31日㈫まで
　　　　　　（※土日を除く）
◆時間…午前９時～午後５時

◆ 場所…役場税務課
◆ 問い合わせ先…税務課（☎34-

2112　内線31）

課税台帳を縦覧中です


