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 交通事故件数（6月30日現在）
　【総務課】　村内の交通事故件数をお知らせします。

区分

年別

人身事故 物損事故

（件） 死者数（人） 傷者数（人） （件）

6月 累計 6月 累計 6月 累計 6月 累計

平成21年 0 1 0 0 0 2 0 11

平成20年 0 1 0 0 0 1 1 9

増減数 0 0 0 0 0 1 -1 2

● 村からのお知らせ ●

2009

7月 15日号

【保健医療センター】　8月は机学

区の人を対象に特定健診を実施しま

すので、忘れずに受診してください。

◆対象者…国民健康保険加入者で

受診券が届いている人

◆健診日…8月19日 (水 )～24日

(月 )　※土日は除きます

◆受付時間…午前8時30分～10時

◆場所…健診センター

◆申し込み方法…机学区の人は申

し込み不要。それ以外の人は前

日までに申し込み

◆申し込み・問い合わせ先…保健

医療センター（☎33-3102）

特定健診を受診しましょう

【消防田野畑分署】　

◆対象者…平成18年 4月 1日か

ら 19年 3月 31日までの間に、

危険物取扱者免状を取得した

人、または危険物取扱者保安講

習を受講した人（ただし、19・

20年度に危険物取扱者保安講

習を受講した人は除きます）

◆期日…9月 7日（月）

◆時間…

　・給油取扱所従事者

　　　午前9時～正午

　・上記以外の従事者

　　　午後1時30分～4時30分

◆場所…宮古地区広域行政組合消

防本部3階体育室（その他県内

11会場で開催。宮古以外での

受講希望者は、消防田野畑分署

に問い合わせてください）

◆受講料…4,700円

◆申込期限…8月 10日

◆申込書配布・問い合わせ先…

宮古消防署田野畑分署（☎34-

2100）

危険物取扱者の保安講習開催

【総務課】　村は、平成22年度採

用予定の「田野畑村職員」の採用

試験を行います。

◆職種…初級土木（若干名）

　　　　中級保健師（若干名）

◆受験資格…昭和55年 4月 2日

以降に生まれた人。保健師につ

いては資格を有する人（平成

22年 3月 31日までに資格取得

見込者を含む）

◆受付期間…土日を除く8月3日

（月）～18日（火）の午前8時

30分～午後5時

◆受験手続き…申込用紙を提出し

てください。用紙は村役場総務

課で7月27日から配布します

◆申し込み・問い合わせ先…総務

課（☎34-2111　内線11）

村職員の採用試験を行います

【教育委員会】　アズビィ楽習セン

ター図書室では、7月 23日（木）

～8月 23日（日）まで、本の貸

出冊数を 10冊まで増やします。

皆さん、ぜひ利用してください。

◆問い合わせ先…教育委員会（☎

34-2226）

本の貸出冊数を10冊に

無料開放日無料開放日

毎月  1日 は

マレットゴルフ場

【生活福祉課】　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7月28日（火）

までに電話で申し込んでください。

なお、申し込みをした物以外は収

集しませんので注意してください。

◆収集日…8月 1日（土）

◆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が対象

◆申し込み方法…氏名（世帯主）

と地区名、電話番号、粗大ごみ

の種類と数量を申し出てくだ

さい。なお、処理量を超えた場

合は、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

福祉課（☎34-2111　内線23）

粗大ごみを収集します



役立ちカレンダー　 期間：6月19日（金）～7月4日（土）

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

7月21日 火 特定健診（羅賀学区）※24日まで 健診センター 8：30～10：00 保健医療センター

28日 火 乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

25日 土 ヒメボタル観察会 アズビィ楽習セン
ターに集合 19：00～20：45 教育委員会【公開】

31日 金 固定資産税2期・国保税2期納期限 税務会計課（内線31・33）

8月 2日 日 田野畑村長選挙投票日 村内各投票所 7：00～18：00 選挙管理委員会（内線91）

3日 月

胃・大腸がん検診

机防災センター、
浜岩泉農業会館 6：30～ 8：00

保健医療センター

4日 火 沼袋農村環境改善
センター

6：30～ 8：30

5日 水 島越黎明館

6日 木 明戸さかなセン
ター

7日 金 健診センター

役場☎34-2111、教育委員会☎34-2226、診療所☎33-3101、保健医療センター☎33-3102

● その他のお知らせ ●

　岩手県では、東京・大阪・北海

道・名古屋の岩手県事務所に「岩

手県Ｕターンセンター」を設置し、

Ｕターン就職を希望する方の相談

に応じています。また、Ｕターン

就職などを希望する方へ定期的に

県内の求人情報などを提供する「Ｕ

ターン・Ｉターン登録制度」を実

施しています。Ｕターン就職など

を考えている県外在住の家族や友

人へ、Ｕターンセンターの利用や

登録制度への申し込みをお勧めく

ださい。

◆問い合わせ先…岩手県Ｕターン

センター（☎03-3524-8284）ま

たは県庁雇用対策・労働室

　（☎019-629-5592）

Ｕターン就職には登録を

海上自衛隊の掃海艇
「のとじま」一般公開

◆日時…7月 31日（金）　午後
1時～4時

　8月1日（土）　午前9時～11
時 30分・午後1時～4時

◆場所…宮古港出崎埠
ふ

頭
とう

　「ひきこもりがちな若者」の家族を対

象とした教室を開催します。

◆日時…7 月 23 日（木）　午前

10 時～正午

◆場所…宮古保健所（宮古市五

月町 1-20）

◆内容…講義、グループワーク

◆申し込み・問い合わせ先…宮

古保健所（☎ 0193-64-2218)

ひきこもり家族教室を開催

マイマイガの成虫対策を
　昨年、村内で大発生したマイマ

イガ。7月下旬から8月中旬にか

けて、漁港や道路沿いの水銀灯な

どの周りを飛び回りました。村内

の至る所で、大量の死
し

骸
がい

が散乱し

悪臭が立ち込め、皆さんを不快な

気持ちにしました。

　ことしも、幼虫の発生状況など

を見ると、ガの大量発生が予想さ

れます。

　不快な思いをしないため、来年

の発生を防ぐために、次のことに

注意しましょう。

①飛来させない…必要以上の照明

　を消す（オレンジの光には集ま

　りにくい）

②壁や窓に留まらせない…事前に

　壁や窓に殺虫剤や虫よけ剤など

　を吹き付けておく

③早期に殺虫…水をかけても、し

　ばらく飛べなくなるだけです。

　ガ専用の殺虫エアゾール剤など

　が効果的です

　村雇用創造推進協議会では、村

内の雇用推進のために開催する、

研修会の企画運営や取りまとめな

どを行う事業推進員を募集します。

◆募集人数…1人

◆応募要件…パソコン（ワード、エ

クセルなど）操作ができる人で、

普通自動車運転免許を有する人

◆勤務時間…平日の午前8時 30

分～午後5時30分

◆雇用期間…平成24年3月31日まで

◆給与など…月額202,000円以内、

その他通勤・住居手当、各種保険

◆応募期限…7月 31日（金）

◆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…村雇用創

造推進協議会事務局（政策推進

課内　☎34-2111　内線65）

雇用推進の職員を募集します

◆日時…7月 26日 (日 )　午前9

時～正午（※雨天中止）

◆場所…みやこ広域リサイクルセ

ンター（宮古市小山田2-102）

◆問い合わせ先…みやこ広域リサ

イクルセンター（☎0193-63-7753）

フリーマーケットを開催
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