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● 村からのお知らせ ●

2009

10月 15日号

【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 10 月 27 日㈫
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…10月 31日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、

羅賀、島越、切牛、真木沢
◆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
【政策推進課】　村は、観光施設の
草刈りなどの環境整備を行う作業
員を募集します。
◆募集職種…環境整備作業員
◆募集人数…２人
◆作業場所…村内の観光地など
◆応募要件…次のすべてに該当す

る人

　①村内に住所がある人
　②自家用車で移動ができる人
　③草刈機を所持し、操作できる人
◆作業期間…10月 26日～ 11月 30

日（期間内で 30日間を予定）
◆作業時間…午前８時～午後５時
◆賃金…村の規定による
◆応募方法…履歴書（写真付き）

を提出してください
◆応募期限…10月 22日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…政策

推進課（☎ 34-2111　内線 62）

観光施設環境整備作業員を募集

「地デジ」 普代田野畑局
～10月30日開局～

　現在は試験電波が流されてい
ます。 地デジ対応のテレビやチュ
ーナーなどを持っている人は、ぜ
ひお試しください。

【地域整備課】　平成 21年度村営建設工事の入札執行予定をお知らせします。入札および契約方法は指名競争入札で
す（№２のみ公募指名競争入札）。詳しいことは、地域整備課（☎ 34-2111　内線 53）に問い合わせてください。

№ 工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札執行
予定時期

１ 基幹作業道開設工事 千　足地
内

ほ
か 約５カ月 土木工事 作業道　L=3,500㍍ 第３四半期

２ 平井賀漁港地域水産物供給基盤整備２号工事 羅　賀地
内 約５カ月 土木工事 沖防波堤　L=(24.5)㍍ 第３四半期

３ 平井賀漁港地域水産物供給基盤整備３号工事 羅　賀地
内 約３カ月 土木工事 沖防波堤　L=(8.5)㍍ 第４四半期

４ 村道和野平井賀線改良舗装工事 和　野地
内 約５カ月 土木工事 改良舗装工事　L=120㍍ 第３四半期

５ 村営住宅改修工事 菅　窪地
内 約３カ月 建築工事 住宅　３棟 第３四半期

６ 浜岩泉専用水道浄水場濁度計設置工事 浜岩泉地
内 約２カ月 機械工事 濁度計　１基 第３四半期

７ 村道甲地２号線改良舗装工事 甲　地地
内 約４カ月 土木工事 改良舗装工事　L=194㍍ 第３四半期

８ 村道ハイペ線擁壁補強工事 和　野地
内 約３カ月 土木工事 擁壁補強　１式 第３四半期

９ 防火水槽整備工事 和　野地
内 約３カ月 土木工事 防火水槽　１基 第３四半期

10 田野畑小学校グラウンド等整備工事 田野畑地
内 約５カ月 土木工事 グラウンド整備　１式 第３四半期

11 浄水場濁度計設置工事 北　山地
内

ほ
か 約２カ月 機械工事 濁度計　２基 第３四半期

12 集落排水処理施設中継ポンプ改修工事 島　越地
内 約５カ月 機械工事 ポンプ　６基 第３四半期

13 田野畑中学校グラウンド整備２号工事 松前沢地
内 約３カ月 土木工事 グラウンド整備　１式 第４四半期

14 村道田野畑平井賀線改良舗装工事 田野畑地
内 約４カ月 土木工事 改良舗装　１式 第３四半期

15 携帯電話鉄塔・通信設備工事 猿　山地
内

ほ
か 約４カ月 通信設備ほ

か 鉄塔　５基ほ
か 第３四半期

平 成 2 1 年 度 村 営 建 設 工 事 の 入 札 執 行 予 定 を 公 表 し ま す

【教育委員会】　アズビィ楽習セン
ター図書室の利用時間を午前８時
30分から午後５時 30分までに変
更します。また、小学生以下の子
どもにも視聴覚資料（ビデオなど）
を貸し出すことにしました。
　10月 20日から 11月 15日までは、
特別貸し出しとして、本の貸出冊
数を 10冊に増やしますので、ぜひ
利用してください。
◆問い合わせ先…教育委員会（☎

34-2226）

図書室の利用時間が変わります



役立ちカレンダー　 期間：10 月 18 日㈰～ 11 月７日㈯
月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

10月 18 日 日 村駅伝競走大会 村内 8：45～12：00 教育委員会【公開】

25 日 日 秋の一斉清掃 各行政区 6：30～  8：30 生活福祉課（内線 23）

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

31 日 土

児童・生徒ステージ発表会 田野畑小学校 9：15～12：30 教育委員会【公開】

村民文化展（～ 11 月３日まで） アズビィ楽習センター 9：00～18：00 教育委員会【公開】

わくわく映画会 アズビィホール 14：00～15：30 教育委員会【公開】

11月１日 日 わくわく映画会 アズビィホール 14：00～15：30 教育委員会【公開】

２日 月
村県民税３期・国保税５期納期限 税務会計課（内線 31・33）

介護保険料５期納期限 生活福祉課（内線 27）

７日 土 第 12 回岩泉・田野畑地域安全大会 アズビィホール 13：30～15：30 総務課（内線 12）【公開】

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 ●
　社会福祉法人山栄会では、沼袋地区に設置（４月開所予定）する特別養
護老人ホームの職員を募集します。
◆募集職種・人数・給与…
　①看護師（准看護師）　３人　174,000～ 216,000円

　②介護職員（ヘルパー２級以上）　12人　134,000～ 179,500円

　　※就業後の資格取得も可

　③生活相談員（社会福祉主事以上）　１人　157,000～179,500円

　④介護支援専門員（ケアマネジャー）　１人　180,900～206,000円

　⑤栄養士　１人　157,000～179,000円

　⑥事務（総務・経理全般）１人　153,000～176,000円

◆応募要件…村内就業を希望する人で、介護の仕事に関心や意欲のある人。
来春学校を卒業予定の人など

◆勤務場所…田野畑村奥地地内（特別養護老人ホーム「リアス倶楽部」）
◆手当…法人規定による各種手当
◆採用時期…平成 22年１月（来春学校を卒業予定の人を除き１～３月まで

は県内などでの研修。４月以降に正規雇用）
◆応募方法…履歴書（写真付き）を郵送してください。後日、面接の時間

や場所をお知らせします
◆応募期限…11月 13日㈮
◆応募・問い合わせ先…社会福祉法人山栄会
　（〒 385-0026　長野県佐久市常田字東池下 77-1　☎ 0267-67-7654）

山栄会で特別養護老人ホームの職員を募集します

　三陸鉄道開業 25 周年記念「秋
のさんてつ祭り」を開催します。
◆日時…11月１日㈰
　　　　午前９時 50分～午後３時
◆場所…三陸鉄道久慈駅前ほか
◆内容…オープニングセレモニー、

車両へ応援メッセージを描こう、
列車司令センター見学、鉄道部
品掘り出し市、全国鉄道むすめ
サミットなど

◆問い合わせ先…三陸鉄道㈱北リア
ス線運行本部（☎ 0194-52-3411）

秋のさんてつ祭りを開催

サンマッシュで社員募集
　㈱サンマッシュ田野畑では、菌
床シイタケ栽培施設での就労を希
望する社員を募集します。
◆募集人数・採用予定時期…
　社員　　若干名   平成 22年1月
　パート社員   ５人  平成 22年2月
　パート社員  10人  平成 22年 6月
◆応募要件…菌床シイタケ栽培に

関心、熱意のある人
◆勤務場所…松前沢地内（旧丸石

商事田野畑工場跡）
◆給与など…会社の規定による
◆応募方法…履歴書（写真付き）を

郵送してください。後日、面接の
時間などをお知らせします

◆応募期限…社員は 10月 30日㈮
　※パート社員は随時受け付けます
◆応募・問い合わせ先…㈱北研　

馬頭工場（〒 324-0602　栃木
県那須郡那珂川町大山田下郷
1296-4　☎ 0287-93-6565 担当：

笠井）、または本社（☎ 0282-82-

3418 担当：大島）、役場政策推
進課（☎ 34-2111　内線 65）

　岩手アライ㈱では、事業の拡張
に伴い、内職者を募集します。
◆募集人数…若干名
◆応募要件…自分で通勤できる人
◆勤務場所…田野畑村内の共同作

業場所（場所未定）
◆業務内容…製品仕上げ、検査作業など
◆給与など…当社の規定による
◆応募方法…電話で申し込み
◆応募期限…10月 30日㈮
◆応募・問い合わせ先…岩手アライ

㈱総務課  担当：工藤（☎28-2332）

岩手アライで内職者募集

◆日時…10月 25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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