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３月 16 日号
● 村からのお知らせ ●

「空き屋バンク」に登録を

課税台帳を縦覧します

【政策推進課】 住居として使用し
ていない家屋などのうち、賃貸借
や売買が可能な物件の情報をお寄
せください。寄せられた情報は
「空
き屋バンク」に登録し、移住・定
住希望者などへ紹介するために利
用させていただきます。
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎ 34-2111 内線 64）

【税務会計課】 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…４月１日㈭～ 30 日㈮
◆縦覧時間…午前９時～午後５時
（※土日祝日を除く） 【政策推進課】 村は、住民と行政
◆縦覧場所…役場税務会計課
との協働による地域づくりと自立
◆問い合わせ先…税務会計課
した住民自治活動をさらに推進す
（☎ 34-2111 内線 31）
るため、住民の主体的な地域づく
りと具体的な取り組み方策や行政
への政策提言などを協議する「協
働による地域づくり推進委員会」
【生活福祉課】 やむを得ない理由
を設置しています。この委員会の
で高校の授業料を滞納している低
一般公募枠委員を次のとおり募集
所得世帯に、教育支援金を無利子
します。
で貸し出します。また、学校諸会
◆応募資格…村内に在住する 20
費（納付金）については、緊急小
歳以上の人
口資金・助け合い資金（いずれも
◆募集人数…若干名
無利子）で対応できますので、併
◆募集期間…４月１日㈭～ 15 日㈭
せて相談ください。
◆応募方法…電話で応募してくだ
◆申込期限…３月 31 日㈬
さい
◆申し込み・問い合わせ先…生活
◆応募・問い合わせ先…政策推進
福祉課（☎ 34-2111 内線 22）
課（☎ 34-2111 内線 61）

「協働」推進する委員募集

教育支援金を貸し出し

地上アナログ放送は

平成 23 年７月 24 日

免許返納者の運賃半額に
三陸鉄道では、65 歳以上で自
動車運転免許を返納した人を対象
に「運転免許返納シルバー割引制
度」を導入します。
◆実施時期…平成 22 年４月～
◆対象者…自動車運転免許を自主
返納し、運転経歴証明書の発行
を受けた 65 歳以上の人
◆割引率…50％
◆対象切符…普通乗車券と通勤定
期乗車券（回数券は非該当）
◆割引方法…警察署（公安委員会）
で発行する運転経歴証明書を切
符等購入時に提示してください
◆問い合わせ先…三陸鉄道株式会
社（☎ 0193-62-8900）

税務署電話が音声案内に
所得税や消費税など、国税に関
する相談は「電話相談センター」
でお答えします。下記の相談電話
番号をダイヤルし、音声案内「１」
を選択してください。
（税務署へ
の相談は「２」を選択）
面接による相談は、あらかじめ
日時などの予約が必要です。
◆相談電話番号…☎ 0193-62-1921

交通事故件数（２月 28 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

に終了します
◆問い合わせ先…政策推進課
（☎ 34-2111 内線 63）
、ま
たはデジサポ岩手（☎ 057007-0101）

● その他のお知らせ ●

人身事故

物損事故
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1
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サンマッシュで従業員募集

体験村たのはたで職員募集

㈱サンマッシュ田野畑では、シ
イタケ菌床ブロック製造施設など
での就労を希望する従業員を募集
します。
◆募集人数・採用予定時期…
従業員 １人 平成 22 年４月
◆応募要件…シイタケ菌床ブロック
製造などに関心、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）
を郵送または持参してください。
後日、面接の日時などをお知ら
せします
◆応募期限…３月 23 日㈫ 正午
◆応募・問い合わせ先…㈱サンマッ
シュ田野畑（〒 028-8407 田野
畑村田野畑 143-1 役場政策推
進課内 ☎ 34-2111 内線 61）

民泊受け入れ家庭を募集
体験村・たのはたネットワーク
では、子どもの「生きる力」をは
ぐくむ体験や経験の場を提供する
取り組みを進め、修学旅行生など
の民泊（ホームステイ）を受け入
れていただける家庭を募集してい
ます。子どもたちとの交流を通じ
て、元気な地域づくりや郷土の魅
力発信をしていきましょう。
◆受け入れ内容…受け入れは年２
回程度で、各回とも子ども３～
４人ぐらい。日中の作業体験が
できない家庭は、宿泊だけの受
け入れでも構いません
◆申し込み・問い合わせ先…ＮＰ
Ｏ法人 体験村・たのはたネッ
トワーク（☎ 37-1211）

ＮＰＯ法人体験村・たのはた
ネットワークでは、村内での体験
ガイドや観光案内に従事する職員
を募集します。
◆募集職種・人数…
①研修臨時職員 １人
②臨時職員
１人
◆勤務内容…
①観光ガイドや観光業就業へ向
けた研修と実践業務
②体験プログラムや観光施設へ
の観光客の案内
◆応募要件…60 歳未満で観光や自
然体験活動などに興味のある人。
普通自動車運転免許を有する人
◆勤務時間…午前８時 30 分～午後
５時 30 分 ※休日はシフト制
◆就業期間…
① 22 年４月～ 23 年３月
（１年間）
② 22 年４月～ 11 月（８カ月間）
◆給与など…当法人の規定による
◆応募方法…履歴書（写真付き）
を郵送または持参してください。
後日、面接の日時などをお知ら
せします
◆応募期限…３月 26 日㈮
◆応募・問い合わせ先…ＮＰＯ法
人体験村・たのはたネットワー
ク（ 〒 028-8402 田 野 畑 村 北
山 129-10 北山崎ビジターセン
ター内 ☎ 37-1211）

４月６日㈫、小学生のバ
ス通学がスタートします
バス停付近を車で走行す
るときなど、子どもの動
きに気を付けましょう

役立ちカレンダー
月 日
３月 20 日 ㈯
21 日 ㈰
23 日 ㈫
４月６日 ㈫

行
事
島越小閉校式・思い出を語る会
机小閉校式・思い出を語る会
羅賀小閉校式・思い出を語る会
田野畑小閉校式・思い出を語る会
乳児健診
田野畑小開校式
春の交通安全キャンペーン

職業相談コーナー開設中
ハローワーク宮古では、田野畑・
岩泉の皆さんを対象に、地域職業
相談コーナーを開設しています。
◆日時…毎月第２・４火曜日
午前 10 時 30 分～午後３時
◆場所…岩泉町役場分庁舎
◆内容…①職業相談、②雇用情報
の提供など
◆問い合わせ先…ハローワーク宮
古（☎ 0193-63-8609）

予備自衛官補を募集中
◆種目…予備自衛官補（一般・技
能）
◆受験資格…
①一般：18 歳以上 34 歳未満の
男女
②技能：18 歳以上 53 歳未満の
男女（一部 55 歳未満）
◆受付期間…４月 13 日㈫まで
◆試験日…４月中旬
◆試験会場…陸上自衛隊岩手駐屯
地（滝沢村）
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所（☎ 0193-63-3881）

HIV・肝炎検査ができます
◆実施日…３月 23 日㈫
◆受付時間…
ＨＩＶ・肝炎…午前９時～ 10 時
骨髄バンク…午前 10 時～ 11 時
◆場所…宮古保健所（宮古市五月
町 1-20）
◆その他…前日までに予約してく
ださい。検査や相談は匿名で受
け受けることができます
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎ 0193-64-2218）
期間：３月 20 日㈯～４月６日㈫

場
所
同校体育館・羅賀荘
同校体育館
同校体育館
同校体育館
健診センター
田野畑小
道の駅たのはた

時 間
10：00 ～ 15：30
13：30 ～ 17：30
10：00 ～ 15：00
12：10 ～ 15：30
13：00 ～ 15：30
10：00 ～
16：00 ～ 17：00

問い合わせ先
島越小（☎ 33-2215）
机小（☎ 33-2622）
羅賀小（☎ 33-2761）
田野畑小（☎ 34-2050）
保健医療センター
教育委員会
総務課（内線 12）

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

