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　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62）

「空き屋バンク」に登録を

◆ 対象者…県特定不妊治療費助成
事業の助成を受けた夫婦

◆ 対象治療…県指定の医療機関で
受けた体外受精と顕微授精

◆ 助成額…夫婦１組１年度あたり
15 万円を限度

◆助成期間…夫婦１組通算５年
◆ 申請方法…県助成の交付決定通

知書と交付決定指令書が届い
てから１カ月以内に申請

◆必要書類…
　①特定不妊治療に係る領収書
　 ②住民票　③県助成の交付決定

通知書と交付決定指令書
◆ 申し込み・問い合わせ先…生活

福祉課（☎ 34-2114　内線 25）

不妊治療費を助成します
　村は、行政情報を公開していま
す。手続方法など詳しい内容は問
い合わせてください。
◆ 21 年度の開示状況…
　・開示の請求件数　４件
　・開示決定等件数　４件
　・異 議 申 立 件 数　０件
◆ 問い合わせ先…総務課（☎ 34-

2111　内線11）

行政情報を公開します

　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 25 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 29 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（☎ 34-2114　内線21）

粗大ごみを収集します

アズビィ楽習センター図書室
は５月 22 日㈯～６月 20 日㈰
まで、本の貸し出し冊数を 10
冊までに増冊します。
◆ 問い合わせ先…社会教育課
　（☎ 34-2226）

本の貸出冊数を 10 冊に

　地上アナログ放送は

平成23年７月24日
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（☎ 0570-07-0101）

● その他のお知らせ ●
公社で臨時職員を募集

　㈳田野畑村産業開発公社では、
臨時職員を募集します。
◆職種…物産販売、配送出荷
◆募集人数…若干名

◆ 応募資格…普通自動車運転免許
を有する人

◆ 給与など…当社規定による
◆ 加入保険…雇用、労災、健康、
　厚生
◆ 勤務時間…午前８時 30 分～午

後５時 30 分
◆応募期限…５月 25 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…㈳田野畑
　村産業開発公社（〒028-8401

　田野畑村尾肝要 39-1☎ 34-2080）

　これまでの「児童手当制度」に
代わり「子ども手当制度」が始ま
りました。これまでは、小学６年
生までの子どもを養育している人
が対象でしたが、中学生を養育し
ている人も対象になります。
　現在児童手当を受給していて、
中学１年生までの子どもだけを養
育している人は、新たな手続きは
必要ありません。手続きが必要な
のは、中学２・３年生の子どもを
養育している人です。
　該当者には申請案内を送付して
いますので、申請書を生活福祉課
に提出してください。手続きをし
ないと受給できない場合がありま
すので、忘れずに申請しましょう。
◆申請期限…９月 30 日㈭
◆ 申請・問い合わせ先…生活福祉

課（☎ 34-2114　内線23）

子ども手当手続き忘れずに



歯の衛生フェスを開催
◆日時…６月６日㈰
　　　　午前９時～午後１時　
◆ 場所…マリンコープドラ・２階催

事場（宮古市小山田 2-2-1）
◆ その他…６月４日㈮～11日㈮は、

宮古・下閉伊地区の小中学生が
作成した虫歯予防ポスターを展
示します

◆ 問い合わせ先…宮古歯科医師会

（☎ 0193-71-2255）

～県税のお知らせ～

自動車税の納期限は

５月31日㈪です
◆問い合わせ先…宮古地域振興セ
　ンター県税室（☎ 0193-64-2212）

役立ちカレンダー　 期間：５月19日㈬～５月30日㈰

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

５月19日 ㈬ 乳児健診 健診センター 13：00～15：30 健康推進課

22日 ㈯
たのはたっ子わんぱくランド
「サクラソウ観察会」

農村環境改善センター
集合

10：00～13：00 社会教育課

23日 ㈰ 村消防団大演習 田野畑小校庭ほか  8：00～11：45 消防田野畑分署（☎34-2100）

24日 ㈪ 定期健康相談 保健センター 10：00～11：30 健康推進課

29日 ㈯
ウオーキング教室 アズビィ体育館 10：00～12：00 社会教育課

たのはた・おもてなし観光シンポジウム ホテル羅賀荘 13：30～16：00 政策推進課（内線66）

30日 ㈰ 田野畑小運動会 田野畑小校庭  9：00～14：45 田野畑小（☎34-2050）

役場☎34-2111 ／総務学校教育課・社会教育課☎34-2226／診療所☎33-3101／健康推進課☎33-3102

警察官の採用試験を実施
　岩手県警察官Ａの採用試験を行
います。
◆採用予定人数…男 29、女４

◆採用予定日…平成 23 年４月１日
◆ 受験資格…昭和 52 年４月２日以

降に生まれた人で、大学（短大を
除く）を卒業または平成 23 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 11 日㈰  ※盛岡市
◆ 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）

いわて就職面接会を開催
　ふるさといわて定住財団では、
県内就職を希望する学生などを対
象に、就職面接会を開催します。
◆日時…６月３日㈭
　　　　午後１時～５時　
◆ 場所…岩手産業文化センター
　 アピオ（滝沢村滝沢字砂込 389-

20）
◆ 対象…平成 23 年３月卒業予定

の大学院、大学、短大、高専、
専門・専修学生、既卒者および
一般求職者

◆ 参加企業…県内に事業所などを
有する企業　約 80 社

◆ 内容…参加企業との個別面談、
ジョブカフェいわてによる就
職相談、福祉関係就職相談など

◆ 問い合わせ先…㈶ふるさといわ

て定住財団（☎ 019-653-8976）

農業実践塾の受講生募集
◆期間…５月 25 日㈫～ 10 月下旬
　　　　※原則として毎週火曜日
◆内容…
　① 農業者農地での農作業実習や

見学（10回程度 9:00～12:00）
　② 研修農地での野菜栽培実習
　　（20回程度 13:00～16:00）
　③農業の基礎的な講義（数回）
◆受講料…無料　
　※栽培実習用の種苗代、保険料は実費負担
◆申込期限…５月 19 日㈬
◆ 申し込み・問い合わせ先…宮古

農業改良普及センター（☎ 0193-

64-2220）

羅賀荘で正・臨時職員を募集
　ホテル羅賀荘では、正職員と臨
時職員を募集します。
●正職員　※ただし試用期間あり

　接客係（宴会場の運営・管理など）

◆ 勤務時間…シフト勤務
　① 6:30～14:30　② 8:30～16:45

　③ 14:00～22:00

●臨時職員
　接客係（宴会場での配膳・給仕・接客など）

◆ 雇用期間…平成 23 年３月 31 日
まで（更新する場合もあります）

◆勤務時間…シフト勤務
　① 6:30～14:30　② 8:30～16:45

　③ 14:00～22:00

　調理補助（料理の盛りつけなど）

◆ 雇用期間…平成 23 年３月 31 日
まで（更新する場合もあります）

◆勤務時間…シフト勤務
　① 5:30～13:45　② 8:30～16:45

　③ 9:30～17:45

　客室清掃係（客室・風呂掃除・客室セットなど）

◆ 雇用期間…平成 23年１月６日まで
◆勤務時間…8:30～16:45

　応募方法など（正職員・臨時職員共通）

◆ 応募資格…マイカー通勤のでき
る人

◆給与など…当社の規定による
◆応募期限…５月 25 日㈫
◆ 応募方法…履歴書（写真付き）
　 とハローワークの紹介状を提出

してください。書類選考のうえ
面接日を連絡します

◆ 応募・問い合わせ先…㈱陸中た

のはた（〒028-8403　田野畑村

羅賀60-1　☎33-2611）


