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11月13日号
田野畑村プレミアム商品券の使用期限は 12月31日㈭まで。
マイナンバー総合案内を開設
マイナンバーについて、通話料
無料のコールセンターが開設しま
した。各種問い合わせは、下記フ
リーダイヤルをご利用ください。
◆相談受付時間…平日は午前９時
30分～午後10時、土日祝日は
午前９時30分～午後５時30分
（12月29日～平成28年１月３日
を除く）
◆日本語…☎ 0120-95-0178
◆外国語
・マイナンバー制度について
☎ 0120-0178-26
・通知カード・個人番号カード
について ☎ 0120-0178-27
※英語以外の外国語は、平日の
午前９時30分～午後８時に受付

介護職再就職支援講座
岩手県社会福祉協議会では、介
護職に従事した経験のある人など
を対象に「介護のしごと・再就職
支援講座」を開催します。
◆ 日 時 …11月28日㈯ 午前10時 ～
午後 12 時 30 分
◆場所…宮古市総合福祉センター
◆内容…介護技術講座、求人状況
や人材センターの利用について
◆対象者…ブランクのある有資格
者、介護職への再就職を希望す
る人など
◆定員…先着 10 人程度
◆参加料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
県福祉人材センター宮古
（☎080-8201-0199 舘洞支援員）

村営住宅の入居者募集
村は、村営住宅
（定住促進住宅）
の入居者を募集します。
◆募集住宅・規模
①羅賀住宅１号
（羅賀 192-120）
木造平屋建 53.4㎡（居室２室、
台所、トイレ、 洗面所、浴室）
◆使用料…月額 7,900 円から
（所
得による）
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※許可日から 30 日以内に納付
◆入居可能日…12 月上旬を予定
◆申込期限…11 月 20 日㈮
◆入居資格…市町村税の滞納がな
いこと、暴力団員でないこと、
村に住民登録できる人
◆収入基準…家賃の支払いが可能
な所得のある人
◆その他…申し込み多数の場合は、
抽選により選考。連帯保証人が
必要です。必要書類などは担
当課に問い合わせてください
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課
（☎34-2113 内線416）

ハローワーク宮古でママを支援
ハローワーク宮古では、子育て
しながら働きたい人のために、マ
ザーズコーナーを設置していま
す。お子様が遊べるスペースも用
意しているので、お子様連れでも
就職相談が可能です。事前の電話
予約も受け付けています。
◆利用時間…平日午前８時 30 分
～午後５時
◆予約・問い合わせ先…ハローワー
ク宮古（☎ 0193-63-8609）

土地立ち入り調査の実施
県では、土砂災害防止法に基づ
き、土石流やがけ崩れなど住民に
被害を及ぼす恐れのある危険区域
を設定するため、急傾斜地や沢な
どの現地調査を実施します。
皆さんの土地に立ち入って調査
することになりますので、ご理解
とご協力をお願いします。なお、
調査員は身分証明書を携帯してい
ます。
◆調査期間…11月15日～平成 28
年３月15日
◆調査箇所…室場地区および、千
丈地区、七滝地区の危険箇所
◆調査会社…㈱三協技術
◆問い合わせ先…岩泉土木セン
ター河川港湾課（☎ 22-3116）

過去の予防接種に関するお知らせ
平成25年３月31日までに、市
町村の助成により、ヒトパピロー
マウイルスワクチン、ヒブワクチ
ン、小児用肺炎球菌ワクチンのい
ずれかを接種した人のうち、接種
後に何らかの症状が生じ、医療機
関を受診した人は、接種との関連
性が認定されると、医療費・医療
手当が支給される場合があります。
心当たりのある人は、具体的な請
求方法等について至急問い合わせ
てください。
◆問い合わせ先…独立行政法人医
薬品医療機器総合機構の救済制
度相談窓口（☎フリーダイヤル
0120-149-931 または☎有料 033506-9411）

田野畑村プレミアム商品券の使用期限は 12月31日㈭まで。
バドミントン交流会開催

６次産業化の取り組みへ補助

被災労働者の労災給付申請

村６次産業化推進協議会では６
労働者が、地震や津波で
「死亡」
次産業化への取り組み経費に対す 「行方不明」
となった場合、遺族は
る補助制度を設けています。興味
労災保険の
「遺族
（補償）
給付」
を受
のある人は問い合せてください。
けることができますが、以下の日
◆対象者…農林漁業者３名以上の
を経過すると請求する権利が消滅
団体または法人
しますのでご注意ください。
◆内容…６次産業化による商品開
◆権利が消滅する日…労働者が死
発などに要する経費への補助
亡した翌日から起算して５年で
◆補助率…１/ ２（上限は50万円）
時効により消滅
◆問い合わせ先…田野畑村６次
◆ケース１…行方不明者の生死が、
３カ月以上分からなかった場合
産業化推進協議会（産業振興
→平成28年６月13日（平成 28
課☎ 34-2111 内線 71）
年６月 11 日が土曜日のため）
◆ケース２…行方不明になった人
NTT 電話帳の発行・回収します
の死亡が、震災発生日から３カ
月以内に明らかになり、かつ、
検察審査会からお知らせ
ＮＴＴ東日本では、12 月中に
その死亡の日付が分からない場
順次、新しい岩手県版の電話帳を
「交通事故や犯罪被害にあった
合→死亡が明らかになった日（身
各ご家庭や事業所へお届けしま
のに、検察官がその事件を裁判に
元が判明した日）から５年
かけてくれない…」そういった時、 す。現在お使いの電話帳は、お届
例：平成 23 年４月１日に身元
けの際に回収しますので配達員に
検察審査会は、そのような検察官
が判明した場合は平成 28 年４
お渡しください。
の善しあしを審査します。
月１日までに請求が必要
◆問い合わせ先…タウンページセ
検察審査員候補者や検察審査員
◆問い合わせ先…宮古労働基準監
ンタ（☎ 34-2114 内線 25）
は、有権者の中から「くじ」で選
督署（☎ 0193-62-6455）
ばれます。
来年度の検察審査員候補者に選
歳末たすけあい演芸会開催 ■問い合わせ先…
ばれた人には 11 月 18 日以降に
村社会福祉協議会（☎33-3025）
◆日時…12 月６日㈰ 午前 10 時～午後 1 時
通知書が届きます。なお、検察審
査員と裁判員候補者は異なります。 ◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人 500 円、小学生以下 200 円
◆問い合わせ先…盛岡検察審査会
◆前売り券…大人400円、
小学生以下150円は、社会福祉協議会で発売中
事務局（☎ 019-622-3391）

村スポーツクラブでは、３回目
となるバドミントン交流会を開催
します。スポーツ交流を目的に、
勝ち負けにこだわらずみんなが楽
しめる雰囲気・内容を考えていま
すので、気軽に参加してください。
◆日時…12月６日㈰ 午前 10 時
～午後１時（予定）
◆会場…アズビィ体育館
◆参加料…200 円（中学生以下は
無料）
◆参加申込締切…12 月２日㈬
◆申込・問い合わせ先…村スポー
ツクラブ（☎ 34-2226)

役立ちカレンダー
月 日

行

事

アズビィ健康スポーツ教室

11月16日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」(30 日も開催 )

期間：11月16日㈪～12月２日㈬
場

所

時 間

問い合わせ先

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

17日㈫ 「ソフトテニス教室」(24 日、12 月１日も開催 )
18日㈬ 乳児健診

アズビィ体育館

17：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線22）

健診センター

12：30 ～ 15：30 保健福祉課
（内線55）

19日㈭ 自分史作り講座ー入門編ー

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線11）

25日㈬ アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

27日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」

アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

アズビィ健康スポーツ教室

30日㈪

国民健康保険税第６期納期限

税務会計課
（内線31）

介護保険料第６期・後期高齢者医療保険料第５期納期限

生活環境課
（内線21）

12月１日㈫ 冬の交通事故防止県民運動キャンペーン
２日㈬

道の駅たのはた

14：00 ～ 15：00 総務課
（内線17）

特設人権相談

役場第一会議室

10：00 ～ 15：00 生活環境課
（内線24）

乳がん・子宮がん検診

アズビィホール

９：30 ～ 10：30 保健福祉課
（内線55）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 歯科診療所☎33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

