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７月 15 日号
● 村職員などの募集 ●

●震災関係のお知らせ●

村職員採用試験を実施

国民年金保険料の免除

平成24年度採用予定の「田野畑
村職員」の採用試験を実施します。
◆職種…初級事務（若干名）
◆受験資格…昭和52年４月２日以
降に生まれた人
（学歴性別不問）
◆受付期間…８月１日㈪～18日㈭
の午前８時30分～午後５時（た
だし土日を除きます）
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は７月22日㈮
から役場総務課で配布します。
郵送での請求は、あて先を明記
した返信用封筒（Ａ４サイズ、
120円切手を貼付）を同封の上、
封筒の表面に「試験案内請求」
と朱書きして送ってください。
郵便請求は８月12日㈮到着分ま
で受け付けます
◆申し込み・問い合わせ先…総務
（☎34-2111 内線11）
課

資料館の臨時職員を募集
◆職種・人数…臨時職員・１人
◆応募資格…パソコン操作の可能
な人
◆勤務内容…❶三閉伊一揆や歴史
文化の調査、整理の補助❷展示
室の整理❸来館者対応❹庶務
◆雇用期限…平成24年３月31日
◆勤務時間…火～金曜日の午前９
時～午後４時
◆応募期限…７月22日㈮午後５時
◆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
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226、☎33-2210）

大震災で住宅、家財、その他の
財産におおむね２分の１以上の損
害を受けた人は、本人からの申し
出によって国民年金保険料が全額
免除になります。対象者や詳細、
申請手続きは、役場生活環境課ま
たは宮古年金事務所に問い合わせ
てください。
◆申請期限…７月29日㈮
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線23）
、宮古年金事
務所（☎0193-62-1963）

土地取引情報の提供を
大震災からの復興を円滑に進め
るためには、土地の高値を見込ん
だ買い占めなど、不当な土地取引
を防止し、適正な地価水準を保つ
ことが必要です。土地取引につい
ての悩み事や不当な土地取引情報
を持っている人は、政策推進課に
連絡をお願いします。
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線63）

母子健康手帳を再発行
津波で流失した母子健康手帳を
再発行します。特に乳幼児、
小・中・
高校生は、予防接種時に手帳が必
要になりますので、早めに再発行
を受けてください。すでに再発行
を受けた人で「ハイハイができた
時期」など、成長発達記録の追記
を希望する人も連絡してください。
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

受診には免除証明書が必要
大震災で被害を受けた人は、医
療保険の窓口負担の支払いが免除
されていました。７月１日以降は、
免除証明書を提示しなければ免除
を受けることができませんので注
意してください。
◆対象…国民健康保険と後期高齢
者医療制度の被保険者で下記
に該当する人
❶住宅が半壊以上の被害❷主た
る生計維持者が業務を廃止・休
止・失職し、現在収入がない
※該当する人で、これまで窓口負担
を支払っていた人は、返還を受け
ることができます。逆に該当しな
い人が猶予されていた場合は、返
還の必要があります

◆申請方法…
❶手続き不要（村から証明書を
郵送済みです）
❷役場生活環境課に必要書類を
持参して手続き（必要書類は
問い合わせてください）
◆免除期間…平成24年２月29日㈬
※入院時の食事療養費と生活療養費
は平成23年８月31日㈬まで

◆その他…社会保険や共済保険な
どの人は、それぞれの保険者に
問い合わせてください
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線21）

被災地への住宅建築
自粛をお願いします
津波で被災した場所は危険で
す。被災地には住宅を建築しな
いよう、協力をお願いします。
◆問い合わせ先…復興対策室（☎
34-2111 内線64）

学生などにアパートを提供

村民バスを売り払います

粗大ごみを収集します

大震災で被災した人で、子ども
が今後の学生生活を維持する人や
就学する予定の人を対象に、特別
奨学生のためのアパートを提供し
ます。
（男子学生）
◆最寄り駅…東急田園調布線駒沢
大学駅
◆場所…駒沢大学駅から徒歩10分
◆部 屋…和室
（６畳）
、台所
（４畳
半）
、風呂、トイレ
※冷蔵庫、クーラー付き
◆部屋数…３部屋
◆使用料…１カ月２万５千円（電
気・水道料金含み）
◆その他…保証人など、詳しい内
容は問い合わせてください
◆申し込み・問い合わせ先…岩見
具行（☎33-3057）

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26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…７月30日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢
※仮設住宅の各団地も含みます
◆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
環境課
（☎34-2114）

● その他のお知らせ ●

村営住宅の入居者を募集
◆募集住宅…大芦団地１階Ａ号
（４世帯集合住宅）
◆住所…大芦21
◆規模…55.89㎡（洋室１室、和室
１室、居間兼台所、ユニットバス）
◆使用料…月額４万５千円
◆敷金…月額使用料の３カ月分

納税期限を忘れずに
８月１日は村県民税と国保税１
期の納期限です。期限を守り、
忘れずに納めてください。

◆入居可能日…８月１日㈪
◆申込期限…７月25日㈪
◆入居資格…住宅に困っていて、
村内に住所、勤務先を有する人
◆その他…申し込み多数の場合は、
住宅困窮度によって選考
◆申し込み・問い合わせ先…地域
整備課（☎34-2113 内線51）

◆日時…７月26日㈫
午後１時30分～
◆場所…保健センター
◆内容…精神的な健康に関する悩
みを持つ本人や家族
◆申込期限…７月25日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎ 0193-64-2218）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

暑さを笑いで吹き飛ばせ
落語家の三遊亭歌之介師匠が笑
いを届けにやって来ます。落語を
楽しんで、夏の暑さを吹き飛ばし
ましょう。ぜひご来場ください。
◆期日…８月３日㈬
◆場所・時間…❶高校団地集会所・
午後５時30分～❷中学校団地集
会所・午後７時～
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線61）

労働局が出張相談会開催

精神保健相談会を開催

※入居許可日から10日以内に納付

村民バスを一般競争入札で売却
します。
◆入札物件…１台
①車種：日野レインボー
②形状：中型バス52人乗り
③排気量：7410kw
④年式：平成５年
◆入札方法…入札参加希望者は、
７月29日㈮までに政策推進課に
連絡し、
「売払仕様書」を受領
してください
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線61）

◆日時…７月21日、28日㈭
午前11時～午後２時
◆場所…アズビィホール、仮設住
宅中学校団地の集会所
◆内容…雇用保険の失業給付、求
職受理や相談、雇用保険や求人
情報の提供など
◆問い合わせ先…岩手労働局職業
安定課（☎019-604-3004）
期間：７月16日㈯～８月１日㈪

場

所

時 間

７月16日 ㈯ 診療所休診

問い合わせ先
診療所

20日 ㈬ 乳児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

26日 ㈫ 精神保健相談

保健センター

13：30 ～ 15：00

宮古保健所
（☎0193-64-2218）

村県民税１期・国保税１期納期限
８月１日 ㈪

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料１期・
生活環境課
（内線21・22）
介護保険料２期納期限
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 保健福祉課☎33-3102

