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３月 15 日号
診療所で臨時看護師募集
◆募集職種…臨時看護師・１人
◆応募資格…正看護師有資格者で
パソコンの操作ができる人
◆給与など…本村規定による
労災、
健康、
厚生
◆加入保険…雇用、
◆任用予定期間…４月１日～平成
25年３月31日（正規雇用の可能性有）
◆勤務時間…月～金：午前８時30
分～午後５時30分
◆応募期限…３月26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…国保田野
畑村診療所（☎33-3101）

公社で臨時職員を募集
◆募集職種・人数
①乳製品販売、企画…１人
②乳製品製造…１人
◆応募資格…パソコンの基本操作
（ワード、エクセルなど）がで
きる人、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
労災、
健康、
厚生
◆加入保険…雇用、
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆応募期限…３月28日㈬
※応募状況により期限前でも締
め切る場合があります
◆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）

社協で保育士を募集

社協で臨時職員を募集

◆募集職種…保育士（正職員）
◆募集人数…１人
◆勤務場所…たのはた児童館また
は若桐保育園
◆応 募要件…保育士資格を有し
（３月末までに取得見込者含む）
４月から勤務できる人。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
◆勤務時間…月～土曜日の午前７
時30分～午後６時30分の間の８
時間（時間、休日はシフト制）
◆応募期限…３月23日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）
に保育士資格証明の写しを添え
て提出してください（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…社会福
祉法人田野畑村社会福祉協議
会（〒028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎33-3025）

◆募集職種・人数
①生活支援相談員…１人
②シルバーサポーター…２人
◆勤務内容
①被災者の支援、各種相談、見
守り、サロンの運営支援など
②村内の一人暮らし高齢者世帯
などの見守り、サロンの運営
支援など
◆勤務場所…村社会福祉協議会事
務局
◆応募要件…普通自動車運転免許
を有し、パソコン操作ができる
人
◆給与など…当社規定による
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆応募期限…３月23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…社会福祉
法人田野畑村社会福祉協議会
（〒028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎33-3025）
◆作業内容…シイタケなどの栽培、
収穫、パック詰め作業など
◆募集人数…若干名
◆賃金…時給650円～
ストレッチは誰にでも手軽に取
◆作業時間…午前８時～午後５時
り組める運動。一緒に体を動かし、
（時間は応相談）
冬の運動不足を解消しませんか。
◆応募期限…期限は設けず、随時
◆日時…３月25日㈰
受け付けています
午前９時30分～午後０時30分
◆応募方法…履歴書（写真付き）
を提出してください（郵送可）
。 ◆場所…アズビィ体育館
◆申込期限…３月21日㈬
後日、面接の日時などをお知ら
◆その他…動きやすい服装で参加
せします
してください
◆応募・問い合わせ先…㈱サンマ
◆申し込み・問い合わせ先…教育
ッシュ田野畑（〒028-8404 田
野畑村松前沢54-8 ☎37-3570）
委員会（☎34-2226）

サンマッシュでパート社員募集

ストレッチ・レク教室に参加を

田野畑駅に桜を描きませんか
４月１日に陸中野田―田野畑間
の運行を再開する三陸鉄道。その
再開を祝い、田野畑駅を桜でいっ
ぱいにします。久慈工業高校の生
徒やプロのアーティストと一緒に、
大きなキャンバスに桜の絵を描い
てみませんか？
◆日時…３月24日㈯
午前９時～午後３時
◆場所…田野畑駅
◆その他…ペンキを使用しますの
で、汚れてもいい服装で参加し
てください
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線61）

固定資産税は土地、家屋、償却
資産の評価額から算出します。平
成24年度は３年に１度行う評価替
えの年。３年間の資産評価の変動
を評価額に反映します。評価額は、
４月中旬に届く納税通知書や課税
明細書を確認してください。
◆評価替えの概要
土地…県が公表する地価調査価
格や不動産鑑定価格の７割程
度を基準に決定
家屋…再建築費（仮に今、建築
した場合の建築費）を基準。建
築物価の動向と家屋の経過年
数を反映させて決定。この評価
額は、増改築などがない限り26
年度までの３年間据え置き
◆問 い合わせ先…税務課（☎342112 内線31）

温泉買い物バスの本年度の運
行は３月30日で終了します。皆さ
んのご利用、ありがとうござい
ました。来年度の運行は、現在
検討中です。決まりしだい、本
紙などでお知らせします。
◆問 い合わせ先…政策推進課
（☎34-2111 内線61）

固定資産課税台帳を縦覧

事

３月16日 ㈮ 田野畑小卒業式

国民年金の免除は申請を

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。土地売買や家屋を
取り壊した場合、台帳の内容が訂
正されていないと誤って課税して
しまうことがあります。忘れずに
確認をお願いします。
◆期間…４月２日㈪～５月１日㈫
（土日祝日を除く）
◆時間…午前９時～午後５時
◆場所…役場税務課
◆問 い合わせ先…税務課（☎342112 内線31）

役立ちカレンダー
行

東日本大震災で住宅に被害を受
けた世帯の再建方法に応じて支給
する「被災者生活再建支援金（加
算支援金）
」の申請期限が４年延
長されました。申請方法など詳し
いことは、復興対策室に問い合わ
せてください。
◆対象…大震災で住宅が全壊、大
規模半壊し、基礎支援金を受給
している世帯
◆延長後の申請期限…平成30年４
月10日
◆申請方法…住宅再建の手続きを
した世帯は、
申請書（役場で配布）
に次の書類を添付して提出
①建築・補修…工事請負契約書
②購入…売買契約書（建物）
③賃借…建物賃貸借契約書（公
営住宅を除く）
◆申請・問い合わせ先…復興対策
室（☎34-2111 内線69）

村は、地上デジタル放送受信用
の簡易なチューナーを無償配布し
ます。地デジ放送に未対応のテレ
ビを所有している人が対象。数に
限りがありますので、希望する人
は早めに申し込んでください。
◆申込期限…４月27日㈮
◆配布場所…役場政策推進課
◆その他…チューナーの設置など
は各自で行ってください
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎34-2111 内線63）

24年度は「評価替え」の年

月 日

加算支援金申請期限延長

地デジチューナーを無償配布

大震災で住宅、家財、その他の
財産についておおむね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。免除にな
る対象者や詳細、申請手続きにつ
いては、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…３月30日㈮
◆申請に必要なもの…印鑑
◆申請・問い合わせ先…生活環境
、宮古
課（☎34-2114 内線23）
年金事務所（☎0193-62-1963）

期間：３月16日㈮～４月１日㈰
場

所

小学校体育館

時 間
10：00 ～ 11：30

17日 ㈯ たのはた児童館卒園式

たのはた児童館

21日 ㈬ 乳児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

24日 ㈯ 若桐保育園卒園式

若桐保育園

10：00 ～ 11：00

若桐保育園
（☎37-3577）

26日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

４月１日 ㈰ 三陸鉄道運行再開イベント

田野畑駅

9：00 ～ 10：30

問い合わせ先
田野畑小
（☎34-2050）
たのはた児童館
（☎34-2331）

8：30 ～ 15：00

政策推進課
（内線61）

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

