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３月14日号
諮問会議の委員を公募します
村は、村政の政策過程を村の皆
さんと共有し、村民主体の村政運
営を進めるため「政策提言諮問会
議」を設置します。広く皆さんの
意見を伺うため、委員を一般公募
しますので、応募をお願いします。
◆募集人数…若干名
◆任期…２年間
◆応募資格…村民
◆応募方法…電話で応募してくだ
さい
◆応募期限…３月31日㈪
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課（☎34-2111 内線60）

グループホームつくえ社員募集
介護職または事務員
◆募集人数…２人（契約社員）
※正社員登用制度あり
◆必要資格…普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
◆給 与…時給800円（正社員転換
後は月給13万円）
◆各種手当…夜勤、通勤、資格手
当
介護支援専門員
◆募集人数…１人（正職員）
◆必要資格…普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
、介護支援専門員
◆給与…給与、待遇は要相談
◆各種手当…通勤、資格手当
共通事項
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生、退職共済
◆勤務時間…当社の規定による
◆応募方法…電話で応募してくだ
さい。面接は随時対応します
◆応募・問い合わせ先…中城興産
㈱（☎33-3500 担当：柳、関口）

育英奨学資金ご利用ください
村は、向学心に燃える生徒・学
生で経済的な理由により進学が難
しい人に、育英奨学資金を無利子
で貸し付けています。申請方法、
貸付金額や返済方法など詳しい内
容は問い合わせてください。
◆対象要件…次の➊～➍の全てに
該当する人で、高校、短大、大学、
大学院などの在学者（新年度在
学予定者を含む）
➊村に住所があり、３カ月以上
居住している人の子弟
➋人物や学業が優れていて健康
な人
➌経済的な理由で就学が困難と
認められる人
➍在学または最終出身学校長か
ら奨学生の推薦を受けてい
る人
※他団体の奨学金貸し付けを受
ける人は対象外
◆申込期限…３月31日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226）

固定資産課税台帳を縦覧
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。
◆縦覧期間…４月１日㈫～30日㈬
（土日祝日を除く）
◆時間…午前９時～午後５時
◆場所…役場税務会計課
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線34）

村営住宅の入居者を募集
村は、次のとおり村営住宅（公
営）の入居者を募集しています。
◆募集住宅
❶菅窪団地（2-2号・菅窪211-11）
❷菅窪団地（2-6号・菅窪211-12）
◆規模…平屋一戸建32.4㎡
（居室２室、台所、トイレ、浴室）
※浴室には浴槽やボイラーは付
いていません。設置と管理は
入居者にしていただきます
◆使用料…月額3,000円～
※入居者の所得により決定
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※許可日から10日以内に納付
◆入居可能日…４月下旬頃
◆申込期限…３月31日㈪
◆入居資格…住宅に困っていて、
村内に住所か勤務先がある人
で同居する親族がいる人（単身
不可。高齢者などは単身可）
◆収入基準…毎月の所得合計額か
ら、配偶者・扶養者などの控除
分を除いた額が15万８千円以下
◆その他…申し込み多数の場合は
住宅困窮度により選考。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47）

週間求人情報のご利用を
新しい人材を求める企業が増え
ています。就職を考えている人は、
ハローワークの週間求人情報を利
用してください。
◆求人情報設置場所…田野畑村役
場、田野畑村保健センター
◆問い合わせ先…宮古公共職業安
定所（☎0193-63-8609）

４月６日㈰
三陸鉄道が全線で運転再開
大震災で大きな被害を受けた三陸鉄道。島越地区で進め
られていた復旧工事も完了し、４月６日に全線で運転が再
開されます。
その日は、
運行再開を祝って記念列車が運行されますので、
村の皆さんも駅や沿線での歓迎・お出迎えをお願いします。
◆記念列車時刻
①久慈 8:05 → 田野畑 8:52 → 島越 8:56 → 宮古
（この列車には、沿線各市町村長などが乗車予定）
②久慈 11:15 → 田野畑 12:10 → 島越 12:40 → 宮古
（この列車には、あまちゃんでおなじみ、大吉駅長・杉

本哲太さん、吉田副駅長・荒川良々さんが乗車予定）
③宮古 11:32 → 島越 12:11 → 田野畑 12:15 → 久慈
（この列車には、赤十字広報特使で女優の藤原紀香さん、

三陸鉄道の復旧に支援をいただいたクウェート国の在
日大使、大臣、県知事などが乗車予定）
◆歓迎方法…駅や沿線で列車に向かい手、小旗や大漁旗を
振るなど。小旗は役場で準備します。ホームや線路など
列車が通過しますので、十分注意してください
◆問い合わせ先…政策推進課（☎34-2111 内線61）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

３月15日 ㈯ たのはた児童館卒園式
17日 ㈪

19日 ㈬

し尿くみ取り料金を改定
消費税増税に伴い、し尿くみ取
り料金を４月１日に改定します。
◆改定内容…現行料金に消費税増
税分を加算します
❶180㍑まで
現 1,128円→○
新 1,161円
○
❷180㍑を越える場合、18㍑ま
たは端数ごとに加算
現 112円80銭→○
新 116円10銭
○
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
、生活
政組合（☎0193-64-2011）
環境課（☎34-2114 内線21）

犬・猫の引き取りは保健所へ
宮古保健所ではこれまで、定期
的な「犬・猫」の引き取りを田野
畑村役場を会場に行っていました。
４月１日からは、宮古保健所での
引き取りに変更します。やむを得
ない理由により引き取りを依頼す
る場合は、宮古保健所に連絡して
ください。
◆引き取り手数料
❶生後90日以下…400円
❷生後91日以上…2,000円
◆問い合わせ先…宮古保健所（☎
0193-64-2218）
期間：３月15日㈯～３月28日㈮

場

所

時 間

たのはた児童館
（☎34-2331）

たのはた児童館

9：00 ～ 11：00

アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」

19：30 ～ 21：00

教育委員会

乳児健診

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バドミントン教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会

田野畑小卒業式

小学校体育館

10：00 ～ 11：30

田野畑小
（☎34-2050）

あすからのくらし相談会

保健センター

10：00 ～ 12：00

保健福祉課

若桐保育園

10：00 ～ 11：00

若桐保育園
（☎37-3577）

健診センター

20日 ㈭

21日 ㈮ 若桐保育園卒園式
22日 ㈯ 診療所休診
24日 ㈪ 巡回健康相談
28日 ㈮

問い合わせ先

診療所
西和野自治会館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィ体育館
「フットサル教室」

19：00 ～ 21：00

教育委員会

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

