2014

６月15日号
発掘作業員を募集

森林組合で作業員を募集

裁判所一般職員採用試験の実施

教育委員会では、村内遺跡発掘
作業員を募集します。
◆調査予定期間…７月中旬～10月
◆作業場所…和野および年呂部
◆作業内容…発掘調査（野外作業
で農作業程度の労働）
◆募集人数…４～５人程度
◆募集要件…18歳～69歳までの
健康な男女
◆作業時間…月曜日は午後１時～
４時
（３時間）、
火～金曜日は午
前９時～午後４時
（６時間）
◆作業賃金…月曜日 3,330 円
火～金曜日 6,660 円
◆受付期限…６月 27 日㈮
◆申し込み・お問い合わせ先…田
野畑村民俗資料館（☎・ＦＡＸ
33-2210 Ｅメール：ikki@vill.
tanohata.iwate.jp ）平日午
前９時～午後５時の受付（ＦＡ
Ｘ・Ｅメールは 24 時間受付）

村森林組合では、次のとおり作
業員を募集します。
◆作業内容…道路のり面部の支障
木除去作業など
◆募集人数…５人
◆賃金…日額6,500円
◆作業期間…６月下旬～12月
◆応募期限…６月25日㈬
◆応募方法…履歴書を提出してく
ださい。後日、面接の日時など
をお知らせします
◆その他…高所作業車技能講習修
了者を歓迎します
◆応募・問い合わせ先…村森林組
合（☎33-2811）

最高裁判所では、裁判所職員採
用一般職試験
（高卒者試験）
を実施
します。
◆対象職種…裁判所の一般事務を
行う裁判所事務官
◆採用予定人員…若干名（仙台高
等裁判所の管轄区域内 )
◆受験資格…４月１日において、
高等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算して
２年を経過していない人および
平成27年３月31日までに高等学
校たまは中等教育学校を卒業す
る見込みの人
◆一次試験日…９月14日㈰
◆試験地…盛岡市
◆受験申込受付期間…７月15日㈫
～24日㈭
◆問い合わせ…盛岡地方裁判所事
務局総務課人事第一係（☎019622-3352）

起業補助金の説明会を開催
（一社）さんりく未来推進セン
ターでは県沿岸 12 市町村に拠点
を置いて起業したい個人・グルー
プを対象に起業促進補助金の事業
説明会を行います。
◆事業名…平成 26 年度岩手県さ
んりく未来産業起業促進事業
◆補助率…補助対象経費の６分の
５以内
◆補助金額…上限 200 万円
◆説明会…７月９日㈬午後６時～
さんりく未来推進センター宮古
支部（宮古市本町１-51）
◆問い合わせ…一般社団法人さん
りく未来推進センター
（☎019601-2468）

支障木だ
転んじゃっ
た。迷惑かけ
るから切って
くれ～

◆住宅の新築再建を支援します◆
震災で被災した住宅を新築や改
修する場合、次のような補助を受
けることができます。
なお、助成期間は平成 30 年度ま
でです。
詳しい内容は、担当課に問い合
わせてください。
◆新築・購入した場合
①バリアフリー化
床面積 75㎡未満…40 万円
75㎡～ 120㎡未満…60 万円
120㎡以上…90 万円
②県産材を使用した場合
使用料 10㎥以上…20 万円
20㎥以上…30 万円
30㎥以上…40 万円
◆補修・改修した場合

経費の 2 分の 1 を補助
下記①と②の組合わせ、②複数
の組み合わせも可能
①補修…上限 30 万円
②改修
耐震化…上限 60 万円
バリアフリー…上限 60 万円
県産材使用…上限 20 万円
◆宅地の復旧
被災した宅地の法面保護、排
水施設設置、地盤の補強・整地、
擁壁の設置・補強などをする場
合、その経費の 2 分の 1 を補助。
1 宅地当たり上限 200 万円、下限
10 万円
◆申し込み・問い合わせ先…復興
対策課（☎ 34 － 2111 内線 68）

巡回児童相談を開催します

無料労働相談会を開催

宮古児童相談所による巡回児童
相談を開催します。希望する人は
電話で申し込んでください。
◆日時…７月８日㈫
午前10時～午後３時
◆場所…保健センター
◆申込期限…６月25日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3012 内線55）

岩手県労働委員会では、労働者
と事業主との間の様々な問題につ
いて、弁護士などが無料で相談に
応じる相談会を開催します。
◆日時…６月29日㈰ 午後１時～
４時（受付は午後３時まで）
◆場所…久慈地区合同庁舎（久慈
市八日町１－１）
◆問い合わせ…県労働委員会事務
局（☎ 019-629-6276）

広報の縮刷版を好評販売中
広報たのはた縮刷版の第２～４
集を販売しています。
◆内容
第２集…203号～300号
（昭和59年11月～平成５年４月）
第３集…301号～400号
（平成５年５月～12年６月）
第４集…401号～500号
（平成12年７月～20年10月）
◆販売金額…各5,000円
◆販売場所…役場政策推進課
◆問い合わせ先…政策推進課
（☎
34-2111 内線64）

戦没者遺児による慰霊事業について
日本遺族会では、
「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」
の参加者
を募集しています。
この事業は、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児を対象に、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰
霊追悼を行うとともに、同地域住
民と友好親善を図ることを目的と
して開催されます。
費用は参加費として９万円。日
程等の詳細は日本遺族会まで問い
合わせてください。
◆問い合わせ先…日本遺族会事
務局（☎03-3261-5521）

商業統計調査へご協力を
７月１日を調査期日として、す
べての事業所や企業を対象に経済
センサス - 基礎調査および商業統
計調査が行われます。６月下旬か
ら調査員が事業所へ伺いますので
協力をお願いします。
◆問い合わせ先…総務課（☎ 342111 内線 13）

～トンネルを 抜けると霧の ヤマセ郷～

フリーマーケットを開催します
宮古地区広域行政組合では、
管内
住民の皆さんを対象に下記の日程
でフリーマーケットを開催します。
◆日時…６月29日㈰ ※雨天決行
午前９時～正午
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
ンター（宮古市小山田２-102）
◆問い合わせ先…みやこ広域リ
サイクルセンター（☎0193-647111）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

期間：６月16日㈪～30日㈪
場

所

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」
巡回健康相談
浜岩泉地区農業会館
17日 ㈫
家庭教育学級
「子供の食事・栄養指導」
アズビィホール
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」
18日 ㈬
アズビィ絵画教室（毎週水曜日）
アズビィ楽習センター

６月16日 ㈪

19日 ㈭ あすからのくらし相談会

保健センター

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」
21日 ㈯ 診療所休診日
20日 ㈮

22日 ㈰ 北山崎シャクナゲ祭り
27日 ㈮
30日 ㈪

北山崎園地内

アズビィ健康スポーツ教室（隔週金曜日）
アズビィホール
「ヨガ教室」
村県民税１期・国民健康保険税１期納期限
介護保険料１期納期限

時 間

問い合わせ先

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
10：00 ～ 11：30 保健福祉課（内線52）
9：00 ～ 10：30 教育委員会 (内線22）
20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
13：30 ～ 15：30 教育委員会 (内線22）
13：00 ～ 15：00 保健福祉課（内線50）
19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

10：00 ～

体験村たのはた
（☎34-2080）

18：45 ～ 20：45 教育委員会 (内線22）
税務会計課
（内線32）
生活環境課
（内線21）

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

