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　東北財務局盛岡財務事務所では、
「多重債務無料相談窓口」を開設し、
借金を抱えて悩んでいる人からの
相談を無料で受け付けています。
◆日時…月～金は午前８時 30分
　～午後４時 30分
◆場所…盛岡合同庁舎４階（盛岡
　市内丸７-25）
◆無料相談電話…☎019-622-1637

◆問い合わせ先…東北財務局盛岡
　財務事務所（☎019-622-1637）

多重債務で困ったら相談を

　村は、村営住宅（村独自管理）の
入居者を募集しています。
◆募集住宅・規模
　①西和野団地１号（菅窪18－14）
　平屋建集合住宅 30.2㎡（居室１室、
　台所、トイレ、浴室）
　②西和野団地８号（菅窪18－41）
　二階建集合住宅 30.2㎡（居室１室、
　台所、トイレ、浴室）
◆使用料…月額 30,000円
◆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…12月
◆申込期限…11月21日㈮
◆�入居資格…現在住宅に困ってい
て、村内に住所がある人、また
は村に住民登録できる人。村内
に職場がある人
◆�収入基準…家賃の支払いに支障
をきたさない程度の所得のある人
◆�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）

村営住宅の入居者募集
　村社会福祉協議会では、第 45回
田野畑村歳末たすけあい演芸会を
開催します。ボランティア出演者
による歌や踊りなどを予定してい
ます。多数の皆さんのご来場をお
待ちしています。
◆日時…12月７日㈰午前 10時～
正午

◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人 500円、小学生
以下 200円

◆その他…前売り券（大人 450円、
小学生以下 150円）は、村社
会福祉協議会などで販売中

◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎ 33-3025）

歳末たすけあい演芸会を開催
　厚生労働省では、若者の活躍促
進の観点から、過重労働や賃金不
払残業など若者の「使い捨て」が
疑われる企業などへの対応を強化
しています。
　その取り組みの一環として、平
成 27年３月 31日までの夜間・休
日に労働条件などに関する無料相
談を受け付ける労働条件相談ほっ
とラインを開設しています。
　労働条件でお悩みの労働者、企
業経営者は電話で相談しましょう。
◆日時…月～金は午後５時～午後
　10時、土、日は午前 10時～午
　後５時（12月６日㈯は正午～
　午後５時）
◆�相談電話…フリーダイヤル（☎
0120-811-610）
◆�相談料…無料

労働条件の相談電話開設

　「ふれあい列車・はあとふる
号」（三陸鉄道レトロ列車）に
乗って、障がいのある人たちと
楽しく交流しませんか。
◆応募資格…障がいのある人との
　交流を希望する親子（小学生以下）
◆�日時…12月６日㈯、７日㈰。
　両日とも三陸鉄道宮古駅に午
　前11時集合。解散は三陸鉄道宮
　古駅で午後１時35分ころ
◆定員…両日とも親子 10組
◆参加費…無料（弁当、記念品
　がつきます）
◆申込受付開始日…11月 15日
　㈯から
◆�申し込み・問い合わせ先…Ｎ

ＰＯ法人レインボーネット（☎
0193-64-7878）

ふれあい列車の参加者募集

　平成27年４月１日からパート
タイム労働法などが変わります。
◆主な改正のポイント
①有期労働契約締結しているパー
　トタイム労働者でも、職務内容、
　人材活用の仕組みが正社員と同
　じ場合、正社員との差別的取
　扱いが禁止される
②パートタイム労働者と正社員
　の待遇を相違させる場合は、職
　務内容、人材活用の仕組みなど
　を考慮して、不合理と認められ
　るものであってはならない
③パートタイム労働者へ雇用管
　理の改善措置内容を事業主が
　説明しなければならない
④雇用管理の改善措置の規定に
　違反している事業主が厚生労
　働大臣の勧告に従わない場合、
　厚生労働大臣は事業主名を公
　表する制度を新設

パートタイム労働法が変わります



役立ちカレンダー　 期間：11月17日㈪～12月２日㈫　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

11月17日㈪ アズビィ健康スポーツ教室　「ヨガ教室」 アズビィホール 18：45～20：45 教育委員会�(内線22）

19日㈬
乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健福祉課�（内線54）
はまなす号（はまぎく・たんぽぽコース）机、北山方面・大芦、切牛方面 ９：40～11：45 教育委員会�(内線22）

20日㈭
はまなす号（おきなぐさコース） 尾肝要、甲地方面 ９：45～11：05 教育委員会�(内線22）
あすからのくらし相談会 保健センター �13：00～15：00 保健福祉課�（内線50）

22日㈯ 診療所休診
23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 ９：00～12：00 教育委員会�(内線22）

28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）
巡回健康相談 沼袋地区公民館 10：00～11：30 保健福祉課�（内線55）

29日㈯ アズビィ健康スポーツ教室「マレットゴルフ教室」村マレットゴルフ場 10：00～12：00 教育委員会�(内線22）
30日㈰ 村体育協会長杯マレットゴルフ大会 村マレットゴルフ場 ８：00～12：00 教育委員会�(内線22）

12月１日㈪
国民健康保険税６期　納期限 税務会計課（内線32）
介護保険料６期、後期高齢者医療保険料５期　納期限 生活環境課（内線21）
冬の交通事故防止県民運動キャンペーン 道の駅たのはた 14：00～15：00 総務課（内線66）

２日㈫
特設人権相談 役場第一会議室 生活環境課（内線69）
乳・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

　12月１日から 10日まで、「黄
色でも、ぼくの気持ちは、赤信号」
をスローガンに冬の交通事故防止
県民運動が展開されます。
　これからの季節は積雪や凍結な
どで路面状況が悪化します。ゆと
りを持った行動を心掛け交通事故
を防止しましょう。
　また、年末年始は飲酒の機会が
増加します。飲酒運転は絶対にや
めましょう。
◆運動の重点
　①冬道用タイヤ装着の徹底
　②飲酒運転の根絶
　③スピードダウンの徹底
◆問い合わせ先…総務課（☎ 34-21

　11 内線 66）

交通事故防止県民運動を展開

　宮古年金事務所では、11月 30

日の「年金の日」に合わせて休日年
金相談を開催します。ご自身の年
金記録の確認、将来の年金受給見
込額などについて相談しましょう。
◆�日時…11月30日㈰午前９時30分
　～午後４時
◆�場所…宮古年金事務所（宮古市
太田１-７-12）
◆持参するもの…年金手帳、免許
　証など本人確認できるもの
◆�問い合わせ先…宮古年金事務所
（☎0193-62-1963）

「年金の日」に年金相談を開催
　国が実施している地デジ放送難
視対策のための各種支援制度は、
平成 27年３月末で終了します。
　まだ対策がお済みでない人は、
早めの対策をお願いします。
◆問い合わせ先…総務省地デジコ
　ールセンター（☎0570-07-0101）

地デジ難視工事はお早めに

　ＮＴＴ東日本では、12月中に
順次、新しい岩手県版の電話帳を
各家庭や事務所へ届けます。
　現在お使いの電話帳は、届けた
際に回収しますので配達員にお渡
しください。不在で配達員に電話
帳を渡せなかった場合はタウン
ページセンターまで連絡すれば、
後日、改めて回収されます。
◆問い合わせ先…タウンページセ
　ンター（☎0120－506309）（平日午
　前９時～午後５時）

ＮＴＴ電話帳の配布回収します

　平成 25年に岩手県で発生した食
中毒 12件のうち、ノロウィルスが
８件、患者数 192人と最も多くなっ
ています。ノロウィルスは１年を
通じて発生し、特に秋から冬にか
けて多く発生します。
　ノロウィルスの予防には次のこ
とに気をつけましょう。
①加熱が必要な食品は、中心部
　までしっかり加熱する
②食品取扱者や調理器具などか
　らの二次汚染を防止する
③トイレの後、調理する際、食事
　の前には手洗いを徹底する
④おうと物や糞便などの汚物は
　適切に処理する

ノロウィルスの食中毒に注意

蜜蜂を飼育している人は、養蜂振
興法により、県へ蜜蜂飼育届を提
出することが義務づけられてい
ます。忘れずに届け出しましょう。
◆問い合わせ先…岩手県農林水
　産部畜産課（☎ 019-629-5725）

　村体育協会長杯村民マレット
ゴルフ大会を開催します。
◆日時…11月30日㈰午前８時30分
　から受付開始
◆会場…村マレットゴルフ場 

◆部門…個人の部（男女）、ペア
　の部（２名１組）、団体の部（３

　名以上）
◆参加資格…村内在住または勤務
　地がある人
◆参加申し込み…各地区体育協会
　に申し込みください
◆参加費…１人 1,000円（中学
　生以下 500円） 
◆問い合わせ先…村体育協会　
　（☎ 34-2226　内線 22）

体協マレットゴルフ大会開催


