
【１８】

◆総務課　試防災対策主幹（監査委員室室長）道又修試

上席副主幹（教育委員会事務局同）花坂惣二試主任（税

務会計課主事）佐々木政良◆企画財政課　試上席副主幹

（産業振興課同）佐藤克典試主任（地域整備課同）芳賀善

一◆税務会計課　試会計管理者兼課長（同課課長）佐藤

勝一試収納対策主幹兼収納対策室長（同課収納対策主幹）

柏谷明久試課長補佐・課税チームリーダー（企画財政課

上席副主幹）佐藤義雄試上席副主幹（住民生活課同）上

林浄試上席副主幹（教育委員会事務局同）昆秀樹試主事

（企画財政課同）佐々木克博◆産業振興課　上席副主幹

（水道事業所同）佐々木清一試主事（図書館自動車運転手）

村上学◆住民生活課　課長補佐・総合窓口チームリー

ダー（保健福祉課同）阿部敏博試上席副主幹（同課副主

幹）内舘眞吉試副主幹（水道事業所同）佐々木茂子試主

任（企画財政課同）川口徹也◆保健福祉課　課長補佐・

福祉チームリーダー（総務課上席副主幹）尾形英一試児

童専門員（同課上席副主幹兼轟木児童館館長）鈴木洋子

試課長補佐・地域包括支援センターチームリーダー（教

育委員会事務局上席副主幹）桜井俊雄試上席保健副主幹

（同課保健副主幹）昆博子試主任（企画財政課同）白野大樹

◆地域整備課　試主事（税務会計課同）横田龍寿

◆船越支所　試支所長兼船越公民館館長（税務会計課上

席副主幹）金濱輝男◆轟木児童館　試館長兼上席児童副

主幹（織笠保育園上席保育副主幹）川端京子

◆織笠保育園　試上席保育副主幹（大浦保育園同）豊間

根よね子試上席保育主査（船越保育園保育主査）山口悦

子◆大浦保育園　試上席保育副主幹（轟木児童館上席児

童指導副主幹）佐々木真由美◆水道事業所　試上席副主

幹（鯨と海の科学館同）川部利一試主事（産業振興課同）

小成渉　◆監査委員室　試室長（税務会計課課長補佐）

豊間根悟◆教育委員会事務局　試上席副主幹（船越支所

支所長兼船越公民館館長）岡市善敏試上席主査（住民生

活課主査）倉本收郎試上席主査（同局主査）昆公夫試主

事（企画財政課自動車運転手）田畑作典

◆さくら幼稚園　試園長（わかば幼稚園同）花坂栄

◆わかば幼稚園　試園長（関口児童館館長）芳賀キエ　

◆中央公民館　試主幹兼館長兼図書館館長（同館館長兼

鯨と海の科学館館長）阿部哲雄

◆鯨と海の科学館　試館長（図書館館長）糠盛唱五

◆消防防災課　試課長・鈴木正男試上席主査・中村光宏

試上席主査・三浦正成試主査・豊間根勉試主任・山野目

茂人試主任・伊藤明弘試主任・中嶋繁規試主事・飛鳥正

明試主事・舩越智試主事・飛澤好輝

◆新採用　試企画財政課主事補・加藤周平試税務会計課

主事補・芳賀久美子試住民生活課主事補・阿部寛子試住

民生活課主事補・里舘智見試保健福祉課保健師・関文恵

試保健福祉課保健師・刈屋深雪試地域整備課主事補・坂

本大弥試教育委員会事務局主事補・小原三智子

◆退職《３月31日付》　試総務課防災対策主幹・内舘健

剛試住民生活課課長補佐・狩野眞理子試保健福祉課児童

専門員・澤口ミネ子試保健福祉課課長補佐・昆幸利試保

健福祉課上席保健副主幹・宇澤美知子試織笠保育園上席

保育副主幹・白土恵美子試さくら幼稚園園長・佐々木記

代子試住民生活課主事・伊藤美智子

　４月1日付

町職員の人事異動

超　過　額
（１時間当たり）

標　準　額
（１日８時間）

金　額
種　別

810円5,200円水　田　作　業

810円5,200円畑　　作　　業

標準額単　位使用機械種　　別

5,800円10㌃耕運機およびトラクター耕　 　 起

水
　
　
田
　
　
作
　
　
業

6,700円10㌃〃代　 か　 き

50円１㍍く ろ ぬ り 機く ろ ぬ り

6,300円10㌃以上
田　 植　 機田　 植　 え

6,500円10㌃未満

7,000円10㌃バ イ ン ダ ー刈り取り結束

15,000円5㌃以上
コ ン バ イ ン刈り取り脱穀

17,000円5㌃未満

7,000円10㌃乾　 燥　 機乾　 　 　 燥

4,000円１時間全 自 動 脱 穀 機脱　 　 　 穀

5,000円10㌃特 に 設 定 な し転作田草刈り

5,700円〃耕運機およびトラクター全　 　 　 般

畑
　
作
　
業

3,000円〃コーンプランター種　 ま　 き

9,000円〃コーンハーベスター刈 り 取 り

1,500円１個ロ ー ル ベ ー ラ牧 草 こ ん 包

1,500円〃ラッピングマシン牧草ラッピング

3,000円10㌃マニアスプレッターた い 肥 散 布共
通

注１　標準額には、オペレーター賃金と燃料費が含まれる。

注２　湿田の耕起、刈り取り脱穀（コンバイン）は、１,０００円

増しとする。

注３　田植え（田植機）は、植え付けのみとする。

注４　刈り取り結束（バインダー）の結束用縄代は、委託者

負担とする。

注５　牧草こん包（ロールベーラ）の基準は１㍍×１㍍とする。

注６　牧草ラッピングは、ラップフィルム代を含む。

注７　５㌃未満の代かきは、１割増しとする。

注８　もみの運搬費用は、１０㌃当たり１,０００円とする。

◆人力の部

注１　標準額は、１日実働８時間当たりの賃金とする。

注２　実働時間が１日８時間を超えた場合は、超過額を加える。

注３　畑作業のパートは、１時間当たり650円とする。

◆機械の部

◆問い合わせ　町農業委員会事務局（内線２３９）へ。

　平成19年度の町農業労賃標準額が次のとおり決まりま

した。適用期間は４月１日から来年3月31日までです。

雇う人も雇われる人も標準額を守りましょう。

農農農農農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業業業業業労労労労労労労労労労労労労労賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃標標標標標標標標標標標標標標準準準準準準準準準準準準準準額額額額額額額額額額額額額額をををををををををををををを改改改改改改改改改改改改改改農業労賃標準額を改定定定定定定定定定定定定定定定
農園利用者やコン
クール参加者募集

◎町民農園の利用者募集

試貸付期間　１年

試貸付面積　１区画５０㎡

試利用料　１区画３,０００円

試所在地　山田町飯岡７－４４

（さくら幼稚園付近）

試申込期限　４月２３日

◎巨大カボチャコンクールの参

加者募集

試対象　一般町民

※苗（有料）は、後日参加者に

配布します。

試申込期限　４月２３日

◆申込先・問い合わせ　ＪＡみ

やこ山田支店（察８２－４３５５）へ。

固定資産の縦覧
制度のご利用を

　町では、平成１９年度の土地・

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行

います。この縦覧制度は、納税

者が所有する固定資産（土地・

家屋）の価格が適正かどうか判

断するために、縦覧名簿により

ほかの固定資産の評価額や面積

などをご覧いただける制度です。

ただし、所有者名や課税内容は

見ることができません。

　なお、地域ごとの宅地の標準

的な価格は、路線価図の公開制

度で閲覧することができます。

試縦覧期間　４月２日～５月１

日（土・日曜日、祝日は除く）

試縦覧時間　午前８時半～午後

５時半

試縦覧場所　役場税務会計課

試縦覧できる人　納税義務者、

納税管理人、代理人など

※代理人の場合は委任状が必要

となります。

試問い合わせ　役場税務会計課

資産税担当（内線１１４）へ。

国保マル学保険証
４月中に手続きを

　国民健康保険では、家族と離

れて住む学生のために学生用の

保険証を交付しています。また、

既に交付を受けている人も有効

期限が３月３１日までですので、

更新手続きを行ってください。

試持参する物　①合格通知書、

在学証明書、入学金（授業料）

領収証のいずれか一つ②印鑑

③国民健康保険証

試問い合わせ　役場住民生活課

国民健康保険担当（内線１２４）

へどうぞ。

【１９】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ 平成１９年度の町一般会計予算

の総額は○億９,１２５万円？

　佳６５　加５６　可５５

●２ 町議会議員選挙の投票日は４

月何日？

　佳１２日　加２１日　可２２日

●３ ３月１８日に１５,０００人の来場者

でにぎわったイベントは三陸

山田○○まつり？

　佳ウニ　加ホヤ　可カキ

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん７人

のうち、男の子は何人？

　佳５人　加６人　可７人

【応募方法】　はがきに陰クイズ

の答え隠住所韻氏名吋年齢を明

記の上、応募ください。全問正

解者の中から抽選で１０人に５００

円の図書カードをプレゼント。

応募は一人１通です。

【応募先】　〒０２８－１３９２（住所

記載不要）山田町役場広報クイ

ズ係

【締め切り】　４月２０日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ｂ、②－Ａ、

③－Ｂ、④－Ｂでした。応募者

数は４５人で４４人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝湊亜紀子（１２）　中央町＝

佐々木純子（１２）、長澤佳子（３９）

飯岡＝生駒久子（？）　船越＝山

﨑晶瑛（１１）、村木詩音（１５）　田

の浜＝田畑知佳（７）　大沢＝大

町テイ子（？）　荒川＝村上博子

（４６）　埼玉県さいたま市＝佐々

木海斗（７）　　　　　<敬称略>

海上保安学校の
学生募集します

　海上保安庁では、平成１９年１０

月に海上保安学校に入学する学

生を募集します。

試受験資格　昭和５８年４月２日

以降に生まれた人で、高校を

卒業した人（平成１９年９月ま

でに高校を卒業する見込みの

人を含む）など

試採用予定数　船舶運航システ

ム課程…約１９０人

試試験日　５月２０日（日）

試試験地　盛岡市など

試受付期間　４月２日～９日

試申込用紙請求先・問い合わせ

人事院東北事務局（〒９８０－

００１４　仙台市青葉区本町３

－ ２ －２３ 察０２２－２２１－ ２０２２）

へどうぞ。

防衛庁で自衛隊の
幹部候補生を募集

試種目　自衛隊幹部候補生（一

般・技術）

試受験資格　２２歳以上２６歳未満

の人

試試験日　５月１９日（土）

※試験会場は申し込み受け付け

の際にお知らせします。

試受付期間　４月１日～５月１１日

試申込先・問い合わせ　自衛隊

岩手地方協力本部宮古地域事

務所（察６３－３８８１）へどうぞ。

県庁で銃砲刀剣類
登録審査会を開催

　平成１９年度の銃砲刀剣類登録

審査会を開催します。美術品ま

たは骨董品として価値のある古

式銃、刀剣類をお持ちの方で、

登録を済ませていない方は、忘

れずに登録してください。

試開催日　４月２０日、５月２１日、

６月２０日、７月２０日、８月２０

日、９月２０日、１０月２２日、１１

月２０日、１２月２０日、１月２１日、

２月２０日、３月２１日

試時間　午前１０時～午後３時

試場所　県庁１０階会議室

試登録申請に必要な物　①登録

しようとする銃砲刀剣類②登

録申請書（当日、会場に用意）

③岩手県収入証紙（銃砲刀剣

類１点につき６,３００円分）④刀

剣類発見化届出済証（警察署

で交付）

試問い合わせ　県教育委員会生

涯学習文化課（察０１９－６２９－

６１８２）へどうぞ。

地域障害者相談
コーナーが移転

　キャトル４階に設置されてい

た宮古地域障害者相談コーナー

が、新たに開設された「はあと

ふるセンターみやこ」内に移転

し、３月１日から障害者に関す

る各種相談を受け付けています。

どうぞご利用ください。

試移転先　はあとふるセンター

みやこ（旧山田産婦人科医院）

宮古市緑ケ丘２－３

試業務時間　午前９時～午後６

時（年末年始を除く）

試問い合わせ　はあとふるセン

ターみやこ（察７１－１２４５）へ。

４月の町長面談日
試日時　４月１３日（金）

　　　　午前１０時～正午

試場所　役場４階特別応接室

※面談希望の人は役場総務課

内線４１３へご連絡ください。


