
　１０月１日から、障がい者を対象としたＮＨＫ放送

受信料の免除基準が次のとおり拡大されます。 新

たに対象となる方は役場保健福祉課（７番窓口）で

手続きを行ってください。

◆免除基準

・全額免除…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯内にいて、世

帯全員が町民税非課税の場合

・半額免除…世帯主が試視覚・聴覚障がい者試身体

障害者手帳１～２級試療育手帳A試精神障害者保

健福祉手帳１級――に該当する方の場合

◆持参するもの　障害者手帳、療育手帳、印鑑 

◆受付開始日　９月１日（月） 

◆問い合わせ　役場保健福祉課地域福祉担当（内線

１３２）またはＮＨＫ視聴者コールセンター（察０１２０

－１５１５１５）へどうぞ。
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交通規制区間

　山田地区の水道管工事が行われることに伴い、次

の区域で交通規制が行われます。

　工事区間内の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、

ご協力をお願いいたします。

試工事区間　下図のとおり

試工事期間　９月２日～１０月３１日（日曜を除く）

試時間　午前９時～午後５時半

試規制内容　片側交互通行（工事の進行状況により、

通学の支障にならない範囲で一時的に全面通行止

めになる場合があります）

試問い合わせ　町水道事業所（内線２２２）へどうぞ。

◆交通規制実施区間

山田地区の水道管山田地区の水道管工工事事

交通規制にご協力を

障がい者のＮＨＫ受信料

【１４】

免免除除基基準準がが拡拡大大さされれまますす免除基準が拡大されま免除基準が拡大されますす

　町では、本年度の住民協働推

進事業補助金の申請を追加募集

します。補助金の交付を希望す

る団体は期日までに申請書を提

出してください。

試対象団体　自治会、コミュニ

ティー、自主防災組織、ＮＰ

Ｏ（産業団体など営利法人は

対象外です）

試対象事業　諮自治会などが創

意と工夫により実施する地域

づくりのための事業諮これま

での行政サービスを自治会な

どが実施する事業諮その他住

民協働を推進する事業

試補助内容　審査委員会により

事業内容などが審査され、認

められた費用の５分の４以内

の額が交付されます。

試申請期限　９月３０日

試申請先・問い合わせ　役場総

務課住民協働推進室（察８２－

３１１１内線４４０）へどうぞ。

試日時　１０月１２日（日）

　　　　午前９時～

試コース　旧マリンパーク山田

前駐車場～海蔵寺線

試種目　高校生以上一般の部、

中学生の部、小学生の部（い

ずれも男女別。混成の場合は

男子部門の所属とします）

試チーム編成　１チーム６人

　（選手５人、補欠１人）

試参加料　１チーム１,０００円

試申込期限　９月２２日（１００チー

ムになり次第締め切ります）

試申込先・問い合わせ　町教育

委員会事務局社会体育担当

（内線６２６）へどうぞ。

地域づくり活動に
補助金交付します

町民駅伝大会に
参加しませんか

　障がいのある人もない人も一

緒に音楽を楽しみ、音楽の力で

心のバリアフリーを目指そうと

２００１年に仙台市で始まった

「とっておきの音楽祭」。この音

楽祭から生まれたドキュメンタ

リー映画「オハイエ！」の上映

会が開催されます。　マリンランドフェスタ「感謝

まつり」が開かれます。

試日時　９月２８日（日）

　　　　午前９時半～午後３時

試場所　陸中海岸青少年の家

試内容　自然体験活動、ニュー

スポーツ体験、グラウンドゴ

ルフ大会、フライングディス

ク大会、創作ひろば、もちつ

き体験、フリーマーケット、

食堂・屋台など

試参加料　創作ひろば…１００円

～４００円

※創作ひろばと屋台・食堂以外

は無料です。

試申込期限　フリーマーケット

に出店を希望する方は、９月

１２日までにお申し込みくださ

い。そのほかは当日どなたで

も参加できます。

試申込先・問い合わせ　県立陸

中海岸青少年の家（察８４－

３３１１）へどうぞ。

試上映場所と日時　諮宮古市民

文化会館…９月２３日午後１時

諮釜石市民文化会館…１１月１４

日午後６時、１５日午前１０時―

など県内８カ所

試前売券　一般１,０００円（当日

１,５００円）、高校生以下８００円

（当日１,０００円）

試プレイガイド　ジョイス各店、

いわて生協各店、ローソンチ

ケット

試問い合わせ　映画「オハイエ」

岩手上映実行委員会事務局

（盛岡市民福祉バンク内察

０１９－６５２－０９９９）へどうぞ。

マリンランド陸中
感謝まつりを開催

映画「オハイエ！」
上映会にご来場を

まちで出会ったか
わいい笑顔

●１ 本年の町総合防災訓練の開催

日は９月何日？

　佳５日　加６日　可７日

●２ ７㌻のキッチンスタジオハー

モニーで紹介した料理は○○

○の蒲焼？

　佳サンマ　加イワシ　可サバ

●３ ８月１５日に行われた花火大会

で打ち上げられた花火の数は

およそ何発？

　佳２,０００　加３,０００　可４,０００

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん９人

のうち、女の子は何人？

　佳２人　加３人　可４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、ご応募ください。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】　９月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ｂ、②－Ａ、

③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者

数３７通で正解者は３５人、抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝湊友希（１４）　八幡町＝湊

俊樹（１０）　境田町＝近藤瑞樹

（６）　長崎＝平野彩華（？）　飯

岡＝甲斐谷聖良（７）　船越＝坂

本香純（１３）　織笠＝福士結衣

（？）　大沢＝鈴木美恵子（４７）

豊間根＝中村久乃（７）、佐々木

ヨシヱ（８２）　　　　　<敬称略>

【１５】

９月の町長面談日
試日時　９月１７日（水）

　　　　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。

町で臨時職員を
一般公募します

　町では、臨時職員を募集しま

す。選考方法は書類審査（履歴

書）と面接です。

試職種　一般事務補助

試募集人数　１人

試勤務場所　税務会計課

試応募資格　町内に住所があり、

パソコンの操作ができる人

試賃金　日額５,４００円

試任用期間　１０月１日～来年１

月３１日

※必要がある場合は、最大８カ

月まで期間が更新されます。

試申し込み方法　役場住民生活

課または各支所に備え付けの

履歴書に必要事項を記入し、

総務課に提出してください。

試申込期限　９月１６日

試問い合わせ　役場税務会計課

町民税担当（内線１１１）へ。

町営住宅２戸の
入居を受け付け

試募集団地

・前須賀団地（船越）…１戸、

ただし現状渡しで平成２２年１２

月までの期間限定

・赤松団地（飯岡）…１戸

※間取りや家賃については、お

問い合わせください。

試入居資格　次の条件をすべて

満たす人です。①現に住宅に

困っており、原則として同居

する家族がいる（単身者は除

く）②町税を滞納していない

③所得が条例で定める一定額

以下である④入居者、同居者

の中に暴力団員がいない

※連帯保証人が２人と、家賃３

カ月分の敷金が必要です。

試申込期間　９月５日～１０日

※期間内に申し込みがない場合

は、随時受け付けます。

試申込先・問い合わせ　役場地

域整備課建築住宅担当（内線

２５１）へどうぞ。

　新しい知的障害者相談員が決

まりました。療育手帳の取得や

再認定などについての相談には、

役場保健福祉課のほか、次の相

談員が応じます。お気軽にご利

用ください。

試相談員

　藤原静子（察８２－６２７７）

　倉澤敬子（察８４－４１１４）

試任期　平成２２年７月３１日まで

試問い合わせ　役場保健福祉課

地域福祉担当（内線１３２）へ。

　宮古保健所では、動物愛護週

間（９月２０日～２６日）にちなみ

「動物愛護フェスティバル」を開

催します。

試日時　９月２１日（日）

　　　午前９時半～午後０時半

※イベントに参加する方は、午

前９時から９時半の間に受け

付けを済ませてください。

試場所　宮古地区合同庁舎前駐

車場（宮古市五月町）

試内容　犬猫慰霊祭、犬のしつ

けデモンストレーション、ワ

ンワン運動会、ペット写真コ

ンテスト、ポニー試乗会、動

物無料健康相談など

試問い合わせ　宮古保健所（察

６４－２２１８）へどうぞ。

◎行政相談

試日時　９月１８日（木）

　　　　午前１０時～正午

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試相談内容　国や県、市町村の

仕事で納得できないことなど

試相談員　行政相談委員

試問い合わせ　役場住民生活課

住民相談担当（内線１２８）へ。

◎交通事故巡回相談

　交通事故に関することや保険

の請求方法などでお困りの方は、

お気軽にご相談ください。

試日時　９月１７日（水）

　　　　午後１時～３時

試場所　宮古地方振興局（宮古

市五月町）

試申込期限　９月１６日

試申込先　宮古地方振興局企画

総務部（察６４－２２１１）

試問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２５８６）へ。

　認定農業者など農業の担い手

の皆さんが抱える経営課題など

に関する相談を受け付け、必要

な支援をする「ワンストップ支

援窓口」が設置されました。皆

さんから寄せられた相談には、

町と県、町農業委員会、ＪＡ新

いわて、宮古農業改良普及セン

ター、宮古地域農業共済組合が

連携を図りながら対応します。

試相談先・問い合わせ　山田町

農業担い手育成協議会（役場

産業振興課内・内線２３５）へ。

農業の担い手を
サポートします

　宮古地区広域行政組合では、

フリーマーケットを開催します。

試日時　９月２８日（日）

　　　　午前９時～正午

試場所　みやこ広域リサイクル

センター（宮古市小山田）

　――　出店者を募集　――

　上記フリーマーケットに出店

を希望する方は９月２４日までに

電話でお申し込みください。

試売場面積　２.５㍍×２.５㍍

試出店料　無料

※出店場所に敷くシートは、出

店者が準備してください。

◆申込先・問い合わせ　みやこ

広域リサイクルセンター(察

６３－７７５３）へどうぞ。

療育手帳などの
相談に応じます

フリーマーケット
宮古で開催します

各種相談あります
お気軽にご利用を

動物愛護週間の
催しにご参加を


