
【１４】

家屋の新築などは
お早めに届け出を

　住宅や店舗、倉庫、物置など

の家屋を新築・増築・取り壊し

をしたときや、名義を変更した

ときには、役場への届け出が必

要になります。届け出をしない

と、既に無くなっている建物や、

名義を変更する前の所有者に固

定資産税が課税されることにな

りますので、速やかに届け出て

ください。届け出があった家屋

については、役場税務会計課職

員が家屋調査に伺いますので、

調査にご協力をお願いします。

試問い合わせ　役場税務会計課

資産税担当（内線１１４）へ。

ミャンマーと中国
救援金を受け付け

　日本赤十字社では、ミャン

マー・サイクロンと中国・四川

大地震で被災された方々に対す

る救援金を受け付けています。

救援金は、郵便振替のほか、役

場保健福祉課の窓口でも受け付

けていますので、皆さんのご協

力をお願いします。

試郵便振替の口座

　口座番号　００１１０－２－５６０６

　口座名義　日本赤十字社

※通信欄には、「ミャンマー・サ

イクロン」または「中国大地

震」と明記し、受領書の発行

を希望する場合には「受領書

希望」と記入してください。

試受付期限　６月１０日

試問い合わせ　役場保健福祉課

地域福祉担当（内線１３２）へ。

　６月４日から１０日は「歯の衛生週間」です。この機会

に、皆さんで歯の健康について考えてみましょう。

◆むし歯予防は小さいうちから

　いつまでも健康な歯でいるためには、小さいうちから

のむし歯予防が大事。「どうせ生え替わるから」と思って

も乳歯のむし歯は永久歯に悪い影響があります。

◆山田の子供は虫歯が多い？

　町内の３歳児でむし歯を持っている子供の割合は、平

成１４年度の調査では５８.２％と、県平均（４２.７％）や全国

平均（３２.５％）を大きく上回っていましたが、歯磨き指

導などのむし歯予防に向けた取り組みの結果、平成１９年

度には３４.１％にまで改善してきました。

◆家庭で取り組むことが重要

　町では、乳幼児健診での歯科検診や、最もむし歯がで

きやすい１歳６カ月児から３歳児を対象に町内の歯科医

院でフッ素塗布や歯磨き指導を行うなど、むし歯を予防

するためのお手伝いをしています。しかし、子供のむし

歯予防には家庭での取り組みが一番重要。次の事に気を

付け、子供をむし歯から守りましょう。

①かかりつけの歯科医院を持ちましょう

　むし歯のあり、なしに関わらず定期的に受診し、む

し歯のチェックとフッ素塗布をしましょう。

②食事やおやつの回数と時間を決めましょう

　「だらだら食い」をしていると、口の中が酸性になり、

歯の表面を溶かしてむし歯になりやすくなります。

③歯磨きの習慣を身に付けさせましょう

　慣れないうちはいやがりますが、毎日続けると上手

になります。慣れたら糸ようじも使ってみましょう。

◆問い合わせ　役場保健福祉課健康づくり担当（察８２－

３１１１内線１６１）へどうぞ。

６月４日～１０ 日は「歯の衛生週間」

大人が守ろう子供の歯

　町では、さわやか健康教室の

参加者を募集しています。

　この教室は、６５歳以上で一人

暮らしの男性の方を対象に毎月

１回開催しているもので、調理

実習による栄養学習や昼食を通

した仲間づくりを行っています。

バスによる送迎もありますので、

お気軽にご参加ください。

試開催日・場所　毎月郵便で連

絡します

試時間　午前１０時～午後２時

試参加料　無料（調理実習の内容によって材料費を実費

負担していただくことがあります）

試内容　調理、昼食会、体操、交流会など

◆申込先・問い合わせ　役場保健福祉課高齢者福祉担当

（察８２－３１１１内線１６４）へどうぞ。

４月に行われた教室

調理を通して仲間づくりを
さわやか健康教室の参加者を募集

６月の町長面談日
試日時　６月１７日（火）

　　　　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。

試試験日　８月３日（日）

試試験種類　甲種（全類）、乙種

（全類）

試試験地　釜石市、盛岡市、奥

州市

試願書の配布場所　山田消防署

試受付期間　６月１８日～２７日

試申込先・問い合わせ　除消防

試験研究センター岩手県支部

（察０１９－６５４－７００６）へ。

消防設備士試験が
８月に行われます

　最低賃金法が改正され、７月

１日から施行されます。主な改

正点は次のとおりです。

諮最低賃金以上の賃金を支払わ

なかった場合の罰金額が、最

高５０万円に引き上げられます。

諮派遣労働者に対しては、派遣

先の地域や職種ごとに決めら

れた最低賃金が適用されます。

諮これまで最低賃金が適用され

ていなかった障がいがある人

や試用期間中の人など一定の

労働者については、労働局の

許可により減額した最低賃金

が適用されます。

試問い合わせ　岩手労働局（察

０１９－６０４－３００８）へどうぞ。

改正「最低賃金法」
７月１日から施行

　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　６月２９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の出店

者を募集します。出店を希望す

る方は６月２５日までに電話でお

申し込みください。

試出店資格　宮古管内に住む人

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。

試申込先・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。

フリーマーケット
宮古で開催します

まちで出会ったか
わいい笑顔

●１ ７月６日を投票日として行わ

れる、山田町長選挙の選挙当

日の投票時間は午前７時から

何時まで？

　佳午後６時

　加午後７時

　可午後８時

●２ ６月１日～７日は○○週間？

　佳ガス　加水道　可電気

●３ ４月２７日に８,０００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　加カニ　可カキ

●４ 今月の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん１１人

のうち、女の子は何人？

　佳３人　加５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、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】　６月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ａ、②－Ａ、

③－Ｂ、④－Ｂでした。応募者

数は３３人で全員が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

境田町＝堀合絹花（９）　長崎＝

阿部祥子（１１）、堀合和代（５０） 

船越＝黒沼吉雄（４７）　織笠＝糠

森玲音（６）、竹内厚志（５３）　大

沢＝大町テイ子（？）、福士美月

（１２）　豊間根＝佐々木利男（６６）

荒川＝芳賀勉（？）　　<敬称略>

【１５】

　町では、木造住宅の耐震診断

を実施します。

試対象住宅　諮昭和５６年５月３１

日より前に着工された１戸建

て諮床面積の２分の１以上が

住宅の用途である諮木造平屋

建てか木造２階建て諮過去に

耐震診断を受けていない――

住宅

試戸数　１０戸（先着順）

試費用　３,０００円

試受付期間　６月１０日～７月３１日

試問い合わせ　役場地域整備課

建築住宅担当（内線２５１）へ。

　町では、期限付臨時職員を募

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　地域整備課

試応募資格　町内に住所があり、

パソコン操作のできる人

試賃金　日額５,４００円

試任用期間　７月１日～１２月３１日

試申込方法　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　６月１３日

試問い合わせ　役場地域整備課

庶務担当（内線２４３）へ。

◎行政相談

試日時　６月１９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。

◎療育巡回相談

試日時　６月２０日（金）

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　保健センター

試相談内容　言葉の遅れや知的

発達の遅れなど、お子さんの

発達障がいに関する相談

試相談員　県立療育センター職員

試申込期限　６月６日

試申込先・問い合わせ　役場保

健福祉課健康づくり担当（内

線１６６）へどうぞ。

町の期限付臨時
職員を一般公募

町が木造住宅の
耐震診断を実施

各種相談あります
お気軽にご利用を

老人囲碁将棋大会
皆さんのご参加を

試日時　６月２７日（金）

　　　　午前９時～

試場所　町中央コミュニティセ

ンター和室

試参加資格　町内に住んでいる

６０歳以上の方

試参加費　１,０００円（昼食、懇親

会費）

試申込期限　６月１６日

試申込先・問い合わせ　山田町

老人クラブ連合会事務局（山

田町社会福祉協議会内察８２－

３８４１）へどうぞ。

６月１日付で町
職員の人事異動

◆総務課　試副主幹（保健福祉

課上席副主幹）福士雅保◆保健

福祉課　試副主幹（教育委員会

事務局同）芳賀昭義◆教育委員

会事務局　試主事（総務課同）

坂本理奈◆町立図書館　試主任

（総務課同）佐々木勝吉

国家公務員Ⅲ種の
採用試験行います

　人事院では、国家公務員採用

Ⅲ種試験（高校卒業程度）を実

施します。

試受験資格　昭和６２年４月２日

から平成３年４月１日までに

生まれた人

試職種　行政事務、税務、電気・

情報、機械、土木、林業

試試験日　９月７日（日）

試試験地　盛岡市など

試受付期間　６月２４日～７月１日

試申込書の請求先・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。

　不法滞在外国人による犯罪が

多発しています。不法滞在外国

人のほとんどは在留期間が過ぎ

ているか、働く資格が無いにも

かかわらず国内で仕事をしてい

る不法就労者となっています。

犯罪被害の防止にもつながりま

すので、外国人を雇用する際に

はパスポートで「在留期限」や

「在留資格」を確認し、不法滞

在・不法就労をなくしましょう。

試問い合わせ　宮古警察署（察

６４－０１１０）へどうぞ。

外国人不法滞在や
不法就労の防止を

　町では、本年度の住民協働推

進事業補助金の申請を受け付け

ています。受付期限が近づいて

いますので、希望する団体はお

早めに申請してください。なお、

詳しい内容については４月１日

号の広報をご覧ください。

試受付期限　６月３０日

試問い合わせ　役場総務課住民

協働推進室（内線４４０）へ。

住民協働推進事業
申請は６月末まで

　毎年５月から８月ごろにかけ

て、テレビの電波が乱れること

があります。この電波障害は日

中に発生することが多く、ＶＨ

Ｆの１～３チャンネルにのみ発

生するのが特徴です。通常は１、

２時間程度で正常に戻りますが、

長時間続くこともあります。原

因は自然現象による外国電波の

伝来によるもので、完全に防ぐ

ことはできません。皆さんのご

理解をお願いします。

試問い合わせ　ＮＨＫ視聴者

コールセンター（察０５７０－

００３４３４）へどうぞ。

テレビの電波障害
皆さんのご理解を


