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し あ わ せ の 郷 九 戸 村

広報
お知らせ版

くのへ
☎ 42-2111 内線 304

村教育委員会では、
「黒山の昔穴遺跡」
に類似した今か

No.120

国立大学の職員
応募しませんか

黒山の昔穴遺跡調査に
ご協力をお願いします
教育委員会生涯学習班

2018.4.18

職員採用試験事務室

☎ 022-217-5676

平成 30 年度東北地区国立大学法人等職員を決める試

ら約 1,000 年前の居住跡の可能性がある人工の窪地を対

験を次の通り実施します。

象に調査しています。調査範囲は江刺家滝谷地区から長

■試験区分

興寺袖川地区を中心とした、村北部を主に調査していま

①事務系区分…事務、図書

す。

②技術系区分…電気、機械、土木、建築、化学、物理、電子・

昨年度までの調査中に発見した窪地については、その

情報、資源工学、農学、林学、生物・生命科学

近くの立木にピンク色または黄色のリボンテープを巻い

※４月 27 日（金）
現在において採用予定のない試験区

て目印にすると同時に、周辺の刈り払いをしています。

分については試験を実施しません。

本年度も黒山の昔穴遺跡に関する調査を継続します。

※採用予定数は東北地区国立大学法人等職員採用試験

村内に山林を所有する人は、引き続き山林の入山、リボ

実施委員会ホームページに掲載します。

ンの巻き付け、周辺の刈り払いなどの調査に係る作業に

■受験資格

ついて、ご理解いただきますようお願いします。

昭和 63 年４月２日以降に生まれた人
■受験受付期間

■問い合わせ
教育委員会生涯学習班（☎ 42-2111 内線 304）

５月９日（水）
10 時から５月 23 日（水）
午後５時まで
■受験手続き

ルールを守ろう
電波の利用
総務省東北総合通信局

☎ 022-221-0641

６月１日～ 10 日は電波利用環境保護周知啓発強化期
間です。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私た

東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会ホー
ムページ上の受験申込画面から申し込みしてください。
■試験の日時と場所
《第１次試験》
○日時…７月１ 日（日）
○場所…弘前市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福
島市

ちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電

○試験会場…受験票に記載される会場

波はこれらの重要無線通信を妨害して、私たちの生活を

○試験方法…教養試験（多肢選択式による筆記試験）

脅かします。
電波は、ルールを守って正しく使いましょう。
■問い合わせ
総務省東北総合通信局（☎ 022-221-0641）

《第２次試験》
８月 6 日（月）
以降
■問い合わせ
東北地区国立大学法人等採用試験事務室（☎ 022217-5676）

村のこよみ ４・５月
日にち

行

事

名

時 間

4・22 ㊐ 九戸村消防団訓練大会

場

所

8：00 伊保内小学校校庭

24 ㊋ 子育てサロン「はまなすっ子広場」
29 ㊐ 九戸村消防団消防演習

10：00 総合福祉センター
7：20 伊保内小学校校庭

春季はまなすカップ卓球競技

8：30 体育センター

30 ㊊ 春季はまなすカップソフトテニス競技
春季はまなすカップ野球競技

8：30 ふるさとの館テニスコート
8：30 ナインズ球場

5・3 ㊍ 戸井良沢水芭蕉まつり

10：00 戸井良沢水芭蕉公園

5 ㊏ 九戸神社例大祭・九戸さくらまつり

10：00 九戸神社

8 ㊋ 子育てサロン「はまなすっ子広場」

10：00 総合福祉センター

9 ㊌ おしゃべりサロン

10：00 街の駅まさざね館

11 ㊎ デイケア

9：30 保健センター

12 ㊏ 体育祭

8：50 九戸中学校

話しませんか？
おしゃべりサロン
住民生活課保健衛生班

☎ 42-2111 内線 123

お茶を飲みながら話しませんか？家庭や体の事・介護
の事など心配事から、世間話でも構いません。
一人で悩まず、仲間づくりに来てください。傾聴ボラ

素人工事は大変危険です。
■問い合わせ
一般財団法人東北電気保安
協会二戸営業所（☎ 25-4194）

軽自動車税の
納期限が変わります
税務会計課税務徴収班

☎ 42-2111 内線 233

平成 30 年度から、軽自動車税の納期限が４月末から
５月末に変更となります。
■納付書発送日 ５月初め

ンティア「はまなす」
の会員が交代でいます。

■納期限 ５月 31 日（木）

■日時 ５月９日（水） 午前 10 時～午前 11 時 30 分

■納税証明書（車検用）
について
平成 29 年度の軽自動車税の納税証明書（車検用）
の有

■場所 街の駅「まさざね館」
■内容 血圧測定、参加者の交流

効期限は４月 30 日（月）
と記載されていますが、納期変

■問い合わせ

更に伴い５月 30 日（水）
を有効期限とするため、必要な

住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123）

人は税務会計課まで問い合わせください。
■問い合わせ

一人親家庭
無料法律相談
県北広域振興局保健福祉環境部

☎ 0194-53-4982

離婚や養育費についてなど、日常生活において困って
いること、悩みなど弁護士による相談を行います。
■日時 ６月６日（水） 午前 10 時～午後３時
■場所 久慈地区合同庁舎 ２階 相談室

税務会計課税務徴収班（☎ 42-2111 内線 233）

プラスワン休暇を実施しよう
岩手労働局

☎ 019-604-3010

仕事と生活の調和のために、年次有給休暇を計画的に
活用しましょう。
ゴールデンウィークは、労使協調の下、土日、祝日に

■対象 一人親家庭、寡婦の人

年次有給休暇を組み合わせたプラスワン休暇を実施し、

■費用 無料

連続休暇を取得しましょう。

■申し込み・問い合わせ

■問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部（☎ 0194-53-4982）

岩手労働局雇用環境・均等室（☎ 019-604-3010）
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