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若者向け住宅
入居者を募集

　村では若者定住促進住宅の入居者を募集します。
■募集住宅
○南田若者定住促進住宅（木造平屋２ＬＤＫ）…１棟
○長興寺若者定住促進住宅（木造平屋２ＬＤＫ）…１棟
※入居時期は平成 30 年４月中旬です。
※家賃は入居世帯員構成に応じて決定
します（入居後も変動あり）。
■入居資格
①現に同居し、または同居しようとする
配偶者があり（婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻
関係と同様の事情がある者、その他婚姻の予約者を含
む）、40 歳以下の者で構成する世帯。
②将来にわたり九戸村に居住する者であること。
③国税・地方税など滞納していないこと。
④自ら居住するための住宅を必要とする者。
⑤定められた家賃および敷金を支払う能力がある者。
■募集期間
３月 14 日（水）～ 28 日（水）　※土・日・祝日は除く。
午前８時 30 分～午後５時 30 分
※先着順ではありません。
■必要書類
①入居申込書（役場農林建設課にあります。）
②住民票（入居希望者全員分の本籍、続柄が表示された
もの）
③平成 29 年度所得証明書（入居希望者全員分）
④平成 28 年度納税証明書（入居希望者全員分）
※入居の際には、敷金の納付や連帯保証人が必要。
■申し込み・問い合わせ
　農林建設課地域整備班（☎42-2111内線283）

農林建設課地域整備班　　　　　　☎ 42-2111 内線 283

障害者の雇用義務に
精神障害者も対象に

　４月から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、
法定雇用率も変わります。
■障害者の法定雇用率

■精神障害者の短時間労働者の算定方法が変更　
障害者である短時間労働者に関する算定方法を、対象者
一人につき 0.5 から１に変更します。
■問い合わせ
　岩手労働局職業安定部職業対策課（☎ 019-604-3005）

岩手労働局職業安定部     　　　　☎ 019-604-3005

事業主区分  現  行 平成 30 年４月１日以降
民間企業 2.0％ ⇒ 2.2％
国、地方公共団体 2.3％ ⇒ 2.5％
都道府県などの教育委員会 2.2％ ⇒ 2.4％

在職者向けの
職業訓練実施

　二戸高等技術専門校では、在職者の能力向上を支援する
ため、在職者向けの職業訓練を開催します。
■ Word ビジネス活用応用
　５月 30 日（水）、31（木）
■ Excel ビジネス活用応用
　６月 27 日（水）、28（木）
■ビジネスマナー・接客
　４月 18 日（水）、19（木）
■管理職研修
　６月 13 日（水）、14（木）
※他の研修や他会場でも研修があります。
■問い合わせ　二戸高等技術専門校（☎23-2227）

二戸高等技術専門校   　　　　  　　　　☎ 23-2227
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村のこよみ３・４月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
3・16 ㊎ 卒業式（江刺家小学校） 10：00 江刺家小学校
17 ㊏ 卒業式（長興寺小学校） 10：00 長興寺小学校
19 ㊊ 卒業式（伊保内小学校） 10：00 伊保内小学校

20 ㊋ 卒業式（戸田・山根小学校） 10：00 各小学校
卒園式（伊保内保育園） 10：00 伊保内保育園

23 ㊎ 教職員辞令交付式 16：00 ＨＯＺホール
卒園式（戸田保育園・ひめほたるこども園） 10：00 各施設

28 ㊌ 子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター
4・2 ㊊ 村交通指導員辞令交付式 13：00 第２会議室
5 ㊍ 入学式（九戸中学校） 10：00 九戸中学校

6 ㊎ 入学式（村内全５小学校） 10：00 村内全５小学校
入学式（伊保内高等学校） 13：30 伊保内高等学校

9 ㊊ 教職員着任式 16：00 村山村開発センター
10 ㊋ 村行政連絡員会議 14：00 第２・３会議室
14 ㊏ クリーン九戸行動日 9：30 村内一斉
15 ㊐ 春の大掃除・火防点検 9：00 村内一斉

話しませんか？
おしゃべりサロン

　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
ンティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　４月 11 日（水）
　　　　午前 10 時～午前 11 時 30 分
■場所　街の駅「まさざね館」
■内容　血圧測定、参加者の交流
■問い合わせ
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

障害者手帳の
変更は届け出を

　障害者手帳に書かれた住所や氏名などが変わった人は
変更の手続きが必要になります。
　転出入のほか、市区町村内での転居の場合にも手続き
が必要となります。心当たりのある人は住んでいる市区
町村にて変更の届け出をお願いします。村外へ転出する
人は転出先の市区町村で手続きをお願いします。
■問い合わせ
　住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111 内線 202・203）

住民生活課地域福祉班　       ☎ 42-2111 内線 202・203

歯のテレホン相談
お電話ください☎

　４月 18 日には「ヨイ歯デーテレホン相談」として、歯
科に関する悩みの解消の無料電話相談を行います。
■日時　４月 18 日（水）　
　　　　午前 10 時～午後７時
■受付内容　歯あるいは口に関
する悩みについて何でも
■テレホン相談　☎ 019-651-7341
■申し込み・問い合わせ　
　県保険医協会歯科部会（☎ 019-651-7341）

岩手県保険医協会ヨイ歯デーテレホン相談係　☎ 019-651-7341
相談員が伺います
心の悩み健康相談

　心の悩み・健康相談に伺います。心配事や不安になり
やすい事など、何でも相談ください。
■日時　４月６日（金）
　　　　午前９時 30 分～正午
■場所　村山村開発センター
■問い合わせ
　地域活動支援センターのぞみ（☎ 32-2921）

地域活動支援センターのぞみ 　　　 　　☎ 32-2921

　

春の大掃除点検
　
　４月 15 日、春の大掃除点検と
火防点検を実施します。
　家の内外の清掃、地域内の清掃
に協力をお願いします。また、火
事の多く発生する時期です。火の
取り扱いに注意し、再度器具の点
検などを行いましょう。
■日時　４月 15 日（日）

九戸村・九戸村公衆衛生組
合連合会・九戸村消防団〔　　　　　〕


