
◆  

 市は、下表のとおり登録面接会を開催します。 

   

１０月３１日（月） 午前９時～午後２時 市役所第３仮庁舎 小会議室 

１１月 ７日（月） 午前９時３０分～正午 竹駒町滝の里仮設住宅 集会所 

１１月 ８日（火） 午前９時３０分～正午 米崎地区コミュニティセンター 

１１月 ９日（水） 午前９時３０分～正午 上長部仮設住宅 談話室 

１１月１０日（木） 午前９時３０分～正午 市役所第３仮庁舎 小会議室 

１１月１１日（金） 午前９時３０分～正午 旧広田水産高校仮設住宅 集会所 

▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、事業者の求人登録（情報収集）など 

 詳しくは、オフィス小川（�０８０－２８２０－７９２０  担当：吉田司）まで。 
 
◆  
 陸前高田の皆さんが少しでも「ほっと」できるような時間を提供するため、ピアノ、チェロ、フルート
によるアンサンブルコンサートを開催します。 
▽日時 １１月４日（金）午後６時～ 
▽会場 光照寺本堂（高田町字寒風６０）＊入場無料ですので、お子さんとご一緒にお越しください。 
▽内容 第１部「クラシック」第２部「楽しめる曲」（千昌夫さんの曲もあります） 

詳しくは、アズアーティストマネジメント代表 佐々木（�０４５－６６４－２８４０）まで。 
 
◆  

岩手県保険医協会歯科部会では、無料電話相談を実施します。 
▽実施日・受付時間 １１月８日（火）午前１０時～午後７時 

   （回答は、午後７時以降に、協会歯科医師より相談者にお電話します） 
▽電話番号 ０１９－６５１－７３４１（岩手県保険医協会イイ歯デーテレホン相談係） 

詳しくは、岩手県保険医協会歯科部会（�０１９－６５１－７３４１）まで。 
 
◆  

 震災後に支援物資として、市教育委員会に寄せられたランドセルを下記により無償提供します。 
▽日時 １１月２７日（日）午前８時～正午 
▽場所 旧矢作小学校（矢作町字愛宕下） 
▽対象 平成２４年４月に陸前高田市内の小学校に入学予定の児童 
▽その他 

・当日は新入学児童との関係などが分かるもの（運転免許証、健康保険証）を持参してください。 
・ランドセルは新品になります。 
・ランドセルの色は、黒、赤、ピンク、ネイビー、ブラウンがありますが、数に限りがありますのでご
了承ください。 
詳しくは、学校教育課（内線３１５）まで。 
 

 
 震災によって、ショッピングセンターリプルが被災し、「リプル商品券」が使用できない状態にあるこ
とから、お客様が持っているリプル商品券を額面どおり払い戻します。 
▽払戻期間 １０月３１日（月）まで 
▽申出方法 同商品券を陸前高田商工会仮事務所に持参してください。 
▽対象の商品券 
 ①リプルのマークがある全体がオレンジ色で、「商品券￥５００」と青字で記載のもの 
 ②リプルのマークがある全体がオレンジ色で、「商品券￥１０００」と青字で記載のもの 
 ③５００円券（券№０７００００まで） 
▽払戻方法 額面金額を現金で払い戻します。（２０万円以上の払い戻しは、後日振込または現金渡し） 
▽手続きに必要なもの リプル商品券、印鑑、振込口座が分かるもの 
 詳しくは、高田松原商業開発協同組合払戻窓口（�０８０－５５５６－６９９１）まで。 
 

◆  
 岩手県自動車整備振興会青年部では、自家用車の無料点検を行います。大規模な作業や部品交換を伴う
作業はできませんが、整備士の目による点検で皆さんの車の状態を把握するとともに、適切なアドバイス
を伝え、安心快適に自動車を使用していただくことを目的としています。 
▽日時 １０月２９日（土）午前９時～正午 
▽会場 米崎町旧機動隊跡（もしもしＰＩＴ） 
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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報を放
送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、平日は午前９時、正午、午後３時の３回放送
しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 

 
指定ごみ袋などには行政区と世帯主の氏名を記入し、当日の朝８時 

３０分までに集積場所に出してください。 

 

町名 収集行政区 
燃えない

ごみ 
空きびん 

新聞・ﾁﾗｼ・ 

雑誌・段ﾎﾞｰﾙ 

矢作 

２区～７区 ２６日(土) １６日(水) ９日(水) 

８区～１４区 ２４日(木) １７日(木) １０日(木) 

１区、１５区、１６区 ２５日(金) １８日(金) １１日(金) 

横田 全域 １７日(木) １０日(木) ５日(土) 

竹駒 全域 １６日(水) ９日(水) ２日(水) 

気仙 

４区 １日(火) ２２日(火) １５日(火) 

１区～３区、５区、６区 １８日(金) １１日(金) ４日(金) 

７区～９区 ２８日(月) ２１日(月) １４日(月) 

１０区～１４区 ２２日(火) １５日(火) ８日(火) 

高田 

１区～３区、１７区 ７日(月) ２８日(月) ２１日(月) 

４区、５区、１６区 １日(火) ２２日(火) １５日(火) 

６区～８区 ２日(水) ２６日(土) １６日(水) 

９区、１１区、１２区甲乙 ５日(土) ２４日(木) １７日(木) 

１０区、１３区～１５区 ４日(金) ２５日(金) １８日(金) 

米崎 
１区～５区甲乙 １４日(月) ７日(月) ２８日(月) 

６区甲乙～１１区 ８日(火) １日(火) ２２日(火) 

小友 
１区～７区 ９日(水) ２日(水) ２６日(土) 

８区～１０区 １０日(木) ５日(土) ２４日(木) 

広田 

１２区、１３区 １０日(木) ５日(土) ２４日(木) 

１区～３区、１１区、１４区、１５区 １１日(金) ４日(金) ２５日(金) 

４区～７区 ２１日(月) １４日(月) ７日(月) 

８区～１０区 １５日(火) ８日(火) １日(火) 

詳しくは、市民環境課環安全係（�５４－２１１１、内線１３０）まで。 
 
 

 
市では、震災復興計画について１１月中の策定を目指し、現在、震災復興計画検討定委員会で素案の検

討を進めているところですが、その内容を住民の皆さんに説明してご意見をお聞きし、計画に反映させた
いと考えておりますので、住民の皆様の参加をお願いします。 

    

矢 作 １１月 ８日（火） 

午後７時～９時（予定） 

矢作コミセン 

横 田 １１月１０日（木） 横田コミセン 

生 出 １１月１１日（金） 生出コミセン 

詳しくは、市復興対策局（内線１８１・１８２）まで。 
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矢作 1～16 区 (水)(土) 

横田 1～8 区 (火)(金) 

竹駒 1～7 区 (火)(金) 

気仙 1～14 区 (水)(土) 

高田 1～5 区と 16 区 (月)(木) 

高田 6～15 区と 17 区 (火)(金) 

米崎 1～11 区 (火)(金) 

小友 1～10 区 (月)(木) 

広田 1～15 区 (月)(木) 

※祝日は収集しません。 

 

 
 

 

 
50cm×

60cm

 

 

 

 
 ３月１８日から発行してまいりました『広報りくぜんたかた臨時号』は本号をもって廃刊いたします。 
 なお、今後は毎月第１・第３水曜日の月２回の発行となります。今後とも広報りくぜんたかたをよろ
しくお願い申し上げます。 



 
◆  

▽募集人員 １人 
▽応募資格 市内およびその周辺地域に在住の人で、看護師免許または准看護師免許を有する人。 
▽業務内容 医師の指示による注射、点滴、採血など外来患者に対する診療の補助 
▽勤務条件など 

・勤務場所 広田診療所（陸前高田市広田町字大久保１０７番地１） 
・賃  金 日額 約３，５００円 
・勤務時間 月曜日から金曜日までの午前８時１５分から午後０時１５分まで 
・雇用期間 平成２３年１１月２１日から平成２４年３月３１日まで 
・休 暇 等 臨時的任用職員人事事務取扱要領の規定による日数 
・加入保険 雇用保険、労災保険 

▽応募手続き 
① 受付期間 １０月２６日（水）～１１月９日（水）午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、

日曜日及び祝祭日を除く。） 
② 提出書類 履歴書（持参または郵送） 

※郵送の場合は、健康推進課あて１１月９日（水）必着。提出書類の返却はいたしません。 
▽選考方法 書類審査、面接審査 
 ・面接審査 １１月１１日（金）午前９時から 
 ・場  所 陸前高田市役所仮庁舎３号棟 小会議室 

申し込み・問い合わせ先は、〒０２９－２２９２ 陸前高田市高田町字鳴石４２番地５ 民生部健康推
進課国保係（内線１４０）まで。 
 
◆    
 渡辺謙と小山薫堂が呼びかけ人となって開設・発信している被災地支援メッセージサイト【ｋｉｚｕｎ
ａ３１１】では、今回の震災を忘れないために、あなたの想いをカレンダーに記憶します。 

そこで、「前を向いて一歩先に進めるような言葉」を募集します。決まりは、３０文字以内ということ
のみです。 
▽応募方法 専用のはがき、または、ホームページ（http://kizuna311.com/）からエントリー。 
▽応募期間 １１月２０日（必着） 

詳しくは、kizuna311 事務局 担当 内田・松田（�０３－３５６０－３７２７）まで。 
 
◆  
 １１月の移動図書館車「やまびこ号」の運行についてお知らせします。 
▽１１月２日（水） 

        
10:20～10:50 竹駒小学校 14:30～14:50 米崎保育園・高田保育所 
13:10～13:40 小友小学校・小友中学校 15:10～15:40 モビリア仮設住宅(仮設店舗前) 
13:50～14:10 小友保育所   

▽１１月９日（水） 
        

10:20～10:50 高田小学校 14:00～14:30 矢作保育所・阿部商店前 
11:00～11:30 希望ヶ丘病院 15:00～15:30 石橋屋商店（生出地区） 
13:10～13:40 矢作小学校(体育館脇)   

▽１１月１６日（水） 
        

10:20～10:50 
長部小学校・気仙小学校 
(体育館脇) 

14:30～14:55 下矢作保育園 

13:10～13:40 横田小学校 15:10～15:40 スポーツドーム仮設住宅 
13:45～14:10 横田保育園   

▽１１月３０日（水） 
        

10:20～10:50 米崎小学校 14:30～15:00 長部保育所 
13:10～13:40 広田小学校･広田中学校 15:20～15:40 米崎中学校仮設住宅 
13:45～14:10 広田保育園 16:00～16:20 米崎中学校 

※１２月以降の運行時間・場所は、あらためてお知らせします。 
 詳しくは、生涯学習課（内線３０１）まで。 
 
 

 
◆   
 岩手労働局では、下表のとおり就職支援に関する出張相談を開催します。 

      

10 月 27 日(木) 

午前 11
時～午
後 2 時 

サンビレッジ高田 
11 月 1 日(火) 

午前 11
時～午
後 2 時 

広田ｺﾐｾﾝ(広田小内) 
高田高第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 米崎小仮設住宅 

10 月 28 日(金) 
二日市第二仮設住宅 

11 月 2 日(水) 小友コミセン 滝の里工業団地 
細根沢仮設住宅 

10 月 31 日(月) 

高田一中仮設集会所 

11 月 4 日(金) 

上長部仮設住宅 

横田小仮設住宅 
滝の里工業団地 

細根沢町内会館 

▽内容 就職相談（求職の受け付け・職業相談）、求人情報の検索・提供、雇用調整助成金制度の周知、 
雇用保険失業給付手続方法の周知、管轄ハローワークとの連携、訓練・生活支援給付金の案内、 
各種技能講習修了証の再交付申込方法の周知など 

 詳しくは、岩手労働局職業安定部職業安定課（�０１９－６０４－３２０３）まで。 
 

◆  

陸前高田市議会では、議会基本条例に基づく本年度の「議会報告会」を市内１０会場で開催します。 
 今回は、９月定例会での平成２２年度決算審査の状況や震災復興などについて、市民の皆様と意見交換
を行うものです。ご都合のつく会場へ参加いただけますので、多くの皆様の参加をお待ちします。 

      

11 月 7 日(月) 

米崎コミセン １班 

11 月 10 日(木) 
市役所第３仮庁舎
１階大会議室 

２班 広田小体育館 ２班 

小友コミセン ３班 

11 月 8 日(火) 
長部コミセン １班 

11 月 14 日(月) 
生出コミセン １班 

竹駒コミセン ３班 横田コミセン ２班 

11 月 9 日(水) 
下矢作コミセン １班 

   
矢作コミセン ３班 

各会場とも 午後７時～午後９時（受付 午後６時３０分～） 
▽担当班 
１班 伊勢 純、佐々木一義、松田信之、菅野広紀、及川修一、小松 眞 
２班 鵜浦昌也、大坂 俊、大坪涼子、佐藤信一、菅野 稔、千田勝治 
３班 菅野 定、菅原 悟、清水幸男、藤倉泰治、佐竹 強、伊藤明彦 
詳しくは、議会事務局（内線３５０、３５１）まで 
 

◆  

 震災で被災した自動車の廃車手続について、岩手県行政書士会による出張廃車手続き受付を行います。 
▽対象 個人で廃車手続き・自動車重量税特例還付申請を行う人 
▽日時 （１回目）１１月３日（木）午前１０時～午後３時 
    （２回目）１１月２６日（土）午前１０時～午後３時 
   ※混み合うことが予想されるため、時間に余裕を持ってお越しください。 
▽会場 陸前高田市役所第３仮庁舎１階会議室 
▽手続内容 ⑴ 普通自動車、軽自動車および二輪車の廃車手続き 
      ⑵ 自動車重量税の還付手続き 
      ⑶ 登録事項等証明書および検査記録事項等証明書の請求手続き 

※登録事項等証明書および検査記録事項等証明書は、被災自動車を買い換える場合に自動車税な 
どの税の減免を受ける際に必要な書類です。 

      ⑷ 廃車手続きに加えて、行政書士会の「なんでも相談会」も併設されます。 
▽必要書類 建設課の窓口でチラシを配布します。 
▽手数料 廃車手続きは無料です。 
▽その他 事前に登録番号（ナンバー）の確認をお願いします。登録番号が不明な場合は手続きができま 

せん。登録番号が不明な場合は、軽自動車は市税務課（内線１１４）、普通自動車は県大船渡地
域振興センター県税室（�２７－９９１２）に問い合わせてください。 

詳しくは、建設課（内線２５２）まで。 
 


