
●福祉灯油券を交付します………………2㌻ 
●元気なコミュニティ100選に3団体…3㌻ 
●観光写真コンクール……………………4㌻ 
●議会だより……………………………14㌻ 

なくそう！交通事故や火災なくそう！交通事故や火災
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●編集・発行／岩手県田野畑村役場総務企画課 ●〒028-8407岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1 ℡0194-34-2111

 
 
 
 
【教育委員会】 村では、育英奨
学資金を貸し付けています。詳し
くは下記に問い合わせてください。 
◆対象…次の4つの条件を満たす
高校や短大、大学、大学院など
の在学者（入学予定者を含む） 
 ①村に住民登録し、3 カ月以上
居住している方の子弟 

 ②人物や学業が優れていて、健
康であること 

 ③経済的な理由で就学が困難で
あること 

 ④在学または最終出身学校長か
ら推薦を受けていること 

◆貸付金額…無利子で貸し付け 
 ①高校…月額12,000円 
 ②短大、大学…月額35,000以内
（入学金50万円以内） 

 ③大学院…月額50,000以内 
 ④医科、歯科、獣医科、薬学科
など…月額120,000円以内 

◆返還方法…卒業後、据置期間を
含め 15 年以内に年賦または月
賦で返済していただきます 
◆奨学生の決定…選考委員会で審
議し、入学手続きを受けて村長
が決定します。入学前に必要な
場合は予約者として決定します 
◆申し込み、問い合わせ先…教育
委員会（ 34‐2226） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【消防田野畑分署】 3 月 1 日か
ら7日まで「火は見てる あなた
が離れる その時を」をスローガ
ンに春の全国火災予防運動が展開
されます。これからの季節は風が
強く空気が乾燥し、火災の起こり
やすい気象状態が続きます。火の
取り扱いには十分注意しましょう。 
 また、全国的に住宅火災による
死傷者が発生しています。火災を
早期発見するためにも、住宅用火
災警報器を設置しましょう。警報
器を設置した場合は、設置届出書
を田野畑分署に提出してください。 
◆住宅防火７つのポイント… 
 ３つの習慣  
 ●寝たばこは絶対にしない 
 ●ストーブのそばに燃えやすい
ものを置かない 

 ●ガスこんろなどのそばを離れ
るときは必ず火を消す 

 ４つの対策  
 ●逃げ遅れを防ぐため住宅用火
災警報器を設置する 

 ●寝具や衣類からの火災を防ぐ
ため防炎製品を使用する 

 ●火災を小さいうちに消すため
住宅用消火器などを設置する 

 ●お年寄りや障害者を守るため
隣近所の協力体制をつくる 

◆問い合わせ先…消防田野畑分署
( 34‐2100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
「空き家」を探しています村からのお知らせ 住宅火災を防止しよう

【総務企画課】 村では、田舎暮
らし希望者の増加などを見込んだ
移住・定住対策の一環として、村
内の「空き家」状況を調査してい
ます。住居として使用していない
家屋等のうち、賃貸借や売買が可
能な物件をお持ちの方は、情報を
お寄せください。 

育英奨学資金の活用を 

 寄せられた情報は「空き家バン
ク」に登録し、移住・定住希望者
などへ紹介する 
ために利用させ 
ていただきます。 
◆情報提供、問い合わせ先…総務
企画課（ 34‐2111 内線 15） 
 
 
 
その他のお知らせ 

 
 
 県内の民有林で、林地開発の違
反事例が多く発生しています。 
森林を伐採したり、開発したり
する際は、事前に届け出や許可申
請の各種手続きが 
必要となります。 
森林の伐採や開 
発の計画がありま 
したら、下記まで 
必ず事前に連絡し 
てください。 
◆届け出、問い合わせ先… 
①保安林以外の森林での立木の
伐採…田野畑村役場産業振興
課（ 34‐2111 内線48） 

交通事故件数（1月 31日現在）      
【総務企画課】 村内の交通事故件数をお知らせします。 

人身事故 物損事故 

(件) 死者数(人) 傷者数(人) (件)

区分 

 

年別 1月 累計 1月 累計 1月 累計 1月 累計

平成20年 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年 0 0 0 0 0 0 1 1

増減数 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 －1 －1

●2月 20日は交通事故死ゼロを目指す日。人も車も「止まって確認」の徹底を

②保安林での立木の伐採や土地
の形質の変更…宮古地方振興
局林務部（ 0193‐ 64‐
2215） 
③保安林以外の森林での1㌶を
超える開発行為…宮古地方振
興局林務部（ 0193‐64‐
2215） 

森林開発は手続きが必要



 
 
ジョブカフェいわてでは、これ
から就職を検討する若者やその保
護者を対象に、近年地域雇用が拡
大しつつある岩泉地域の企業説明
会を行う「お仕事広場 in 岩泉」
を開催します。お気軽にご参加く
ださい。 
◆日時…2 月 26 日(火) 午後 1
時 30分～3時 55分 
◆場所…岩泉町民会館 
◆対象…岩泉町内または田野畑村
内に住む一般求職者など 
◆内容…会場内の参加者に向けて
参加企業の全社(4 社程度)が企
業概要や仕事内容を説明します 
◆参加料…無料 
◆問い合わせ先…ジョブカフェい
わて・お仕事広場事務局
( 019‐621‐1171) 
 
 
 
県立杜陵高校の通信制は、自宅
での学習と月 2、3 回の日曜スク
ーリング（面接指導）で高校を卒
業することができます。特定科目
のみの受講も可能で、文化祭や運
動会、修学旅行などの特別活動も
行っています。詳しいことは、下
記までお問い合わせください。 
◆願書受付期間…3 月 4 日(火)～
28日(金) 
◆願書請求、問い合わせ先…県立
杜陵高校通信制宮古分室（〒
027‐0052宮古市宮町2‐1‐１
宮古高校内 0193‐63‐
7428） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 「育児は女性がするもの」と思
っていませんか。妻が専業主婦や
産後休業中であっても、少なくと
も産後8週間までは男性も育児休
業を取得することができます。詳
しいことは問い合わせてください。 
◆問い合わせ先…岩手労働局雇用
均等室（ 019‐604‐3010） 

 
 
 
 県立農業大学校では、野菜栽培
を学びながら農業の基礎を学ぶ 
「いわて農業入門塾」の第12期
生を募集します 
◆対象…農業を広く学びたい方 
◆場所…県立農業大学校（金ケ崎
町六原字蟹子沢14） 
◆開講日…5 月 3 日(土)～10 月
18日(土)までの毎週土曜日 
◆定員…50人 
◆内容…野菜の講義(5 回程度)と
栽培実習(25回) 
◆経費…10,000 円（教材費、傷
害保険料） 
◆応募方法…官製はがきかＦＡＸ
で、住所、氏名、年齢、職業、
性別、電話番号、農業体験の有
無、就農希望の有無、農用地の
有(面積)無を記入の上、送付 
◆応募期間…3 月 10日(月)～4月
7日(月)  
◆応募、問い合わせ先…県立農業
大学校・農業研修センター（〒
029‐4501 金ケ崎町六原蟹子沢
14 0197‐43‐2107、ＦＡ
Ｘ0197‐43‐2108） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 あなたの会社の「次世代育成支
援対策」についての行動計画を策
定してお届けください。一定の要
件を満たす企業は、県労働局長の
認定が受けられ、「従業員の仕事
と家庭の両立支援に積極的に取り
組む企業」を示す認定マーク『く
るみん』を対 
外的に使用す 
ることができ 
ます。詳しく 
は下記までお 
問い合わせく 
ださい。 
◆問い合わせ先…岩手労働局雇用
均等室（ 019‐604‐3010） 
 
 
 
陸上自衛隊岩手駐屯地音楽隊は、
第23回定期演奏会を開催します。
たくさんの皆さんのご来場をお待
ちしています。 
◆日時…3 月 15 日(土) 午後 2
時 30分開場、午後3時開演 
◆場所…盛岡市民文化ホール 
◆出演団体…岩手駐屯地音楽隊、
秋田駐屯地音楽隊、郡山駐屯地
音楽隊、巌鷲太鼓部 
◆入場料…無料 ※ただし、入場
整理券が必要。入場整理券は 2
月 23日(土)から配布します 
◆整理券配布場所…盛岡市・マリ
オス、フェザン、川徳、県民会
館、大通佐々木電気、東山堂楽
器中の橋店、滝沢村・自衛隊岩
手地方協力本部）、八幡平市役
所、紫波町役場、矢巾町役場、
滝沢村役場、雫石町役場 
◆問い合わせ先…陸上自衛隊岩手
駐屯地司令業務室（ 019‐
688‐4311） 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

役立ちカレンダー 期間：2月 18 日(月)～3 月 4 日(火)

月 日 曜 行   事 場   所 時  間 問い合わせ先【情報の公開】

2月 18日 月 小学校統合計画推進に係る地域懇談会 黎明館 18：00～ 教育委員会  【公開】

22日 金 小学校統合計画推進に係る地域懇談会 浜岩泉小学校 13：10～ 教育委員会  【公開】

27日 水 幼児健診 診療所 13：00～16：00 保健センター 【公開】

29日 金 固定資産税4期の納期限   税務会計課（内線31) 

3月 4日 火 介護予防教室 保健センター ９：30～11：30 保健センター 【公開】

役場 34‐2111、教育委員会 34‐2226、診療所 33‐3101、保健センター 33‐3102

火は見てる あなたが離れる その時を 
3 月 1日から7日まで、春の全国火災予防運動を展開 

陸上自衛隊の定期演奏会

農業の基礎を学びませんか

杜陵高宮古分室の学生募集 

男性も育児休業が取れます岩泉町で合同会社説明会 「くるみん」をご存じですか
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