








































 

 交通事故件数（10月31日現在）
　【総務課】　村内の交通事故件数をお知らせします。

区分

年別

人身事故 物損事故

（件） 死者数（人） 傷者数（人） （件）

10月 累計 10月 累計 10月 累計 10月 累計

平成21年 1 3 0 0 1 8 1 22

平成20年 1 4 0 0 1 4 2 19

増減数 0 -1 0 0 0 4 -1 3

● 村からのお知らせ ●

2009

11月 13日号

【生活福祉課】　下記地区を対象に
粗大ごみの収集を行います。申し
込みのあった家庭を巡回しますの
で､ 希望する人は 11月 27日㈮
までに電話で申し込んでください。
なお、申し込みをした物以外は収
集しませんので注意してください。
◆収集日…12月５日㈯
◆対象地区…田野畑、西和野、和野、
菅窪、七滝、板橋、沼袋、甲地、
田代、巣合、尾肝要、萩牛、千丈、
浜岩泉、大芦、猿山

◆収集する物…自転車、チャイル
ドシートなど、指定のごみ袋に
入らない大きさの物が対象

◆申し込み方法…氏名（世帯主）
と地区名、電話番号、粗大ごみ
の種類と数量を申し出てくださ
い。なお、処理量を超えた場合は、
早めに締め切る場合があります

◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課（☎ 34-2111　内線 23）

粗大ごみを収集します

【生活福祉課】　多重債務や悪徳商
法、債務整理後の生活資金などの
相談会を開催します。
◆日時…11月 17日㈫
　　　　午後１時～３時
◆場所…岩泉町民会館
◆申込期限…11月 16日㈪　正午
◆申し込み・問い合わせ先…岩泉
町戸籍住民室（☎ 22-2111）

暮らしとお金の相談会開催

【産業振興課】　村堆肥処理施設の利用料金を下記のとおり改正しました。
区　　　　　分 利用料金

家畜排せつ物の収集運搬料（バラ１台当たり） 1,260円

堆肥の運搬料（バラ１台当たり） 600円～3,500円

堆肥の運搬料（袋詰め堆肥） 2,000円以内

家畜排せつ物の処理料・鶏ふん以外
（１立方㍍当たり）

水分量80％以上 900円

水分量71％～79％ 300円

水分量70％以下 0円

家畜排せつ物の処理料・鶏ふん
（１立方㍍当たり）

4,700円

生産物

袋詰め 40㍑当たり 120円～370円

袋詰め 500㍑当たり 2,100円～3,150円

堆肥バラ １立方㍍当たり 3,000円～3,150円

◆問い合わせ先…産業振興課（☎ 34-2111　内線44）
　　　　　　　　村産業開発公社（☎ 34-2080）

村堆
た い

肥
ひ

処理施設の利用料金を改正しました

地上アナログ放送は

平成23年７月24日
に終了します

「地デジ」普代田野畑局
10月 30日開局しました
　地デジ対応のテレビやチュ
ーナーを持っている人は、ぜ
ひお試しください。
◆問い合わせ先…政策推進課
　（☎ 34-2111　内線 63）、ま
　たはデジサポ岩手（☎ 0570-

　07-0101）

【産業振興課】　家庭で飼われてい
る鶏などは、渡り鳥から鳥インフ
ルエンザに感染する可能性があり
ます。
　渡り鳥が飛来する季節になりま
したので、鶏舎への野鳥の進入防
止や、鶏舎とその周辺の消毒など、
予防対策を必ず行ってください。
　万が一、異常がみられた場合は、
最寄りの獣医師や家畜保健衛生所
に連絡してください。
◆問い合わせ先…産業振興課（☎
34-2111　内線 44）

鳥インフルエンザを防ごう空気が乾燥する季節です。
火の元には十分気を付けましょう！



役立ちカレンダー　 期間：11月 16日㈪～12月６日㈰

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

11月 16日 月 前立腺がん検診（17日まで） 健診センター 10：00～11：00 保健医療センター

18日 水 はつらつ交流会 ホテル羅賀荘 10：00～14：00 保健医療センター

24日 火 乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

30日 月
国保税６期納期限 税務会計課（内線33）

介護保険料６期納期限 生活福祉課（内線27）

12月４日 金
行政相談 役場談話室 10：00～15：00 総務課（内線12）

人権相談 役場第１会議室 10：00～15：00 生活福祉課（内線26）

６日 日 第40回歳末たすけあい演芸会 アズビィホール 10：00～15：00 村社会福祉協議会
（☎33-3025）

役場☎34-2111、教育委員会☎34-2226、診療所☎33-3101、保健医療センター☎33-3102

● その他のお知らせ ●

　ＮＰＯ法人体験村・たのはたネッ
トワークでは、子ども長期宿泊体
験受け入れのための研修会を開催
します。
◆日時…12月１日㈫
　　　　午前 10時～午後４時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加料…無料（昼食は出ません。
各自で準備してください）

◆申込期限…11月 30日㈪
◆講師…体験教育企画　藤澤安良
さん

◆内容…
　午前の部　講演
　　農山漁村がもたらす教育効果
など

　午後の部　ワークショップ
　　県内小学校アンケート、受け
入れ地域からの検証など

◆申し込み・問い合わせ先…ＮＰ
Ｏ法人体験村・たのはたネット
ワーク（☎ 37-1211）

宿泊体験受入の研修会開催

　村市場運営協議会では、第 47回
田野畑村青空市場の出店者を募集
しています。
◆出店資格…村内に居住する人、
村内事業者（農林漁業者含む）

◆出店料…１コマ（１テーブル）
2,000円、以後１テーブルごと
に 1,000円追加

◆申込期限…11月 27日㈮
◆開催日時…12月 13日㈰
　　　　　　午前 10時～午後２時
◆開催場所…アズビィ体育館
◆申し込み方法…販売予定品目と
代表者名を、電話かファクシミ
リで申し込んでください

◆申し込み・問い合わせ先…村市
場運営協議会事務局（村商工会
内　☎ 34-2304、FAX34-2090）

青空市場の出店者を募集

　村社会福祉協議会では、第 40回
田野畑村歳末たすけあい演芸会を
開催します。内容はボランティア
の出演者による踊りや歌などを予
定していますので、多数の皆さん
のご来場をお待ちしています。
◆日時…12月６日㈰
　　　　午前 10時～午後３時
◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人 500円、子ども（小
学生以下）200円

◆その他…前売り券（大人 450円、
子ども 150円）は、村社会福祉
協議会などで販売しています

◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎ 33-3025）

歳末たすけあい演芸会を開催
【教育委員会】　教育委員会は、臨
時の学校用務員を募集します。
◆募集人数…１人
◆勤務場所…沼袋小学校
◆応募要件…学校行事や給食の準
備など、児童と一緒に活動でき
る人

◆勤務時間…月～金曜日の１日５

時間。ただし学校行事により土
日祝日に勤務の場合があります

◆任用期間…12月１日～平成 22年
３月 31日

◆給与…１時間 715円
◆応募期限…11月 24日㈫
◆応募方法…履歴書（写真付き）
と健康診断書を提出してくださ
い。後日、応募者に面接の時間
と場所をお知らせします

◆応募・問い合わせ先…教育委員
会（〒 028-8407　田野畑村和野

278-1　☎ 34-2226）

学校用務員を募集します

　村雇用創造推進協議会では、介
護施設などで就労する人材の育成
研修会を開催します。
◆日時…11月 26日㈭
　　　　午後３時～５時
◆場所…アズビィホール
◆内容…講演（講師：照井仁さん）、
意見交換

◆問い合わせ先…村雇用創造推進
協議会（☎ 34-2116）

福祉の担い手研修を開催

　新型インフルエンザの感染拡大
に伴って、宮古市休日急患診療
所（宮古市向町 4-12　☎ 0193-64-

0113）の診療時間などを下記のと
おりにします。
◆診療時間…
　月～金曜日：午後７時～９時
　土曜日：午後６時～９時
　日・祝日：午前９時～午後９時
　（月～土はインフルエンザ症状の
　人のみ受診可能。受付はいずれ
　も午後８時 30分まで）
◆その他…平日の日中や土曜日の
　午前中は、なるべく村診療所や
　かかりつけの医療機関を受診す
　るようにしてください
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