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 交通事故件数（11月30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）

11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計

平成21年 1 4 0 0 1 9 1 23

平成20年 0 4 0 0 0 4 6 25

増減数 1 0 0 0 1 5 -5 -2

● 村からのお知らせ ●

2009

12月 16日号

地上アナログ放送は

平成23年７月24日
に終了します

　地デジ放送が始まっていま
す。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）

【保健医療センター】　本年度２回
目の子宮がん・乳がん検診を実施
します。がんは早期発見が大切で
す。本年度の検診を受けていない
人は、ぜひ受診してください。
◆日時…１月 14 日㈭
　　　　午後１時～２時
◆場所…健診センター
◆対象…
　子宮がん検診…20歳以上の女性
　乳がん検診…40歳以上の女性
◆申込期限…12 月 28 日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健

医療センター（☎ 33-3102）

婦人科検診を実施します

【税務会計課】　償却資産（確定申
告時に減価償却費として経費控除
申告をする予定の資産）は、村の
台帳に登録が必要です。登録が済
んでいない償却資産を持っている
人は、忘れずに申告手続きをして
ください。
◆申告期限…２月１日㈪
　※用紙は税務会計課で受け取っ
　　てください
◆申告・問い合わせ先…税務会計

課（☎ 34-2111　内線 31）

償却資産の申告忘れずに

【税務会計課】　平成 21 年１月２

日から 22 年１月１日までの間に
家屋を解体した人は、固定資産課
税台帳から抹消するための届け出
が必要です。届け出がない場合、
引き続き固定資産税が賦課される
ことになりますので、忘れずに届
け出てください。
◆届け出期限…１月 29 日㈮
　※用紙は各行政区長宅で受け取
　　ってください
◆申告・問い合わせ先…税務会計

課（☎ 34-2111　内線 31）

家屋解体の届け出忘れずに

村の入札参加には申請を
【総務課】　平成 22・23・24 年度
に「村物品の購入および役務の発
注」の指名競争入札（見積書の徴
収）に参加を希望する人は、次の
手続きにより申請書などを提出し
てください。
◆受付期間…平成 22 年１月 25 日

㈪～２月 12 日㈮
◆受付時間…午前８時 30 分～午

後５時 30 分
◆その他…申請用紙は、役場総務

課で配布します。また、村ホー
ムページからダウンロードす
ることもできます

◆申請・問い合わせ先…総務課
　（☎ 34-2111　内線 11）

交流ツアーの参加者募集
【政策推進課】　田野畑・普代・岩
泉に住んでいる独身の男女を対象
に、３町村を巡りながら参加者が
交流するツアーを開催します。
　同じ地域に住んでいながら、出
会ったことのない人と仲良くなれ
るチャンスです。パーティーでお
いしい料理を食べ、ゲームを楽し
んで盛り上がりましょう。
◆期日…平成 22 年１月 23 日㈯～
24 日㈰

◆場所…ホテル羅賀荘ほか
◆内容…スペシャルゲストのトー

クショー、パーティー、サッパ
船アドベンチャーズ体験など

◆対象…村内在住の独身男女各
10 人（３町村全体で 80 人）

◆参加料…6,300 円（宿泊費など）
◆申込期限…平成 22年１月12日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…政策

推進課（☎ 34-2111　内線 63）



役立ちカレンダー　 期間：12月 18日㈮～１月10日㈰

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

12月 18日 金 ウオーキング教室 アズビィ体育館 13：00～15：00 教育委員会　　　　【公開】

22日 火 幼児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

23日 水 たのはたっ子わんぱくランド アズビィ楽習センター 10：00～14：00 教育委員会　　　　【公開】

25日 金
固定資産税３期・国保税７期納期限 税務会計課（内線31・33）

介護保険料７期納期限 生活福祉課（内線27）

28日 月 仕事納め 役場は12月 29日から１月３日まで閉庁となります。
各種手続きなどは早めに済ませてください。１月 ４日 月 仕事始め

５日 火 出稼ぎ者健康診断 村診療所 10：00～11：00 生活福祉課（内線25）

10日 日 新年交賀会 ホテル羅賀荘 14：00～16：00 総務課（内線12）　 【公開】

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

正しい操作で安全除雪を
　毎年、雪のシーズンになると除
雪機による事故が多発します。除
雪機を使用するときは、次のこと
に注意して操作しましょう。
①雪詰まりを除去するときや機械

の点検をするときは、必ずエン
ジンを止める

②雪詰まりを除去するときは、必
ず雪かき棒を使う

③機械を操作するときは、足元や
後方の障害物に十分注意する

④除雪作業をするときは、周囲に
人を近づけない

◆問い合わせ先…㈳日本農業機械
工業会（☎ 03-3433-0415）

職業相談コーナー開設中
　ハローワーク宮古では、田野畑・
岩泉の皆さんを対象に、地域職業
相談コーナーを開設しています。
◆日時…毎月第２・４火曜日
　　　　午前 10 時～午後３時
　　　　　（１～３月は 10時 30分～）
◆場所…岩泉町役場分庁舎　第２

会議室
◆内容…①職業相談、②事業主の

雇用に関する相談、③雇用情報
の提供など

◆問い合わせ先…ハローワーク宮
古（☎ 0193-63-8609）

● その他のお知らせ ●
【保健医療センター】　食生活の改
善を中心とした健康づくりを推進
する、ボランティア養成講座を開
催します。
◆期日…平成 22 年１月 13 日㈬、
20 日㈬、27 日㈬、２月３日㈬

◆時間…午前 10時～午後３時
◆受講料…無料（ただし、調理実

習の材料費は個人負担）
◆受講資格…食生活改善推進員と

して、地域住民のために積極的
に活動する意欲のある女性

◆申込期限…平成 22年１月６日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…保健

医療センター（☎ 33-3102）

食生活改善推進員を養成

サンタクロースが家にやって来る♪

　もうすぐ楽しいクリスマス。子どもたちもサ
ンタクロースからのプレゼントを心待ちにして
いると思います。
　そんな子どもたちの夢をはぐくむため、サン
タに変身した青年たちが、プレゼントを届けに
行きます。サンタ役として、プレゼントの配布
をしていただける人も募集しています。
◆実施日時…12 月 24 日㈭　午後６時～
◆利用料金…１家庭 1,000 円（プレゼントは各

家庭で準備してください）
◆申し込み…12 月 21 日㈪の午前中に、クリス

マスカードを添えたプレゼントと利用料金
1,000 円を村商工会に届けてください

◆問い合わせ先…田野畑村商
　工会青年部（村商工会内
　☎ 34-2304）

「さんてつ川柳」募集しています

　三陸鉄道は三陸沿岸を走って 25 年。「さんて
つ」への思いを川柳にしてみませんか。入選者
には、すてきなプレゼントを用意しています。
皆さんも、この機会に三陸鉄道に乗って、一句
ひねり出してみてはいかがでしょうか。
◆募集期間…平成 22 年１年 31 日㈰まで
◆募集内容…三陸鉄道にまつわる内容を自由に

詠んでください（例：生活風景の中の三鉄、
車内の思い出、三鉄への応援メッセージなど）

◆募集部門…一般川柳の部（川柳のみの投稿）、
フォト川柳の部（川柳に写真を添えた投稿）

　※応募方法などは、問い合わせてください
◆応募・問い合わせ先…三陸鉄道沿線地域公共

交通活性化協議会（〒 020-8570　盛岡市内
丸 10-1「さんてつ川柳応募キャンペーン係」
☎ 019-629-5206）
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