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１月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

村営工事への入札は申請を

家屋解体の届け出忘れずに

【地域整備課】 平成 22 年度の村 【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
営建設工事に関する指名競争入札
【政策推進課・地域整備課】 これ
家屋を解体した人は、固定資産課
および建設関連業務指名競争入札
からの時季、降雪が多くなること
税台帳から抹消するための届け出
に参加するためには、申請が必要
が予想されます。岩泉方面へ運行
が必要です。
です。詳細は村のホームページを
している村民バスは冬期間、三沢
届け出がない場合、引き続き固
確認するか、地域整備課に問い合
峠を通行しないことにしました。
定資産税が賦課されることになり
わせてください。
岩泉行きのバスは、三沢バス停
ますので、忘れずに届け出てくだ
◆受付期間…２月１日～ 28 日
で折り返し、千丈経由で運行しま
さい。
◆申請・問い合わせ先…地域整備
すので、利用する人は注意してく
◆届け出期限…１月 29 日㈮
課（〒 028-8407 田野畑村田野
ださい。
※用紙は各行政区長宅で受け取
畑 143-1 ☎ 34-2111 内線 53・55）
また、これに併せて三沢峠（佐々
ってください
木安吉さん宅～岩泉町夏節地区）
◆申告・問い合わせ先…税務会計
の除雪を行わないこととし、通行
課（☎ 34-2111 内線 31）
止めとします。皆さんの理解と協 【生活福祉課】 障がいを抱える人
力をお願いします。
とその家族の課題を検討する地域
◆期間…１月 20 日㈬～３月 31 日㈬
懇談会を開催します。また、障が
◆問い合わせ先…☎ 34-2111 村民
いに関する個別相談も行いますの 【税務会計課】 償却資産（確定申
バス（政策推進課 内線 65）
、通
で、希望者は申し込んでください。 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
行止め（地域整備課 内線 53）
◆日時…１月 25 日㈪
台帳に登録が必要です。
午後１時 30 分～３時 40 分
登録が済んでいない償却資産を
◆場所…アズビィ楽習センター
持っている人は、忘れずに申告手
◆対象者…当事者および家族など
続きをしてください。
【総務課】 平成 22・23・24 年度
◆申込期限…１月 18 日㈪
◆申告期限…２月１日㈪
に「村物品の購入および役務の発
◆その他…個別相談の定員は４人
※用紙は税務会計課で受け取っ
注」の指名競争入札（見積書の徴
です。訪問相談にも応じますの
てください
収）に参加を希望する人は、次の
で、希望者は申し出てください
◆申告・問い合わせ先…税務会計
手続きにより申請書などを提出し
◆申し込み・問い合わせ先…生活
課（☎ 34-2111 内線 31）
てください。
福祉課（☎ 34-2111 内線 22）
◆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
【総務課】 村内の交通事故件数をお知らせします。
後５時 30 分
物損事故
区分 人身事故
◆その他…申請用紙は、役場総務
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課で配布します。また、村ホー
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（☎ 34-2111 内線 11）

沼袋三沢線の一部通行止め

障がい者地域懇談会を開催

償却資産の申告忘れずに

村の入札参加には申請を

交通事故件数（12 月 31 日現在）

農林業センサスに協力を

正しい操作で安全除雪を

【総務課】 農林水産省は、２月 1
日を調査期日として「2010 年農
林業センサス」を実施します。こ
れは、国内の農林業の実態を調査
するもので、得られた結果は統計
資料として活用します。調査員が
農林業関係者の家を訪問しますの
で、調査への協力をお願いします。
◆問い合わせ先…総務課（☎ 342111 内線 13）

● その他のお知らせ ●

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 30 分～午後３時
◆場所…岩泉町役場分庁舎
◆内容…①職業相談、②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）

予備自衛官補を募集中
◆種目…予備自衛官補（一般・技
能）
◆受験資格…
①一般：18 歳以上 34 歳未満の
男女
②技能：18 歳以上 53 歳未満の
男女（一部 55 歳未満）
◆受付期間…４月 13 日㈫まで
◆試験日…４月中旬
◆試験会場…陸上自衛隊岩手駐屯
地（滝沢村）
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所（☎ 0193-63-3881）

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）

うがい、手洗い、マ
スクの着用で、イン
フルエンザの感染を
予防しましょう！

民泊受け入れ家庭を募集
体験村・たのはたネットワーク
では、子どもの「生きる力」をは
ぐくむ体験や経験の場を提供する
取り組みを進め、修学旅行生など
の民泊（ホームステイ）を受け入
れていただける家庭を募集してい
ます。子どもたちとの交流を通じ
て、元気な地域づくりや郷土の魅
力発信をしていきましょう。
◆受け入れ内容…受け入れは年２
回程度で、各回とも子ども３～
４人ぐらい。日中の作業体験が
できない家庭は、宿泊だけの受
け入れでも構いません
◆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）

役立ちカレンダー
月 日
１月 17 日
24 日
25 日
26 日

㈰
㈰
㈪
㈫

２月１日 ㈪

行
事
村消防団出初式
教育フォーラム in たのはた
障がい者地域懇談会
乳児健診
村県民税４期・国保税８期納期限
介護保険料８期納期限

森林作業の講習会を開催
森林内での伐採作業や道路の草
刈り作業など、就労する場合に必
要な資格取得の支援を目的に、次
のとおり講習会を開催します。
チェーンソー講習
◆日時…２月 23 日㈫～ 24 日㈬
午前９時～午後４時
◆受講料…10,000 円（ただし、村
から 6,700 円助成有り）
刈り払い機講習
◆日時…２月 25 日㈭
午前８時 30 分～午後５時
◆受講料…8,000 円（ただし、村
から 5,400 円助成有り）
共通事項
◆場所…アズビィ楽習センター
◆定員…各講習 20 人
◆対象者…村内に居住している人
または就業している人（予定者
含む）で、林業関係などの資格
を必要としている人
◆申込期限…２月 15 日㈪ 午後
５時まで ※定員になりしだ
い締め切る場合があります
◆その他…講習修了者には、特別
教育修了証を交付します
◆申し込み・問い合わせ先…田野
畑村森林組合（☎ 33-2811）

税務署電話が音声案内に
所得税や消費税など、国税に関
する相談は「電話相談センター」
でお答えします。下記の相談電話
番号をダイヤルし、音声案内「１」
を選択してください。
（税務署へ
の相談は「２」
、確定申告に関す
る相談は ｢０｣ を選択）
面接による相談は、あらかじめ
日時などの予約が必要です。
◆相談電話番号…☎ 0193-62-1921
期間：１月 17 日㈰～２月１日㈪

場
所
時 間
田野畑中ほか
9：45 ～ 11：20
アズビィホール
9：00 ～ 11：50
アズビィ楽習センター 13：30 ～ 15：40
健診センター
13：00 ～ 15：30

問い合わせ先
総務課（内線 12）
【公開】
教育委員会
【公開】
   
生活福祉課（内線 22）
保健医療センター
税務会計課（内線 31・33）
生活福祉課（内線 27）

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

