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４月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

不妊治療費を助成します
村は、不妊治療の経済的な負担
を軽減するため、特定の不妊治療
（体外受精、顕微授精）を受けた
夫婦に対し、治療費の一部を助成
します。
◆対象者…県特定不妊治療費助成
事業の助成を受けた夫婦
◆対象治療…県指定の医療機関で
受けた体外受精と顕微授精
◆助成額…夫婦１組１年度あたり
15 万円を限度
◆助成期間…夫婦１組通算５年
◆申請方法…県助成の交付決定通
知書と交付決定指令書が届い
てから１カ月以内に申請
◆必要書類…
①特定不妊治療に係る領収書
②住民票
③県助成の交付決定通知書と交
付決定指令書
◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課（☎ 34-2114 内線 25）

課税台帳を縦覧中です
固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税（補充）台
帳」を縦覧しています。土地の売
買や家屋の取り壊しがあった場
合、台帳の内容が訂正されていな
いと誤って課税されることがあり
ますので、確認をお願いします。
◆縦覧期間…４月 30 日㈮まで
◆縦覧時間…午前９時～午後５時
（※土日祝日を除く）
◆縦覧場所…役場税務課
◆問い合わせ先…税務課（☎ 342112 内線 31）

内水面の経営者を募集します
村は、沼袋地区にあるヤマメや
ニジマスを養殖する施設「内水面
漁業センター」を管理運営する人
を募集します。
◆所在地…田野畑村奥地向 57-4
養成池 1,347.6 平方㍍
稚魚池 405.7 平方㍍
ふ化室 128.6 平方㍍
◆応募要件…村内に住所がある人
◆提出書類…運営計画書（様式は
産業振興課にあります）
◆使用料…別途協議して定めます
◆応募期間…４月 16 日㈮～ 26 日㈪
◆その他…応募者多数の場合は選
考の上、決定します
◆申し込み・問い合わせ先…産業
振興課（☎ 34-2113 内線 45）

本の貸出冊数を 10 冊に
アズビィ楽習センター図書室
は４月 23 日㈮～５月 12 日㈬
まで、本の貸し出し冊数を
10 冊までにします。
◆問い合わせ先…教育委員会
（☎ 34-2226）

青年の交流会を開催します
教育委員会は、村内の青年会や
各種団体の青年部に呼び掛けて、
青年交流会を開催することにしま
した。村内の青年の皆さん、明戸
キャンプ場で一緒に交流を深めま
しょう。
◆日時…５月９日㈰ 午前 10 時～
◆場所…明戸キャンプ場
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
34-2226）

義肢などの巡回相談を実施
福祉総合相談センターによる義
肢・補装具巡回相談を行います。
◆日時…５月７日㈮ 午前 10 時
30 分～正午（受付は 11 時まで）
◆場所…宮古地区合同庁舎（宮古
市五月町 1-20）
◆申込期限…４月 26 日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…健康
推進課（☎ 33-3102）

こいのぼりを譲ってください
村は、思惟大橋コミュニティー
公園に飾るこいのぼりを集めてい
ます。家庭で不要になったこいの
ぼりを持っている人はぜひ譲って
ください。引き取りに伺います。
◆問い合わせ先…地域整備課（☎
34-2113 内線 53）

男女共同参画を学びませんか
村は、男女共同参画サポーター
養成講座の受講生を募集します。
◆募集人数…３人程度
◆応募要件…20 歳以上の村民で、
男女共同参画について興味や
関心がある人
◆受講期間…５月 27 日㈭から 11
月４日㈭までの全８回
◆受講場所…盛岡市・アイーナ
◆講座内容…男女共同参画に関す
る講義やグループ討議など。13
単位以上修了した人は、
県の
「男
女共同参画サポーター」として
認定されます
◆受講料…無料
◆応募期限…４月 30 日㈮
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課（☎ 34-2111 内線 62）

平成 22 年度村営建設工事の入札執行予定を公表します
【地域整備課】 平成 22 年度村営建設工事の入札執行予定をお知らせします。入札および契約方法は指名競争入札で
す。詳しいことは、地域整備課（☎ 34-2113 内線 53）に問い合わせてください。
№

工事名

入札執行
予定時期

工事場所

工事期間

工事種別

工事概要

１ 田野畑中学校グラウンド整備３号工事

松前沢地内

約６カ月

土木工事 テニスコート整備１式

２ 田野畑中学校グラウンド整備４号工事

松前沢地内

約６カ月

土木工事 バックネット・フェンス１式 第１四半期

３ 村有建物解体工事

松前沢地内

約３カ月

土木工事 工場・乾燥塔解体各１棟

４ 児童館統合施設建築工事

松前沢地内

約８カ月

建築工事 木造平屋建 約 520 平方㍍ 第１四半期

５ 児童館統合施設建築工事（機械設備工事） 松前沢地内

約８カ月

機械設備 機械設備１式

第１四半期

６ 児童館統合施設建築工事（電気設備工事） 松前沢地内

約８カ月

電気設備 電気設備１式

第１四半期

７ 南大芦専用水道濁度計設置工事

真木沢地内

約３カ月

機械工事 濁度計 １基

第２四半期

８ 平井賀漁港地域水産物供給基盤整備工事

地
内

羅 賀

約６カ月

土木工事 沖防波堤 L=(7.5)㍍

第２四半期

９ 村道田野畑平井賀線改良舗装工事

田野畑地内

約４カ月

土木工事 改良舗装 L=90㍍

第２四半期

第１四半期

第１四半期

10 準用河川机川河川災害復旧工事

机

地
内

約４カ月

土木工事 施工延長 ( 左岸 ) L=55㍍

第２四半期

11 準用河川机川河川災害復旧工事

机

地
内

約３カ月

土木工事 施工延長 ( 左岸 ) L=19㍍

第２四半期

12 村道明戸北山線道路災害復旧工事

北山の２地内

約４カ月

土木工事 施工延長 L=16㍍

第２四半期

13 村道明戸北山線道路災害復旧工事

明戸の４地内

約３カ月

土木工事 施工延長 L=21㍍

第２四半期

14 普通河川沼袋川流路工事

沼 袋地内

約７カ月

土木工事 流路工 L=115㍍

第２四半期

● その他のお知らせ ●

サークル活動を支援します
教育委員会は、村民のサークル
活動を支援します。
◆対象団体…会員が５人以上で、
年間に５回以上の活動を行う
サークル
◆支援内容…
甲…講師謝礼金を助成（１団体
２万円まで）
。教育委員会
施設使用料の半額を免除
乙…教育委員会施設使用料の半
額を免除
◆応募・問い合わせ先…教育委員
会（☎ 34-2226）

番屋サッパ船祭りを開催
◆開催期間…４月29日㈭～５月５日㈬
◆出 航 時 間 … 午 前 ９ 時、10 時、
午後１時、２時 30 分
◆発着場所…机漁港
（受け付けは机浜体験番屋）
◆そ の他…当日申し込み可能で
す。なお、波や風などの状況に
より中止する場合があります
◆問い合わせ先…ＮＰＯ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

行

早稲田大学「思惟の森の会」で
は、今年も毎年恒例の春合宿を行
います。田野畑・早稲田の交流会
も予定していますので、気軽に青
鹿寮にいらしてください。
◆合宿期間…４月 29 日㈭～５月
５日㈬
◆交流会日時…５月４日㈫
午後７時～
◆場所…早稲田大学「青鹿寮」
◆問い合わせ先…青鹿寮（☎ 342924）または幹事長：山口（☎
080-5028-8867）
期間：４月 21 日㈬～５月７日㈮

事

場

４月 21 日 ㈬ 幼児健診

所

健診センター

25 日 ㈰ 春の一斉清掃

各地区

26 日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

30 日 ㈮ 固定資産税１期、軽自動車税納期限

税務課

５月 ７日 ㈬ 義肢・補装具巡回相談

青鹿寮へ遊びに来てください

宮古地区合同庁舎

時 間

問い合わせ先

13：00 ～ 15：30 健康推進課
6：00 ～ 8：00 生活福祉課
10：00 ～ 11：30 健康推進課
税務課（内線 31・33）
10：30 ～ 12：00 健康推進課

役場☎ 34-2111、教育委員会☎ 34-2226、診療所☎ 33-3101、健康推進課☎ 33-3102

