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１月15日号
村営住宅の入居者募集
村は、村営住宅
（公営住宅）
の入
居者を募集しています。
◆募集住宅・規模
①菅窪団地１-２号
（菅窪211-12）
平屋１戸建 36.5㎡
（居室３室、
台所、トイレ、浴室）
◆使用料…月額 3,600 円程度～
※入居者の所得により決定
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※許可日から10日以内に納付
◆入居可能日…２月中を予定
◆申込期限…１月23日㈮
◆入居資格…現在住宅に困ってい
て、村内に住所がある人、また
は村に住民登録できる人。村
内に職場がある人。同居親族
のいる人（例外有り）など
◆収入基準…毎月の所得合計額か
ら、配偶者、扶養者などの控
除分を除いた額が 15 万８千円
以下
◆その他…申し込み多数の場合は、
住宅困窮度により選考。必要
書類などは担当課に問い合わ
せてください
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課
（☎34-2113 内線47）

法務局の登記相談が予約制に
盛岡地方法務局および宮古支局
など県内各支局では、２月２日か
ら不動産、商業・法人登記に関す
る相談は予約制になります。
予約は下記電話番号または登記
申請窓口で申し込んでください。
◆予約・問い合わせ先…盛岡地方
法務局宮古支局
（☎0193-622337）

保育園など入園の申し込みを
平成 27 年度の若桐保育園への
入園とたのはた児童館への入館に
ついて、以下のとおり申し込みを
受け付けます。
◆申込みが必要な児童
①３歳以上児で、新たにたのはた
児童館に入館を希望する児童
※すでにたのはた児童館に入館
している４歳児と５歳児につい
ては、平成 27 年度も引き続き
児童館に入館する場合は、申し
込み不要です
②若桐保育園に入園を希望するす
べての児童
※すでに入園している児童も、
改めて入園申込書を提出してく
ださい
◆受付期間…１月 19 日㈪～１月
30 日㈮
◆受付時間…午前８時 30 分～午
後５時 30 分
◆受付場所…役場生活環境課
◆その他…申込書類はそれぞれの
施設または役場生活環境課でお
渡しします
◆問い合わせ先…生活環境課
（☎ 34-2114 内線 22）

多重債務で困ったら相談を
東北財務局盛岡財務事務所では、
「多重債務無料相談窓口」
を開設し、
借金を抱えて悩んでいる人からの
相談を無料で受け付けています。
◆日時…月～金曜日の午前８時 30
分～午後４時 30 分
◆場所…盛岡合同庁舎４階（盛岡
市内丸７-25）
◆相談専用電話…☎019-622-1637

人間ドック受診者に助成
村は、人間ドック・専門ドック
受診者に助成金を交付しています。
◆対象…村内に住所がある 40 歳
～ 74 歳
◆助成額…世帯の課税状況に応じ
10,000 円又は 20,000 円
◆申請方法…受診機関の領収書ま
たは受診証明書と印鑑を保健福
祉課に持参し申請してください
◆助成期間…平成 26 年４月１日
から平成27年３月31日受診分
◆申請期限…３月 31 日㈫
◆その他…毎年助成を受けられ、
医療機関は問いません
◆問い合せ先：保健福祉課
（保健
センター）
（☎33-3102）

農振除外の申し出を受付中
東日本大震災の被害を受けたこ
とにより、新しく住宅を建築しよ
うとする人が、やむを得ず農地に
建築する場合などは、農振除外と
農地転用許可が必要です。
村は現在、申し出から許可まで
をスムーズに行うため、２月27日
を期限に申し出を受け付けていま
す。
手続きやその後の住宅建築など
を円滑に進めるため、農地への住
宅建築予定がある人は、早めの申
し出を心掛けてください。
◆受付期限…２月27日㈮
※来年度、最初の受付期限は５
月末の予定です
◆その他…申し出状況によって期
限を変更する場合があります
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線74）

体験村で古い漁具を募集

障がい福祉計画への意見募集
村では、障害者総合支援法の規
定に基づき、村における障がい福
祉サービスや地域生活支援事業の
サービスなどを提供するための基
本的な考え方や数値目標などを定
める「第４期田野畑村障がい福祉
計画（平成 27 年度～平成 29 年
度）
」の策定を進めています。計
画の策定にあたり、皆さんの意見
を募集します。
◆意見募集期間…１月 26 日㈪～
２月 13 日㈮
◆閲覧場所…保健センター窓口
（平日の午前８時 30 分～午後
５時 30 分）
◆意見書の配布…意見書の様式は
保健センター窓口に備え付けて
あります。また、特定の様式以
外でも、住所・氏名の明記があ
れば応募することができます。
なお、電話や口頭での受け付け、
個別の回答はしません。
◆応募方法
①意見箱…保健センター窓口に備
え付けの意見箱へ投かん
②郵送…保健センターへ郵送
③ファックス：保健福祉課宛てに
送信
◆応募・問い合わせ先…保健福祉
課（〒 028-8407 田野畑村田野
畑 120-3 ☎ 33-3102 内線 52
ＦＡＸ 34-2632）

体験村・たのはたでは、再建さ
れた机浜番屋群で展示する古い漁
具を募集しています。
提供された漁具は観光客に漁村
文化を紹介し、交流の拡大を促す
ことを目的に利用されます。
提供できる人は、引き取りに行
きますので下記まで連絡してくだ
さい。また直接事務所まで届けて
いただくことも可能です。
なお、場合により引き取りでき
ない場合や展示できない場合があ
りますのでご了承ください。
◆申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（田
野畑村机 142-3 机浜番屋群ふ
れあい番屋 ☎ 37-1211）

１月16日㈮

行

村教育振興運動推進協議会では
「心豊かで賢くたくましい田野畑
の子どもの育成」をテーマに教育
のつどいを開催します。講演会で
は数学者で大道芸人のピーター・
フランクルさんが「人生を楽しく
する方程式」として講演します。
◆日時…１月 18 日㈰ 午前８時
40 分～
◆会場…アズビィホール
◆問い合わせ先…村教育委員会
（☎34-2226 内線12）

21日㈬
27日㈫

場

所

アズビィ健康スポーツ教室
（毎週金曜日）
）
アズビィ体育館
「フットサル教室」

10 時 40 分から

時 間

問い合わせ先

19：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィホール

８：40 ～ 12：15

教育委員会（内線12）

アズビィ健康スポーツ教室
（毎週月曜日）
）
アズビィ体育館
「卓球教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「ソフトバレー教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バトミントン教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

冬の星座観察会（28 日も開催）

アズビィホール周辺

18：00 ～ 19：00

教育委員会 (内線22）

巡回健康相談

羅賀コミュニティセンター 10：00 ～ 11：30

保健福祉課
（内線55）

高校仮設集会所

保健福祉課
（内線55）

30日㈮ 巡回健康相談
２月２日㈭

講演会は

期間：１月16日㈮～２月２日㈪

事

18日㈰ 田野畑村教育のつどい
19日㈪

年齢を重ねても身体機能が低下
しないようにするためには、適度
な運動やカルシウムの積極的な摂
取が大切です。村食生活改善推進
員さんと一緒に料理を作り「骨太」
な体を目指して学びましょう。
◆日時…２月３日㈫ 午前10時～
午後１時
◆場所…保健センター
◆対象…村在住の人
◆申込期限…１月26日㈪
◆参加費…無料
◆持参するもの…エプロン、三
角巾
◆申し込み・問い合わせ先…保
健福祉課
（☎33-3102 内線 53）

「教育のつどい」でピーター・フランクルさんが講演

役立ちカレンダー
月 日

「骨太」
になる料理教室開催

10：00 ～ 11：30

村県民税４期、国民健康保険税８期 納期限

税務会計課
（内線32）

介護保険料８期、後期高齢者医療保険料７期 納期限

生活環境課
（内線21）

役場☎34-2111／／教育委員会☎34-2226
教育委員会☎34-2226／／診療所☎33-3101
診療所☎33-3101／／歯科診療所☎33-3100
歯科診療所☎33-3100／／保健福祉課☎33-3102
保健福祉課☎33-3102
役場☎34-2111

