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住所変更など通知カードが必要
村は皆さんに、マイナンバー通
知カードを発送しています。まだ
お手元に届いていない人は、役場
担当課まで連絡をお願いします。
今後、引越しや婚姻などにより
通知カードの住所や氏名に変更が
あった場合、カード裏面に変更事
項を記載します。手続きの際に、
変更する全員の通知カードを忘れ
ずに持参してください。転出の場
合は、新住所地の役所で記載して
もらえます。
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線 25）

家屋解体の届出を忘れずに
平成 27 年中（１月２日～平成
28 年１月１日）に家屋を解体し
た人は、固定資産課税台帳から抹
消するために届出が必要です。届
出がなかった場合は、引き続き固
定資産税が賦課されることになり
ます。忘れずに届出してください。
◆届出期限…平成 28 年１月 29 日㈮
◆その他…届出用紙は、各地区の
行政区長さん宅にあります
◆問合わせ先…税務会計課
（☎ 34
-2111 内線 34）

自賠責の期限切れに注意

村の入札参加には申請を
平成28、
29、
30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 28 年１月20日
㈬～２月 10 日㈬
◆受付時間…午前８時30分～午後
５時
◆その他…申請用紙は役場総務課
で配布。村ホームページからの
ダウンロードも可能です
◆申請・問い合わせ先…総務課
（☎
34-2111 内線 11)

償却資産の申告について
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）がある人は、村の台帳
に登録が必要ですので、忘れずに
申告手続きをしてください。ただ
し、すでに登録済みの人は必要あ
りません。
◆申告期限…平成28年１月29日㈮
◆その他…申告用紙は、税務会計
課にあります
◆問合わせ先…税務会計課
（☎ 34
-2111 内線 34）

教育委員会施設の休館について

アズビィ楽習センター、同図書
自賠責保険・共済は原動機付自
室、同ホール、同体育館は 12 月
転車を含むすべての自動車に加入
26 日から平成 28 年１月４日まで
が義務づけられています。
休館、民俗資料館は 12 月 28 日
車検制度のない 250CC 以下の
から平成 28 年１月４日まで休館
バイクは有効期限切れ、かけ忘れ
します。
に注意してください。
◆問い合わせ先…教育委員会事務
自 賠 責 保 険 の 詳 し い 内 容 は、
局社会教育班 （☎34-2226 内
http://www.jibai.jp へ。
線 12、22）

村税の納付は口座振替が便利
村税の納付は口座振替が便利です。
◆手続き方法…通帳と印鑑（通
帳届出印）をお持ちになり下
記の金融機関の窓口で手続き
をしてください
◆取扱金融機関…①北日本銀行
の本支店②岩手銀行岩泉支店③
新岩手農業協同組合田野畑支所
④岩手県信用漁業協同組合連合
会小本田野畑支店田野畑村出張
店⑤村内の各郵便局
◆口座振替ができる村税の種類
①個人村県民税
（普通徴収）
②固
定資産税③軽自動車税④国民健
康保険税※軽自動車税を口座振
替にした場合、納付書について
いる納税証明書
（継続検査用）
は
使用できません
◆口座振替をする日…各納期限日。
ただし振替日が休日の場合は翌
営業日。なお、振替不能となっ
た場合、再振替は行いません
◆口座振替の開始月…金融機関
で手続きした月の翌月が開始月
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線 31）

巡回児童相談を開催
宮古児童相談所による巡回相談
を開催します。希望する人は電話
で申し込んでください。
◆日時…平成 28 年１月 19 日㈫
午前 10 時～午後３時
◆場所…保健センター
◆相談内容…18 歳未満の児童の
心や体に関する相談など
◆申込期限…12 月 25 日㈮
◆申込み・問合せ先…保健福祉課
（☎ 33-3102 内線 52）

出稼ぎ者の健康診断を実施

社会福祉協議会で職員募集

村は、出稼ぎ者を対象とした健
康診断を実施します。年末に帰省
される人はぜひ受診してくださ
い。
◆期日…12月25日㈮
◆受 付時間…午前11時～11時30
分（厳守してください）
◆場所…村診療所
◆対象…出稼ぎ手帳所持者
◆負担額…4,890円（受診料13,810
円のうち8,920円を助成）
◆申 込期限…12月22日㈫午後５
時30分
◆その他…当日の申し込みは受
け付けません
◆申 し込み・問い合わせ先…生
活環境課（☎34-2114 内線25）

◆募集職種・人数
①シルバーサポーター…２人
②保育補助…１人
◆勤務内容
①村内の一人暮らし高齢者世帯な
どの見守り、サロンの運営支援
など
②若桐保育園での保育（クラス担
任の補助）
◆勤務場所
①村社会福祉協議会
②若桐保育園
◆応募要件…【共通】普通自動車
運転免許を有する人
①パソコン操作ができる人や福
祉・介護などの有資格者を優先
◆給与など…当会の規定による
◆勤務時間
①平日の午前８時 30 分～午後５
時30分
②月～土 曜 日 の 午前７時30分 ～
午後６時 30 分の間の８時間
（時
間、休日はシフト制）
◆任用期間…平成 28 年１月１日
㈮～３月 31 日㈭※勤務は１月
４日㈪から
◆応募期限…12 月 22 日㈫
◆応募方法…履歴書
（写真付き）
を
提出してください
（郵送可）
。
後日、面接の日時などをお知ら
せします
◆応募・問い合わせ先…村社会福
祉協議会（〒 028-8407 田野畑
村田野畑 120-1 ☎ 33-3025）

宮古下閉伊高校芸術展開催
平成 27 年度（第 29 回）宮古
下閉伊高校芸術展
◆会場…宮古市立図書館展示室
◆日時…平成 28 年１月 20 日㈬
～ 24 日㈰（月曜休館）
、10 時
～ 17 時まで（最終日は 15 時
30 分まで）
◆参加高校…岩泉高校、宮古高校
など宮古地域の９校
◆内容…美術工芸、書道、写真、
華道、放送、文芸、その他
◆問い合わせ先…岩手県高等学校
文化連盟宮古支部（☎ 0193-82
-2164）

役立ちカレンダー
月 日
12月16日㈬

行

事

「塩分」
学ぶ料理教室開催
生活習慣病を予防したり、健康
寿命を延ばしたりするためには、
塩分を摂りすぎないことが大切で
す。村食生活改善推進員さんと一
緒に料理を作り、健康な食生活に
ついて一緒に考えてみませんか。
◆日時…平成 28 年１月 13 日㈬
午前 10 時～午後１時
◆場所…保健センター
◆対象…田野畑村に住んでいる人
◆申込期限…平成28年１月６日㈬
◆参加費…無料
◆持参する物…エプロン、三角巾
◆申込・問い合わせ先…保健福祉
課（☎ 33-3102）

農業を始めたい人の相談会開催
公益社団法人岩手県農業公社で
は、新たに農業にチャレンジした
い人を対象にした新規就農相談会
を開催します。
◆日時…平成 28 年１月９日㈯午
前 11 時～午後３時
◆開催場所…いわて県民情報交流
８階 804 会
センター
「アイーナ」
議室
◆参加対象者…新規就農、Ｕター
ン、農業法人への就業などを希
望している人
◆問い合わせ先…岩手県農業公社
（☎019-623-9390）

期間：12月16日㈬～平成28年１月３日㈰

幼児健診

場
所
健診センター

時 間
問い合わせ先
12：30 ～ 15：30 保健福祉課
（内線55）

アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

18日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
たのはたわんぱくっ子ランド
19日㈯
手作りキャンドルづくり
22日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」

アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

アズビィ体育館

17：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線22）

25日㈮ 出稼ぎ健康診断

村診療所

11：00 ～ 11：30 生活環境課
（内線25）

25日㈮

国民健康保険税第７期・固定資産税第３期納期限
介護保険料第７期・後期高齢者医療保険料第６期納期限

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線11）

税務会計課
（内線31）

生活環境課
（内線21）
１日
１便６：30 ～
１月１日㈮
ホテル羅賀荘
北山崎断崖クルーズ観光船初日の出号
観光船発着所（島越） ２便10：00 ～
～３日㈰
（☎33-2611）
２日、
３日
１便10：00 ～
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 歯科診療所☎33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

