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12月14日号
償却資産の申告手続きを
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、申告手続
きをしてください。
また、発電出力 10 ｋＷ以上の
太陽光発電設備も償却資産の対象
となる場合がありますので、下表
を参考に申告してください。
区

分

10ｋＷ以上 10ｋＷ未満

個人（住宅用） 申告対象 申告対象外
個人（事業用）

申告対象

法人

申告対象

◆申告期限…平成29年１月31日㈫
◆その他…申告用紙は、税務会計
課にあります
◆問い合わせ先…税務会計課
（☎ 34-2112 内線 34）

親子の食育教室を開催します
村は、親子の食育教室を開催し
ます。
肥満や生活習慣病を予防するた
めには、子どもの時からバランス
を考えて食べる習慣を身につける
ことが大切です。村食生活改善推
進員と一緒に料理を作って、親子
で食育を体験しましょう。
◆日時…平成29年１月12日㈭
午前10時～午後１時
◆場所…保健センター
◆対象…年長児・小学生の親子
◆参加費…無料
◆持参する物…エプロン、三角巾
◆申込期限…12月28日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102 内線 54）

村漁業協同組合で職員を募集
村漁業協同組合では、次のとお
り職員を募集します。
◆募集職種…臨時職員 ( 組合業務
全般 )
※採用後、正職員への登用有り
◆募集人数…若干名
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人
◆給与など…当組合の規定による
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時
労災、
健康、
厚生
◆加入保険…雇用、
◆応募方法…履歴書 (顔写真付き)
を提出してください。後日、面
接の日時などをお知らせします
◆応募期限…平成29年１月27日㈮
※応募状況により、期限前でも
締め切る場合があります
◆応募・問い合わせ先…村漁業協
同組合 ( 田野畑村羅賀 192-114、
☎ 33-2311)

お米の大切さを伝えるシンポジウム
県では、
「食べよう！いわての
お米。
シンポジウム」
を開催します。
◆日時…平成29年１月15日㈰
午後１時30分～３時45分
◆場所…盛岡市民文化ホール 大
ホール（マリオス１階）
◆内容…料理研究家 コウケンテ
ツさんによる講演など
◆入場料…無料
◆申込期限…12 月 28 日㈬
◆その他…申込用紙は、県のホー
ムページからダウンロードでき
ます
◆申し込み・問い合わせ先…県庁
県産米戦略室
（☎019-629-5715）

入札参加には申請が必要です
平成 29・30 年度の村営建設工
事に関する指名競争入札および建
設関連業務指名競争入札に参加す
る人は申請が必要です。詳細につ
いては、村のホームページで確認
するか問い合わせてください。
◆受付期間…平成29年２月１日㈬
～28日㈫
◆受付場所…建設第二課（〒 0288407 田野畑村田野畑 143 番
地１）※郵送可
◆申請・問い合わせ先…建設第二
課（☎ 34-2113 内線 400）

園児の絵画を駅舎に展示
三陸鉄道㈱では、園児お絵かき
遠足列車の作品を三陸鉄道の駅舎
に展示します。
◆期間…12月24日㈯～平成29年１
月29日㈰
◆場所…田野畑駅および島越駅
◆問い合わせ先…三陸鉄道㈱
（☎ 0193-62-8900）

「プラスワン休暇」を実施しましょう
仕事と生活の調和
（ワーク・ライ
フ・バランス）
のために、年次有給
休暇を計画的に活用しましょう。
年末年始は、労使協調のもと、
土日、祝日に年次有給休暇を組み
合わせた「プラスワン休暇」を実
施し、連続休暇を取得しましょう。
詳しくは、厚生労働省または岩
手労働局のホームページを確認す
るか問い合わせてください。
◆問い合わせ先…岩手労働局雇用
環境・均等室
（☎019-604-3010）

高病原性鳥インフルエンザの発生を予防しましょう！
11 月 23 日に、盛岡市内で回収されたハクチョウの死骸から、高病原
性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。
県内へのウイルス侵入が初めて確認されたもので、県内で高病原性鳥
インフルエンザが発生する危険性が非常に高まっています。
家庭で飼っている鶏などの家きんは、渡り鳥から高病原性鳥インフル
エンザに感染する可能性があり、確認された場合、殺処分されるばかり
でなく、周辺の養鶏農場などに移動制限措置が講じられ、養鶏業界に大
きな被害を及ぼします。
県内での発生を防ぐため、次の①～⑤の衛生対策に協力をお願いしま
す。
①飼養者は、野鳥・野生動物の侵入を防ぐため、飼育施設の破損部位を
修繕し、防鳥ネットで覆うこと。餌箱は、常に飼育施設内に置き、散
乱した餌の清掃を行うこと。
②鳥などに触れる際には、手をよく洗浄すること。飼育施設に入る際に
は、外出時に着用した衣服や靴を着替えること。
③飼育施設の周囲では、１㎡あたり１㎏の消石灰を散布するなどの消毒
を行うこと。
④飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の水を使用しない
こと。
⑤毎日健康状態を観察し、異状がみられた場合には、最寄りの獣医師ま
たは家畜保健衛生所まで連絡すること。
◆問い合わせ先…中央家畜保健衛生所（☎ 019-688-4111）

働いている調理師は届け出が必要

巡回児童相談を開催します

働いている調理師は、２年ごと
に就業届を提出することが義務づ
けられています。
12 月 31 日現在の状況を、平成
29 年１月４日から 13 日までに、
就業地を管轄している保健所に届
け出てください。
詳しくは、問い合わせてくださ
い。
◆問い合わせ先…宮古保健所（☎
0193-64-2218）または県環境
生活部県民くらしの安全課（☎
019-629-5322）

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29年１月10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、療育手帳な
どの判定、子育てに関する相談
など
◆申込期限…12月22日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102 内線 56）

役立ちカレンダー

岩手県特定最低賃金が、12 月
11 日から改定されました。賃金
額が改定額を下回っている場合は、
発効日から、改定額以上となるよ
う賃金額を改正する必要がありま
す。
改定された産業と改定額は、次
の①～⑤のとおりです。
①鉄鋼業、金属線製品、その他の
金属製品製造業（790 円）
②電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業（756 円）
③光学機械器具・レンズ、時計・
同部分品製造業（774 円）
④各種商品小売業（767 円）
⑤自動車小売業（800 円）
◆問い合わせ先…岩手労働局労働
基準部賃金室
（☎019-604-3008）

衣類などの洗濯表示が変わりました
12 月１日から、衣類などの繊
維製品の洗濯表示が変更されまし
た。
新しい洗濯表示では、新しい洗
濯記号が追加されたり、適用温度
が細かく設定されることにより、
洗濯記号の種類が 22 種類から 41
種類に増えます。これにより、洗
濯で衣類などが縮んだり色落ちす
るなどの洗濯トラブルの減少が期
待できます。
詳しくは、消費者庁のホーム
ページを確認するか問い合わせて
ください。
◆問い合わせ先…消費者庁表示対
策課（☎ 03-3507-9233）
期間：12月16日(金)～12月26日(月)

月 日
行
事
場
所
アズビィ健康スポーツ教室
12月16日㈮
「フットサル教室」
アズビィ体育館
アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー
アズビィ体育館
19日㈪
教室」
20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
21日㈬

特定最低賃金が改定されました

時 間
19：00 ～ 21：00
20：00 ～ 21：00
18：00 ～ 19：00

問い合わせ先

教育委員会
（内線11）

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

19：30 ～ 21：00

幼児健診

健診センター

12：20 ～ 15：30 保健福祉課
（内線54）

健康相談

浜岩泉地区公民館

10：00 ～ 11：30 保健福祉課
（内線52）

26日㈪ 固定資産税３期 国民健康保険税７期 納期限
後期高齢者医療保険料６期 介護保険料７期 納期限

税務会計課
（内線34）
生活環境課
（内線21）

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

