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災害公営住宅の入居者を募集します
村は、東日本大震災により住宅を失った人を対象に、災害公営住宅の
入居者を次のとおり募集します。
◆募集住宅…黎明台団地14号(切牛109番26) 木造平屋建（居室３室、ダ
イニングキッチン、トイレ、洗面所、浴室）
◆家賃…月額6,200円から
※家賃は入居する人数や収入などにより決定します
◆入居資格…次の①から⑤までの全ての要件を満たしている人
①東日本大震災により住宅を失った世帯
(1) 住宅が全壊、大規模半壊または半壊で解体を余儀なくされた世
帯
(2) 東日本大震災を契機として住宅を失った世帯（アパートなどの
賃借人が自己都合によらずに退去せざるを得なくなった世帯な
ど）
(3) 修繕や補修では住宅としての機能を回復することができない程
度の損傷で、住宅を解体した世帯（市町村が危険と判断し、す
でに解体した場合）
※ (2)、(3) の場合で、収入が一定の基準を超える世帯は申し込
みできません。
(4) 震災の復興に伴い実施される国で定める事業（都市計画事業な
ど）により移転を余儀なくされた世帯
②応急仮設住宅などに居住していて、現に住宅に困窮していること
③入居申込者および同居する人が暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律第２条第６号に規定する「暴力団員」でないこと
④住宅再建に関する補助金（被災者生活再生加算支援金など）の交付
を受けていないこと
⑤市町村税を滞納していないこと
◆提出書類…①入居申込書（印鑑を持参してください）②住民票③市町
村発行の所得課税扶養証明書④市町村発行の納税証明書⑤罹災証明書
（写し）など
※世帯状況などにより必要な書類があります。詳しくは、問い合わせ
てください
◆注意事項…①申し込みは、１世帯１戸に限ります。また、虚偽の申し
込みや、家族、親族を不自然に分割または統合しようとする申し込み
は無効とします②入居決定（内定）後に安易な理由で入居を辞退する
ことのないよう、十分に検討したうえで申し込んでください③東日本
大震災の被災者が入居する場合は、入居敷金納付を免除します
◆募集期間…入居者が決まり次第終了します
◆受付時間…平日の午前９時から午後５時まで
◆申し込み・問い合わせ先…建設第二課（☎0194-34-2113 内線 400)

男性対象の料理教室を開催
生活習慣病は、偏った食生活や
運動不足、過剰な飲酒などによる
不規則な生活習慣が要因となって
引き起こされます。いつまでも元
気に暮らせるように、健康に気を
配った料理を村食生活改善推進員
と一緒に作ってみませんか。
◆日時…２月６日㈪
午後６時～８時
◆場所…保健センター
◆対象…20歳以上の男性
◆申込期限…１月27日㈮
◆参加費…無料
◆持ち物…エプロン、三角巾、み
そ汁 ( おわん１杯分のみそ汁を
容器に入れて持参してください。
塩分測定をします )
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102 内線54）

育児・介護休業法が改正されました
１月１日に、
「改正育児・介護
休業法」が施行されました。主な
改正内容は次のとおりです。
①介護休業の分割取得が可能
②子の看護休暇・介護休暇の取得
単位の柔軟化
③介護短時間勤務などの利用開始
から３年の間で２回以上利用が
可能
④介護のための所定外労働免除制
度の新設
⑤育児休業・介護休業を取得でき
る有期契約労働者の範囲の拡大
⑥いわゆるマタハラなどを防止す
る措置の義務化の新設
◆問い合わせ先…岩手労働局雇用
環境・均等室（☎019-604-3010）

村教育のつどいを開催

冬の星座を観察してみませんか
教育委員会は、
「冬の星座教室」
を開催します。冬は空気が澄んで、
星が１年の中で最もきれいに見え
る季節です。
◆日時…１月30日㈪、31日㈫
午後６時～７時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加費…無料
◆その他…申し込みは不要です
◆問い合わせ先…教育委員会
（☎34-2226 内線11）

◆日時…１月22日㈰
午前８時45分～正午
◆会場…アズビィホール
◆内容…教育振興運動表彰や事例
発表など
◆講演会…講師 石川結貴さん
演題 「知って安心、ネットと
のじょうずな付き合い方」
◆問い合わせ先…教育委員会
（☎34-2226 内線 12）

着物の着付け教室を開催

ＮＨＫ放送受信料の減免について

教育委員会は、
「初めてさんの
着付け教室」を開催します。
◆日時…２月３日㈮、10日㈮、17
日㈮ 午前10時～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆内容…着物の着付けの基本、帯
の結び方
◆講師…竹下美恵子さん
◆対象…村民（18歳以上の女性）
◆定員…10人
◆参加費…無料
◆持ち物…着物・半幅帯・帯板・
紐 ( ３、４本 )・足袋・肌着・
裾よけ・伊達じめ ( ２本 )・コー
リンベルト・長襦袢
※２回目は名古屋帯 ( 太鼓用の
帯 )、３回目は袋帯 ( 二重太鼓
用の帯 ) も持参してください
◆申込期限…１月27日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226）

身体障害者手帳、療育手帳、精
神保健福祉手帳を持っている人が
いる世帯は、申請することでＮＨ
Ｋ放送受信料が免除される場合が
あります。
◆全額免除…身体障害者手帳・療
育手帳・精神保健福祉手帳を所
持する障がい者がいる世帯で、
世帯全員が村民税非課税
◆半額免除…受信契約者の世帯主
が、①視覚または聴覚障がいの
身体障害者手帳を所持②身体障
害者手帳１級または２級、療育
手帳Ａ、精神保健福祉手帳１級
のいずれかを所持
◆申請方法…障害者手帳、印鑑を
持参し、保健センターで申請し
てください
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課（☎33-3102 内線 56）

役立ちカレンダー
月 日
１月16日㈪
17日㈫
18日㈬
20日㈮
22日㈰
30日㈪
31日㈫

行

「復興実施計画」地域説明会
県では、平成29年度から30年度
までの２年間をさらなる展開への
連結期間と位置付けており、この
期間に県が実施する復興に向けた
施策・事業などを具体的に示す
「復
興実施計画（第３期）
」を策定中
です。
この計画の１次案について、県
民の皆さまから広く意見を伺い、
計画に反映させるため、地域説明
会を開催します。
◆日時および場所
２月２日㈭ 午後１時30分～２
時30分 久慈地区合同庁舎
２月３日㈮ 午前11時～正午
宮古地区合同庁舎
◆その他…申し込みは不要です
◆問い合わせ先…岩手県復興局復
興推進課（☎019-629-6945、Ｆ
ＡＸ 019-629-6944）

ソフトバレーボール交流会を開催
村スポーツクラブと村体育協会
では、
「第６回ソフトバレーボー
ル交流会」を開催します。
◆日時…２月19日㈰
午前10時～正午
◆場所…アズビィ体育館
◆参加費…１チーム当たり1,500円
◆申込期限…２月15日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…村ス
ポーツクラブ（教育委員会内
☎34-2226）
期間：１月16日(月)～１月31日(火)

事

場

アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー

所

アズビィ体育館
教室」（23日、30日も開催）
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
（24日、31日も開催）
乳児健診
健診センター
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
(25日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
アズビィ体育館
(27日も開催 )
村教育のつどい
アズビィホール
健康相談

時 間
20：00 ～ 21：00
18：00 ～ 19：00
12：20 ～ 15：30

問い合わせ先
教育委員会（内線11）
保健福祉課（内線54）

19：30 ～ 21：00
19：00 ～ 21：00

教育委員会（内線11）

８：45 ～ 正午

羅賀地区コミュニティセンター 10：00 ～ 11：30

保健福祉課（内線52）

趣味・教養講座「冬の星座教室」
（31日も開催） アズビィ楽習センター 18：00 ～ 19：00

教育委員会（内線11）

村県民税４期

税務会計課（内線31）

国民健康保険税８期

後期高齢者医療保険料７期

納期限

介護保険料８期

納期限

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

