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２月15日号
東日本大震災追悼式を開催

建築物防災週間を実施します

◆日時…３月11日㈯
午後２時～３時40分
◆場所…アズビィホール
◆内容…震災体験記の朗読、追悼
音楽の生演奏、国主催追悼式の
テレビ中継、献花（献花用の花
は村が準備）
◆服装…自由（礼服、平服）
◆その他…地震発生時刻の午後２
時46分に防災行政無線のサイレ
ンを鳴らします。犠牲となられ
た方々に対し、黙とうを捧げら
れますようお願いします
◆問い合わせ先…復興対策課
（☎34-2111 内線68）

３月１日㈬から７日㈫まで、建
築物防災週間を実施します。
県では期間中、万が一災害が発
生した場合に著しい被害の発生す
る恐れのある建築物を中心に、村
や消防などと共同で防災査察を実
施して、安全管理の状況をチェッ
クし、必要に応じた指導を行いま
す。
また、期間中は下記の場所にお
いて、
建築に関する地震対策の他、
火災やがけなどの建築物の防災に
関する住民の皆さんの相談にお答
えします。
◆相談・問い合わせ先…岩泉土木
センター（☎0194-22-3116、
FAX0194-22-5222）

復興支援学生寮の入居者募集
盛岡市では、東日本大震災また
は平成28年台風第10号災害により
被災し、進学のために盛岡市へ転
入する大学生・専門学校生などを
対象にシェアハウス（共同住宅）
を提供します。希望する人は、問
い合わせてください。
◆場所…盛岡市本宮５丁目10番地
◆家賃・設備など…家賃・敷金は
無料。鍵付きの個室を完備
◆対象者…次の①、②全ての要件
を満たす人
①東日本大震災または平成28
年台風第10号 の 被 災 者 で、大
学・専門学校などへの進学のた
めに盛岡市へ転入する人②将来、
被災地の復興に貢献したいとい
う意志のある人
◆申込期限…２月24日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…盛岡
市総務部危機管理防災課復興推
進係
（☎019-613-8386）

「田野畑村社会調査」報告会
東洋大学社会学部青木辰司研究
室では、
本年度で３年目となる
「田
野畑村社会調査」の報告会を開催
します。報告会は、誰でも見学す
ることができます。
◆日時…２月25日㈯
午後２時～４時
◆場所…役場第１会議室
◆調査テーマ…「岩手県田野畑村
の復興支援・地域活性化に関す
る実践的調査 パートⅢ」
①田野畑村の酪農の実態とその
発展的課題への提案
②みちのく潮風トレイルの実態
と活用策
③道の駅の役割と振興策
④民俗資料館の活用方策
◆報告者…東洋大学社会学部学生
◆問い合わせ先…政策推進課
（☎34-2111 内線60）

農振除外の申し出を受付中
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、農振除外と農地転用許可が
必要です。
村は、平成29年度に農業振興
地域整備計画の定期見直しを実施
予定です。定期見直しの期間中は、
農振除外を行うことができません。
農地への住宅建築予定がある人
は、早めの相談・申し出を心掛け
てください。
◆受付期限…５月31日㈬
※平成29年度の受け付けは、今
回のみとなります
◆その他…申し出状況により期限
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75）

畜産農家を狙った詐欺に注意
畜産農家に対して「特別交付金
として、３億円が個人の銀行口座
に振り込まれる。その３億円のう
ち２割を振り込めば、残りは畜産
農家が自由に使っていい」などと
話し、書類に押印とマイナンバー
を記入させようとする事例が発生
しています。
個人の銀行口座に、特別交付金
として現金３億円が突然振り込ま
れることはありません。また、国
や県、村の職員が直接、現金振り
込みの勧誘をすることはありませ
んので注意してください。
もし上記のような勧誘を受けた
場合には、産業振興課まで問い合
わせてください。
◆問い合わせ先…産業振興課（☎
34-2111 内線 74）

料理コンテストの観覧者を募集

確認しましょう最低賃金

村６次産業化推進協議会では、
第３回田野畑村料理コンテストを
開催します。観覧は無料で、食事
券購入者はコンテストの出品料理
をバイキング形式で楽しめます。
◆日時…２月19日㈰
午前11時30分～午後２時
◆場所…ホテル羅賀荘
◆食事券…500円
◆特別メニュー披露…「ロレオー
ル田野畑」伊藤勝康シェフ
◆問い合わせ先…産業振興課６次
産業化推進室（☎ 34-2111 内
線 71）

現在の岩手県最低賃金は、時間
額716円です。
最低賃金は、県内で働くパート
タイマー・アルバイトなどを含む
全ての労働者に適用されます。
なお、賃金額が時間額716円を
下回っている場合には、昨年 10
月５日以降の賃金額が716円以上
となるように是正する必要があり
ます。
詳細は、問い合わせてください。
◆問い合わせ先…岩手労働局労働
基準部賃金室
（☎019-604-3008）

傾聴ボランティア・スキルアップ講座

食の安全・安心説明会を開催

◆日時…３月４日㈯
①講座
午前10時～午後０時30分
②シンポジウム
午後１時30分～４時
◆場所…宮古市陸中ビル
◆内容…大きな地域課題となって
いる
「介護問題」
についてみんな
で考えるシンポジウムです
◆入場料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地域傾聴ボランティア・支え愛
（☎ 0193-63-7205）

◆日時…３月４日㈯
午後１時30分～３時30分
◆場所…県立県民生活センター
（盛岡市中央通３-10-２）
◆内容…ＢＳＥ対策について
◆入場料…無料
◆定員…120人
◆申込期限…２月27日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…県庁
県民くらしの安全課（☎ 019629-5322、FAX019-629-5279、
AC0009@pref.iwate.jp

役立ちカレンダー
月 日
２月15日㈬

行

事

幼児健診
アズビィ健康スポーツ教室
趣味・教養講座

アズビィ健康スポーツ教室

時 間

問い合わせ先

健診センター

12：20 ～ 15：30

保健福祉課（内線54）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

所

19：00 ～ 21：00

第３回 田野畑村料理コンテスト

ホテル羅賀荘

11：30 ～ 14：00

第６回 ソフトバレーボール交流会

アズビィ体育館

10：00 ～ 正午

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

アズビィ健康スポーツ教室
アズビィ健康スポーツ教室

「ソフトテニス教室」(28日も開催 )

島越地区コミュニティセンター 10：00 ～ 11：30

24日㈮ 健康相談
28日㈫

石綿（アスベスト）による疾病
と認定された場合、各種給付を受
けることができます。
家族を石綿による疾病で亡くさ
れた人も給付の対象となる場合が
あります。
詳細は、問い合わせてください。
◆対象となる疾病…①中皮腫②石
綿起因性肺がん③石綿肺④びま
ん性胸膜肥厚⑤良性石綿胸水
◆相談・問い合わせ先…宮古労働
基準監督署（☎ 0193-62-6455）

アズビィ体育館

20日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」(27日も開催 )
21日㈫

アスベストによる疾病に給付

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 正午

「初めてさんの着付け教室」
「フットサル教室」(24日も開催 )

19日㈰

◆日時…４月10日㈪～11日㈫
午前９時～午後４時
◆場所…県立宮古高等技術専門校
◆研修内容…社会人として必要な
基礎知識や企業が求める人間像
などについて
◆受講料…無料
◆申し込み方法…ＦＡＸ、メール、
持参のいずれかで受講申込書を
提出してください
◆申し込み・問い合わせ先…県立
宮古高等技術専門校（☎ 019362-5606、FAX0193-64-6596、
CD0006@pref.iwate.jp）

期間：２月15日
（水）
～２月28日(火)
場

「バドミントン教室」(22日、29日も開催）
17日㈮

能力開発セミナーを開催

後期高齢者医療保険料８期
固定資産税４期

納期限

納期限

教育委員会（内線11）

産業振興課（内線71）

教育委員会（内線11）

保健福祉課（内線52）
生活環境課（内線21）
税務会計課（内線34）

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

