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１月 14 日号
● 村からのお知らせ ●

村民税非課税世帯にもチューナー
総務省では、経済的な理由で地
上デジタル放送をまだ視聴できて
いない「ＮＨＫ放送受信料全額免
除世帯」の支援を行っています。
今回、その支援の対象に「村民税
非課税世帯」を加えます。
現在、地デジ放送に対応できて
いない世帯のうち、世帯全員が村
民税非課税の世帯に対して、簡易
な地デジチューナー１台を無償で
配布します。
（すでに地デジ対応
機器を持っている世帯は対象外に
なります）
◆受付期間…１月24日㈪～７月24
日㈰
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線63）

地デジ難視聴対策は早めに
地理的な条件などにより個別受
信アンテナで地上デジタル放送を
受信できない人（地デジ放送を視
聴できない世帯）には、次のよう
な国の支援があります。７月24日
の地デジへの完全移行日が迫って
います。手続きが遅れると工事が
間に合わない場合がありますの
で、希望する人は早めに相談して
ください。
◆暫定的な衛星放送利用…
 暫定的に衛星放送を利用して
地デジ放送を視聴。BSチュー
ナーの貸し出しや BSアンテナ
の設置工事を無償で行います
◆申請期限…平成23年３月31日㈭
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線63）

不妊治療費を助成します
◆対象者…県特定不妊治療費助成
事業の助成を受けた夫婦
◆対象治療…県指定の医療機関で
受けた体外受精または顕微授精
◆助成額…夫婦１組１年度あたり
15万円を限度として助成
◆助成期間…夫婦１組通算５年
◆申請方法…県助成事業の交付決
定通知書と交付決定指令書が届
いてから１カ月以内に申請
◆必要書類…
①特定不妊治療に係る領収書②
住民票③県助成事業の交付決定
通知書と交付決定指令書
◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課
（☎34-2114 内線25）

納税相談に向けた準備を
２月15日から、各地区を巡回し
て納税相談を行います。申告書の
提出に備え、関係する伝票や領収
書などの整理を進めてください。
詳しい内容や日程は、広報たのは
た２月号でお知らせします。
（☎34◆問 い合わせ先…税務課
2112 内線32）

償却資産の申告忘れずに
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）は、村の台帳に登録が
必要です。忘れずに申告手続きを
してください（既に登録済みの償
却資産は必要はありません）
。
◆期限…１月31日㈪
※用紙は税務課で受け取ってください

◆問 い合わせ先…税務課
（☎342112 内線31）

家屋解体の届け出忘れずに
平成22年１月２日から23年１月
１日までの間に家屋を解体した人
は、固定資産課税台帳から抹消す
るための届け出が必要です。届け
出がない場合、引き続き固定資産
税が賦課されることになりますの
で、忘れずに届け出てください。
◆期限…１月31日㈪
※用紙は各行政区長宅で受け取ってく
ださい

◆問 い合わせ先…税務課
（☎342112 内線31）

村営工事の入札には申請を
平成23・24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
ためには、申請が必要です。詳し
くは村ホームページを確認する
か、地域整備課に問い合わせてく
ださい。
◆受付期間…２月１日㈫～28日㈪
◆申請・問い合わせ先…地域整備
課（〒028-8407 田野畑村田野畑
143-1 ☎34-2113 内線53）

「空き屋バンク」に登録を
本村に移住を希望する人からの
問い合わせが、全国各地から相次
いでいます。住居として使用して
いない家屋などのうち、賃貸借や
売買が可能な物件の情報をお寄せ
ください。寄せられた情報は「空
き屋バンク」に登録し、移住・定
住希望者などへ紹介するために利
用させていただきます。
◆申し込み・問い合わせ先…政策
（☎34-2111 内線62）
推進課

納税の期限を忘れずに

還付申告書作成指導を開催

１月31日は村県民税４期と国民
健康保険税８期の納期限です。期
限を守り、忘れずに納めてくださ
い。口座振替を利用している人は、
預貯金残高を確認してください。
◆問い合わせ先…税務課（☎ 342112 内線32・33）

● その他のお知らせ ●

創業・法人化セミナー開催
個人事業と法人化には、どちら
にもメリット、デメリットがあり
ます。それぞれの特徴を学ぶセミ
ナーを開催します。
◆日時…１月24日㈪
午後１時30分～３時30分
◆場所…アズビィホール
◆講師…㈱大沢会計＆人事コンサ
ルタンツ 久保徹雄さん
◆申し込み・問い合わせ先…村雇
用創造推進協議会（☎34-2116）

東北税理士会宮古支部では、所
得税還付申告書の無料作成指導を
行います。会場で記入した申告書
は、税理士が税務署に提出します。
◆日時…２月５日㈯
午前10時～午後４時
◆場 所…宮古市中央公民館分館
（宮古市保久田7-22）
◆対象…宮古・下閉伊管内在住者
で年金を受給している人、給与
所得者で医療費控除など還付
申告をする人
◆持ち物…①印鑑②給与・年金の
源泉徴収票③社会保険料納付
額の分かる国民健康保険納税
通知書や証明書など④生命保
険・損害保険の控除証明書⑤医
療費の領収書⑥還付税金の振
込先金融機関通帳など口座番
号の分かるもの
◆問い合わせ先…東北税理士会宮
古支部（☎0193-62-3567 担当：
佐々木）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

１月16日 ㈰ 村消防団消防出初式

17日 ㈪ 村民懇談会

村民懇談会

高校生の芸術展を開催
宮古・下閉伊地区の高校生によ
る美術、書道、放送などの作品が
一堂に会する「宮古下閉伊高校芸
術展」を開催します。感性あふれ
る作品をぜひご覧ください。
◆日時…１月21日㈮～25日㈫
午前９時～午後５時
※24日は休館日。21日は午後１時開館、
25日は午後１時閉館

◆場所…宮古市民文化会館（宮古
市磯鶏沖2-22）
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…事務局（宮古商
業高 ☎0193-62-6856 担当：鈴木）

正しい操作で安全除雪を
雪詰まりの除去や機械を
点検するときは、必ずエンジ
ンを止めましょう。また、雪
詰まりを除去するときは、必
ず雪かき棒を使いましょう。

期間：１月16日㈰～１月31日㈪
場

所

時 間

問い合わせ先

田野畑中他

1 9：45 ～ 11：20 消防田野畑分署
（☎34-2100）

真木沢公民館

110：00 ～ 11：30

大芦公民館

113：15 ～ 14：45 政策推進課
（内線62）

浜岩泉公民館

115：00 ～ 16：30

菅窪鹿踊伝承館

110：00 ～ 11：30

猿山公民館

113：30 ～ 15：00 政策推進課
（内線62）

七滝公民館

115：15 ～ 16：45

18日 ㈫
田野畑小３学期始業式

田野畑小
（☎34-2050）
北山総合センター

110：00 ～ 11：30

池名公民館

113：30 ～ 15：00 政策推進課
（内線62）

拓心館

115：15 ～ 16：45

健診センター

113：00 ～ 15：30 健康推進課

20日 ㈭ はつらつクラブふれあいいきいきサロン①

西和野自治会館

110：00 ～ 12：00 健康推進課

23日 ㈰ 教育フォーラム in たのはた

アズビィホール

1 9：00 ～ 12：00 社会教育課

24日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

110：00 ～ 11：30 健康推進課

村民懇談会
19日 ㈬
乳児健診

村県民税４期・国保税８期納期限
31日 ㈪

税務課
（内線32・33）

介護保険料８期・後期高齢者医療保険料
生活福祉課
（内線22・24）
７期納期限
役場☎34-2111 ／ 総務学校教育課・社会教育課☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 健康推進課☎33-3102

