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１月 13 日号
公社で臨時職員を募集
村産業開発公社では、次のとお
り臨時職員を募集します。
◆募集職種…物産販売
◆募集人数…１人
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人
◆給与など…当社規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆応募期限…２月10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…㈳田野畑
村産業開発公社（〒028-8401 田
野畑村尾肝要39-1 ☎34-2080）

納税期限を忘れずに
１月31日は村県民税４期と国
保税７期の納期限です。期限を
守り、忘れずに納めてください。
◆問 い 合 わ せ 先 … 税 務 課（ ☎
34-2112 内線 31・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、村の財産台帳に登
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
の償却資産は必要ありません）
。
◆期限…１月31日㈫
◆用紙配布・問い合わせ先…税務
課（☎34-2112 内線31）

就職面接会を開催します
◆日時…２月９日㈭
午後１時30分～４時
◆場所…宮古市民総合体育館
◆参加企業…宮古公共職業安定所
管内に事業所などを有する企業
◆内容…参加企業との個別相談、
就職相談など
◆問い合わせ先…宮古公共職業安
定所（☎0193-63-8609）

インフルエンザ予防接種早めに
◆接種期間…１月31日㈫まで

サンマッシュでパート社員募集
◆作業内容…シイタケなどの栽培、
収穫、パック詰め作業など
◆募集人数…２～３人
◆賃金…時給650円～
◆作業時間…午前８時～午後５時
（時間は応相談）
◆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…㈱サンマ
ッシュ田野畑（〒028-8404 田
野畑村松前沢54-8 ☎37-3570）

※水曜日午後、土日祝日は除く

◆場所…村診療所
◆対象…満１歳以上で接種日に村
内に住所がある人（13歳未満は
２回の接種が必要です）
◆受付時間
・高校生以下…月・木・金曜日
午後４時～４時30分
・一般…月～金曜日
 午前９時～11時30分
午後２時30分～４時
◆接種料…無料
◆必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳
◆予診票…園児、児童、生徒には
各施設を通じて配布しました。
児童館・保育所入園前の幼児分
は、診療所窓口に設置。一般分
は各世帯に配布済です。不足す
るときは、診療所窓口設置分を
使用してください
◆その他…村診療所以外での接種
を希望する人には、受診券を発
行しますので、事前に保健福祉
課に連絡してください
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

田野畑を舞台にした
ドラマ撮影スタート
東日本大震災後の被災地を
描くＮＨＫドラマ「それから
の海」の撮影が村内で始まり
ました。撮影は１月下旬まで
の予定で、村民も出演します。
◆放送日…３月３日㈯ 総合
午後７時30分～８時43分
◆問 い合わせ先…復興対策室
（☎34-2111 内線68）

家屋解体の届け出忘れずに
平成23年１月２日から24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
税が課税されますので、忘れずに
届け出てください（津波で滅失し
た家屋は除きます）
。用紙は各行
政区長宅で受け取ってください。
◆期限…１月31日㈫
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線31）

農振除外申出を受け付け

▼

▼

農地に住宅を建築する場合、農
振除外申し出（農用地区域から除
外する手続き）と、農地転用許可
の必要があります。申し出から許
可までをスムーズに行うため、２
月29日を期限に申し出の受け付け
を行います。今回は、 住宅設計
図面や資金計画があり住宅建築が
確実 緊急性がある―に限ります。
審査などの手続き後、６月下旬に
転用許可の予定です。農地への住
宅建築を予定している人は、事前
に産業振興課に連絡してください。
受付期限後の申し出もできます
が、その場合の転用許可は10月以
降になる見込みですので注意して
ください。
◆受付期限…２月29日㈬
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線45）

三陸沿岸道路説明会開催

地デジ難視聴地区を訪問

三陸国道事務所では、三陸沿岸
道路の測量・地盤調査に伴う土地
立ち入り説明会を開催します。
①尾肝要～萩牛間
◆日時…１月25日㈬
午後６時～７時
◆場所…農村環境改善センター
②大芦～田野畑間
◆日時…２月２日㈭
午後６時～７時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆問い合わせ先…地域整備課（☎
34-2113 内線50）
、三陸国道事
務所調査課（☎0193-71-1716）

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
受信できない地域に住んでいる人
には、下記のような国の支援があ
ります。難視聴地区に指定されて
いる家庭には、国から委託された
業者が訪問して申請を受け付けま
すので、忘れずに申し込んでくだ
さい。難視聴地区の確認は政策推
進課に問い合わせてください。
◆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
（業者：地デジ難視対策衛星放
送受信設備整備支援センター）
◆高性能等アンテナ対策…
 受信点の調査や高性能等受信
アンテナ対策に要した経費の一
部に対して助成します（業者：
岩手県地上デジタル放送推進
協議会）
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線63）

完全デジタル化は
３月 31 日
テレビの完全地上デジタル放
送への移行が迫ってきました。
早めの対策を心掛けましょう。
◆問 い合わせ先…政策推進課
（☎34-2111 内線63）

ソフトバレー大会に参加を
村民ソフトバレーボール交流大
会の参加チームを募集しています。
４人以上でチームをつくり、大会
に参加してみませんか。
◆日時…２月５日㈰
午前８時45分～午後１時
◆場所…アズビィ体育館
◆参加料…無料
◆参加資格…小学生以上。村民以
外の出場も可
◆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）

経済センサスに協力を
２月１日、全国全ての会社や商
店を対象に「経済センサス・活動
調査」を実施します。日本の経済
力を知るための大切な調査です。
結果は東日本大震災からの復興に
向けて貴重な資料となります。１
月下旬に調査員が巡回して調査票
を配布しますので、調査への協力
をお願いします。
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線13）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

所

田野畑中他

18日 ㈬ 乳児健診

健診センター

22日 ㈰ 教育フォーラムinたのはた

アズビィホール

23日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

31日 ㈫

村は、合併処理浄化槽の設置経
費を補助しています。本年度の受
け付けは、３月10日までに完成す
る見込みの施設です。
◆対象…５～７人槽
◆補助上限額…78万8,000円
◆申し込み・問い合わせ先…地域
整備課（☎34-2113 内線53）

期間：１月４日㈬～２月５日㈰
場

１月15日 ㈰ 村消防団消防出初式

合併処理浄化槽設置に補助

時 間
9：45 ～ 11：20

問い合わせ先
消防田野畑分署
（☎34-2100）

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

9：00 ～ 11：50

教育委員会

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

村県民税４期・国保税７期納期限

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料７期・
介護保険料８期納期限

生活環境課
（内線21・22）

２月５日 ㈰ 村民ソフトバレーボール交流大会

アズビィ体育館

8：45 ～ 13：00

教育委員会

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 保健福祉課☎33-3102

