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４月13日号
体験村でスタッフを募集
観光案内・接客・誘客・観光資源開発
◆募集人数…１人
◆業務内容…体験型観光プログラ
ム利用者の接客、地域資源を活
用した観光プログラム開発し
web などを活用し情報発信
◆給与など…日給7,500円×月23日
勤務、通勤手当月5,000円
観光案内、接客、地域づくり支援
◆募集人数…２人
◆業務内容…体験型観光プログラ
ム利用者の接客、ジオツーリズ
ムなど新たな観光資源開発や
その情報発信。震災からの復興
をＰＲして誘客を促す業務
◆給与など…日給6,000円×月23日
勤務、通勤手当月5,000円
共通事項
◆応募資格…高校卒業以上でパソ
コンの基本操作（ワード、エク
セルなど）ができる人。普通自
動車運転免許を有する人。自然
体験活動や住民と一緒になっ
た地域づくりに関心のある人
◆任用期間…平成25年３月31日まで
◆加入保険…社会保険、雇用保険
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆休日…シフト交代制、年末年始
（年間休日90日）
◆応募期限…４月30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…体験村・
たのはたネットワーク（〒0288402 田野畑村北山129-10 ☎
37-1211）

予防接種費用を無料に
村の皆さんが国保田野畑村診療
所で受ける次の予防接種費用を無
料にします（１人１回）
。
おたふくかぜ・水痘
◆対象…満１歳以上就学前までの
未接種・未罹患者
◆接種日…毎週火曜日（祝日除く）
午後４時～４時30分
高齢者用肺炎球菌
◆対象…満65歳以上の慢性疾患者
で、過去５年以内に予防接種を
受けていない人
◆接種日…月～金曜日（ただし水
曜日午後と祝日除く）
午前９時～11時30分、午後２時
30分～４時
共通事項
◆予約…希望日の１週間前までに
診療所（☎33-3101）に予約
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）
り

か ん

男女共同参画を学びませんか
◆募集人数…３人程度
◆応募要件…20歳以上の村民で、
男女共同参画に興味や関心が
ある人
◆受講期間…５月17日㈭から11月
１日㈭までの全６回
◆受講場所…盛岡市・アイーナ他
◆講座内容…男女共同参画に関す
る講義やグループ討議など。11
単位の受講と１講座のレポー
ト提出で県の「男女共同参画サ
ポーター」として認定されます
◆受講料…無料
◆応募期限…５月７日㈪
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課（☎34-2111 内線63）

身障者手帳所持の皆さんへ
田野畑村身体障害者福祉協会で
は、身体障害者手帳を持っている
皆さんの入会をお待ちしています。
身体障害者手帳は、病気や事故
などで身体に障がいを受けたとき、
本人か家族の申請をもとに交付さ
れます。手帳を手にすることによ
り多くの福祉サービスを受けるこ
とができます。しかし、協会に入
会していないと十分な情報が入ら
ない場合もあります。
皆さんで一緒に活動したり情報
を共有するためにも、協会への入
会をお願いします。
◆申し込み・問い合わせ先…村身
体障害者福祉協会事務局・工藤
幸子（〒028-8404 田野畑村島
越296-2 ☎・FAX33-2179）

納税の期限を忘れずに
５月１日は軽自動車税と固定資
産税１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31・32）

本の貸出冊数を10冊に
アズビィ楽習センター図書室は、
４月24日㈫から５月12日㈯まで大
型絵本の展示を行います。期間中
は本の貸出冊数も10冊までに増冊
しますので、利用してください。
◆開室時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
34-2226）

村税納付は口座振替で

軽自動車税を非課税に

村税の納付は、口座振替がお勧
めです。口座振替なら村税を納め
に行く手間が省け、納め忘れの心
配もなく、安心確実です。
◆手続き方法…預貯金通帳と通帳
届出印鑑を持ち、下記の金融機
関窓口で手続きをしてください。
納税義務者と口座名義人が異な
る場合でも口座振替が可能です
◆取り扱い金融機関…①北日本銀
行本店、支店 ②岩手銀行岩泉
支店 ③新岩手農業協同組合田
野畑支所 ④岩手県信用漁業協
同組合連合会田野畑村支店 ⑤
ゆうちょ銀行または村内の各郵
便局
◆取り扱い村税…①個人村県民税
（普通徴収） ②固定資産税 ③
軽自動車税 ④国民健康保険税
◆開始日…金融機関で手続きをし
た日の翌月末の納期分から
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線32）

固定資産課税台帳を縦覧
固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税
（補充）
台帳」
を縦覧しています。土地売買や家
屋を取り壊した場合、台帳の内容
が訂正されていないと誤って課税
してしまうことがあります。忘れ
ずに確認をお願いします。
◆期限…５月１日㈫（土日祝日を
除く）
◆時間…午前９時～午後５時
◆場所…役場税務課
◆問 い合わせ先…税務課（☎342112 内線31）

東日本大震災で滅失・損壊した
自動車・軽自動車に代わる軽自動
車を取得した場合など、平成25年
度までの軽自動車税を非課税にし
ます。非課税措置を受けるために
は手続きが必要です。詳しい内容
や手続き方法などは税務課に問い
合わせてください。
◆対象になる取得
・自動車、軽自動車→軽自動車
・二輪バイク→二輪バイク
・小型特殊自動車→小型特殊自
動車
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線32）

思い出の風景をお寄せください
ＮＨＫのＢＳプレミアム「にっ
ぽん縦断こころ旅2012」では、皆
さんの心にある忘れられない風景
や景色を募集しています。寄せら
れたエピソードをもとに、俳優の
火野正平さんが日本を縦断しなが
ら、こころの風景を訪ねます。
◆応募内容…何気ない風景、思い
出の風景、忘れられない風景、
みんなに伝えたい風景など
◆必要事項…住所、氏名、性別、
年齢、電話番号、思い出の場所、
場所にまつわるエピソード
◆応募期限…５月11日㈮必着
◆放送予定…６月11日㈪～24日㈰
月～金：午前７時45分～８時
土・日：午前11時～11時59分
◆応募…ホームページ http://www.
nhk.or.jp/kokorotabi/、FAX03-34651327、お便り〒150-8001 ＮＨＫ
「こころ旅」
係まで

役立ちカレンダー
月 日

行

義肢などの巡回相談を実施

事

４月18日 ㈬ 幼児健診

◆日時…５月18日㈮ 午前10時30
分～正午（受付は11時まで）
◆場所…宮古地区合同庁舎（宮古
市五月町1-20）
◆申込期限…５月７日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

三鉄運行再開DVD引き換え
３月４日に田野畑駅周辺で撮影
した三陸鉄道運行再開の喜びを伝
える映像が完成しました。撮影時
に配布した「完成ＤＶＤ引換券」
を持参し、役場政策推進課で引き
換えてください。
◆引換日時…４月27日㈮までの月
～金曜日
午前８時30分～午後５時30分
◆引換場所…役場政策推進課
◆その他…数に限りがあるため、
引換券を持参しない場合の引
き換えはできませんので注意
してください
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線61）

「本音で語ろう県議会」を開催
県民の皆さんと県議会議員との
意見交換会を開催します。どなた
でも参加でき、事前の申し込みは
不要です。
◆日時…４月26日㈭
午後６時30分～８時30分
◆場所…岩泉町民会館（岩泉町岩
泉字松橋21-1）
◆問い合わせ先…岩手県議会事務
局議事調査課（☎019-629-6021）

期間：４月22日㈰～５月１日㈫
場

所

時 間

問い合わせ先

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

22日 ㈰ 春の一斉清掃

各地区

06：00 ～ 08：00

生活環境課課
（内線21）

23日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

５月１日 ㈫ 固定資産税１期、軽自動車税納期限

税務課
（内線31・32）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 医科診療所☎33-3101 ／歯科診療所☎ 33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

