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６月15日号
発掘作業員を募集します

三陸沿岸道路説明会を開催

納税の期限を忘れずに

◆募集人数…10人程度
◆内容…発掘作業全般
◆場所…机地区
◆期間…８月中旬の５日間（予定）
◆時間…午前８時30分〜午後５時
30分（土日祝日を除く）
◆賃金…5,720円（日々雇用）
◆応募方法…往復はがきに、①氏
名②生年月日③住所④電話番
号⑤測量機器（トータルステー
ションなど）使用の可否－を明
記して郵送
◆応募期限…６月25日㈪
◆応募・問い合わせ先…教育委員
会（〒028-8407 田野畑村和野
278-1 ☎34-2226）

三陸国道事務所では、三陸沿岸
道路の設計・用地調査説明会を開
催します。
①大芦－田野畑間
◆日時…６月26日㈫
午後６時〜７時
◆場所…アズビィ楽習センター
②尾肝要－萩牛間
◆日時…６月29日㈮
午後６時〜７時
◆場所…農村環境改善センター
◆問い合わせ先…三陸国道事務所
調査第二課（☎0193-71-1744）
、
復興道路対策室（☎34-2113
内線40）

７月２日は村県民税１期と国保
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）

予防接種を無料にしています
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
料にしています（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）

アカシジミとホタルを観察

体験村・たのはたでは、夏の里
山を楽しむイベントを開催します。
チョウセンアカシジミ、ヒメボタ
ルを観察し、川遊びをして楽しみ
ましょう。
◆期日…７月７日㈯ ※雨天中止
◆日程
ＮＨＫ放送受信料を免除
第１部 13:30〜17:30
障がい者を構成員とする世帯は、
13:30 甲地公民館集合
申請することでＮＨＫ放送受診料
川遊び
が免除される場合があります。
アカシジミ観察
◆対象
くがねの牧見学
①全額免除…障害者手帳所持者
第２部 19:00〜20:30
がいる世帯で、世帯全員が村
19:00 甲地公民館集合
民税非課税
ヒメボタル観察
②半額免除…世帯主が視覚・聴
20:30 解散
覚障がい者か重度の障がい者
◆定員…第１部、２部各20人
※小学３年生以下の子どもには
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課（☎33-3102）
保護者が同伴してください
◆参加料…無料
◆申込期限…７月５日㈭
被災建物の滅失登記を実施
◆申し込み方法…電話で申し込ん
大震災で倒壊や流失した建物の
でください。ただし、定員にな
職権滅失登記を行います。12月ま
りしだい締め切ります
◆その他…持ち物や詳しい内容な
で現地調査、平成25年２月までに
どは、申し込みのときにお知ら
滅失登記を完了させる予定です。
せします
事情により特に急ぎたい場合、不
◆申し込み・問い合わせ先…体験
明な点は問い合わせてください。
村・たのはたネットワーク（☎
◆問い合わせ先…盛岡地方法務局
37-1211）
宮古支局（☎0193-62-2337）

軽自動車税を非課税に

現況届の提出を忘れずに

福祉のしごとフェアを開催

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）

「子ども手当」
は、今年４月から
「児童手当」
に変わりました。６月
からは所得制限も導入されます。
児童手当を受けている人は、現況
届の提出が必要です。届け出を忘
れると、６月分以降の手当を受け
られない場合があります。対象者
には通知していますので、忘れず
に提出してください。
◆提出期限…６月29日㈮
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線23）

県社会福祉協議会では、
「福祉
のしごと地域就職フェアin宮古」
を開催します。一般、学生を問わ
ず、福祉の職場に関心のある人や
就労を希望している人の来場をお
待ちしています。
◆日時…６月30日㈯
午後１時〜４時
◆場所…宮古市民総合体育館シー
アリーナ（宮古市小山田2-1-1）
◆日程
12:30〜 受付
13：00〜 オリエンテーション
13：10〜 面接対策講座
14：00〜 事業所のＰＲタイム
14：30〜 地域就職フェア
◆問い合わせ先…県社会福祉協議
会（☎019-601-7061）

土地の立入調査に協力を
県では、急傾斜地や沢などで皆
さんに被害が生じる恐れのある危
険区域を設定するため、土砂災害
防止法に基づいた現地調査を実施
しています。皆さんの土地に立ち
入って調査することになりますの
で、ご協力をお願いします。
◆調査期間…５月22日㈫〜11月30
日㈮
◆調査箇所…主に明戸地区の危険
箇所
◆調査会社…玉野総合コンサルタ
ント㈱
◆問 い合わせ先…岩泉土木セン
ター河川港湾課（☎22-3116）

二戸高等技術専門校を公開
東北電気保安協会

フリーマーケットを開催
衣料や玩具などを販売するフ
リーマーケットを開催します。
◆日時…６月24日㈰ ※雨天中止
午前９時〜正午
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
ンター（宮古市小山田2-102）
◆問い合わせ先…みやこ広域リサ
イクルセンター（☎0193-63-7753）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

二戸高等技術専門校では、体験
コーナーを中心とした学校公開を
開催します。
◆日時…７月１日㈰
午後１時〜４時
◆場所…二戸高等技術専門校（二
戸市石切所字上野々91-1）
◆内容…自家用車安心点検、電気
自動車などの展示、模擬家屋の
構造見学、学生作品の販売など
◆問い合わせ先…二戸高等技術専
門校（☎0195-23-2227）

期間：６月16日㈯～７月２日㈪
場

所

時 間

６月16日 ㈯ 診療所休診

問い合わせ先
診療所

17日 ㈰ たのはた牛乳まつり

ミルクプラント

10：00 ～ 15：00

村産業開発公社
（☎34-2080）

20日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

25日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

アズビィ楽習センター

18：00 ～ 19：00

農村環境改善センター

18：00 ～ 19：00

三陸国道事務所調査第二課
（☎0193-71-1744）
三陸国道事務所調査第二課
（☎0193-71-1744）

26日 ㈫

三陸沿岸道路設計・用地調査説明会
（大芦－田野畑間）
29日 ㈮ 三陸沿岸道路設計・用地調査説明会
（尾肝要－萩牛間）
村県民税１期・国保税１期納期限

税務課
（内線31・32）

介護保険料１期納期限

生活環境課
（内線23）

７月２日 ㈪
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

