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１月15日号
社協で保育士（正職員）
を募集
◆募集職種…保育士または児童厚
生員（正職員）
◆募集人数…若干名
◆勤務場所…若桐保育園または、
たのはた児童館
◆応 募要件…保育士資格を有し
（３月末までに取得見込者含む）
４月から勤務できる人。普通自
動車運転免許を有する人
◆勤務時間…月〜土曜日の午前７
時30分〜午後６時30分の間の８
時間（時間、休日はシフト制）
◆給与など…当会の規定による
◆応募期限…１月31日㈭
◆応募方法…履歴書
（写真付き）
に
保育士資格証明書の写しを添
えて提出してください
（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…社会福
祉法人田野畑村社会福祉協議
会（〒028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎33-3025）

サッパ船ガイドを募集中
体験村・たのはたでは、サッパ
船のガイドを募集しています。
◆募集人数…若干名
◆業務内容…「サッパ船アドベン
チャーズ」のガイド船長
◆応募要件
①小型船舶を所有し、村内の漁
港に停泊
②小型船舶操縦士免許を所持
③携帯電話を所有
◆応募期限…１月31日㈭
◆応募・問い合わせ先…体験村・
たのはたネットワーク（☎371211）

村の入札参加には申請を
平成25・26・27年度に「村物品
の購入および役務の発注」の指名
競争入札（見積書の徴収）に参加
を希望する人は、次の手続きによ
り申請書などを提出してください。
◆受付期間…１月21日㈪〜２月８
日㈮
◆受付時間…午前８時30分〜午後
５時30分
◆その他…申請用紙は、役場総務
課で配布。村ホームページから
のダウンロードも可能
◆申請・問い合わせ先…総務課（☎
34-2111 内線11）

村営工事への入札は申請を
平成25・26年度の村営建設工事
の指名競争入札、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。詳細は村ホーム
ページを確認するか、担当課に問
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51）

大震災記録書を販売中です
◆販売価格…１冊1,500円
◆送料…１梱包当たり500円
◆発送…代金入金確認後に発送
※振込手数料などが別途必要
◆受付期限…５月31日㈮
◆受付時間…午前９時〜午後４時
※ただし、土日祝日を除く
◆申し込み・問い合わせ先…山口
北州印刷㈱営業部 田野畑村
記録書係（☎019-648-4170）

家屋解体の届け出忘れずに
平成24年１月２日から25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
税が賦課されますので、忘れずに
届け出てください。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㈭
◆届け出・問い合わせ先…税務課
（☎34-2112 内線31）

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
却資産は必要ありません）
。用紙
は税務課で配布しています。
◆期限…１月31日㈭
◆届け出・問い合わせ先…税務課
（☎34-2112 内線31）

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３日㈰
午前８時30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30日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226）

インフル予防接種お早めに

農振除外の申し出を受付中

◆接種期限…１月31日㈭
※水曜日午後、土日祝日、年末年始は除く

◆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（水曜除く）
◆接種料…無料
◆必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳、予防接種手帳
（65歳以上の持っている人）
◆予診票…診療所窓口に設置して
います。受付での混雑を避ける
ため、記入して持参ください
◆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。補助限度額は１回目
3,000円、２回目2,000円です
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

納税など期限を忘れずに
１月31日は村県民税４期、国
保税８期、後期高齢者医療保険
料７期、介護保険料８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（☎ 342112 内線31・32）、生活環境課
（☎34-2114 内線22・23）

東日本大震災などにより新しく
住宅を建築しようとする人で、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。
村は現在、申し出から許可までを
スムーズに行うため、２月28日を
期限に申し出を受け付けています。
手続きやその後の住宅建築などを
円滑に進めるため、農地への住宅
建築予定がある人は、早めの申し
出を心掛けてください。
◆受付期限…２月28日㈭
※来年度は５月末、８月末を期
限に受け付けを行う予定です
◆その他…申し出状況によって期
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73）

家系図作成の基礎学ぶ講座開催
家系図を自分で作って見たいと
思っている人はいますか？ 盛岡
地方法務局宮古支局では、家系図
作りに必要な、戸籍の見方などの
基礎知識を説明する講座を開催し
ます。参加を希望する人は、事前
に電話で申し込んでください。
◆日時…１月23日㈬
午後１時30分〜２時30分
◆場所…アズビィホール会議室
◆定員…10人
◆受講料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…盛岡
地方法務局宮古支局（☎019362-2337）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

28日 ㈪ 定期健康相談

もりおか雪あかり実行委員会で
は、イベント観覧、スノーキャン
ドル制作体験、盛岡周辺観光など
を行う無料バスツアーの参加者を
募集しています。
◆期日…２月９日㈯〜10日㈰
※詳細な日程などは、当選者に
連絡します
◆定員…小学生の親子15組30人
※応募多数の場合は抽選
◆応募方法…住所、氏名、年齢、
電話番号を明記し、メールかは
がきで申し込んでください
◆応募期限…１月25日㈮
◆当選発表…１月30日㈬までに当
選者へ電話で連絡します
◆応募・問い合わせ先…もりおか
雪あかり実行委員会 復興推進
事業担当（〒020-8582 盛岡市
内丸2-5 JTBビル ☎019-651-7474
E-mail morioka_pr@th.jtb.jp）

自衛隊で自衛官候補生を募集
◆種目…自衛官候補生（陸上・海
上・航空）
◆受験資格…18歳以上27歳未満の
男子
◆受付期間…１月15日㈫〜２月17
日㈰
◆試験日…２月16日㈯か17日㈰
◆試験会場…陸上自衛隊岩手駐屯
地（滝沢村）
◆申し込み・問い合わせ先…自衛
隊宮古地域事務所（☎0193-633881）

期間：１月19日㈯～２月９日㈯
場

所

１月19日 ㈯ 映画「エクレール・お菓子放浪記」上映
アズビィホール
会

31日 ㈭

雪あかり無料ツアー参加者募集

保健センター

時 間

問い合わせ先

17：00 ～ 18：45

教育委員会

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

村県民税４期・国保税８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22・23）

２月３日 ㈰ 村民ソフトバレーボール交流大会
９日 ㈯ 診療所休診

アズビィ体育館

8：30 ～ 13：00

教育委員会
診療所

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

