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10月15日号
地域安全大会にご来場を

インフル予防接種お早めに

風疹の予防接種が無料に

安全安心な地域づくりを推進す
るため「第15回岩泉・田野畑地域
安全大会」を開催します。お誘い
合わせのうえ、ご来場ください。
◆日時…10月26日㈯
午後１時30分〜３時30分
◆場所…アズビィホール
◆入場料…無料
◆主な内容
①田野畑小スクールバンド演奏
②防犯功労者などへ感謝状贈呈
③劇団
「虹」
の防犯寸劇
④大会宣言
⑤お楽しみ抽選会
◆その他…無料送迎バスを運行し
ます。乗車場所や時間は別途配
布するチラシを確認してくだ
さい
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線15）

11月１日からインフルエンザの
予防接種を始めます。昨年度に引
き続き、村内に住所がある人が村
診療所で接種を受ける場合の接種
料は無料。早めの接種を心掛け、
感染予防に努めましょう。
◆期間…11月１日㈮〜平成26年１
月31日㈮

村は「麻疹・風疹ワクチン」の
予防接種を無料で行っています。
現在、関東地方などで20〜40代の
男性を中心に風疹が流行中。妊婦
が感染すると、おなかの赤ちゃん
が難聴、心疾患などになって生ま
れる危険があります。感染を防ぐ
には予防接種が効果的（接種後
２カ月は避妊が必要。妊婦は接種
できません）
。早めの予防接種で、
感染を防ぎましょう。
◆期間…平成26年３月31日㈪まで
◆場所…村診療所
◆対象…満20〜49歳の村民
◆受付時間…月〜金曜日の午前９
時30分〜11時、午後２時30分〜
４時 ※水曜日午後、年末年始は除く
◆接種料…無料
◆必要な物…保険証など住所と生
年月日が確認できるもの、接種
者本人の母子健康手帳
◆予約…接種希望日の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）

被災土地利活用検討委員を募集
村は、東日本大震災で被災した
土地のうち、島越地区と羅賀地区
の利活用を検討するため、それぞ
れの地区に「被災土地利活用検討
協議会」を設置します。広く皆さ
んの意見を伺うため、地区関係者
の委員を一般公募しますので、応
募をお願いします。
◆募集人数…両地区とも若干名
◆応募資格
①18歳以上の人
②島越・羅賀地区の関係者
◆応募方法…電話で応募してくだ
さい
◆応募期限…10月25日㈮
◆応募・問い合わせ先…復興対策
課（☎34-2111 内線66）

※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（水曜日除く）
◆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歳以上で持っている人）
◆予診票…園児、児童、生徒には
各施設を通じて配布。入園前の
幼児と成人分は、診療所窓口に
設置。65歳以上の人は各世帯に
配布。不足するときは、診療所
窓口設置分を使用してくださ
い。受付窓口での混雑を避ける
ため、あらかじめ予診票に記入
して持参をお願いします
◆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。その際の助成限度額
は１回目3,000円、２回目2,000円。
希望する人は、事前に必ず保健
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）

土地取引の届け出忘れずに
10,000㎡以上の土地を購入した
人は、国土利用法に基づく届け出
が必要です。売買契約後２週間以
内に担当課に届け出てください。
◆提出書類…❶届出書❷契約書の
写しか領収書の写し❸土地の
位置が分かる縮尺５万分の１
以上の図面❹土地とその周囲
の状況が分かる縮尺５千分の
１以上の図面
◆届け出・問い合わせ先…政策推
進課（☎34-2111 内線64）

住宅の耐震化費用を助成中

大震災関連支援のお知らせ

村は、住宅の耐震診断や耐震改
修の費用を助成しています。耐震
基準が変わった昭和56年以前に建
てた住宅は、地震に対して弱い危
険性があります。まずは専門家に
よる耐震診断を受けましょう。診
断の結果、地震に弱いことが分
かったときは耐震改修をしてくだ
さい。尊い命や財産を守るため、
地震対策を進めましょう。
◆対象…昭和56年５月31日以前に
建築した木造住宅
◆助成額
①耐震診断…１棟当たりの診断
費３万円のうち２万７千円
を助成
②耐震改修…１棟当たり最大で
60万円を助成（改修内容で異
なります）
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線47）

▼

▼

▼

住宅を耐震化する他、 落ち
てこない 倒れてこない 移
動してこないー対策のため、
家具の固定がとても大切です。

村は、東日本大震災で被災した
皆さんを対象に、次のような支援
をしています。さかのぼって助成
を受けることができます。詳しく
は担当課に問い合わせてください。
◆住宅再建…村内に自宅を建築か
購入。複数世帯100万円、単数
世帯75万円
◆被災住宅修築…被災住宅の修繕
など。大規模半壊20万円、半壊
５万円
◆新規住宅債務…利子相当額の助
成。上限300万円
◆移転費用…村内に居住する世帯。
複数世帯20万円、
単数世帯15万円
◆浄化槽設置…加算補助。５人槽
７人槽45万9千円以内
29万8千円、
◆汚水公共ます等…給水・下水道
等区域内の、汚水公共ます、２
戸以上の接続が見込める公共
用地内の上下水道管の敷設を
村直営工事で整備
◆災害公営住宅家賃…入居日から
３年間、家賃を３割減額。上限
１万円
◆問い合わせ先…復興対策課（☎
34-2111 内線68）

役立ちカレンダー
月 日

行

漁業センサスにご協力を

紅葉の三沢地区を歩こう
◆日時…11月３日㈰ ※小雨決行
午前９時30分〜午後２時
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
※バスで移動します
◆参加料…無料
◆定員…40人
◆対 象…小学生以上の健康な人
（小学生は保護者同伴）
◆申込期限…10月31日㈭
◆持ち物…動きやすい服装・靴、
帽子、水筒、雨具、昼食
◆申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（☎
37-1211）
期間：10月20日㈰～11月２日㈯

事

10月20日 ㈰ 田野畑小学校学習発表会

11月１日、全国一斉に「2013漁
業センサス」を実施します。漁村、
流通加工業など漁業を取り巻く実
態を総合的に捉えることを目的に
５年ごとに行う大規模な統計調査
です。調査票は10月下旬、調査員
が漁業関係者に配布します。調査
へのご協力をお願いします。
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線13）

場

所

田野畑小学校

時 間
8：30 ～ 12：15

問い合わせ先
田野畑小学校
（☎34-2050）

21日 ㈪ アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」
23日 ㈬ アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バドミントン教室」

19：30 ～ 21：00

教育委員会

20：00 ～ 21：00

教育委員会

26日 ㈯ 岩泉・田野畑地域安全大会

13：30 ～ 15：30

秋の一斉清掃
27日 ㈰ 第42回村駅伝競争大会
田野畑中学校文化祭
28日 ㈪ 巡回健康相談
31日 ㈭

各地区

6：30 ～ 8：30

総務課
（内線15）
生活環境課
（内線21）

村内

8：00 ～ 12：00

教育委員会

田野畑中学校

9：15 ～ 15：30

田野畑中学校
（☎34-2301）

アズビィホール

北山地区総合センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

村県民税３期・国民健康保険税５期納期
限
介護保険料５期・後期高齢者医療保険料
４期納期限

税務会計課
（内線31・32）
生活環境課
（内線22）

診療所休診

診療所

11月２日 ㈯ 田野畑村教育の日のつどい
村民文化展（５日まで）

アズビィホール

9：00 ～ 12：00

教育委員会

アズビィ楽習センター

9：00 ～ 18：00

教育委員会

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

