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１月15日号
歯科診療所で臨時職員募集
村歯科診療所は、次のとおり臨
時職員を募集します。
◆募集職種…窓口業務（経験は問
いません）
◆募集人数…若干名
◆給与など…本村規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆勤務時間…月〜金曜日の午前８
時30分〜午後５時30分
◆任用期間…後日、お知らせ
◆応募期限…２月28日㈮
◆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…村診療所
（〒028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎33-3101）

インフル予防接種お早めに

◆期限…１月31日㈮
※水曜日午後、土日は除きます
◆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…診療所窓口に設置。窓
口での混雑を避けるため、あら
かじめ記入してご持参ください
◆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
農振除外の申し出を受付中
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。
東日本大震災などにより新しく
希望する人は、事前に必ず保健
住宅を建築しようとする人で、や
福祉課に連絡してください
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。 ◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）
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。
村営工事への入札は申請を
手続きやその後の住宅建築などを
平成26年度の村営建設工事の指
円滑に進めるため、農地への住宅
名競争入札、建設関連業務指名競
建築予定がある人は、早めの申し
争入札に参加するためには申請が
出を心掛けてください。
必要です。詳細は村ホームページ
◆受付期限…２月28日㈮
※来年度、最初の受付期限は５
を確認するか、担当課に問い合わ
せてください。
月末の予定です
◆受付期間…２月１日〜28日
◆その他…申し出状況によって期
◆申請・問い合わせ先…建設第一
限を変更する場合があります
課（〒028-8407 田野畑村田野
◆申し出・問い合わせ先…産業振
畑143-1 ☎34-2113 内線55）
興課（☎34-2111 内線71）

家屋解体の届け出忘れずに
平成25年１月２日から26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…平成26年１月31日㈮
◆届け出・問い合わせ先…税務会
計課（☎34-2112 内線34）

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
は税務会計課で配布しています。
◆期限…平成26年１月31日㈮
◆届け出・問い合わせ先…税務会
計課（☎34-2112 内線34）

路面凍結に気をつけて
積雪や凍結で路面状況
が悪化する季節。ゆとり
を持った運転で、交通事
故を防止しましょう。
◆冬 の 安 全 運 転（ い ち、
にっ、さん）運動
❶一割スピードダウン
❷二倍の車間距離
❸三分早めに出発
◆問 い合わせ先…総務課
（☎34-2111 内線15）

風疹の予防接種が無料に

巡回児童相談を開催します

村は、風疹・麻疹ワクチンの予
防接種を無料で行っています。妊
婦が感染すると、おなかの赤ちゃ
んが難聴などになって生まれてく
る危険があります。早めの予防接
種で感染を防ぎましょう。
◆期間…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 ※土日祝日、水曜日午後を除く
◆持ち物…住所と生年月日が確認
できる物。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）

宮古児童相談所による巡回児童
相談を開催します。希望する人は
電話で申し込んでください。
◆日時…１月28日㈫
午前10時〜午後３時
◆場所…保健センター
◆申込期限…１月20日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3012）

沿岸道路の工事説明会開催
国土交通省三陸国道事務所では、
三陸沿岸道路（田野畑道路）の工
事本格化に先立ち、工事説明会を
開催します。
①浜岩泉・大芦地区
◆日時…１月21日㈫
午後６時30分〜
◆場所…浜岩泉地区農業会館
②菅窪・田野畑地区
◆日時…１月23日㈭
午後６時30分〜
◆場所…アズビィ楽習センター
共通事項
◆その他…どなたでも参加できま
す。どちらの会場も受け付けは
午後６時から。駐車スペースに
限りがありますので、乗り合わ
せての来場にご協力ください
◆問 い合わせ先…国土交通省三
陸国道事務所工務第二課（☎
0193-71-1724）
、建設第一課（☎
34-2113 内線55）

人間ドック受診に助成金交付
◆対象…40〜74歳で受診した人
◆助成額…課税状況により１万〜
２万円（２年に１回の助成）
◆助成対象期間…平成25年４月１
日〜26年３月31日の受診分
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課（☎33-3102）

県の復興計画説明会を開催
県は現在、平成26年度から28年
度までの復興に向けた事業などを
具体的に示す「第２期復興実施計
画」を策定中です。この計画へ皆
さんの意見を反映させるため、１
次案の説明会を開催します。
◆日時…１月29日㈬
午後２時30分〜４時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆問い合わせ先…県復興局総務企
画課（☎019-629-6925）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

潮風トレイルのＷＳを開催
環境省では、青森県八戸市から
福島県相馬市までを遊歩道で結
ぶ「みちのく潮風トレイル」事業
を進めています。地元の人しか知
らない隠れた古い道などを探し出
し、ルートをつくるためのワーク
ショップを開催します。申し込み
は不要。多数ご参加ください。
◆日時…１月27日㈪
午後６時〜７時30分
◆場所…アズビィ楽習センター
◆対象…村民、村出身者、近隣で
興味のある人
◆内容…知っているルートを図面
に描き、現地調査の場所を決定
◆その他…今回のワークショップ
を基に、現地調査をしたりルー
ト案を決定したりします
◆問い合わせ先…環境省宮古自然
保護官事務所（☎0193-62-3912）

期間：１月17日㈮～１月31日㈮
場

所

時 間

問い合わせ先

１月17日 ㈮ アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィ体育館
「フットサル教室」

19：00 ～ 21：00

教育委員会

20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」

19：30 ～ 21：00

教育委員会

22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」

20：00 ～ 21：00

教育委員会

27日 ㈪ 巡回健康相談

田野畑駅２階

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

高校仮設集会所

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

巡回健康相談
31日 ㈮ 村県民税４期・国民健康保険税８期納期
限

税務会計課
（内線31・32）

介護保険料８期・後期高齢者医療保険料
７期納期限

生活環境課
（内線22・23）

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

