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10月15日号
明戸防潮堤を震災資源として遺構保存することを計画。村震災遺構保存計画にご意見を

遺構保存計画への意見募集

村は、東日本大震災で被害を
受けた明戸地区の防潮堤について、
震災の教訓を次世代に伝えていく
貴重な震災資源ととらえ、有識者
や関係機関と保存のあり方や活用
方法について検討を重ねてきまし
た。このたび、村震災遺構保存計
画がまとまりましたので、これに
対する皆さんの意見を募集します。
◆意見募集期間…10月15日㈬～ 10
月31日㈮
◆計画の確認方法…計画書は村役
場及び保健センター窓口で閲覧
できます。また村ホームページ
からダウンロードして見ること
ができます
◆意見書の配布…意見書の様式は
村役場及び保健センター窓口に
あります。また村ホームページ
からダウンロードすることがで
きます。意見書は特定の様式以
外でも、村震災遺構保存計画へ
の意見であることおよび性別、年
齢の明記があれば応募すること
ができます
◆応募方法
①意見箱：村役場および保健セン
ター窓口に備え付けの意見箱へ
投かん
②郵送：封書または郵便はがきで
役場政策推進課へ郵送
③ファックス：役場政策推進課へ
送信
④メール：村メールアドレスへ送信
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課
（〒028-8407 下閉伊郡田野畑
村田野畑 143 番地 1
☎ 34-2111
（内線 63） FAX…34-2632
メールアドレス…inquiry@vill.
tanohata.iwate.jp

沿岸部の粗大ゴミを収集
村は、沿岸部の地区を対象に粗
大ごみの収集を行います。申し込
みのあった家庭を巡回しますので、
希望する場合は 10 月 27 日㈪まで
に電話で申し込んでください。申
し込みのあった物以外は収集しま
せんので注意してください。
◆収集日…11 月１日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢、浜
岩泉、大芦、仮設住宅団地
◆収集する物…自転車、チャイル
ドシートなど、指定のごみ袋に
入らない大きさの物が対象
◆収集数…１世帯当たり３点まで
◆申し込み方法…氏名 ( 世帯主 )
と地区名、電話番号、粗大ごみ
の種類と数量を申し出てくださ
い。処理量を超えた場合は、早
めに締め切る場合があります
◆その他…粗大ごみは、収集する
トラックに積みやすい場所に出
しておいてください
◆申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎ 34-2114 内線 22）

村の宝物を紹介する企画展開催
民俗資料館は、東北文化の日に
合わせて、三閉伊一揆勝利の証し
である「安堵状」や浜岩泉Ⅱ遺跡
出土の「遮光器土偶」などの村指
定文化財を紹介するミニ企画展を
開催します。
◆日時…10 月 25 日㈯～ 26 日㈰午
前９時～午後４時 30 分
◆場所…民俗資料館
◆入館料…無料
◆問い合わせ先…民俗資料館
（☎33-2210）

広島市 8.20 豪雨災害
義援金の報告について
広島市 8.20 豪雨災害義援金
募金箱を役場など４カ所に設
置したところ 20,430 円の募
金がありました。
お預かりした義援金は、10
月上旬に広島市役所指定口座
へ入金しました。ご協力あり
がとうございました。

発掘の室内整理作業員募集
教育委員会は、村内遺跡発掘調
査報告書作成のため、室内整理作
業員を募集します。
◆作業予定期間…10月下旬～平成
27年３月上旬
◆作業場所…民俗資料館
◆作業内容…出土遺物の洗浄、注
記、実測、図面のデジタル化な
どの業務補助
◆募集人数…２人程度
◆募集要件…18歳～69歳までの
健康な男女
◆作業時間…月曜日は午後１時～
４時
（３時間）、
火～金曜日は午
前９時～午後４時
（６時間）
◆作業賃金…村規定による
◆受付期限…10月21日㈫午後５時
◆申し込み・問い合わせ先…民俗
資料館（☎・FAX33-2210 メール：
ikki@vill.tanohata.iwate.jp）
平日午前９時～午後５時の受付
FAX・メールは 24 時間受付

地域安全大会にご来場を
「第15回岩泉・田野畑地域安全大
会」を開催します。
◆日時…10月25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岩手県警音楽隊の演奏
③大会宣言
④お楽しみ抽選会 など
◆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66）

村営住宅の入居者募集

教育の日に復興子ども会議

インフルエンザ予防接種お早めに

村は、村営住宅
（村独自管理）
の
入居者を募集しています。
◆募集住宅・規模…菅窪団地17号
（菅窪211-１）
平屋戸建て住宅 40
㎡
（居室２室、台所、トイレ、浴室）
◆使用料…月額10,000円程度～
（所
得による）
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※許可日から10日以内に納付
◆入居可能日…11月
◆申込期限…10月24日㈮
◆入居資格…現在住宅に困ってい
て、村内に住所がある人、また
は村に住民登録できる人
◆収入基準…毎月の所得合計から、
配偶者、扶養者などの控除分を
除いた額が 15 万８千円以下
◆その他…申し込み多数の場合は、
住宅困窮度により選考。必要書
類などは担当課に問い合わせて
ください
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課
（☎34-2113 内線47）

「田野畑教育の日」に子ども達
の豊かな人間性を育成するため、
第 3 回復興子ども会議を開催し
ます。子ども達の考える村の未来
像、復興への思いに耳を傾けま
しょう。
◆日 時 …11月１日㈯ 午前10時～
11時30分
◆場所…アズビィホール
◆入場料…無料
◆内容…①小・中学生による復興
への取り組み発表②小中学生と
村長などとの意見交換会
◆その他…事前申し込みは不要。
直接会場へお越しください
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
34-2226）

11月４日からインフルエンザの
予防接種を始めます。
◆期間…11月４日㈫～平成27年１
月30日㈮

三閉伊一揆学習交流会開催
たのはた三閉伊一揆を語る会で
は、三閉伊一揆を題材とした紙芝
居による学習交流会を開催します。
◆日時…10 月 26 日㈰ 午後 1 時～
◆場所…アズビィ楽習センター
◆対象者…誰でも参加できます
◆参加料…無料
◆問い合わせ先…三閉伊一揆を語
る会 会長 畠山吉郎
（☎33-3157）

困りごとは行政相談所へ
村では、役所
（国・県・市町村）
や独
立行政法人、特殊法人など
（国立病
院機構、
郵便局、
NTT など）
の仕事に
関して、困りごとや要望したいこ
となどの相談に応じ、
その解決の促
進を図る行政相談所を開設します。
◆日時…10 月 21 日㈫ 午後１時～
３時
◆場所…役場村民談話室
◆その他…相談は無料で秘密は厳
守されます
◆問い合せ先：総務課
（☎34-2111
内線66）

役立ちカレンダー
月 日
10月19日㈰
20日㈪
21日㈫
25日㈯
26日㈰
28日㈫
31日㈮
11月1日㈯

※水曜日午後、土日祝日、年末年始は除く

◆場所…村診療所
◆接種料…無料
◆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）
◆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。65歳以上
の人は各世帯に配布。それ以外
の人は診療所の窓口にある予
診票を使用してください
◆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。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）

第１回村マレットゴルフ羅賀荘杯開催（会場：村マレットゴルフ場）
●日時など…11 月９日㈰午前８時 30 分受け付け開始 参加費 1,500 円
●申し込み…マレット協会長 ･畠山（☎33-2456）まで（申込期限 11 月３日㈪）
期間：10月19日㈰～11月１日㈯

行
事
場
所
時 間
問い合わせ先
田野畑小学校学習発表会
田野畑小学校
８：30 ～ 12：20 田野畑小学校
（☎34-2050）
田野畑村駅伝競走大会
村内
（内線22）
14：00 ～ 16：30 教育委員会
（内線11）
星座教室（22 日まで）
アズビィホール前
18：30 ～ 19：30 教育委員会
行政相談
役場村民談話室
13：00 ～ 15：00 総務課
（内線66）
（内線66）
第 15 回岩泉・田野畑地域安全大会
アズビィホール
13：30 ～ 15：30 総務課
民俗資料館ミニ企画展「たのはた村の宝もの」
（26 日まで） 村民俗資料館
（☎33-2210）
９：00 ～ 16：30 民俗資料館
田野畑中学校文化祭
田野畑中学校
９：15 ～ 15：40 田野畑中学校
（☎34-2301）
秋の一斉清掃
村内
６：30 ～８：30 生活環境課
（内線22）
巡回健康相談
北山総合センター
10：00 ～ 11：30 保健福祉課
（内線55）
村県民税３期、国民健康保険税５期、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32）
・生活環境課（内線21）
復興子ども会議
（内線16）
10：00 ～ 11：30 教育委員会
第 41 回村民文化展（11 月４日まで）
アズビィ楽習センター ９：00 ～ 18：00 教育委員会
（内線11）
診療所休診
※アズビィ健康スポーツ教室の予定は広報10月号でご確認ください

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

