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２月 15 日号
国保など免除期間を延長
大震災に係る国民健康保険と後
期高齢者医療一部負担金の免除期
間を９月30日まで延長します。た
だし、入院時の食事療養費と生活
療養費の自己負担額の免除は、２
月29日までです。
現在の免除証明書の有効期限は
「平成24年２月29日まで」と記載
されていますが、そのまま使用で
きます。有効期限を延長した証明
書は発行しないので、紛失しない
ように注意してください。
その他の医療保険に加入してい
る人も、引き続き窓口負担が免除
される場合があります。各加入保
険者に問い合わせてください。
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線21）

歯科直通電話を開設
村歯科診療所は、直通の電
話番号を開設しました。歯科の
予約や問い合わせは、下記の
電話番号にお願いします。

☎ 33-3100
若桐保育園で園児募集
若桐保育園では、平成24年度の
入園児を募集しています。
◆対象児童…保育に欠ける満５カ
月以上の未就学児
◆開園日…月～土曜日（ただし、
祝日、年末年始を除く）
◆保育時間…午前７時30分～午後
６時30分
◆応募期限…２月29日㈬ 必着
◆応募・問い合わせ先…若桐保育
園（☎37-3577）

社協で臨時保育士募集
村社会福祉協議会では、臨時保
育士を若干名募集します。
◆勤務場所…たのはた児童館また
は若桐保育園
◆応募資格…保育士または幼稚園
教諭の有資格者（３月末までに
取得見込者含む）で４月２日か
ら勤務可能な人
◆任用期間…４月１日～平成25年
３月31日
◆給与など…当会の規定による
◆応募期限…２月29日㈬
◆応募方法…履歴書（写真付き）
、
保育士または幼稚園教諭資格
証明書の写し（資格取得見込者
は卒業見込証明書など）を持参
または郵送してください。後
日、面接の日時と場所をお知ら
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）

村民バスを売却します
村民バス１台を、一般競争入札
で売却します。
◆売却物件
①車名…トヨタ ハイエース
②形状…キャブオーバー
③排気量…2.98kw
④定員…15人
⑤年式…平成13年３月
⑥車検…平成24年４月21日
◆入札方法…参加希望者は２月27
日㈪までに政策推進課で「売払
仕様書」を受け取ってください
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線63）

田野畑舞台のドラマ
放送は３月３日㈯夜
東日本大震災後の被災地を
描くＮＨＫドラマ「それから
の海」。撮影は１月下旬まで村
内で行われました。村の皆さ
んも出演。ぜひご覧ください。
◆放送日…３月３日㈯ 総合
午後７時30分～８時43分
◆問 い合わせ先…復興対策室
（☎34-2111 内線68）

大地の宝発見ツアー開催
体験村・たのはたでは、小学生
と保護者を対象に、村の大地のお
宝を求めて探検する「ジオのお宝
大発見ツアー」を開催します。
◆日時…２月26日㈯
午前９時30分～午後３時
◆場所…田野畑駅集合
◆対象…小学生、小学生と保護者
◆定員…15人
◆参 加料…小学生500円、保護者
1,000円
◆内容…地質の話、地層の見学、
化石探し、サッパ船乗船など
◆持ち物…弁当、飲み物、温かく
動きやすい格好
◆その他…小雨 ( 雪 ) 決行、高波
時はサッパ船欠航
◆応募期限…２月24日㈭
◆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、FAX33-3355）

納税期限を忘れずに
２月29日は固定資産税４期と国
保税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（ ☎
34-2112 内線 31・32）

農振除外申出を受け付け
農地に住宅を建築する場合、農
振除外申し出（農用地区域から除
外する手続き）と、農地転用許可
の必要があります。申し出から許
可までをスムーズに行うため、２
月29日を期限に申し出の受け付け
を行います。
今回は、 住宅設計図面や資金
計画があり住宅建築が確実 緊急
性がある―に限ります。審査など
の手続き後、６月下旬に転用許可
の予定です。農地への住宅建築を
予定している人は、事前に産業振
興課に連絡してください。
受付期限後の申し出もできます
が、その場合の転用許可は10月以
降になる見込みですので注意して
ください。
◆受付期限…２月29日㈬
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線45）

地理的な条件などにより個別受
信アンテナで地上デジタル放送を
受信できない地域に住んでいる人
には、下記のような国の支援があ
ります。難視聴地区に指定されて
いる家庭には、国から委託された
業者が訪問して申請を受け付けま
すので、忘れずに申し込んでくだ
４月１日の久慈－田野畑の運行
さい。難視聴地区の確認は政策推
再開を目指している三陸鉄道。そ
進課に問い合わせてください。
の喜びを伝える映像を制作します。 ◆暫定的な衛星放送利用…
子どものころに遊んだ「電車ごっ
 暫定的に衛星放送を利用して
こ」風に久慈から田野畑で撮影し、
地デジ放送を視聴。ＢＳチュー
世界に向けて発信。年齢性別問わ
ナーの貸し出しやＢＳアンテナ
ず誰でも参加できますので、皆さ
の設置工事を無償で行います
んの参加をお願いします。
◆高性能等アンテナ対策…
◆撮影日時…２月26日㈰
 受信点の調査や高性能等受信
午後０時30分～４時
アンテナ対策に要した経費の一
◆集合場所…役場（バスで移動）
部に対して助成します
◆申し込み・問い合わせ先…政策
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線63）
推進課（☎34-2111 内線61）
テレビの完全地上デジタル放
送への移行が迫ってきました。
早めの対策を心掛けましょう。
◆問 い合わせ先…政策推進課
（☎34-2111 内線63）
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三鉄ビデオに出演しませんか

役立ちカレンダー
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行

地デジ難視聴地区を訪問

地デジ化３月 31 日

事

２月14日 ㈫ 納税申告相談（３月15日まで）

期間：２月14日㈫～３月３日㈯
場

所

時 間

問い合わせ先

詳しい日程は広報２月号５ページ

税務課
（内線31）

18日 ㈯ ストレッチ・ウオーキング教室

アズビィ体育館

9：30 ～ 12：30

教育委員会

20日 ㈪ 健診結果説明会

北山総合センター

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

旧島越児童館

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

13：30 ～ 14：30

保健福祉課

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

高校仮設団地集会所

13：30 ～ 14：30

保健福祉課

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

浜岩泉公民館

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

13：30 ～ 14：30

保健福祉課

21日 ㈫ 健診結果説明会
中学校仮設団地集会所
田野畑駅２階
22日 ㈬ 健診結果説明会
23日 ㈭ 巡回児童相談
24日 ㈮ 健診結果説明会
アズビィ楽習センター
26日 ㈰ ジオのお宝大発見ツアー

田野畑駅集合

9：30 ～ 15：00

体験村・たのはた
（☎37-1211）

沼袋公民館（青雲館）

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

18：00 ～ 19：00

保健福祉課

27日 ㈪ 健診結果説明会
保健センター

税務課
（内線31・32）

固定資産税４期・国保税８期納期限
29日 ㈬
後期高齢者医療保険料８期納期限

生活環境課
（内線21）

岩泉高田野畑校卒業式

岩泉高田野畑校
（☎34-2050）
岩泉高田野畑校
（☎34-2050）

３月３日 ㈯ 岩泉高田野畑校閉校式典

田野畑校体育館

10：00 ～ 11：30

田野畑校体育館

14：00 ～ 15：00

ＮＨＫ土曜ドラマスペシャル
（ＮＨＫ総合テレビ）
19：30 ～ 20：43 復興対策室
（内線68）
「それからの海」
放送日
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

