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村民憲章
◆ 心と体をきたえ、健康をほこれるまちにします。
◆ 個性とうるおいにみちた、文化のまちにします。
◆ 力をあわせいきいきと働き、活力にみちたまちにします。
◆ 水とみどりを守り、くらしと自然の調和するまちにします。
◆ ささえあう心を育て、あたたかくふれあうまちにします。
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◎村道第４風林線拡幅工事

◎村道第４巣子線歩道新設工事

■工事区間
◎村道第４風林線
　昨年度に引き続き、リサーチパーク入り口
のT字路から風林橋までの区間の一部につい
て、道路の拡幅工事を行います。
　本年度については、左上略図の箇所の工事
となります。
◎村道第４巣子線
　岩手銀行巣子支店さんの向かい側から北側
へ向かう本路線の東側に歩道を設置する工事
を行います。
　本年度については、左下略図の箇所の工事
となります。

■期　間
　平成 19 年２月 15 日まで
　工事期間中は片側交互通行などの交通規制
により、車両の通行などにご不便、ご迷惑を
お掛けしますが、皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

■問い合わせ　道路課（内線 242）　

村道第４風林線道路拡幅工事
村道第４巣子線歩道新設工事
　　　　　　　　を行います
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　自立支援医療費制度の「自立支援医療
受給者証（精神通院）」をお持ちの人で、
受給者証の有効期間終了後も引き続き利
用を希望する人は、再認定の申請が必要
です。再認定の申請は有効期間の終了す
る3カ月前からできます。
　申請する人は、治療をしている医療機
関にご相談の上、できるだけ有効期間の
終了する１カ月前までに済ませるように
お願いします。
■申請窓口、申請に関する相談
　村福祉課（内線142）
■問い合わせ
　詳しくは、村福祉課（内線 142）、また
は岩手県盛岡保健所障害保健課（☎ 629
－ 6574）にお問い合わせください。

「自立支援医療受給者証（精神通院）」
再認定の申請を受け付けています
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米穀取扱業者の皆さん　
　農政事務所へ届け出を

　米穀の出荷または販売の事業を行おう
とする人で、年間の取扱数量が 20㌧（精
米換算）以上の場合は、農政事務所への
届け出が必要となります。
　また届け出事業者は次のことを行うこ
とが義務付けられています。
・届け出事項（名称、氏名、住所など）を
変更したときには変更届の提出
・米穀の取扱業を廃業したときには廃止届
の提出
・帳簿の記帳（種類別の買い受け、販売、
在庫の各数量）
▶問い合わせ　
　詳しくは東北農政局岩手農政事務所地
域第四課（☎ 0195 － 23 － 3125）にお問
い合わせください。

▶日　時
　12 月 16 日（土）  午後２時～午後３時
半
▶場　所　滝沢ふるさと交流館
▶内　容　
　アニメ上映（ドナルドダックと貯金箱、
ねずみくんのチョッキ、すてきなイブの
お話）、工作など
▶問い合わせ
　村立湖山図書館（☎687 － 2222）

12月のミニシアター
　読み聞かせも行います

介護施設カルモナでは
　地域ぐるみの交流実施
　　介護老人保健施設「カルモナ」では、

お年寄りの生活と介護について皆さんに
知っていただくため、交流会を開催しま
す。
▶日　時
　11月 25日（土）　午後２時～４時半
▶場所・問い合わせ　
　介護老人保健施設カルモナ（☎ 684 －
2021）

家族介護者教室を開催
　気軽にご参加ください

▶主　催　滝沢村
▶日　時
　12月 14日（木）　午前９時半～午後３
時
▶場　所
　岩手県介護実習・普及センター（盛岡
市本町通３丁目19-1　☎ 625－ 7490）
※当日は役場から現地まで送迎します。
▶内　容　
　福祉用具の見学と認知症擬似体験、「認
知症サポーター養成講座」の受講
▶講　師　
　岩手県介護実習普及センター職員
▶対　象　家族介護者および希望する人
▶定　員　20人程度
▶参加費　500円（お弁当代）
▶申し込み・問い合わせ　
　12月 11日（月）までに高齢者支援課（地
域包括センター内線 518）にお申し込みく
ださい。

　高齢者の皆さんが、体験学習を通して
楽しく交通安全を学ぶことができる集い
を開催します。入場料は無料で、申し込
みは不要です。お気軽にご参加ください。
▶日　時
　12月１日（金）　午後１時半～午後３
時半
▶場　所　滝沢ふるさと交流館
▶内　容
◎体験学習
　歩行者教育システムなどの機材を使い
交通安全について楽しく学べる内容です。
◎アトラクション
　交通安全関係団体による寸劇を予定し
ています。
▶問い合わせ　防災防犯課（内線373）

第６回高齢者交通安全
　体験の集い開催します

陸上自衛隊岩手駐屯地
　実弾射撃訓練行います

▶場　所　岩手山演習場
▶実施日時など
・12月１日の午前８時～午後７時（戦車・
音響中）
・12月２日～３日の午前８時～午後５時
（無反動砲・音響中）
・12月４日～８日の午前８時～午後７時
（迫撃砲・音響大、無反動砲・音響中、爆
破訓練・音響中）
・12月９日～ 10日の午前８時～午後５時
（爆破訓練・音響中）
※小銃などの空砲射撃については、12月
１日～ 10日、14日～ 19日の間、終日行
います。
▶その他
　悪天候（降雨や濃霧など）により訓練
を中止または変更することなどがありま
す。
▶問い合わせ　
　陸上自衛隊岩手駐屯地　司令業務室（☎
688 － 4311　内線 367）

　販売員としての基本的な知識と技術を
身に付け、販売士３級の合格を目指す技
術講習会を開催します。またパソコンの
基本操作を習得します。
▶主　催　岩手県立産業技術短期大学校
▶共　催　岩手県商工会連合会
▶日　程
　平成19年１月 12、17、19、24、26、31日、
２月２、７、９、14 ～ 16、19、20、22、
23、26～ 28日、３月１、２日（全21回）
▶時　間　
　午前 10時～午後４時（講習日により異
なる場合があります）
▶場　所　盛岡地域職業訓練センター
▶受講料
　検定料4,000円、教材費・テキスト代7,000
円
▶対象・定員
　次の用件をすべて満たす女性・20人
①出産、育児、介護などにより長期間離
職し、現在未就業であること
②習得した技術を生かして就業を希望し
ていること
③講習全日程に出席できること
▶申し込み
　12月６日（水）から盛岡地域職業訓練
センター（盛岡市加賀野４-18-50　☎ 651
－ 3001）で申し込みを受け付けます。希
望する人は電話でお申し込みください。
受付時間は午前９時～午後４時です。
　受講決定は、受付時の申請書類の審査
により後日連絡します。
▶問い合わせ
　県立産業技術短期大学校能力開発研修
科（☎697－ 9096）

パソコン販売員として　
　基本知識と技術を習得
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　言葉がはっきりしない、お友達と上手
にかかわれないなど、子育てをしていく
上で心配や不安がある人を対象に、育児
個別相談を行います。発達相談専門員や
保健師が相談に応じます。（要予約）
▶日　時
　12月 10日（日）　午前９時～午後４時
受け付け
▶場　所　滝沢ふるさと交流館
▶申し込み・問い合わせ
　12月８日（金）までに健康推進課（内
線146）にお申し込みください。

子育てにお悩みの人へ
　休日育児相談のご案内

安全な村づくりのため
　村消防団で団員を募集
　　消防団員は、火災など災害時の消火活

動や通常時防火啓発活動を行う非常勤の
特別地方公務員です。
　災害のない安全な地域づくりのために
ご協力をお願いします。女性消防団員も
募集しています。（現在 17人の女性消防
団員が活躍しています）
▶対　象
　村内にお住まいの 18歳以上で、消防意
識の高い人であればどなたでも入団でき
ます。
▶処　遇
・報酬　年間一定の額を支給
・出動手当　業務に従事したときは一定の
額を支給
・被服　訓練服
・福利厚生　公務災害補償、退職報償金、
表彰
▶申し込み・問い合わせ
　地元消防団各分団または村防災防犯課
消防担当（内線 372）に随時お申し込みく
ださい。

　東北森林管理局では、国有林の管理・
経営に皆さんの声を役立てていくため、
モニターを募集しています。
▶募集人員　48人
▶募集期間
　12月１日（金）～ 12月 28日（木）
▶任　期
　平成19年４月～平成 20年３月
▶活動内容
　アンケートへの回答（年４回程度）、国
有林モニター会議への出席（年１回）な
ど
▶応募資格
　岩手県、青森県、宮城県、秋田県およ
び山形県にお住まいの国有林に関心のあ
る成人
▶問い合わせ
　詳しくは東北森林管理局国有林モニ
ター係（☎ 018 － 836 － 2274）にお問い
合わせください。東北森林管理局のホー
ムページ（http://www.tohoku.kokuyurin.
go.jp/）からもご覧になれます。

国有林にあなたの声を
　国有林モニターを募集

イヌやネコにも名札を付けましょう

　餌づけが行われている周辺では、野鳥
のふんや鳴き声、野良猫などの被害によ
り住民の皆さんが迷惑します。
　野鳥への餌づけや責任を持って飼う意
思の無いイヌやネコへの餌やりはやめま
しょう。
■問い合わせ　環境課（内線276）

無責任な餌づけはやめましょう

消費者日曜学校を開催　
　気軽にご参加ください

　岩手県立県民生活センターでは、いわ
て消費生活アドバイザーの会および、い
わて販売士登録講師の会との共催で、消
費生活に関するさまざまな問題をテーマ
とした講座を開催しています。
▶日時・内容
・11月 26日（日）
①午後１時～午後２時「環境家計簿で一
挙両得。地球環境と家計の節約のために」
②午後２時～午後３時「お店のディスプ
レイ、色彩の魔術に陥らないように」
・12月 24日（日）
①午後１時～午後２時「トラブル事例に
みる消費者問題」
②午後２時～午後３時「お客の要求段階
に合わせたプレゼンを店はどうしてくる
か」
▶場　所　岩手県立県民生活センター
▶定員・参加費　各50人・無料
▶申し込み・問い合わせ　
　詳しくは岩手県立県民生活センター（☎
624－ 2586）にお問い合わせください。

ペットの迷子が
後を絶ちません

　自動車保険および自賠責保険に関する
相談・苦情を無料で専門の相談員が受け
付けます。交通事故に関する損害保険の
ことでお困りの人はご利用ください。 
▶受付時間
　毎週月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　
午前９時～正午、午後１時～午後５時　
▶開催場所・問い合わせ
　（社）日本損害保険協会東北支部　盛岡
自動車保険請求センター（盛岡市中央通
２- ２- ５住友生命ビル 10 階　☎ 651 －
4495）

自賠責・任意保険請求
　気軽にご相談ください

迷子にはなりたくないワン

　飼っているイヌやネコがいなくなったという問い合わせが
多数寄せられています。飼い主は次のことに心掛けて、ペッ
トを迷子にしないよう注意しましょう。
～大切なペットを迷子にしないための４つの心得～
①イヌは必ずつないで飼いましょう。散歩のときも同様です。
②ネコは室内で飼いましょう。
③イヌは鑑札や狂犬病予防注射済票を、首輪などに付けてお
　きましょう。その番号から飼い主が分かります。
④ネコには飼い主の氏名・連絡先などを明記した名札を付け
　ておきましょう。イヌにもこのような名札を付けておけば、
　さらに安心です。
■問い合わせ　環境課（内線276）

　生活習慣病予防など健康づくりを目的
とした元気アップ教室を開催します。
▶日　時　
　12 月 11 日（月）　午前 10 時～ 10 時 20
分受け付け（教室は午前 10時半～正午）
▶会　場　村総合公園体育館
▶内　容　バランスボールを使った体操
▶講　師　
　岩手県予防医学協会健康運動指導士
▶対　象
　村内にお住まいの人（通院治療中の人
は、主治医と相談の上参加ください）
▶定　員　30人（先着順）
▶持ち物など
　健康手帳、運動できる服装、室内用運
動靴、飲料水
▶申し込み・問い合わせ
　12月８日（金）までに、健康推進課（内
線144）にお申し込みください。

元気アップ教室を開催
　参加者募集しています
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モ国 民健 康 保 険 一 口 メ不用品あっせんコーナー
《提供します》  
○単身用冷蔵庫（２ドア、高さ約１㍍、
1998 年ころ製）　　　　　　　　　　１台
○滝沢第二中学校の制服（女子用、冬物、
上着、サイズ：８）　　　　　　   　１着
○滝沢第二中学校の制服（女子用、冬物、
スカート、Lサイズ）　　　　　　　１着
○滝沢第二中学校の制服（女子用、夏物、
ベスト、サイズ：８）　　　　　   　１着
○滝沢第二中学校の制服（女子用、夏物、
スカート、Lサイズ）　　　　　　　１着
◎このコーナーは、家庭で不用となった
物品を必要とする方に無償で提供するこ
とにより、物を大事に使うことの意識の
向上、ごみの減量化、資源化を図り資源
循環型社会を目指すことを目的としてい
ます。
【対象物品】衣類、家電製品など、その他
（破損などがなく、十分使用に耐えうるも
のであること）
【除外品】ペット、自動車、バイク、食品、
衛生用品
■問い合わせ　環境課（内線 276）

　今まで年金受給者の皆さんからは、年
に１回「現況届」を提出していただいて
いました。住民基本台帳ネットワークシ
ステム（住基ネット）の活用により、12
月生まれの人から現況届の提出が不要と
なります。
　ただし次に掲げる①から③までのよう
に住基ネットを活用した現況確認を行え
ない人については、今後も現況届の提出
が必要です。
①社会保険庁で保有している本人基本情
報（氏名、性別、生年月日、住所）と住
基ネットの情報が相違し、住民票コード
を確認できない人
※ 該当者については、平成 18 年 10 月以
降に、随時社会保険庁から住民票コード

を確認できなかった旨のお知らせを送付
する予定となっています。
②外国籍（外国人登録）の人
③外国に居住している人
　なお平成 18 年 10 月以降に社会保険事
務所に届け出を行うことにより、住民票
コードが確認できた場合は、現況届の提
出が不要となります。

加給年金額対象者の生計維持確認や
診断書などの提出は引き続き必要です

　加給年金を受けられるかどうかの生計
維持の確認が必要な人については、社会
保険庁から送付される「生計維持確認届」
の提出が引き続き必要となります。
※ 「生計維持確認届」の提出がない場合
は、加給年金額だけ支払いが一時止まり
ますのでご留意願います。
　障害の程度の確認については、医師に
よる診断書が必要となります。障害の程
度の確認が必要な人は、社会保険庁から
送付される診断書の提出が引き続き必要
となります。
※ 診断書の提出がない場合は、年金の支
払いが一時止まりますのでご留意願いま
す。

■問い合わせ　保険年金課（内線 148）

■重複医療を防ぐ
　一つの病気で何カ所も病院を転々とし
たことはありませんか？これが「重複受
診」です。
　重複医療は、病院を変えるたびに検査
や投薬などをやり直すため、身体へ悪い
影響を与えることがあるだけでなく、医
療費の無駄遣いにもつながります。また
患者本人は症状によって病院を別にして
いるつもりでも、同じ薬が出ていること
もあります。
　医療機関で受診するときは、次のこと
に注意して受診しましょう。
①自分の病気のことをよく理解し、検査
や薬などについて医師から十分な説明を
受ける。（老人保健の健康手帳などを活
用し、医師や薬剤師に内容を記録しても
らうと便利です）
②信頼できる「かかりつけ医」をもち、
病院を変える必要がある場合は、紹介状
をもらう。
③複数の病院で治療を受けているとき
は、そのことをそれぞれの医師に伝える。

■薬をもらうときには
　薬は正しく服用してこそ高い効果を発
揮し、副作用も抑えられます。

　薬を服用するときは次のことに注意
し、分からないことは医師や薬剤師に積
極的に相談しましょう。
①医師や薬剤師から薬の名前や効能を聞
いて覚えておき、専門家でない人の意見
や知識をうのみにしない。
②処方された薬は、特別なことがない限
り指示に沿って全部服用する。
③副作用などの症状がでた場合や病院が
変わった場合などは、今まで飲んでいた
薬を持って医師や薬剤師の指示を受け
る。

■限りある財源を大切に！
　皆さんから納めていただいている国保
税は医療費の支払いなどに充てる重要な
財源です。
　医療についての正しい知識を身に付け
ることは、病気の早期完治につながるだ
けでなく、病院での診療や投薬の回数を
減らすことにもなります。
　医療費の軽減を図るため、皆さんのご
協力をお願いします。

■問い合わせ
　保険年金課（内線 128、129）

　放送大学はテレビ、ラジオで授業を行
う通信大学です。
■募集学生・学費
①学部：全科履修生（４年以上在学し卒
業を目指す学生）　入学料22,000円
②学部：選科履修生（１年間在学し希望
する科目を学ぶ学生）　入学料8,000円
③学部：科目履修生（６カ月在学し希望
する科目を学ぶ学生）　入学料6,000円
④大学院：修士選科生（１年間在学し希
望する科目を学ぶ学生）　入学料16,000
円
⑤大学院：修士科目生（６カ月在学し希
望する科目を学ぶ学生）　入学料12,000
円
　授業料は①～③が１科目11,000 円、
④～⑤が１科目22,000円（各テキスト
代含む）です。
■学習方法
・「スカイパーフェクＴＶ！」を設置して
の自宅学習のほか学習センターからテー
プの貸し出しを受けて学習できます。
・あらゆる分野の約360科目の中から興
味のあるものを選んで学習できます。（１
科目からでも可能）
■出願書受付期間
　12 月 15 日（金）～平成 19 年２月
15日（木）
■問い合わせ
　詳しくは、放送大学岩手学習センター
（〒020-8550　盛岡市上田3-18-8　
岩手大学構内　☎653－ 7414　HP　
http://www.u-air.ac.jp）にお問い合わ
せください。※月曜・祝日は休館

「自宅がキャンパス」放送大学で
平成19年度第１学期生を募集

医療費の無駄遣いを抑えて効果的な医療を

年金受給者の現況届
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