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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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●日時・内容（２回で１コース）
※いずれも午後１時 40 分～午後１時 55 分受け付け。
① 12 月２日（火）、お産のリハーサル、ぷくちゃん広
場（絵本の読み聞かせや簡単なおもちゃ作り）
② 12 月 16 日（火）、妊娠中からのおっぱいケア、ぷ
くちゃん広場（保育園のおやつを試食）
●場　所　牧の林すずの音保育園子育て支援センター
●対　象　妊婦
※お子さん連れの場合は、申し込みの際にお話しくださ
い。
●持ち物　母子健康手帳
●申し込み・問い合わせ
　11 月 28 日（金）までに、健康推進課母子保健担当（内
線 146）に申し込みください。

お産を迎える皆さんへ
マタニティクラブ開催

　言葉がはっきりしない、お友達と上手に関われないな
ど、子育てをしていく上での心配や不安がある人を対象
に個別育児相談を行います。
　相談には、発達相談専門員や保健師が応じます。
●期　日　12 月 14 日（日）
●受付時間　午前９時～午後４時　
●場　所
　滝沢ふるさと交流館
●申し込み・問い合わせ
　相談は予約制です。12 月 11 日（木）までに健康推進
課母子保健担当（内線 146）に申し込みください。

滝沢ふるさと交流館で
休日に育児相談を実施

●日　時　12 月４日（木）午後１時半～午後３時半
●場　所　滝沢村公民館２階　視聴覚室
●内　容
　認知症の皆さんの理解と対応について（こんなときど
うしたらいいの？）
●講　師　NPO 法人 第二のわが家・熊谷由紀子代表 
●対　象　家族介護者や学びたい人
●定　員　20 人程度
※申し込みは電話か直接高齢者支援課（地域包括支援セ
ンター）で受け付けます。
●参加費　無料　
●申し込み・問い合わせ
　12 月３日（水）までに地域包括支援センター（村高
齢者支援課内、内線 518）に申し込みください。

認知症をテーマにした
家族介護者教室を開催

　運動習慣の定着を目的にした教室です。楽しく体脂肪
を燃焼させましょう。
●日　時　12 月８日（月）
　　　　　午前 10 時半～正午
●受付・場所
　午前 10 時～午前 10 時 20 分に村総合公園体育館２階
会議室で受け付けます。
●内　容　エアロビクス
●対　象　村内にお住まいの人
※通院治療中の人は主治医に相談後、申し込みください。
●定　員　25 人
●持ち物・服装
　健康手帳、運動できる服装、室内用運動靴、タオル、
飲料水
●申し込み・問い合わせ
　12 月５日（金）までに、健康推進課成人保健担当（内
線 144）に申し込みください。

運動習慣の定着目的に
元気アップ教室を開催
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　「第２回もりおか就職面接会」を開催し
ます。平成 21 年３月卒業予定の大学・短
大・専修学生と既卒者などで盛岡公共職
業安定所管内の企業に就職を希望する人
が対象です ｡
▶期　日　12 月 19 日（金）
　　　　　午後１時～午後４時
▶会　場　メトロポリタン盛岡本館４階
▶問い合わせ
　詳しくは、盛岡市商工観光部雇用労政
課（☎ 651 － 4111、内線 2802）か村商工
観光課（内線 267）に問い合わせください。

もりおか就職面接会に
　気軽にご来場ください

　盛岡地域若者サポートステーション
（サポステ盛岡）では、15 歳から概ね 35
歳未満で無業の皆さんの相談に応じてい
ます。
　「職歴がないので不安だ」「就職活動し
ているが 3 カ月以上就職が決まらない」

「1 年以上就職活動をしていないので不安
だ」というような人は、ぜひ相談くださ
い。
　サポステコーディネーターによる面談
は、月曜～金曜（午前９時～午後４時）
に毎日実施しています。
▶集中講座を開催
　２日間集中講座「就活、実践クラブ」
を開催します。
① 12 月２日（火）～３日（水）午前９
時半～午後３時半
② 12 月 24 日（水）～ 25 日（木）午前
９時半～午後３時
※詳しくはサポステ盛岡に問い合わせく
ださい。
▶申し込み・問い合わせ
　盛岡地域若者サポートステーション

（盛岡市内丸 11 －２　岩手県公会堂 16
号室、☎ 625 － 8460、FAX625 － 8461）

サポートステーション
　就職に関する専門相談

私道除雪に対する補助金を利用ください
　私道の除雪は、その道路の管理者や
利用する方々などが行うこととなるた
め、村が私道除雪を行うことは出来ま
せん。
　そのため、村では一定の要件を満た
す私道の除雪に対して、かかった経費
の一部を補助金として交付する制度

（滝沢村私道除雪事業費補助金制度）を
設け、私道除雪に対する支援を行って

いますのでご活用ください。
●補助金交付申請の受付期間
　12 月１日（月）から 12 月 26 日（金）
まで
※応募多数の場合は先着順か抽選にな
ります。
●問い合わせ
　詳しくは、道路課（内線 247）に問
い合わせください。

　民有林（森林法第５条に基づく地域森
林計画対象森林）において、1 ㌶を超え
る林地開発行為（土石の採掘・農地・宅地・
事業場などの造成および廃棄物などの処
分場造成など、土地の形質を変更する行
為）を行おうとする場合は、あらかじめ
知事の許可を受ける必要があります。
▶問い合わせ
　林地開発の計画をお持ちの人や不明な
点がある場合など詳しくは、盛岡地方振
興局林務部（☎ 629 － 6616）か村農林課

（内線 257）に問い合わせください。

林地開発をする場合は
　知事の許可が必要です

交通安全の文字入りリンゴを収穫
　滝沢村交通指導隊（大森静子隊長）が 10 月 24 日、「交
通安全」や「早め点灯」の文字を入れたリンゴの収穫を
行いました。
　このリンゴは９月 11 日に、鵜飼にお住まいの大森清志
さんのリンゴ畑で指導隊員の皆さんによって丁寧にシー
ルが貼られたもので、赤く色づいて収穫を迎えたもので
す。
　文字が入れられたリンゴ「ジョナゴールド」は、村内
で交通安全を呼び掛ける際に利用されました。

大沢ストック花まつりで特産販売
　大沢ストック花まつりが 10 月 26 日、JA新いわて南部
マテリアルセンターで行われました。まつりでは大沢地
区で生産されたストックや小菊などの花、野菜、雑穀が
販売されました。また、大沢保育園の園児たちも畑から
収穫した野菜を販売しにぎわいました。
　あいにくの雨模様の一日でしたが、大沢さんさ踊りや
もちまき、大沢保育園児による遊戯、三浦わたるさんの
歌謡ショーなどたくさんの催しに、熱気に満ちたまつり
になりました。
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大沢地区で生産されたストック
や野菜など販売（上）と人気の
保育園児の販売コーナー（左）
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▶日時・場所・内容
①12月 20日（土）滝沢ふるさと交流館、
午後２時～午後３時半（子ども向け、「６
羽の白鳥～グリム童話」ほか）
②12月 25日（木）村公民館、午前 10 時
半～午前 11 時半（大人向け、「鬼の子と
ゆきうさぎ」ほか）、午後２時半～午後３
時半（子ども向け、「ミッキーマウスのゆ
かいな船長さん」ほか）
▶問い合わせ
　村立湖山図書館（☎ 687 － 2222）

ミニ・シアターを開催
　会場は交流館と公民館

　特別児童扶養手当は、精神やからだに障がいのある 20 歳未満の子どもを育てている
家庭に支給されます。

【問】どんな障がいがあてはまるの？
【答】手当には障がいの程度により１級と２級があります。
　１級は、身体障がい者手帳１～２級程度か療育手帳「Ａ」程度の重い障がいのある
子どもが対象です。２級は、身体障がい者手帳３～４級（４級は一部）程度かこれと
同じくらいの精神にやや重い障がいのある子どもが対象になります。
　ただし、子どもが施設に入所している場合は、支給対象になりません。

【問】手当の額は？
【答】手当の額は月額で１級 50,750 円、２級 33,800 円（平成 20 年度）です。請求のあっ
た翌月分から支給されます。
　また、手当を受ける人などの前年の所得が一定の額を超えるときは、手当の支給が停
止されます。

【問】手続きの方法は？
【答】請求書を福祉課に提出してください。請求には戸籍謄本と住民票世帯全員分、診
断書などが必要になります。
●問い合わせ　詳しくは福祉課（内線 140）に問い合わせください。

特別児童扶養手当をご存知ですか？

　たきざわ環境パートナー会議では、
ＣＯ２（二酸化炭素）削減をテーマに、
地球温暖化防止について考えるイベン
トを開催します。

　全国的に有名なエコロジストの松本
英揮さんをお招きして講演会を開催し
ます。
　松本さんは世界 75 カ国以上をまわ
り、各地の環境に対する取り組みや市
民意識を写真に収めてきました。その
地球の現状を多くの人に伝えるため、
映写機をかついで「地球のスライドショ
－」を各地で行っています。子どもた
ちを含む村民の皆さんに「もったいな
い」意識を再認識していただける内容
になっています。多くの皆さんの参加

地球温暖化防止についていっしょに考えましょう
をお待ちしています。
●日　時　12 月 10 日（水）
　　　　　午後７時～午後９時
●場　所　滝沢村役場大会議室
●内　容
　エコロジスト松本英揮氏を講師に迎え
基調講演「地球環境スライドショ－～エ
コロジストたちの詩」
●入場料　無料
●申し込み・問い合わせ
　詳しくは、たきざわ環境パ－トナ－会
議事務局（村環境課内、内線 275）に問
い合わせください。
　なお、たきざわ環境パ－トナ－会議で
は、12 月 21 日（日）にキャンドルナイ
トの実施を予定しています。詳しくは、
次回の広報などでお知らせします。

▶日　時　12 月８日（月）
　　　　　午前 10 時～正午
▶場　所　村公民館ホール
▶内　容
　桂城司氏による講話「アジア放浪３年
～旅で出会った７人の旅人たち」
※この講話は睦大学教養講座として開催
しますが、どなたでも受講できます。
▶問い合わせ
　詳しくは、村老人福祉センター（☎ 684
－ 2233）に問い合わせください。

睦大学の教養講座開催
　どなたも参加できます

住基カードを取得して
e－Taxの準備を！

　e‐Tax を利用するためには、住民
基本台帳カード（公的個人認証サービ
スの電子証明書付き）とＩＣカード
リーダライタが必要です。お早めに準
備をお願いします。
●所得税の確定申告は、さらに便利で
使いやすくなったe‐Taxで！
①国税庁のホームページから電子申告
できます。
②最高 5,000 円の税額控除を受ける
ことができます。
③添付書類が提出不要（申告後３年間
は提示を求められることがあります）
④還付申告処理が３週間程度に短縮。
●問い合わせ
　盛岡税務署（☎ 622 － 6141）
※国税庁ホームページ（http://www.
nta.go.jp）もご覧ください。

　社団法人岩手県青少年育成県民会議で
は「みんなで取り組む青少年育成県民運

心の安らぎの場「家族」
　第３日曜日は家庭の日

　青少年が次代の担い手として、より健
やかに、より心豊かに成長することはわ
たしたち村民すべての願いです。

青少年健全育成のため
　国や県で強調月間運動

　内閣府では 11 月を「全国青少年健全
育成強調月間」とし、岩手県でも「強調
月間」として青少年の健全育成運動を呼
び掛ける啓発活動を集中的に展開してい
ます。
　村でもその運動に呼応し、広く村民の
皆さんに理解していただくために村内各
公共施設などに関係チラシを設置します
のでご理解ご協力をお願いします
▶問い合わせ
　詳しくは、生涯学習課（内線 345）に
問い合わせください。

動」の一環として、毎月第３日曜日を「い
わて家庭の日」として制定し、心豊かで自
立した「いわてっ子」をはぐくむための取
り組み、呼び掛けをしています。
　家庭、家族の触れ合いや団らんは、子ど
もたちが初めて出会う社会であり、心の安
らぎの場であるとともに、人間性の基礎を
培う大切な場です。
  「早寝・早起き・朝ご飯」「家族そろっ
て食事会」など、いろいろなテーマを決め
て明るい家庭づくりに取り組んでみましょ
う。
▶問い合わせ
　詳しくは、岩手県環境生活部青少年・男
女共同参画課（☎ 629 － 5346）に問い合
わせください。
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　こちらのQRコードから、
滝沢村の携帯用ウェブサイ
トにアクセスできます。

携帯用サイトに簡単アクセス！

　国民年金相談会を開催
●日　時　12月 19日（金）
　　　　　午前 10時～午後５時
●場　所　滝沢村役場２階大会議室
●相談員　盛岡社会保険事務所職員
※来場の際は、年金手帳など基礎年金番号
の分かる書類を持参ください。
●問い合わせ
　村保険年金課（内線148）

住生活総合調査を実施
　国土交通省では、都道府県や市町村の
協力のもと、12月１日に全国各地で「平
成 20年住生活総合調査」を行います。
　この調査は、住生活基本法に基づく住
生活の安定・向上に係る総合的な施策を
推進する上で必要となる基礎資料を得る
ために、居住環境を含めた住生活全般に
関する実態や居住者の意向・満足度など
を総合的に調査するもので、５年ごとに
実施しています。
　今回は、10月に実施された住宅・土地
統計調査（総務省）に回答いただいた世
帯の中から一部を抽出し、全国で約 10万
世帯を対象に行いますが、岩手県では、
一定の抽出方法により無作為抽出された
約 1,300 世帯に調査をお願いすることに
なっています。滝沢村では８地区約 60世
帯余が対象です。
　11月 24日から 12月７日ころまでの間、
統計調査員証を持った調査員が、対象に
なった世帯を訪問、回収しますので、調
査をお願いする皆さんには重ねてお手数
をおかけすることとなりますので、ご協
力をお願いします。
●問い合わせ　村都市計画課（内線227）

 

　国民年金保険料は、全額が社会保険料
控除の対象になりますが、国民年金保険
料を社会保険料控除として申告する場合
は、一年間に納付した国民年金保険料を
証明する書類を、添付などすることが義
務付けられています。
　このため、一年間に納付した国民年金
保険料の額を証明した
控除証明書（ハガキ）
が、社会保険庁から送
付されます。

●対象者と発送時期 
①平成 20 年１月１日
から９月 30 日までの
間に保険料を納付され
た人には、11 月上旬に
送付されます。
※記載内容は、平成 20 年１月１日から
９月 30 日までに納付していただいた国
民年金保険料額と、年内に納付が見込ま
れる場合の納付見込額です。
※納付見込額は、未納がある場合には記
載されませんので、ご了承ください。
②平成 20 年 10 月１日から 12 月 31 日ま

での間に、はじめて保険料を納付された
人には、平成 21 年２月上旬に送付され
ます。

●年末調整や確定申告には
　年末調整や確定申告の手続きの際は、
必ずこの証明書や領収証書が必要になり

ます。申告を行うまで
大切に保管してくださ
い。
　なお、「平成 20 年１
月１日から９月 30 日ま
での間に国民年金保険
料を納付しているのに
控除証明書が届かない」
など、国民年金保険料
控除証明書についての
問い合わせは、「控除証

明書専用ダイヤル（0570 － 070 － 117、
平成 21 年３月 13 日までの専用ダイヤ
ル）」に問い合わせください。
　紛失などによる再発行の場合も同様で
す。

●問い合わせ　保険年金課　（内線 148）

国民年金保険料控除証明書について

　 不用品あっせんコーナー
《提供します》	 	
○車椅子　１台
（座面の幅 30cm、奥行 38cm、小柄な人用）
○リクライニングベット　１台
（パイプ製・シングルサイズ）
◎このコーナーは、家庭で不用になった
物品を必要とする人に、無償で提供する
ことにより、物を大切に使うことの意識
の向上とごみの減量化・資源化を図り資
源循環型社会を目指すことを目的にして
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 275）

国 民 健 康 険保 一 口 メ モ
上手な受診で医療費を節約！

●重複医療を防ぐ
　ひと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。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ります。また、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。
　ちょっとした心がけでも、医療費を節
約することができます。
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
受けましょう。
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
をもらいましょう。
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ま
しょう。
●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。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
いて覚えておきましょう。（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し、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い
き医師や薬剤師の指示を受けましょう。

限りある財源を大切に！

　皆さんに納めていただいている国民健
康保険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
協力をお願いします。

●問い合わせ
　保険年金課（内線 127 ～ 129）

　政府管掌健康保険は９月まで国（社会保険庁）で運営されていましたが、10月から新たに
全国健康保険協会が設立され運営されています。現在お使いの被保険者証はそのまま使えま
すし、保険給付内容もこれまでと変わりません。詳しくは、全国健康保険協会岩手支部（☎
604－ 9009）に問い合わせください。

政管健保は「協会けんぽ」に変わりました
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