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募　　　　　　　　集

　村では、若者定住促進住宅の入居者を募集します。
　入居を希望する人は、次の事項をよく読んで申し込み
してください。
■募集要項
【募集住宅】　長興寺若者定住促進住宅（木造平屋２ＬＤ
Ｋ）…１棟
【入居時期】　５月中旬～下旬
【家賃】　入居世帯員構成に応じて決定します（入居後も
変動あり）。
【敷金】　家賃の３か月分
【連帯保証人】　村内に居住する１人が必要となります。
■入居資格
①現に同居し、または同居しようとする配偶者があり、

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある人、そのほか婚姻の予約者を含む）40 歳以下の人で
構成する世帯②将来にわたり村に居住する人であること
③国税・地方税など滞納していないこと④自ら居住する
ための住宅を必要とする人⑤定められた家賃および敷金
を支払う能力がある人
■募集期間 ４月 15 日（水）～４月 28 日（火）
　　　　　　  午前８時 30 分～午後５時 30 分
※土日祝除きます。また、先着順ではありません。
■必要書類
①入居申込書（役場農林建設課にあります）②住民票（入
居希望者全員の本籍、続柄が表示されたもの）③令和元
年度所得証明書（入居希望者全員分）④村税などの滞納
がない証明書（入居希望者全員分）
■申し込み・問い合わせ　農林建設課地域整備班（☎
42-2111内線283）

若者定住促進住宅若者定住促進住宅
5月の入居者募集5月の入居者募集

相　　　　　　　　談

　県保険医協会歯科部会では、「ヨイ歯デーテレホン相
談」と題して、歯や口の中の健康に関する無料電話相談
を実施します。
■実施日
　4 月 17 日（金）
■受付時間
　午前 10 時～午後７時
※回答時間は、午後 7 時以降となります。（受付時間に
相談を一度受け付けた後、折り返し同協会歯科医師から
相談者に電話します）
■相談内容
　歯あるいは口に関する悩みについて
■相談受付・問い合わせ
　県保険医協会ヨイ歯デーテレホン相談係（☎ 019-
651-7341）

相談しませんか相談しませんか
歯や口内の悩み歯や口内の悩み

新型コロナウイルス感染症

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を
一時的に納付することができない場合、税務署に申
請すれば、一定の要件を満たすことで、原則として
1 年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
　また、新型コロナウイルスにり患した場合など、
個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる
場合もあります。詳しくは国税庁ホームページをご
覧ください。

国税の納付困難者国税の納付困難者
申請で換価を猶予申請で換価を猶予



お　　知　　ら　　せ

　令和２年度犬の登録および狂犬病予防注射を、次の日程により実施します。最寄りの場所で受けてください。
※犬の登録および予防注射は、法律で飼い主に義務付けられています。

犬の登録および狂犬病予防注射を実施犬の登録および狂犬病予防注射を実施

時　　間 場　　所
9:00 ～ 9:10 街の駅「まさざね館」前
9:15 ～ 9:25 川向公民館前
9:30 ～ 9:35 柾切澤弘明様宅前（二ツ家）
9:45 ～ 9:55 伊保内ふれあい会館前
10:00 ～ 10:10 荒谷桂藤会館
10:20 ～ 10:30 山根集落センター前
10:40 ～ 10:45 戸田舘の下公民館前
10:50 ～ 11:05 戸田老人福祉センター前
11:10 ～ 11:20 妻の神集落センター前
11:25 ～ 11:35 平内公民館前
11:40 ～ 11:45 泥の木集落センター前
11:50 ～ 11:55 宇堂口地区農村婦人の家前
12:00 ～ 12:05 瀬月内集落センター前

【４月 23 日（木）】
時　　間 場　　所
9:00 ～ 9:15 村山村開発センター前（役場裏）
9:20 ～ 9:30 小倉ふれあい会館前
9:35 ～ 9:45 長興寺銀杏会館前
9:50 ～ 9:55 大向橋付近（古舘保男様宅そば）
10:00 ～ 10:10 田代生活改善センター前
10:15 ～ 10:25 江刺家ふるさとセンター前
10:30 ～ 10:35 おりつめ構造改善センター前
10:40 ～ 10:45 丸木橋サークルセンター前
10:55 ～ 11:00 山屋集落センター前
11:05 ～ 11:15 細屋ふれあいセンター前
11:25 ～ 11:30 雪屋公民館前
11:35 ～ 11:40 五枚橋公民館前
11:45 ～ 11:50 荒田集落センター前

【４月 24 日（金）】

⬥予防注射実施日程表⬥

■登録済みの場合
　犬の登録が済んでいる人は、狂犬病予防注射のみなので、次の 2 点をお持ちください。
①現金 3,200 円（注射料 2,650 円および注射済手数料 550 円）
②狂犬病予防注射済票交付者個人票（はがき）
■新規登録の場合
　新しく飼い始めた人は、登録と狂犬病予防注射（生後 91 日以上）が必要なので、次のものをお持ちください。
①現金 6,200 円（登録料 3,000 円、注射料および注射済手数料 3,200 円）
※当日都合の悪い人は、動物病院でも接種可能です。注射済票交付のため後日届け出てください。また、登録犬が死
亡している場合は、死亡届の提出をお願いします。
■問い合わせ　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123・担当：下高山）

お　　知　　ら　　せ

【生ごみを減らしましょう】
　家庭から出るごみのうち、重さの約 4 割は生ごみとい
われています。生ごみを出すときは、十分に水切りを行っ
てからごみとして出しましょう。
　村では、生ごみを減らすために、生ごみ処理機器など
の購入費の一部を助成していますので、積極的に活用し
てください。（右表）
※コンポストを使用するとき、穴を深く掘りすぎると生
ごみのたい肥化が進みませんので、ご注意ください。

生ごみの削減＆生ごみの削減＆
古着回収実施中古着回収実施中

種　類 助成金額 助成金上限額 助成限度個数
電動生ごみ処理機 購入価格

の 1/2 以
内の額

30,000 円 ５年に１個

コンポスト
（生ごみ処理容器） 3,000 円 ３年に２個

【古着回収を行っています】
　古着は回収業者を通じ、一部は国内販売され、残りは
東南アジアやアフリカなどへ輸出されて活用されます。
　村役場と各支所に古着回収ボックスを設置していま
す。衣類、バッグ・カバン類、靴をそれぞれ分けて袋に
入れて、回収ボックスに入れてください。

■各種問い合わせ　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111）

■購入費助成金額一覧
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募　　　　　　　　集

県立二戸高等技術専門校では、離職者などを対象に再
就職に向けた短期講習を実施します。
■対象者　公共職業安定所に求職申し込みしている人
■コース名　ＯＡ実務科①
■内容　パソコンの基本から学び、ワープロ 2 級、表計
算 2 級の資格取得を目指します。
■受講期間　５月 12 日（火）～８月 11 日（火）
■募集期限　４月 23 日（木）
■時間　午前９時～午後４時
■実施会場　二戸地域職業訓練センター（☎ 23-3040）
■定員　20 人
■受講料　無料（テキスト代などは自己負担）

離職者対象の離職者対象の
自分磨き講座自分磨き講座

■受講申込
　公共職業安定所へ募集
期間内に受講申込書を提
出すること。（用紙は公共
職業安定所にあります）
■問い合わせ
⚫県立二戸高等技術専門校（☎ 23-2227）
⚫二戸公共職業安定所（ハローワーク二戸・☎ 23-3341）

お　　知　　ら　　せ

【国税の相談は電話相談センターへ】
　「電話相談センター」では、税務に精通した国税局の職
員が回答しています。なお、国税庁のホームページでは、
申告書などの様式を入手できるほか、よくある国税の質
問に対する一般的な回答も掲載しています。
■問い合わせ 二戸税務署（☎ 23-2701）
※自動音声案内で「１」を選択。（土日祝除く）

【税務署での面談相談は事前に予約を】
　税務署では、納税者の皆さまをお待たせしないよう、
面接相談の事前予約をお願いしています。面接相談を希
望する人は、事前に税務署に電話いただき、相談日時の
予約をお願いします。
■問い合わせ 二戸税務署（☎ 23-2701）
※自動音声案内で「２」を選択。（土日祝除く）

二戸税務署二戸税務署
各種ご案内各種ご案内

募　　　　　　　　集

　農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委員
を募集します。
■任期　令和２年７月 20 日（月）から３年間
■募集人員　農業委員 10 人、農地利用最適化推進委員６人
■農地利用最適化推進委員の区域と人数

募集しています募集しています
農業の各種委員農業の各種委員

■募集期間　４月 30 日（木）まで　午前９時～午後５時
■推薦・公募の手続き　農業委員会事務局（村役場庁舎
２階）に備え付けの所定の様式に必要事項などを記入し
て、同局に提出してください。
■問い合わせ　農業委員会事務局（☎ 42-2111）

地区名 区　域 人　数

第１地区
瀬月内、宇堂口、泥の木、平内、
妻の神、戸田上・下、戸田舘の下、
山根

２

第２地区
荒谷、二ツ家、鹿島、伊保内上・下、
川向、南田、小倉、長興寺上・下、
大向、五枚橋、荒田、雪屋

２

第３地区
田代、柿の木、江刺家上・下、道地、
丸木橋、山屋、細屋

２

お　　知　　ら　　せ

　コロポックルランドの今シーズンの営業は、当面の間
見合わせとなります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承
ください。
■問い合わせ 総務企画課地域振興班（☎ 42-2111 内線 172）

コロポックルランドコロポックルランド
当面の間営業を休止当面の間営業を休止

相　　　  談  　　　会

東北財務局盛岡財務事務所では、返済しきれないほど
の借金を抱え、悩んでいる人からの相談に応じています。
■相談専用電話 019-622-1637
■時間 月～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前８時 30 分～午後４時 30 分

多重債務相談多重債務相談
窓口を開設中窓口を開設中


