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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。 

   平成 20 年

６月15日号

No.729

睦大学教養講座の受講生募集

勤労青少年ホームの会員とクラブ会員募集
　勤労青少年ホームは、働く若者の皆さんが、各種講座やクラブ活動を通じて趣味や教養の向上、心身のリフレッシュ、
仲間づくりなど楽しく充実した余暇を過していただく施設です。
●会員登録
　クラブ活動をするときはホーム会員登録が必要です。滝沢村に居住か勤務している 15 歳以上 35 歳未満の皆さんな
らどなたでも会員登録できます。（登録には身分証明書が必要です）
　登録していただくと、施設使用料が無料になり、クラブ活動や交流会、各種情報サービスの提供などがあります。
●会　費　「ホーム自治会」年会費として 500 円（登録会員で組織されている任意の団体で活動費として利用）
●問い合わせ　滝沢勤労青少年ホーム（〒 020 － 0173　滝沢村滝沢字葉の木沢山 460 － 1　☎ 688 ― 2032）

クラブ名 内　　容 活動日時 指導者 参加費など
お菓子サークル
ＳＷＥＥＴＳ

おいしいお菓子やお料理を楽し
く作っています。

月1回、月曜日
　午後7時～午後9時

内容によって講師依頼　 １回約1,000円

P.　F　.C（フットサル） 今年からホームで活動を始めた仲良し8人組です。
毎週月曜日
　午後7時～午後9時

自主活動 なし

エアロビックサークル・
のぞみとワンツービート

運動不足解消。さあ、一緒にエ
クササイズ！

毎週火曜日
午後7時 15分～午後8
時半

長棹のぞみ（岩手県エアロ
ビック連盟常任理事）

500円 /１回

ヨガサークル 心と身体をリフレッシュ。自分
と向き合う時間を大切に。

毎週水曜日
　午後7時～午後9時
隔週日曜日
　午前11時～午後1時

工藤和子（ホリスティック
ヘルスヨガ・パール教室）

500円 /１回

いけばな池坊 くらしの中に花を飾りません
か。

毎週木曜日
　午後7時～午後9時

山崎政子（いけばな池坊）
2,000円 /月
花代 1,050円 /１回

F.C インテリ
（フットサル） 一緒にフットサルを楽しもう。 毎週木曜日

　午後7時～午後9時
自主活動 なし

日本舞踊 新趣向の日本舞踊をわかりやす
く教えます。

月2回、金曜日
　午後7時～午後9時

工藤八重子（花園会） 500円 /月

よさこいサークル鴒（せ
きれい）

踊り、まつり好き集まれ！イベ
ント多数出演。

毎週金曜日
　午後7時～午後9時

自主活動 なし

●日　時   ７月 14 日（月）
              午前 10 時～正午
●場　所　村公民館ホール
●内　容
　岩手県警察音楽隊による演奏「ふれあいコン
サート」
※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
　村老人福祉センター（☎ 684 － 2233）

ミニシアターと夕涼み映画会を開催
●ミニシアター（日時・場所・内容）
①７月19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、
ディズニー作品「ひつじのようなライオン」ほか）
②７月24日（木）村公民館、午前 10 時半～午前 11 時半（大人向け、「おばけ長屋」
ほか）、午後２時半～午後３時半（子ども向け、「ミッキーマウスとプルート」
ほか）
●夕涼み映画会（日時・場所・内容）
　７月 31 日（木）滝沢ふるさと交流館、午後６時半～午後８時、（くまのプー
さん～きせつってなァに」ほか）
●問い合わせ　村立湖山図書館（☎ 687 － 2222）
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最低賃金法が施行されます
　７月１日から新たな「最低賃金法」
が施行され、適用除外規定の廃止、
派遣労働者には派遣先の地域別最低
賃金または特定最低賃金（一定の事
業か職業に係る最低賃金）が適用に
なるなど、制度が大きく変わります。
　詳しくは、岩手労働局ホームペー
ジ (http//www.iwate-roudou.go.jp) を
ご覧になるか、岩手県商工労政観光
部労政能力開発課（☎ 629 － 5583）
に問い合わせください。

　1,000 円で滝沢村（お山の湯）と雫石
町の温泉施設が３回利用できるお得な
カードを７月 21 日（月）まで発売します。

（数に限りがありますので早めにご購入
ください）
▶利用期間
　６月 21 日（土）～７月 21 日（月）
▶販売場所・問い合わせ
　利用可能な温泉施設など詳しくは、滝
沢村観光協会（村商工観光課内　内線
265）に問い合わせください。

滝沢と雫石の温泉利用
　お得なチケットを販売 　国から地方への税源移譲により、多

くの皆さんが平成 19 年度から住民税
が増額になりましたが、所得税は減額
になっています。しかし平成 19 年中
の所得が大きく減少し、所得税がかか
らなくなった場合は減額すべき金額が
なくなり、住民税の税負担だけが増え
てしまうことがあります。
　このような場合は、申告をすること
により、平成 19 年度住民税所得割額
から、税源移譲により増額となった分
の住民税が減額されます。
※すでに納付済みの場合は還付または
充当されます。
●申告手続き
　減額申告書に記入押印の上、平成 19
年度分の住民税を課税した市区町村に
提出してください。（申告書の提出が

ない場合には、経過措置が受けられま
せん）
　村では、平成 19 年度と平成 20 年度
の資料を参考にして、対象になると思
われる皆さんに対し、６月下旬ころに
個別にお知らせと申告書の用紙をお送
りします。確認の上、申告をお願いし
ます。
※郵送での申告も可能です。どうぞご
利用ください。
●申告期間
　７月１日（火）～７月 31 日（木）  
●提出先
　平成 19 年度分の住民税を課税した市
区町村（基本的には 19 年１月１日現
在の住所地の市区町村）
●問い合わせ
　税務課（内線 157 ～ 159）

所得変動による住民税の減額について　申告手続きが必要です

日本脳炎ワクチン接種　
　対応をお知らせします

　平成 17 年５月に厚生労働省から、日
本脳炎ワクチン接種と健康被害との因果
関係が事実上認められることから「現行
の日本脳炎ワクチン接種の積極的な勧奨
をしない」との勧告が出され、村では
今年度も積極的な勧奨は差し控えていま
す。
　ただし日本脳炎に感染するおそれのあ
る海外へ渡航するなどの理由で、保護者
が特に希望する場合は相談ください。
▶問い合わせ　健康推進課（内線 146）

　平成 13 年３月 26 日以前に石綿（アス
ベスト）による疾病で死亡された労働者の
ご遺族への特別遺族給付金の請求期限が
平成 21 年３月 27 日までになっています。
　請求手続き方法など詳しくは、岩手労
働基準局（☎ 604－ 3009）か盛岡労働
基準監督署（☎ 621－ 5115）に問い合
わせください。　

石綿健康被害労働者の
　ご遺族に特別給付金が

紫桐祭（大学祭）を開催
●日　時　６月 22 日（日）
　　　　　午前 10 時～午後３時
●場　所　岩手看護短期大学（大釜）
●内　容
　看護学生体験、健康チェック、食堂、
模擬店、バザーなど（詳しい内容は
http://www.iwate-nurse.ac.jp/event/
shitousai2008/ をご覧ください）
●問い合わせ
　岩手看護短期大学（☎ 687 － 3864）ホスピー滝沢介護教室　

　高齢者の医療について
▶日時・場所・定員など
　７月 25 日（金）午後１時半～午後２
時半、介護老人保健施設ホスピー滝沢（食
堂ホール）、定員 40 人（先着順）、無料
▶内　容（滝沢中央病院院長による講演）
　演題は「混乱する高齢者の医療と介護」
▶申し込み・問い合わせ
　７月 18 日（金）までに、介護老人保
健施設ホスピー滝沢（☎ 687 － 3735）
に申し込みください。

①所得区分認定に係る世帯の範囲を見
直します
　負担上限月額を判定するための世帯
の範囲は、これまで住民票上の世帯員
全員でしたが、通所施設や在宅サービ
ス、グループホーム、ケアホームを利
用する 18 歳以上の人、入所施設を利
用する 20 歳以上の人、補装具の支給
申請をする18歳以上の人について、「利
用者本人」と「利用者と同一世帯に属
する配偶者」のみに変更になります。
②利用者負担額が軽減されます
　通所施設や在宅サービスを利用して
いる人で、所得などの一定条件を満た
した場合は、負担上限月額が軽減され
ます。軽減を受けるためには申請が必
要です。
※今回の変更に伴い申請の手続きが必
要な人には、個別に通知しています。
※自立支援医療（精神通院、更生医療、
育成医療）は、今回の見直し対象にな
りません。
●問い合わせ　福祉課（内線 140）

障がい者自立支援法に基づく
手続きが７月から一部変更に

▶日時・場所
　７月 11 日（金）午前 10 時～午前 11 時半、
滝沢ニュータウン「シビックセンター」
▶対象・参加費・持ち物
　３カ月児～１歳未満児親子 10 組、300
円、バスタオル
▶申し込み・問い合わせ
　南巣子保育園子育て支援センター（☎
688 － 7718）

「シビックセンター」で
　ベビーマッサージ実施

グラウンド・ゴルフ協会が主催
村長杯大会開催、参加者募集

【主催】滝沢村グラウンド・ゴルフ協
会　【日時】７月 13 日（日）午前８時
半～　【場所】村総合公園陸上競技場
　【参加資格】村内に居住または村内
事業所などに勤務する人（性別、年齢
は問いません）　【申し込み】７月７日

（月）までに、各地区協会役員（ブロッ
ク理事）に申し込みください。　【問
い合わせ】滝沢村グラウンド・ゴルフ
協会（事務局・山屋　☎ 688 － 1967）



お　　知　　ら　　せお　　知　　ら　　せ

（�） 平成20年６月 15日号　No.729　お知らせ版平成20年６月 15日号　No.729　お知らせ版

　村の養成講座を修了した運動普及推進
員が中心になり、村内にお住まいの人を
対象にウォーキングの会を開催します。
なお通院治療中の場合は主治医と相談し
参加ください。また老人福祉センター前
から午前９時 55 分に送迎バスが出ます。
▶日　時　７月 10 日（木）
　　　　　午前 10 時半～午後１時
▶内　容　森林公園ウォーキング
※雨天時は屋内で身体を動かします。
▶持ち物など
  昼食、屋外運動靴、帽子、飲料水、運
動できる服装（雨天時は室内用運動靴）
▶申し込み・問い合わせ
　７月７日（月）までに健康推進課（内
線 144）に申し込みください。

運動普及推進員による　
　ウォーキングの会開催

▶日時・場所
　７月７日（月）午前 10 時半～正午
※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、初め
ての人は午前 10 時集合（講義あり）
▶内　容　総合公園内ウォーキング
※雨天時は屋内で軽スポーツ
▶対　象　村内にお住まいの人
※通院治療中の場合は主治医に相談後、
申し込みください。
▶持ち物・服装
　健康手帳、屋外・室内用運動靴、帽子、
飲料水、運動できる服装
▶申し込み・問い合わせ
　７月４日（金）までに健康推進課（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

21年度以降も村施設使用料の減免を
継続希望する団体は再登録が必要です

　村では平成 18 年度から、村の施設
使用料の減免を受けたい団体を対象に
登録制度を実施しています。
　平成 21 年度～ 22 年度の２年間、村
の施設使用料の減免を受けたい団体
は、登録申請書などを財務課まで提出
してください。
　今回の申請対象は、①平成 18 年度
に減免団体申請をいだたき、19 年度
～ 20 年度の２年間、減免団体として
登録された団体で継続を希望する団体
と、②新規登録を希望する団体になり
ます。
　ただし、自治会と村内の社会教育関
係団体が減免団体申請を行う場合は、
当該団体を所管する村の担当課が事務
を進めることになります。該当の有無
について、住民協働課か生涯学習課ま
で事前に問い合わせください。
　申請後、審査を行い減免登録の可否
を通知します。（登録申請だけでは、
減免対象にはなりません）申請期間ま
でに申請が無かった場合は、施設の減
免が受けられなくなりますので、忘れ
ずに申請をしてください。
●登録資格
　活動目的および活動内容などが公益

性・公共性を伴うもので、次の要件を
備えている団体とします。ただし政治
活動、宗教活動または営利活動等を行
う団体を除きます。
①団体の構成員が５人以上であるこ
と。
②構成員の半数以上が村内在住・在勤・
在学者であり、かつ、その半数以上が
村内在住者であること。
③団体の活動場所および活動拠点の事
務所が主として村内にあること。
④代表者を定め、組織として活動して
いる団体であること。
⑤団体の活動目的などを会則などに定
めている団体であること。
●申請期間
　７月１日（火）～７月 31 日（木）
●有効期限
　登録決定の日から２年以内
●登録方法
　財務課か各施設担当課などで配布す
る所定の書類に必要事項を記入の上、
財務課あてに直接提出してください。

（所定の書類については、村のホーム
ページからもダウンロードして使用す
ることが出来ます）
●問い合わせ　財務課（内線 387）

▶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。
①７月１日（火）、午後２時～お産のリ
ハーサル（助産師のお話）、午後３時～ぷ
くちゃん広場（保育士による絵本の読み
聞かせや簡単なおもちゃ作りなど）
②７月 15 日（火）、午後２時～妊娠中か
らのおっぱいケア、午後３時～ぷくちゃ
ん広場（保育園の手作りおやつを試食）
▶場　所　南巣子保育園子育て支援センター
▶対　象　
　妊婦（お子さまをお連れの人は、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
　６月 27 日（金）までに、健康推進課（内
線 145、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

赤ちゃんを迎える準備
　両親学級を開催します

▶日　時　７月 27 日（日）
※受付時間は午前９時半～午前９時 45 分
▶場　所　滝沢ふるさと交流館
▶対　象　妊婦とパートナー
　　　　　（家族の皆さんも大歓迎です）
▶定　員　15 組（先着順）
▶内　容
　助産師の話、沐

もくよく

浴実習、妊婦体験
▶持ち物　母子健康手帳、パパ子育て手帳
▶申し込み・問い合わせ
　７月 22 日（火）までに、健康推進課（内
線 145）に申し込みください。

▶主　催
　地域人材育成ネットワーク実行委員会
▶開催日時
　６月 30 日～９月８日の隔週月曜日、
全６回、時間はいずれも午後６時 15 分
～午後８時 15 分
▶会　場　盛岡市産業支援センター
　　　　　（盛岡市大通三丁目６－ 12）
▶内　容
　事業の立ち上げまでの手順、事業成功
のための具体策などを学習し、創業や事
業拡大の考え方、プランなどの熟度を上
げていきます。
▶対　象
　盛岡市や矢巾町、滝沢村の会社にお勤
めか住所がある人で、①起業や創業に関
心のある人　②新規事業を考えている人

（既存企業も含む）
▶受講料　3,000 円
▶申し込み・問い合わせ
　申込書（村地域政策課にも備え付けて
います）に必要事項を記入し、盛岡市産
業支援センター（〒 020 － 0022　盛岡市

起業家塾＠もりおかで　
　受講生を募集してます

大通三丁目６－ 12　開運橋センタービ
ル３階　☎ 606 － 6700、ＦＡＸ 606 －
6701 ）に郵送かＦＡＸで申し込みくだ
さい。なお申込書は同センターのホーム
ページ（http://www.moriokaisc.jp/）か
らもダウンロードできます。
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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！

　普段は人懐っこくておとなしいペッ
トでも、パニックに陥った場合、どう
いう行動をとるか予測がつきません。
人に危害を加えたり、道路へ飛び出し
たりして交通事故に遭う可能性もあり
ます。実際に事故が起こってからでは
遅いのです。
　また、残念なことにすべての人が動
物好きだとは限りません。動物が苦手
な人も多くいることを飼い主は理解し
なくてはいけません。
　大切なペットを守り、動物が苦手な
人たちを不安にさせないためにも、ペッ
トは戸外で放し飼いにせず、散歩のと
きも引き綱（リード）をつけ、決して
離さないようにしましょう。
　犬は狂犬病予防のために、つないで
おくことが法律で義務付けられていま
す。
　放し飼いにすると、首輪をしていて
も捕獲・処分の対象になります。
　本来つけるべき犬鑑札や狂犬病予防
注射済票をつけていない犬が多いため、
飼主が分からず、多くの犬が飼主の元
へ戻れずに処分されています。
　犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を
つけ、鑑札のないネコなどの小動物は
迷子札をつけるようにしましょう。
●問い合わせ　環境課（内線 275、276）

国 民 健 康 険保 一 口 メ モ

あなたのペットは大丈夫？
家の外では放し飼いにしないで！

　75 歳以上の皆さんの医療制度は、４
月から老人保健制度から後期高齢者医療
制度に移行し、保険料を納めていただい
ています。
　これに伴い、国保（国民健康保険）に
加入する皆さんの国保税（国民健康保険
税）の負担が急に増えることがないよう
に、国保税については次のように軽減さ
れます。

　国保に加入している世帯で、75歳以
上の人が後期高齢者医療制度に移行し、
75歳未満の人が引き続き国保に加入す
ることになる場合
◎国保税の軽減を受けている世帯は、世
帯構成や収入が変わらなければ、５年間
今までと同じ軽減を受けることができま
す。
◎国保の被保険者が 1人になる場合は、
５年間、世帯ごとに負担していただく国
保税の平等割分が半額になります。

●免除制度
　国民年金の保険料は月額 14,410 円（平
成 20 年度）ですが、収入が少ない人や
失業、倒産、天災などで納付が困難な人
には、保険料の免除制度があります。
　ただし本人だけでなく、配偶者や世帯
主の収入にも一定の基
準があります。
　また、ある程度の収
入があり全額免除を受
けられない場合でも、
所得に応じて一部免除
も設けられていますの
で相談ください。
　免除や猶予された保
険料は、10 年以内に追
納することができます。
追納した場合は、保険料を納めていたの
と同じ扱いになります。
　ただし一部免除制度は、納付すべき一
部保険料を納めないでいると一部免除が
無効になり、将来の老齢基礎年金の額に
反映されません。また障がいや死亡と
いった不慮の事態が生じた場合に、年金
を受け取ることができなくなる場合があ
りますので注意してください。
●老齢基礎年金への反映

　国民年金（基礎年金）の給付は３分の
１（将来は２分の１）が国庫負担でま
かなわれているため、保険料が免除され
た期間は、老齢基礎年金の計算の際に国
庫負担に相当する額が年金額に反映され
ます。
●猶予制度　
　30 歳未満の人で、収入が少ないなど
納付が困難な人には「若年者納付猶予制

度」があります。
　また大学や短大、高等
専門学校などに在学する
20 歳以上の学生には「学
生納付特例制度」があり
ます。
　いずれも申請が必要で
す。納付が困難な場合は
未納のまま放置せずにご
相談ください。
※平成 20 年６月まで免

除の承認を受けている人で、７月以降も
免除を受けたい場合は、７月に入ったら
再度申請が必要です。忘れずに手続きし
てください。
　なお継続審査を希望している人で、こ
としも全額免除か納付猶予に該当する人
は、申請が省略できる場合もありますの
で問い合わせください。
●問い合わせ　保険年金課　（内線 148）

保険料の納付が困難なときは

後期高齢者医療制度と国民健康保険税

　
不用品あっせんコーナー

《提供します》	 	
○オガライト（おが屑を圧縮・成型した
もの。木質 100％燃料）　		　10 本× 20 袋
○ふじなでしこ幼稚園園服など
・園服（120cm・110cm）
																							冬物各４着・夏物各１着
・半ズボン（100cm）																					１着
・制服帽子（Ｍサイズ）　夏物・冬物各１個

◎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）

　75歳以上の人が会社の健康保険など
の被用者保険から後期高齢者医療制度に
移行したため、その扶養家族である被扶
養者（65～ 74歳）が新たに国保に加
入することになる場合
◎新たに国保に加入し、国保税を納めて
いただくことになった皆さんについて
は、２年間、所得に応じて負担していた
だく国保税の所得割分が免除されるとと
もに、被保険者 1人当たりで負担してい
ただく国保税の均等割分が半額になりま
す。また、被保険者が 1人の場合などに
は、世帯ごとに負担していただく国保税
の平等割分も半額になります。

●問い合わせ
　国保の資格に関することは保険年金課
（内線 127 ～ 129）、国保の税額に関する
ことは税務課（内線 158、159）に問い
合わせください。

火のしまつ　君がしなくて　誰がする
　火災の多くは建物火災です。その中で住宅からの火災が６割を占めています。火の元、
火の取り扱いには十分注意し、火災予防にご協力をお願いします。
　119 番通報は住所や目標物、状況を慌てずにお知らせください。
※地域で防火座談会や救急講習などを希望する場合は連絡ください。
●問い合わせ　盛岡西消防署滝沢分署（☎ 687 － 2251）、滝沢北出張所（☎ 688 －	5728））
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