
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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　野外での触れ合いを通して、親子の時間を見つめ直し
てみませんか。滝沢村少年団体指導員協議会主催の「友
遊（ゆうゆう）親子キャンプ」の参加者を募集します。
　キャンプファイヤーなど集団キャンプならではの楽し
みもいっぱい ! 指導員が指導します。キャンプ初心者で
も大丈夫です。　
●期　日　９月 20 日（土）～９月 21 日（日）
●場　所　滝沢村相の沢キャンプ場
●募集人員　村内の親子 100 人
●参加料　大人 1,500 円、子ども 1,000 円
●その他
　テントをお持ちでない場合は貸し出します。申し込み
の際にお知らせください。
　また、飯ごうなどは事務局で準備します。
●申し込み・問い合わせ
　９月５日（金）までに住所、氏名、性別、電話番号、
子どもは学校名と学年を明記し、郵送やファクシミリ

（FAX 684 － 2126）、またはメール（Ｅ -mail　syakyo@
vill.takizawa.iwate.jp）で生涯学習課（内線 347）に申し
込みください。

睦大学教養講座の受講生募集
●日　時   ９月８日（月）午前 10 時～正午
●場　所　村公民館ホール
●内　容
　睦大学歴史教室講師・藤沢昭子氏による講話「岩
手郡歴史探訪～明治 12 年 800 里 11 人の旅」
※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）

ミニシアターを交流館と公民館で開催
●日時・場所・内容
①９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、「忍たま乱太郎の地震用心」ほか）
②９月25日（木）
　村公民館、午前 10 時半～午前 11 時半（大人向け、「宮本
武蔵のお年寄りの交通安全」ほか）、午後２時半～午後３時
半（子ども向け、「のっぺらぼう」ほか）
●問い合わせ　村立湖山図書館（☎ 687 － 2222）

友遊（ゆうゆう）親子キャンプの参加者を募集中
相の沢の自然を満喫しませんか
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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。母子健康手帳を持参ください。
①９月９日（火）、午後２時～お産のリ
ハーサル、午後３時～絵本の読み聞かせ
や簡単なおもちゃ作りなど
②９月 16 日（火）、午後２時～妊娠中か
らのおっぱいケア、午後３時～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（牧の林すずの音保育園内）
▶対　象　　
　妊婦（お子さま連れの場合は、申し込み
の際にお話しください）
▶申し込み・問い合わせ
　９月５日（金）までに、健康推進課（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

建築物防災週間を実施
　相談所を３カ所に設置

　８月 30 日（土）から９月５日（金）
まで、建築物防災週間を実施します。
　防災週間は、建築物の防災対策を推進
することを目的にしています。地震や火
災、がけ崩れなど各種災害による人命や
建築物の被害を防止し、安心して生活が
できる空間を確保するため、建築物に関
する防災知識の普及や防災・維持保全関
係法令の周知徹底を図ります。
　県では、万が一災害が発生した場合、
著しい被害の発生する恐れのある、特に
防災上の配慮が強く求められるような建
築物を中心に、地元市町村や消防などと
共同で防災査察を実施して、安全管理の
状況をチェックし、必要に応じた指導を
行います。
　この週間中、防災相談所を設置し建築

　今回の試験は、病気などやむを得ない
事由により、保護者が義務教育諸学校に
就学させる義務を猶予・免除された人を
対象に、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するための試験です。
▶受付期間
　８月 22 日（金）～９月９日（火）
▶試験期日　11 月４日（火）
▶試験会場　岩手県立総合教育センター
▶申し込み・問い合わせ
　受験案内や出願に関することなど詳しく
は、学校教育課（内線 363）に問い合わせ
ください。

中学校卒業程度の学力
　認定試験を実施します

▶日時・場所
　９月８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　総合公園内ウオーキング
※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、タオル、運動できる服装
▶申し込み・問い合わせ
　９月５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

赤ちゃんを迎える準備
　両親学級を開催します

▶日　時　９月 28 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
　９月 22 日（月）までに、健康推進課（内
線 146）に申し込みください。

　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
対象にウオーキングの会（総合公園体育
館から蒼前神社まで約４㌔のウオーキ
ング）を開催します。（雨天時は屋内で
身体を動かします）
　なお通院治療中の場合は主治医と相談
し参加ください。
▶日時・集合場所
　９月 19 日（金）午前 10 時～午前 11
時半（午前９時 40 分～午前 10 時受け付
け）、村総合公園体育館
▶持ち物など
  屋外・室内用運動靴、帽子、飲料水、
タオル、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
　事前申し込みは不要です。なお詳しく
は健康推進課（内線 144）に問い合わせ
ください。

運動普及推進員による　
　ウオーキングの会開催

小岩井こ線橋の耐震補強工事を行います
　村では、小岩井駅に隣接している小岩
井こ線橋の耐震補強工事を、JR 東日本盛
岡支社に委託し、９月上旬～ 12 月下旬
の期間で実施します。
　線路上の作業は、列車の運行が終わっ
てから、午後 10 時～午前６時の間で行
います。それ以外については、午前８時
～午後５時の間で作業します。
　なお作業時間帯は、こ線橋を横断でき
なくなる場合がありますので、工事看板
や誘導員の指示に従ってください。
　また、駅反対側のこ線橋上り口の階段
下に自転車の放置が多数見受けられま
す。工事の支障になりますので、９月の
工事着手までに駅脇の駐輪場に移動して
ください。なおこの場所は、駐輪場では
ないため、移動されない場合は撤去する
場合があります。ご協力よろしくお願い

いたします。
●工事期間　９月上旬～ 12 月下旬
●問い合わせ
　詳しくは、道路課（内線 242）か JR 東
日本盛岡支社盛岡土木技術センター（☎
652 － 2196）に問い合わせください。
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に関する地震対策のほか、火災やがけな
どの建築物の防災に関する住民の皆さん
の相談にお答えしますので、気軽に利用
ください。
▶防災相談所設置場所
・岩手県県土整備部建築住宅課（☎ 629
－ 5936、FAX651 － 4160）
・盛岡地方振興局土木部（☎ 629 － 6650、
FAX652 － 6924）
・けんみん住宅プラザ（いわて県民情報
交流センター内　☎ 652 － 7744）
▶問い合わせ
　岩手県県土整備部建築住宅課（☎ 629
－ 5936）
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特別児童扶養手当の現況届
提出期限は9月10日です
　特別児童扶養手当を受給されてい
る人は、毎年現況届を提出する必要
があります。
　現況届は、８月以降の手当の支給
を判断するための大切な届け出です。
　この届け出をされないと支給が差
し止めになりますので忘れずに期限
内に提出してください。
●提出期限
　９月 10 日（水）まで
●問い合わせ　福祉課（内線 140）

● 10 月１日からの免除対象
【全額免除】
・身体障がい者、知的障がい者、精神障
がい者のいる家族で、村民税非課税世
帯
※従来の身体障がい者と重度の知的障
がい者から対象が拡大されました。ま
た生活状況の条件が統一されました。

【半額免除】
・契約者（世帯主）が視覚、聴覚、重
度の身体（１～２級）、知的（Ａ判定）、
精神（１級）障がい者
※従来の対象に内臓や知的、精神障が
いなどが追加されました。
●受信料免除の申請手続き
　免除開始は 10 月１日からですが、８

NHK放送受信料の免除基準が１０月１日から変わります
月１日から事前の申し込みを受け付け
ます。
①申請書に必要事項を記入してくださ
い。（申請書はＮＨＫか村福祉課にあり
ます）
②村福祉課に申請書を提出し、免除事
由の証明を受けてください。
③証明を受けた申請書をＮＨＫに提出

（郵送可）してください。
④ＮＨＫで免除事由が確認され、折り
返し受理通知書が送付されます。
●問い合わせ
　詳しくは、ＮＨＫ盛岡放送局営業部

（☎ 626 － 8823、平日の午前９時半～
午後６時受け付け）か村福祉課（内線
140、142）に問い合わせください。

　きれいな水と快適な暮らしを守る浄
化槽。村では「し尿」と「生活雑排水」
を一緒に処理する浄化槽（処理能力
BOD20 ㎎／ℓ以下）を、一般家庭（専
用住宅や併用住宅）に設置する場合に
補助金を交付しています。補助金は、
住宅を新築する場合だけではなく、現
在お住まいの住宅に浄化槽を設置する
場合でも受けることができます。
　また浄化槽の設置に伴う便器の交換
などの排水設備工事にかかる費用につ
いて、銀行などの金融機関から資金を
調達される場合には、返済額のうち利
子分を補給する補助制度もあります。
●補助対象地域・条件
　公共下水道事業認可区域と農業集落
排水処理区域を除く全村が補助対象地
域になります。
　ただし近い将来に下水道計画のある
地域は、取り扱いが異なる場合があり
ます。
　また浄化槽からの処理水を放流する
河川や村道の側溝、または土壌浸透装

補助金の額
条件など 補助金額

住宅の面積≦130㎡ ５人槽 352,000円
住宅の面積＞130㎡ ７人槽 441,000円
二世帯住宅 10人槽 588,000円
※人槽は浄化槽の大きさです。
※二世帯住宅は浴室と台所がそれぞれ２つ
以上。

浄化槽設置の際は補助金が受けられます

置などが必要です。
　そのほかの条件もありますので、下
水道課に問い合わせください。
●補助金額の条件など
　浄化槽の大きさによって上の表の通
りの金額になります。
●手続き・問い合わせ
　計画の段階で、必ず事前に下水道課

（内線 292、293）に相談してください。
　また補助金申請は、必ず設置工事の
開始前に行ってください。
※すでに浄化槽を設置した場合につい
ては、補助ができませんのでご注意く
ださい。

▶主　催　滝沢村山岳協会
▶共　催　滝沢村体育協会
▶期　日　９月 20 日（土）
▶日程・コース
　滝沢村役場駐車場集合（午前６時出発）

登山の参加者を募集中
　乳頭温泉から大白森へ

▶職種・採用予定人員　消防職・若干人
▶勤務地
　盛岡広域市町村の消防署や分署など
▶受験資格
　高校卒業以上の学歴がある人（平成
21 年３月卒業見込みを含む）で、高校
卒は昭和 60 年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人、大学・短大卒は昭和
58 年４月２日以後に生まれた人。
▶試験日
　第１次試験は 10 月５日（日）午前 10
時から。第２次試験は 11 月上旬。
▶申し込み
　盛岡地区広域行政事務組合事務局など
で配布する申込用紙に必要事項を記入
し、８月 18 日（月）～９月 12 日（金）
の午前８時半～午後５時半までの間に、
盛岡地区広域行政事務組合事務局に申し
込みください。郵送の場合は、９月 12
日までの消印のあるものに限り受け付け
ます。

盛岡地区の消防職員の
　採用試験を実施します

　認知症の人と家族の会では、「2008 年
世界アルツハイマーデー」を記念して記
念講演を開催します。
▶日　時　９月 18 日（木）
　　　　　午後１時半～午後３時半
▶場　所　盛岡市アイーナ７階
▶内　容
　吉本興業若手芸人による講演「笑いが
一番（仮題）」と高見国生氏による講演「ぼ
けても心はいきている（仮題）」
▶定員・費用　先着順 500 人、無料
▶申し込み・問い合わせ
　詳しくは、認知症の人と家族の会・岩
手県支部事務局（北上市北鬼柳 22 ― 46
　日高見中央クリニック内、☎ 0197 －
61 － 5070）に問い合わせください。

認知症の人と家族の会
　アイーナで講演会開催

▶問い合わせ
　詳しくは盛岡地区広域行政事務組合事
務局（〒 020 － 0023　盛岡市内丸８番
５号　盛岡中央消防署内　☎ 626 － 7403
か 651 － 2553）に問い合わせください。

～国道 46 号～仙北市田沢湖～乳頭温泉郷
～小白森山～大白森（1,215 ㍍）～午後６
時ころ役場到着予定。（歩行時間５時間半）
▶定　員　20 人（応募多数の場合は抽選）
▶参加費　3,500 円（交通費、保険料）
▶参加資格
　村内にお住まいで自力歩行できる人。
▶申し込み・問い合わせ
　はがきに氏名・年齢・住所・電話番号
を記入し、９月５日（金）までに滝沢村
山岳協会・阿部定志（〒 020 － 0173　
滝沢村滝沢字湯舟沢 222 － 337）に申し
込みください。
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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！

　６月 14 日の岩手・宮城内陸地震や７
月 24 日に岩手北部を襲った地震、そし
て豪雨などの災害は、いつどこに襲っ
てくるか分かりません。避難場所や非
常持ち出し品の確認など、一人一人が
日ごろから災害への備えを心がけてお
くことが大切です。
　最大震度５弱以上と推定した地震の
際に「緊急地震速報」の運用が開始さ
れています。
　速報が出された際からの短い時間を
利用して、身を守る具体的な行動を覚
えておきましょう。
◎家庭では、「頭を保護し丈夫な机の下
などに隠れる」「あわてて外へ飛び出さ
ない」「火の始末」「扉を開けて避難路
を確保」
◎人がおおぜいいる施設では、「係員の
指示に従う」「落ち着いて行動」「あわ
てて出口に走り出さない」
◎山やがけ付近では、「落石やがけ崩れ
に注意」
◎屋外では、「ブロック塀の倒壊などに
注意」「看板や割れたガラスの落下に注
意し、ビルのそばから離れる」
◎自動車運転中は、「あわててブレーキ
をかけない」「ハザードランプを点灯し、
揺れを感じたらゆっくり停止」
◎鉄道、バス乗車中は、「つり革、てす
りなどにしっかりつかまる」
◎エレベーターでは、「最寄の階で停止
させてすぐに降りる」
●問い合わせ
　盛岡西消防署滝沢分署（☎ 687 －
2251）、同滝沢北出張所（☎ 688 －
5728）
※地域での防火座談会などを希望され
る場合は、ご相談ください。

９月１日は「防災の日」
８月30日から防災週間

 

　8月から、年金に加入中の皆さんなど
に対する「ねんきん特別便」の発送がは
じまりました。
　この特別便を受け取って、どのように
したらよいか、戸惑う人
も少なくありません。
ここでは、多く寄せられ
ている問い合わせなどを
紹介します。

●「ねんきん特別便」っ
て何ですか？
　「ねんきん特別便」は、
社会保険庁で持っている
一人一人の年金加入記録を、皆さんに確
かめていただくために送付しているもの
です。
　「年金記録に漏れや誤りがないか」な
どの不安や疑問を解消するために、平成
19 年 12 月から、順次全ての受給者と現
役加入者に対し送付されます。

●「ねんきん特別便」を受け取ったが、
どうしたらよいですか？
　郵送された「ねんきん特別便」に記載
されている加入記録などについて、お勤

め先などの欄に漏れがない
か確認をお願いします。
　また資格取得年月日（加
入日）や資格喪失年月日（退
職日の翌日）に誤りがない
かなどを十分にお確かめく
ださい。
　抜けている記録などがあ
る場合は、年金記録回答票
に、抜けている期間や事業

所の名称など、必要事項を記入し返送し
てください。
　誤りがないときは、年金記録回答票の
「誤りがない」に○を付けて、必要事項
を記入して返送してください。

●問い合わせ　保険年金課　（内線 148）

ねんきん特別便についてお知らせします

ホームページの地域のお知らせコーナー充実しました
◎「まちづくりのページ　（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/chiiki_jigyou）」
には、10地域のまちづくり推進委員会の今年度の活動を掲載しています。
◎「たきざわ花通り（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/hanaippai）」には、村
内の花壇やガーデニングを写真で紹介しています ｡　
●問い合わせ　住民協働課（内線398）

国 民 健 康 険保 一 口 メ モ
●ほかの健康保険に加入できる人
　国民健康保険（国保）は、職場の健康
保険などに加入していない人の医療を保
障する保険です。職場の健康保険に加入
している親族によって生計が維持されて
いる人で、次の要件を満たしている人は、
被扶養者としてその健康保険に加入でき
る場合があります。
　また被扶養者として認定されると、認
定された人の保険料がかからない健康保
険もあります。詳しくは各事業所へお問

い合わせください。

●扶養認定を受けられるのは
①３親等以内（図参考）の親族であるこ
と。18 歳以上 60 歳未満の人は、配偶者
や学生、就労できない状況（障がい者な
ど）であること。
②扶養認定を受けようとする人の年収が
130 万円未満であること。障がい年金受
給者や 60 歳以上の公的年金受給者は年
収 180 万円未満で、健康保険加入者の年
収に対し、２分の１未満であること。（収
入には遺族・障がい年金、失業保険など
の非課税収入も含みます）

●被扶養者となったときは
　ほかの健康保険の被扶養者に認定され
た場合は、保険年金課か各出張所で国保
の資格喪失の手続きをしてください。
　届け出には①国保の保険証、②新たに
加入した健康保険の保険証、③扶養認定
年月日の分かる書類（②に扶養認定年月
日が記載されている場合は不要）、④印
鑑などが必要です。

●問い合わせ
　保険年金課（内線 127 ～ 129）
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＊印の配偶者も、被扶養者の範囲に入ります。
　　 以外の親族は同一世帯に属することが
条件です。

ひいおじいさん
ひいおばあさん

祖父母

父　母

子

孫

ひ　孫

被保険者

*

　 不用品あっせんコーナー
　このコーナーでは、皆さんのご家庭で
不用になったものを無料で提供していた
だき、必要とする皆さんに再利用してい
ただいています。不用品の提供を希望さ
れる場合は環境課まで連絡ください。
　なお交渉や品物の受け渡しは当事者同
士で行っていただきます。
【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）※ペット、自動車、バイク、
食品、衛生用品は除きます。
●問い合わせ　環境課（内線 275）
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