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　１月10日は「110番の日」。村内の保育所で

は、１月８日～13日にかけて久慈警察署野田

駐在所の山根所長らによる警察官の仕事や道

具、乗り物などについての講話がありました。

表紙の写真は、玉川保育所年長さんの橋場優

成くんと橋場ひなたちゃんが警察官の制服を

身につけた姿です。

110番の日　110番の日　
警察官になっちゃっ警察官になっちゃった！

110番の日　
警察官になっちゃった！
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　昨年８月に開通したみちのく潮
風トレイル野田―普代コース。
今月号では、野田コースを紹介し
ます。12月からは踏破認定制度も
スタートしており、踏破すると認
定証や記念バッジがもらえます。
　トレイルコースのガイドマップ
などは役場産業振興課窓口やスタ
ンプ設置店に置いてありますので、
挑戦してみてはいかがですか。

①道の駅「のだ」観光物産館 ぱあぷる
　観光物産館ぱあぷるはスタン プラリーのス
タンプ設置店。ここでは牛方の スタンプが手
に入ります。ただ今、39（サンキ ュー）フェア
開催中で温かい甘酒もいただけ ます。（フェア
は３月９日まで）

　観光坑道として公開しているマリンローズ
野田玉川は11月～４月中旬まで休館です。
　今年、敷地内にワイナリーが建設予定です。

⑨えぼし荘
　スタンプ設置店であるえぼし荘では、
えぼし岩のスタンプをポン！

⑦玉川野営場（キャンプ場）
　玉川野営場は玉川海岸沿いのキャ
ンプ場で水洗トイレや屋根のあるベ
ンチなども整備されているので休憩
にぴったりです。

⑧玉川海岸
　玉川野営場から玉川海岸に
降りると、貝の化石が見られ
る大きな岩や、崖が削れた表
面の地層を見ることができ
ます。

　国道沿いに建てられた久慈層群、
琥珀採掘場についての案内板。くん
のこほっぱとは久慈地方の方言で
「琥珀掘場」のことだそうです。

のんちゃんのスタンプ！のんちゃんのスタンプ！のんちゃんのスタンプ！

　パティオ・ムラタさんは玉川パティオ・ムラタさんは玉川
にある個人商店。スタンプ設置にある個人商店。スタンプ設置
店のひとつです。店のひとつです。

　パティオ・ムラタさんは玉川
にある個人商店。スタンプ設置
店のひとつです。

▼国道には「十府ヶ
浦」と書かれた看板
が設置されています。

◀三陸鉄道「野田玉川駅」の線路
下をくぐるとエメラルドグリーン
の美しい海が広がります。

◀野田ルートのスタンプ
は３つ！今回のルートで
は、えぼし荘で全てのス
タンプが揃いました！

　縁結びの木の下にトレイルの標柱があり、
安家川を越え普代コースに続きます。

　大鳥居をくぐり参道へ…。
道なりに進み、海蔵院前まで行ったら、
橋を渡り大きな通りへ進みます。

　美しく緩やかな弧を描く十府ヶ浦。
現在、工事が行われているため砂浜に
は降りられません。

普代コースへ
続く!!

普代コースへ
続く!!

普代コースへ
続く!!

③愛宕神社大鳥居

⑥マリンローズ野田玉川
　（野田玉川鉱山跡地）

縁結びの木

パティオ・ムラタ

②野田村仮設商店街（本町）

④十府ヶ浦

⑤くんのこほっぱ跡地

陸中野田駅塗りつぶしているところが

　　コースです
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観光物産館ぱあぷる店
内にスタンプコーナー
があります。



むらの話題
野田村のあんなこと、こんなこと

穴を掘って川を作ったり…創造力が膨らみます 古舘さんを囲んだ給食は楽しいね♪

統監である小田村長による観閲鍬入れを行う小田村長(左)と貮又議長

統計大会に出席した受賞者ら（写真左から明内永一さん、
外舘ヨシ子さん、平谷和則さん）　　　　　　　　　　　

大田代表取締役社長から辞令書の交付を受ける新入社員

飛ばないようにしっかり結んで…真剣です望月正彦社長(写真後方左)、さんてつくん、小田村長と
記念撮影　たくさん三鉄に乗ってね！　　　　　　　　

45

　１月７日、東日本大震災で１階天井まで浸水す
る被害を受けた野田分署の移転新築工事安全祈願
祭が行われ、関係者ら約35人が出席しました。場
所は、新町地区の道路向かいで、秋には、新たな
施設での活動が行われる予定。小田村長は「消防
団の活動にも活用できる。本村の防災拠点となる
ことを大いに期待する」と述べ、工事の無事を祈
りました。

被災の分署工事着手へ 今年１年の無火災を祈る
久慈消防署野田分署新築工事安全祈願祭

　新春恒例の出初式は、１月10日、村体育館を主
会場に行われ、消防団員や婦人消防協力隊ら約
190人が参加しました。式では、統監による観閲
や服装点検などが整然と行われ、仕事始めに相応
しい緊張感が漂いました。城内地区ではラッパ隊
を先頭に威風堂々の分列行進が行われたほか、団
員らは愛宕神社参道で無火災・無災害を祈願しま
した。

野田村消防出初式

　障がい児の放課後や長期休みをサポートする
ピーターズ・キッズ（理事長　竹下美恵子）は、昨
年４月から旧新山保育所を活用して開所していま
す。１月には、一般社団法人プレーワーカーズの
廣川和紀さんら５人の職員が訪れ、子どもたちと
触れ合いながら、オーダーメイドの遊具づくりを
始めました。これから心躍る遊具の完成が楽しみ
です。

遊具づくりにチャレンジ
放課後デイサービス　　ピーターズ・キッズ

　１月25日、小学校でシイタケ学校給食が行われ、
３学年の児童らがシイタケの旨みや効能などにつ
いて、生産者の古舘幹男さんらから学びました。
シイタケの苦みが苦手だった山下陽花ちゃんは
シイタケ給食を食べて「沢煮椀にはシイタケのだ
しがたっぷり入っていて食べてみたら美味しかっ
た。家でも食べたい」とすっかり克服した様子で
した。

苦手なシイタケも克服
野田小学校「シイタケ学校給食」

　12月28日、三陸鉄道が主催する「三陸鉄道園児
お絵かき遠足列車」の表彰式が玉川保育所で行
われ、橋場ひなたちゃんが三陸鉄道株式会社代
表取締役社長賞に、小野隼翔くんが野田村長賞
に輝きました。作品は三鉄で田野畑駅に遠足に
出かけたときに書いた列車の絵で、表彰式には
三鉄のキャラクター「さんてつくん」も駆けつけ
ました。

玉川保育所で表彰式 短冊に願いを込めて
三陸鉄道園児お絵かき遠足列車

　野田村むらづくり運動推進協議会（会長　前田
公司）が主催する小正月行事は１月15日、村民広
場を主会場に行われ、どんと焼きや餅つきなどが
催されました。ミズキには、村内保育所の子ども
たちが作ったお飾りや短冊などが飾られ、華やか
なミズキ団子となりました。夕方からはなもみが
村内を回り子どもたちの健やかな成長を願いま
した。

伝統の小正月行事

　岩手県統計大会が４日、盛岡市で開催され外舘
ヨシ子さんが農林業センサスに８回従事した功績
が認められ、農林水産大臣表彰を受賞しました。
そのほか、村内の受賞者は次のとおりです。
【岩手県知事感謝状】　大沢清幸さん、明内永一さ
ん、熊谷恵子さん、平谷和則さん
【岩手県統計協会会長感謝状】　畑村勘治さん、小
野紀行さん

統計調査活動の功績認められ
外舘さんが農林水産大臣表彰受賞

　１月18日、バイオマス発電所を運営する野田バ
イオパワーＪＰ（代表取締役社長　大田直久）の入
社式が行われ、村民やＵターン者ら13人が辞令書
の交付を受けました。同社は２月から試験運転を
開始し、８月には商業運転をスタートさせる予定。
式では、新入社員を代表し坂上繁信さんが「地域、
社会のためになるよう頑張りたい」と決意を述べ
ました。

８月商業運転開始
野田バイオパワーＪＰ入社式
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むらの話題
野田村のあんなこと、こんなこと

要望は２月中に県教育委員会に提出される式辞を述べる中野富雄会長

これまでの策定委員会・50人以上参加の村民ワークショップの様子

あ、転んじゃった！ 立ちあがって再挑戦！ 優勝した城内中チーム

素敵な錦帯橋（きんたいきょう）♪

▷展示会場の様子

△講演に聞き入って
　いました

久しぶりに会う友だちと

67

　１月13日、国民宿舎えぼし荘で野田村商工会
創立50周年記念式典が行われ、関係者ら約80人
が出席しました。中野会長は「地域に最も身近
な経済団体として、地域の重要な資源を活用し
た特産品の開発などに取り組み地方創生の主体
的な役割を果たしていきたい」と決意。式典で
は、優良従業員表彰も行われ８人が表彰を受け
ました。

地方創生の役割果たしたい 工業高校存続に向け総会
野田村商工会創立50周年

　岩手県立久慈工業高等学校を守り育てる会（会
長　中野富雄）は、昨年12月に岩手県教育委員会
が「新たな県立高等学校再編計画(案）」で久慈
工業高校と久慈東高校を統合との計画を打ち出
したことを受け、１月21日に総会を開催しまし
た。総会では、高校の定員確保に向けた事業の拡
充と県教育委員会への要望について話し合われ
ました。

岩手県立久慈工業高等学校を守り育てる会

　村では、人口減少対策や将来に向けた活性化の
ための戦略「野田村まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の策定作業を進めており、１月27日(水）、今
年度最後となる第５回策定委員会を開催しました。
　これまで、村の強みや弱み、想定されるチャン
スや脅威の抽出、村の理想の未来像についての話
し合いなど、村独自の戦略づくりを進め、有効な
政策分野や施策案について検討してきました。そ
して今回、「第一次産品など村の資源を生かした
ビジネスによる雇用創出」「若い世代に魅力的な
住宅の確保」「地域コミュ
ニティを生かしたＱＯＬ
（生活の質）の向上」「内外
コミュニティの中心となる
地域拠点づくり」を柱とす
る委員会としての最終案が
まとまりました。

野田村まち・ひと・しごと創生総合戦略
第５回策定委員会を開催

～村の未来に活力を～

　今後、村内部での調整、住民からの意見公募
（パブリックコメント）などの手続きを経て公表
し、平成28年度以降の野田村総合計画にも反映し
ていきます。

まち・ひと・しごと創生とは
　国は、少子高齢化に対応し、将来にわたり活力ある
日本社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと
創生法」を制定。村でも活力に溢れる住みよい村づく
りのため「野田村人口ビジョン」「野田村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」の策定に取り組んでいます。
村の人口の現状
　昭和５年から昭和35年にかけて大幅に増加し、昭和
45年の5,863人をピークに減少傾向が続いています。
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レイチェル in Japan

３月のおはなし会

 ３月１９日（土）
14：00 から

村図書館児童室

　ニュージーラ
ンド人の友だちに
会うために、12月に山口県に
行きました。長い時間かかり
ましたが、新幹線の窓から広
島や大阪を見ることができ楽

しかったです。山口県にいる間に、岩国市に行きました。岩国
市には有名な錦帯橋があります。錦帯橋はとてもきれいだと思
いました。山口県はたくさん素敵な景色がありますので、皆さ
んもぜひ行ってみてください！

スケートに挑戦!!
野田村悠YOUスポーツクラブ「スケート教室」 第11回どこでもテニポン大会

　１月５日、二戸市県北青少年の家で「スケー
ト教室」を開催し、小学生12人、一般２人が参
加しました。初めてスケートに挑戦する児童も
いましたが、講師の先生から立ち方や足の動か
し方など、基礎的な指導を受け、終盤には全員
が自由に滑れるようになりました。

移動展示会・講演会開催
　１月30日～31日にかけて、村生涯学習センターで岩手県
立博物館移動展示会「海に生きた歴史」が開催されました。
　31日には講演会「野田村考古学フォーラムⅢ」が行われ、
約50人の来場があり、久慈市旭町の昼場沢遺跡から出土し
た鏡像などを題材にした講演などが行われました。
　来場者は、鏡像が伝える歴史的文化を学び、さらに歴史
に興味が沸いた様子でした。鏡像は、28日まで県立博物館
の特別展で展示されています。

１位は城内中チーム

　今年度の村民体育大会の５競技目となる、第11
回どこでもテニポン大会は１月20日、22日の２日
間、村体育館で開催されました。
　大会には全８チームが参加し、熱い闘いが繰り
広げられました。大会結果は下記のとおり。
１位  城内中　２位  米田・南浜　３位  泉沢・中平

生涯学習コーナー



燃えたスプレー缶など

体育館でウォーキング

火災が発生した収集車

◀体重に合わせた運動消費カロリー
　などが記載されたポスター
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村からのお知らせ

　３月１日(火)から平成28年度の加入受け付けが始
まります。
　平成28年度スポーツ安全保険については、加入区
分・掛け金に関する改定がありますので、必ず内容
を確認し、加入手続きをお願いします。
■問い合わせ　教育委員会生涯学習文化スポーツ班
　　　　　　　☎ 78・2936

東日本大震災犠牲者追悼式

　村では、東日本大震災から５年を迎え、犠牲
者に哀悼の意を捧げ、村の早期復興に向けた誓
いを新たにするため追悼式を開催します。
　参列の際は、乗り合わせや徒歩でのご来場に
ご協力ください。
　日時・場所：３月11日(金）14：30 ～
　　　　　　　村体育館
■問い合わせ
　特定課題対策課　☎ 78・2963

のだ 　 通信恋
３月の『のだで恋しちゃう相談会』 婚活パーティ
日　時：３月19日(土） 10：00～17：00
場　所：申し込みの際にお伝えします。
相談料：無料
締　切：３月15日(火）
その他：事前の申し込みが必要となります。

■問い合わせ
　◎結婚相談所スマイルモーメント　10：00～19：00　☎ 019・681・7331／✉info@s-moment.net
　◎特定課題対策課　8：30～17：30　☎ 78・2963／✉koisityaunoda@gmail.com

スポーツ安全保険の加入について

　内閣府では、女性も男性も多様な暮らしや働き方
が可能な社会を作るためのキャッチフレーズを２月
29日まで募集しています。詳しくは内閣府男女共同
参画局ホームページをご覧ください。

新町地区分譲希望者募集

　新町地区（城内高台団地）分譲希望者を募集
します。
１、公募区画数　１区画（区画番号31）
２、申込資格
⑴　被災時に災害危険区域内に居住し、り災
証明を受けていること。
⑵　分譲代金を一括納入し、分譲後５年以内
に住宅の新築が可能なこと。
⑶　諸事情により世帯を分けなければならな
くなったなどの理由があること。

３、申込締切　３月４日(金）
４、そ の 他
　申し込みが多い場合、抽選で決定します。
■問い合わせ
　復興むらづくり推進課
　生活基盤再生班　☎ 78・2915

災害義援金の受け入れ状況

　村にいただいた義援金についてお知らせしま
す。震災から４年11カ月が経ちましたが、今な
お温かいご支援をいただきまして誠にありがと
うございます。
受入期間 ……………１月１日～１月31日
受入件数、金額 ……１件、19,000円
受入総件数、金額 … 1,323件、107,656,278円

男女共同参画ニュース

　内閣府では、平成28年度の国際交流事業に参加す
る青年を３月25日まで募集しています。詳しくは県
少年・男女共同参画課までお問い合わせください。
（☎ 019・629・5346）

青年国際交流の参加団員募集
　村民を対象としたアンケー
トでは、冬場の運動量が低下
するという結果が出ています。
１月から体育館にウォーキン
グのポスターを掲示しています。体育館を上手に

活用し、冬場の運動不足を解
消しましょう！

　３月27日(日)に盛岡市で婚活パーティの開催を
予定しています。詳細については改めてお知らせ
します。パーティの前に『のだで恋しちゃう相談
会』で、「パーティでの服装」や「異性の心を射
止めるさりげないテクニック」などの心構えを聞
いてから参加してみてはいかがでしょうか。

春の全国火災予防運動

　「無防備な  心に火災が  かくれんぼ」を全国統
一防火標語に、春季予防運動が全国一斉に行われ
ます。住宅用火災警報器設置状況調査を全世帯対
象に行いますのでご協力をお願いします。
１、日　　時　３月１日(火)～７日(月)
２、実施事項 　
　事業所の立入検査、一般家庭予防査察、住宅用
火災警報器設置調査、初期消火訓練
■問い合わせ　久慈消防署野田分署
　　　　　　　☎ 78・2119

ごみ収集車で火災発生

　１月13日(水)、洋野町の不燃ごみ収集中
に火災が発生しました。幸いにも住民や収
集作業員に怪我はありませんでしたが、ご
みの分別と排出には十分ご注意ください。
　車両火災の主な原因は、中身の残ったスプレー缶
やカセットボンベなどのエアゾール缶、ライター、ス
トーブに残った灯油です。これらは金属などの接触
により発生した火花で引火し、火災につながります。
・カセットボンベ缶やライターはガスを出し切る
・ガスレンジやストーブの着火装置の電池は取り外す
・ストーブの灯油は完全に抜き取る
以上のルールを必ず守りましょう！

資源ごみの分別徹底について

　久慈広域連合によると、アルミ缶、スチール
缶などの資源ごみが不燃ごみに混入しているそ
うです。分別すれば、ごみ処理経費の削減、売
却収入の獲得、最終処分場の有効活用につなが
ります。「混ぜればごみ、分ければ資源」を合
言葉に分別にいっそうのご協力をお願いします。

寒い時期は
体育館でウォーキング

　県内をはじめ、全国的に振り込め詐欺などの特殊
詐欺による被害が多数報告されています。野田村地
域安全協議会では、特殊詐欺による被害の防止を目
的に、「防犯用電話自動応答録音機器」の無償貸し
出しを行っています。
１、対 象 者　村内に住所を有し居住している人
２、貸出期間　６カ月間（原則）
３、申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、村住
　　　　　　　民福祉課に提出してください。
■問い合わせ
　野田村地域安全協議会（住民福祉課内）
　☎ 78・2928
○防犯用電話自動応答録音機器
　電話機につなぐだけで自動的に応答、
通話を録音。迷惑な電話を未然に防ぎ
ます。電話工事不要で取り付け簡単。

防犯用電話自動応答録音機器の貸し出し

　ホームページアドレス
http://www.gender.go. jp/



野田村新山33-11-5野田村新山33-11-5 TELTEL/FAFAX 0194-78-31640194-78-3164（自宅兼事務所（自宅兼事務所）
TEL　TEL　　0194-78-24020194-78-2402（会社工場）　（会社工場）　　

(有)櫻庭石材店
こ の 道 60 余 年

戒名入れ、 墓所工事一式、 記念碑戒名入れ、 墓所工事一式、 記念碑などなど戒名入れ、 墓所工事一式、 記念碑など
元
気
に

復
興
営
業
中
！

※従業員募集※
　18才～55才（要、普通（中型）自動車免許）
　定員1～2名（詳しくは、面接にて）

いつもありがとう
   出会いにありがとう
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いつもありがとう
   出会いにありがとう
皆様の御来店お待ちしております

暖かい春の訪れを
  待ちわびながら
    もう少し頑張ってみよう

『復興！七福スタンプ第『復興！七福スタンプ第1010回抽選会 当選者発表 』回抽選会 当選者発表 』『復興！七福スタンプ第10回抽選会 当選者発表 』
　去る、１月15日(金)午前11時より七福スタンプ抽選会が行われ1,149枚もの多
数の応募の中から、厳正なる抽選の結果、右記の皆様に５千円分の商品券が当選

致しました。また、抽選会場となったまち
の薬局様のご厚意により、豪華景品を１名
様にプレゼントされるサプライズもござい
ました。おめでとうございます！
　次回抽選会もお楽しみに！

★商品券（5,000円分）の当選者（10名)

坂本 久美子様（日形井）、八幡 福美様（泉沢）、

大沢 ヤス子様（門前小路）、中野 貞子様（北区）、

大沢 祥子様（前田小路）、丹治 和子様（北区）、

林﨑 早苗様（前田小路）、南川 繁子様（玉川）、

小野 憬子様（前田小路）、大沢 トシ様（北区）

★まちの薬局　特別賞当選者（1名）

　大沢 八重子様（明内）　　　　　 （順不同)お買物は野田村スタンプ会加盟店をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　事務局☎78･2012
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　　  母子父子寡婦
　　  福祉資金貸付制度

　県では、ひとり親家庭や父母のいない子
どもが大学などに進学するために必要な資
金の貸付を行っています。
○貸付対象者
　20歳未満の子どもを扶養している母子家
庭の母、父子家庭の父、父母のいない児童
・修学資金
　高校や大学に通学するために必要な授業
料、書籍代、交通費など
・就学支度資金
　高校や大学に入学するために必要な被服
などの購入費など
○手続き
　申請書類提出後に審査を行いますので、
平成28年４月に進学を予定している人はお
早めにご相談ください。
■申請窓口・問い合わせ
　村住民福祉課　☎ 78・2913

　　  　
　　  出前無料労働相談会
　職場のトラブルで悩んでいませんか。労
働者と使用者との間のさまざまな問題につ
いて岩手県労働委員が相談に応じます。
○日時・場所　※受付終了は15：00
　平成28年２月28日(日）13：00～16：00
　いわて県民情報交流センター　アイーナ
　平成28年３月６日(日）13：00～16：00
　久慈地区合同庁舎
■予約・問い合わせ
　(平日 8：30～17：15)
　県労働委員会事務局　☎ 0120・610・797

　　  　
　　  個人事業税の申告

　個人事業税とは、個人の人が営む事業に
対して課せられる税金です。個人で事業を
営んでいる人は、平成28年３月15日(火)ま
でに、平成27年中の事業の所得などについ
て、県北広域振興局県税室に申告すること
になっています。
　ただし、所得税や住民税の申告をする人
は、改めて個人事業税の申告をする必要は
ありません。
　年の途中で事業を廃止した場合は、廃止
の日から１カ月以内（死亡による廃止の場
合は４カ月以内）に申告をしなければなり
ません。
　詳しくは、岩手県のホームページ「けん
ぜいねっと」をご覧ください。
■問い合わせ
　県北広域振興局県税室　☎ 53・4986

　　  第30回陸上自衛隊岩手駐屯地
　　  音 楽 隊 定 期 演 奏 会
○日　時　平成28年３月12日(土）
　　　　　15：00 開演（14：15 開場）
○場　所　盛岡市市民文化ホール(マリオス)
○その他　
　入場無料、整理券の発行はしません。先
着入場で、満員になりしだい入場をお断り
しますのでご注意ください。
○出　演　岩手駐屯地音楽隊、巖鷲太鼓、
　　　　　駐屯地らっぱ隊など
■問い合わせ
　陸上自衛隊岩手駐屯地 司令業務室
　☎ 019・688・4311（内線256）

1011

国民年金の任意加入制度

　老齢基礎年金は、20歳から60歳になるま
での40年間(480月分)保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより納
付済み期間が40年間に満たない場合は、60
歳から65歳までの間に国民年金に任意加入
して納めることにより、満額に近づけるこ
とができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保
険料の納付済期間や免除期間などが原則25
年以上必要となりますが、この要件を満た
していない場合は、70歳になるまで任意加
入することができます。
■問い合わせ
　二戸年金事務所　☎ 0195・23・4111
　村住民福祉課　　☎ 78・2928

　　  希望郷いわて
　　  モ ニ タ ー 募 集

　県では、県の施策についてのアンケート
(年10回まで)に回答いただく「希望郷いわ
てモニター」を募集しています。
○資　　格　県内在住の満20歳以上の人
○募集人数　200人
○任　　期　平成28年４月１日～
　　　　　　平成30年３月31日
○謝　　礼　記念品を贈呈（年１回）
○応募方法  以下の必要事項を明記し、は
がき、ファックス、Ｅメールで応募して
ください。①郵便番号、②住所、③氏名
(ふりがな)、④性別、⑤生年月日、⑥電
話番号、⑦職業、⑧通知方法(郵送・Ｅ
メール・両方)、⑨回答方法(郵送・イン
ターネットのいずれか)、⑩Ｅメールア
ドレス(Ｅメールによる通知を希望する
人)、⑪各種モニター経験(有無・名称・
年度)
○応募締切　平成28年２月29日(月)
■申し込み・問い合わせ
　県庁広聴広報課
　｢希望郷いわてモニター」募集係
　郵便番号  020・8570（住所不要）
　　 ☎　　019・629・5281
　ファックス   019・651・4865
　Ｅメール   koucho@pref. iwate. jp

　　  その病気
　　  アスベストが原因かも

　ご家族に、肺がんや中皮腫などと診断さ
れたり、亡くなられた人はいませんか。
　その病気、その症状は石綿(アスベスト)
が原因かもしれません。石綿による疾病と
認定された場合、各種給付を受けることが
できますので、心当たりのある人はお近く
の労働基準監督署または岩手労働局労災補
償課にご相談ください。
■問い合わせ
　岩手労働局労災補償課  ☎019･604･3009
　二戸労働基準監督署  ☎0195･23･4131
　盛岡労働基準監督署  ☎019･604･2530
　宮古労働基準監督署  ☎0193･62･6455

年 金 情 報

国 保 情 報
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　　  女性のための女性司法書士による

　　  無料法律相談会

　相続・成年後見・借金問題・家族間の問
題などさまざまな悩みを抱えた女性のため
に、女性司法書士が無料で相談に応じます。
今まで相談したいと思ってもなかなか機会
のなかった皆さま、日頃、男性の専門家に
相談しにくいと感じていた皆さま、相談員
が女性なら安心と思っている皆さま、ぜひ
この機会をご利用ください。
　予約は不要で、秘密は厳守いたします。
どうぞお気軽にお越しください。
○日　　時　平成28年３月５日(土）
　　　　　　10：00～16：00
○相談会場　岩手県司法書士会館２階
○相談方法　
　⑴相談会場での面談による無料相談
　⑵電話による無料相談
　　☎ 0120・823・815(フリーダイヤル)
　　☎ 019・623・3355(通話料有料)
○相談対象　女性
○主　　催　岩手県司法書士会

　　  防 ご う !!

　　  歩行除雪機事故

　除雪機による事故が多発しています。除
雪機を使う際には、使用者の責任において、
正しく、安全に作業してください。
⑴安全装置が正しく作動していない状態で
は絶対に使用しない。

⑵除雪機を使用する場合は、周囲に人がい
ないことを確認し、人を絶対に近づけさ
せない。不意に人が近づいた場合には除
雪機を直ちに停止できるような状態で除
雪機を使う。

⑶投雪口に詰まった雪を取り除く際にはエ
ンジンを停止し、オーガやブロアの回転
が停止したことを確認してから雪かき棒
を使用して雪を取り除く。

⑷除雪機を使用する際、特に後進時は足元
や周囲の障害物に注意を払い、無理のな
い速度で使用する。

■問い合わせ　一般社団法人日本農業機械工業会
　除雪機安全協議会　☎ 03・3433・0415

注意

喚起
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適正受診と健康の維持・増進を

○医療機関への適正受診
　医療機関にかかるときの心がけで節約で
きる医療費があります。
・かかりつけ医を持ちましょう。
・重複受診は避けましょう。
・医療費が高い休日や夜間の受診は避
けましょう。

・自己判断で治療を中断しない。
・薬のもらいすぎに注意しましょう。
｢おくすり手帳」を持参して不要な
薬をもらわないようにしましょう。

○健康の維持・増進
　何より健康でいることが医療費削減に繋
がります。
・１日３回のバランスのとれた食事と
野菜をたくさん食べましょう。

・運動習慣を身につけましょう。
・タバコは百害あって一利なし。
■問い合わせ　村住民福祉課　☎78・2928

人の動き

事故などの状況

駐在所だより

☆子どもを交通事故から守るために　
　春の新入学期には、道路の安全な横
断方法などを身につけていない子ども
たちの「飛び出し」による交通事故が
多発します。
　保護者やドライバーの皆さん
は、子どもに対する指導方法や
特性を理解し、新入学児童を交
通事故から守りましょう。
野田駐在所長   山根　誠 ☎78･2161

戸籍の窓口
（１月受付分   ※敬称略）

村内の交通事故　　 人身事故　０件
　　　　　　　　　　 物損事故　２件
救急車出動件数　　 　　　　　17件

（うち村外　９件)
飲酒運転検挙者数　　 　　　　　０人

　男　　　２,１５２　人　（±０）
　女　　　２,２８１　人　（－２）
　計　　　４,４３３　人　（－２）
世帯数　　１,６５１世帯（－２）

（人口、世帯数は外国人を含む)

☆お誕生おめでとう
　　北田　柊依（直人・圭美）　　本　町
♡いつまでもお幸せに
　　米　田　　　敬　　　　　門前小路
　　田　中　匡　子　　　　　門前小路
　　櫻　庭　稔　治　　　　　　中新山
　　瀧　澤　晴　美　　　　　　洋野町
■ご冥福を祈ります
　　種　綿　忠　一 （86）　　　種　綿
　　滝　沢　鶴三郎 （88）　　　根　井
　　古　舘　ト　シ（101）　　　玉　川
　　大　沢　トシヱ （84）　　　中新山

（
（

ひ　より

（お詫びと訂正）広報のだ１月号11㌻で地域活動支援センター風花の場所を上明内地
区と紹介しましたが、正しくは下明内地区でした。お詫びして訂正いたします。
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友好市町村だより
アポイ岳ジオパークのまち

様似町
北海道

ジオが取り持つ不思議な縁

～豊岡市から絵画「様似岬」寄贈～

ホッとひといきホッとひといき

　ヤマブドウ果汁100％飲料。
ほどよい甘みと酸味が飲みやすい。

　町内のエンルム岬を題材にした絵画「様似岬」が、鳥
取県豊岡市から寄贈されました。
　この絵画は、豊岡市出身の日本画家加藤美代三氏が、
昭和46年に豊岡市民会館の開館を記念して同館に寄贈
し、展示されていました。
　今回の寄贈は、昨年９月に鳥取県で行われたアジア太
平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウムに

坂下一幸町長が参加し
た際、市民会館で作品
に偶然出会い、豊岡市
長に寄贈の打診をして
いたところ快諾され、
12月21日に絵画の寄
贈を受けました。
　「様似岬」は額縁等
の補修を行い、春頃に
一般公開される予定で
す。

　広報誌のコンクールというものが毎年あるので

すが、この度、平成27年度岩手県市町村広報コ

ンクールで「広報のだ」が広報誌の部「奨励賞」

をいただくことになりました。これも、日頃ご協

力いただいている住民の皆さまや印刷会社様のお

かげです。本当にありがとうございます。さらに

よりよい広報誌をお届けできるよう精進してまい

ります。これからも広報のだをよろしくお願いい

たします。(マ)

　村では平成28年度に、農業振興地域整備に関する法律に基
づき、野田農業振興地域整備計画の定期見直しを行います。
　優良農地を保全・確保し、農業振興地域に関する各種施策
を計画的に推進するため、おおむね５年ごとに見直しを行う
こととなっており、東日本大震災後、延期していたものです。
　見直し期間中は農地利用計画の変更申出（農振除外などの
手続き）ができませんので、農地に家を建てるなどの農地転
用計画がある場合はお早めにご相談ください。

○農地利用計画の変更申出

　受付期限　３月10日まで

○受付停止期間

　３月11日～平成29年３月31日

※農地区域外での農地転用は通

　常通り受け付けます。

■問い合わせ
　村産業振興課
　☎ 78・2926　いつもイラストや感

想をありがとうござい
ます！ 毎月楽しみにし
ています(＾＾)

≪問題≫　みちのく潮風トレイル野田コースのスタ

ンプはいくつある？　 ①１つ　　②２つ　　③３つ

■応募方法

　はがきに答え、住所、氏名、イラストなどを書いて

３月４日(金)までに下記担当まで送ってください！

　〒028-8201 野田20-14　総務課 広報クイズ担当

■先月号の答え  ▷  ②潮風

〈先月号の当選者〉大沢明里ちゃん、澤口奏ちゃん

★★ 広報クイズ ★★

今月の景品は

「森のぱあぷる（小瓶）」なのだ！

３人に当たる！

農業振興地域整備計画の定期見直しについて

か
な
で

澤
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奏
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町
・
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歳
）

◯マ
と
っ
て
も
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が
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！

　　
笑
顔
が
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わ
い
い
ね
！
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ー
ち
ゃ
ん
は

　　
何
か
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す
る
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大
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里
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町
・
４
歳
）

みんなの声
イラストコーナー

　野田村役場の開庁時間が４月１日から
17時15分までとなります。
※月、火の窓口延長はこれまで通り実施します

重要なお知らせ


