農地法に関する許可申請
期限日が変更になります

家畜の飼育者は
報告書の提出を

森林土地取得や伐採時
諸手続きをお忘れなく

農地法の改正に伴い、農地の貸
借や売買などによる権利移転およ
び転用などに係る申請締め切り日
が、４月から毎月５日
（５日が土・
日曜日、祝日の場合は翌開庁日）
に
変更になります。
詳しくは、市農業委員会事務局
（☎・内線1353）
まで

家畜を飼育している人には、毎
年飼養状況の報告が義務付けられ
ています。28年度の報告書を忘れ
ずに提出ください。
なお、愛玩で家畜を飼っている
人にも報告義務があります。
■家畜の種類と報告期限

県が定める地域森林計画の対象
となっている森林の土地を取得し
た場合、所有者となった日から90
日以内に市への届け出が必要です。
また、本計画の対象となる森林
を伐採するときは、伐採を開始す
る30日から90日前までに、林地開
発をするときは、事前に届け出や
許可申請の各種手続きが必要とな
ります。
新たに森林の土地取得、伐採を
予定している場合は、市安代総合
支所土木林業課
（☎・内線3142）
、
林地開発を計画している場合は、
盛岡広域振興局林務部（☎0 1 9 629-6616）
までご相談ください。

小規模工事や修繕などを
希望する登録業者を募集
市は、市発注の小規模工事や修
繕について、契約を希望する事業
者を随時募集します（見積書の依
頼や契約を約束するものではあり
ません）
。
■登録要件 市内に本社・本店ま
たは住所
（住民登録）
があり、次の
いずれにも該当しない者❶市税滞
納者❷市営建設工事等請負資格者
名簿登載者❸希望登録業種に必要
な資格、免許などがない。
■登録できる業種 ❶土木一式工
事❷建築一式工事❸大工工事❹左
官工事❺とび・土工・コンクリー
ト工事❻石工事❼屋根工事❽電気
工事❾管工事❿タイル・れんが・
ブロック工事⓫鋼構造物工事⓬鉄
筋工事⓭ほ装工事⓮しゅんせつ工
事⓯板金工事⓰ガラス工事⓱塗装
工事⓲防水工事⓳内装仕上工事⓴
機械器具設置工事㉑熱絶縁工事㉒
電気通信工事㉓造園工事㉔さく井
工事㉕建具工事㉖水道施設工事㉗
消防施設工事㉘清掃施設工事のう
ち、３業種まで（市指定給水装置
工事事業者や市排水設備指定工事
店は、該当業種の登録は不要）
■提出書類 ❶登録申請書❷市税
の納税証明書❸登録希望業種の資
格証の写し
■登録有効期間 30年３月末まで
一括下請け
（丸投げ）
は不可。自
ら履行可能な業種を選択願います。
詳しくは、市役所総務課契約係
（☎・内線1243）
まで。
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家畜の種類
報告期限
牛、鹿、めん羊、山羊、
４月15日㈮
豚、イノシシ、馬
鶏、アヒル、ウズラ、キ
ジ、ダチョウ、ほろほろ ６月15日㈬
鳥、七面鳥

■報告内容 家畜保健衛生所な
どから送付された様式に、28年２
月１日現在の飼養状況を記入
■提出先 次のいずれかの方法
で提出ください。▶県中央家畜保
健衛生所に郵送
（〒020-0605 岩
手県滝沢市砂込390-5）
、持参ま
たはファクス
（019-688-4012）▶
市役所農政課畜産係または農協の
畜産担当窓口に持参
詳 し くは、同保健衛生所
（☎
019-688-4111）
まで。

盛岡てがみ館企画展
ぜひご来場ください
（公財）
盛岡市文化振興事業団
盛岡てがみ館では、企画展
『女性
のてがみ～芸術の世界に生き
て～』
を開催しています。
■内容 本市名誉市民である江
間章子をはじめ、県ゆかりの女
性芸術家の手紙や原稿などの創
作関連資料を展示
■開催期間 6月１３日㈪まで
■場所 盛岡てがみ館（盛岡市中
ノ橋通１－１－１０プラザおでって６階）
■開館時間 午前９時から午後
６時まで
（入館は５時半まで）
■入館料 一 般2 0 0 円
（ 団 体1 6 0
円 ）、 高 校 生1 0 0 円
（団 体8 0 円）
※ 団 体 料 金は2 0 人 以 上 か ら 適
用、中学生以下は無料
詳しくは、同館（☎019-6043302）
まで。

「統計の日」の標語
作品を募集中です
総務省では、「統計の日
（10月
18日）
」
の標語を募集しています。
■募集部門 小学生の部、中学生
の部、高校生の部、一般の部、統
計調査員の部、公務員の部
■提出先 小・中・高生、一般の
人は同省政策統括官室へメール
（ｔｏ
ｕｋｅｉｎｏｈｉ＠ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ）
またはファ
クス
（03-5273-1181）
で、統計関係
者、公務員は市役所市長公室へ提
出ください
（1人5作品まで）
。
■提出期限 3月31日㈭
詳しくは、同省ホームペー
ジ（http://www.soumu.go.jp/
toukei_touk a tsu / in f o /
guide/02toukatsu01_03000157.
html）
または市役所市長公室情報
統計係
（☎・内線1207）
まで。

グループホームで働く
調理員募集しています

大切な人を失った悲しみ
一人で抱えこまず相談を

NPO法人そよかぜの家では、調
理員を募集しています。
■応募資格 普通自動車運転免
許、健康状態が良好な人
■勤務時間 午前６時から９時ま
で、午後３時半から７時まで
■勤務場所 グループホームやす
らぎ
（大更中関）
■給与 月額140,000円
■応募方法 電話連絡の上、履歴
書を同法人
（野駄14-32）
まで持参
ください。
詳しくは、
同法人
（☎75-2878）
伊
藤まで。

県精神保健福祉センターでは、
自然災害、自死、犯罪、事故、疾
患などで家族や大切な人を亡く
し、強い悲しみを常に感じるなど
の状況がおおむね１年以上続いて
いる人を対象に、個別相談や回復
のためのサポートプログラム（集
団認知行動療法）を実施していま
す。秘密は厳守いたします。
▶個別相談 平日、午前9時から
午後4時半まで ※要予約▶回
復のためのサポートプログラム
隔週土曜日、全５回
詳しくは、同センター
（☎019629-9617）
まで。

いわて花巻空港の
上期ダイヤを改正
いわて花巻空港の平成28年度
上期ダイヤが、3月27日㈰に改正
されます。
■28年度上期ダイヤの便数
▶札幌線
（ＪＡＬ） １日３往復
▶名古屋線
（ＦＤＡ） １日４往復
▶大阪線
（ＪＡＬ） １日4往復
▶福岡線
（ＪＡＬ） １日1往復
詳しくは、同空港空港課
（☎ 019629-5911）
まで。

【広

告】

緑化推進の取り組み
地域で行いませんか
県緑化推進委員会八幡平支部で
は、28年度の緑化推進事業 (苗木配
布など)の要望を受け付けていま
す。自治会や地区の行事で、サク
ラ、ツツジなどを植えたいといっ
た要望がある場合は、安代総合支
所土木林業課までお問い合わせく
ださい。
■申請期限 3月31日㈭
詳しくは、同支所土木林業課林
業係
（☎・内線3142）
まで。

森林作業の実践を
楽しく学べる講座
NPO法人いわて森林再生研究
会では、
『森のチェーンソー講座～
楽しく学べる山仕事～』の参加者
を先着20人募集中です。
■講座期間 4月1 0 日㈰ から平
成29年3月ごろまで
（全20回）
■場所 盛岡市手代森の研修林
■参加費 ▶学生5,000円▶一般
10,000円
詳しくは、同法人
（☎ 090-62203995）
大江まで。
放射線などの測定結果について
西根・安代地区学校給食セン
ターでは、調理した給食の放射性
物質を測定しています。
１月22日・28日、2月4日・10
日測定で、放射性物質は検出され
ませんでした。内容は、市ホーム
ページで公開しています。
詳しくは、西根地区学校給食セ
ンター
（☎70-1117）
まで。

▪編集後記

○ 国体冬季大会スキー競技会が、2月23日
に閉幕。雪不足で大会運営に支障が出ない
か心配されていましたが、全日程が無事終
了し、関係者の気苦労もだいぶ和らいだこ
とだと思います。選手たちの迫力ある活躍
とそれを影で支えるスタッフ・ボランティ
ア・観客の皆さま。多くの人の力が集結し
てこの一大イベントの大成功があります。
大会に携わった全ての皆さま本当にお疲れ
さまでした。 ○○
沙

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。
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