毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童
福祉週間」と定めていますが、平成 29 年度の児童福祉
週間に向けて象徴となる標語を募集しています。
10 月 20 日㈭まで

■募集期間

10 月 15 日㈯から 10 月 21 日㈮まで、違反建築防止
週間を実施します。
県では、週間行事の一つとして 10 月 18 日㈫に県下

詳しくはホームページをご覧ください
問（公財）児童育成協会事業部 標語募集係☎ 03-3498-4592
ホームページ

みんなで守ります、私たちの建築ルール
違反建築防止週間を実施

http://www.kodomono-shiro.or.jp

全域で建築物が法に適合した状態で建てられているか
どうか、公開一斉パトロールを実施します。
現在、建築工事中の人は、現場の見やすいところに
確認表示板が掲示されているか、設計図書が現場に備

お口の健康についてのサロンを開催
このサロンは、皆さんがお口のケアについて理解し、
高齢期や要介護になってもおいしく食事ができるよう、
お手伝いするものです。どうぞ、
お気軽にご参加ください。
■日時

10 月６日㈭

13：30 ～ 15：00

■場所

総合保健福祉センター

■対象

高齢期の人、自宅で介護している人など

■内容

お口に関する相談、歯磨き介助方法など

問地域包括支援センター

えられているか確かめてください。また、建築工事が
完了していながら完了検査申請書を提出していない人
は、至急手続きを進めてください。
なお、この週間中、下記で建築相談所を設置し、ご
相談をお受けしますので、ぜひご利用ください。
問二戸土木センター

☎ 23-9209

検診室

☎ 32-3700

内線 603・612

特設行政相談所を開設
役所の仕事や手続きなどの制度やしくみが分からな
い、説明や対応に納得できないなどの不安や悩みがあ

中国語教室を開催
いつでも、誰でも参加できる中国語教室を開催しま

りましたら、無料で相談に応じます。お気軽にご相談
ください。
10 月 20 日㈭

■日時・場所

す。また、11 月からも後期教室を開催する予定ですの

奥中山地区公民館

で、ご参加お待ちしています
■日時

10 月 21 日㈮

10 月８日㈯、15 日㈯、22 日㈯
14：30 ～ 17：00

■場所

町民文化センター 3 階

■参加費

講座室

10：00 ～ 12：00

町民文化センター１階
行政相談委員

■相談員
第 2 会議室

10：00 ～ 12：00

問税務町民課

講座室

☎ 33-2111

佐藤一成さん
内線 125

無料（別途教材費あり）

法務局休日相談所を開設

二戸地区広域行政事務組合の 10 月定例会 ( 議会 ) を
開会します。暮らしに身近な消防、介護保険、し尿処理、
ごみ処理などの共同処理事業について、質疑が行われ
ます。傍聴にぜひ、お越しください。
■日時

10 月 28 日㈮

■場所

二戸地区広域行政事務組合

相談を下記の日程でお受けします。
相談は無料ですが、混雑緩和のため予約を優先します。
■日時

10 月２日㈰

10：00 ～ 16：00

■場所

盛岡地方法務局二戸支局
☎ 25-4811

会議室
☎ 23-7772

一戸高等学校が学校へ行こう週間を実施
一戸高等学校は校内の様子や授業風景を公開します。

岩手県の最低賃金が改定されます
10 月５日㈬から最低賃金が 716 円に改定されます。最
低賃金制度は雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労
働者が対象となる制度です。賃金額が改定額を下回って

地域の皆さまのご来校をお待ちしています。

いる場合は、発効日から改定額以上となるよう賃金額を

■日時

10 月３日㈪～７日㈮

改正する必要があります。詳しくは下記をご覧ください。

■場所

一戸高等学校

問一戸高等学校

4

家庭問題、近隣問題、いじめ・差別問題などに関する

問盛岡地方法務局二戸支局

10：00 ～

問二戸地区広域行政事務組合事務局

盛岡地方法務局では登記、相続、戸籍、国籍、供託、

☎ 33-3042

広報い ちのへ（お知らせ版）

11：00 ～ 16：30

問岩手県労働局

☎ 019-604-3008

ホームページ http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

９
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☎ 33-1204

二戸地区広域行政事務組合定例会を開会

Ichinohe
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臨時福祉給付金および障害・遺族年金受給者向け給付金について
臨時福祉給付金は、平成 26 年４月の消費税引上げに

①平成 28 年１月１日 ( 基準日 ) において一戸町の住

よる影響を緩和するため、制度的な対応を行うまでの

民基本台帳に記録されている人

間の、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。

民税（均等割）が課税されていない人

障害・遺族年金受給者向け給付金は、一億総活躍社会

②平成 28 年度の住

※平成 28 年度の住民税（均等割）が課税されている

の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得が少

人に扶養されている場合や生活保護を受けている

ない年金受給者への支援として実施するものです。

場合などは支給対象外となります。

町では９月 26 日から申請の受付けを開始します。給付
対象見込みの人には、すでに申請書類を郵送しています。
平成 28 年９月 26 日㈪～平成 29 年３月 27 日㈪

■申請期間
■申請方法

次の要件をすべて満たす人が対象です。
①上記の平成 28 年度臨時福祉給付金の支給対象者
②平成 28 年５月分の障害年金、遺族年金を受給している人

郵送か、総合保健福祉センター、役場１階税務町
民課および各支所にご提出ください。

※高齢者向け給付金を受給した人は、支給対象外です。
■支給金額

■必要書類
①申請書

■障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象者

・臨時福祉給付金は、対象者１人につき 3,000 円
②印鑑

③本人確認書類の写し

込先口座の通帳の写し

④振

⑤代理人の確認書類の写し

（代理人が申請、受給される場合）

につき３万円
※給付金を装った不審な電話やメールが発生してい

10 月から毎月下旬

■給付金の支給開始

・障害・遺族年金受給者向け給付金は、対象者１人

■臨時福祉給付金の支給対象者

ます。振り込め詐欺や個人情報・マイナンバーの
詐取にご注意ください。

次の要件をすべて満たす人が対象です。

問健康福祉課

☎ 32-3700

内線 602

24

申し込みは下記までご連絡ください
問鳥海地区公民館

広報いちのへ（お知らせ版） ◇発行／一戸町／〒０２８丨５３１１ 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢

「児童福祉週間」の標語を募集

★「個が光る調和のまち・一戸」の創造を目指して

20 歳になったら国民年金
国内に居住する 20 歳以上 60 歳未満のすべての人は

金額には反映されません。しかし、保険料納付猶予か

国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めなければ

ら 10 年以内に納付する「追納制度」をご利用いただけ

なりません。

れば、将来、受け取る年金を増額することができます。

■国民年金（基礎年金）の種類
・老後を支える「老齢基礎年金」
・ 病気やけがで、障害の状態になったときに支える
「障害基礎年金」
・加入者が亡くなったとき、子のある妻、子を支え
る「遺族基礎年金」
■国民年金保険料
平成 28 年度の国民年金の保険料は、
月額 16,260 円です。
■保険料納付猶予制度
保険料の支払いが困難な場合は、
「学生納付特例制
度」
（学生のみ）
、
「納付猶予制度」
（50 歳未満）など
の保険料納付猶予制度があります。
どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金
を受け取るために必要な期間に算入されますが、年

※学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生
は、学校教育法に規定する大学（大学院）
、短期大学、
高等学校、
高等専門学校、
専修学校および各種学校（修
業年限１年以上である課程）
、一部の海外大学の日本
分校に在学する人。
※納付猶予制度
学生でない 50 歳未満の人で、本人および配偶者の
所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付
が猶予される制度。
詳しくは、下記までご連絡ください
問税務町民課

☎ 33-2111

二戸年金事務所

内線 113

☎ 23-4111

広報い ちのへ（お知らせ版）

1

御所野縄文博物館のイベント

平成 28 年度 狂犬病予防巡回注射を実施
本年度、まだ犬の予防注射を受けていない人は、注射会場へお越しください！
10 月 9 日 （日）

10 月 10 日 （祝・月）

中山・摺糠・宇別・平糠・小鳥谷・

鳥越・一戸・岩舘・鳥海・西法寺・楢山方面

姉帯・女鹿・根反方面
時

間

場

ＣＯＮ 2016（ばんだいコン）を開催します。

調理する縄文時代を体感できる体験メニューです。

■日時

10 月９日㈰ 14：00 ～ 19：00（受付 13：30）

■場所

萬代舘

■対象

満 20 歳～ 45 歳以下の独身男女（学生は除く）

■日時

10 月 16 日㈰

10：00 ～ 13：00

■場所

御所野縄文公園

鳥越橋そば

■定員

親子連れ 10 組 20 人程度

■参加費

間

場

所

奥中山高原クリニック前

9：10 ～ 9：15

稲葉ノブ様宅前

8：45 ～ 8：50

農協

9：20 ～ 9：30

農協一戸地域野菜集荷場前

9：00 ～ 9：05

旧摺糠小学校

9：35 ～ 9：40

旧一戸小学校跡地

9：10 ～ 9：15

坂本正幸様宅前

9：45 ～ 9：50

岩瀬橋そば

9：20 ～ 9：25

旧宇別小学校

9：55 ～ 10：00

農協

9：40 ～ 9：45

大志田橋そば

10：05 ～ 10：10

関屋踏切前

10：00 ～ 10：05

平糠消防屯所前

10：15 ～ 10：20

地域伝統技術交流館前

10：25 ～ 10：30

小鳥谷地区公民館前

10：25 ～ 10：35

一戸町役場

10：40 ～ 10：45

慶寿園入口

10：40 ～ 10：45

樋ノ口公民館前

11：05 ～ 11：10

女鹿舘公民館前

11：00 ～ 11：05

鳥海郵便局前

11：25 ～ 11：30

中瀬バス停前

11：10 ～ 11：15

泉沢バス停前

12：00 ～ 12：05

関口動物病院前

11：20 ～ 11：25

土屋商店前

11：40 ～ 11：45

小友ふれあいセンター前

出土したアスファルト資料

12：10 ～ 12：15

双畑バス停前

と実験の内容を基に、縄文

12：20 ～ 12：25

来田消防屯所前

時代のアスファルト利用に

■狂犬病予防法により、飼い犬は必ず登録し、年に一
度狂犬病予防ワクチンの接種を行う義務があります。
■注射料金は 3,100 円です。新規登録の場合は 3,000
円の手数料が別途加算されます。おつりが出ないよ
うに用意をお願いします。

男性 4,000 円

■参加費

男女各 15 人程度

☎ 32-2652

女性 2,500 円

※女性２人以上の申し込みで、１人 2,000

申し込み、問い合わせは下記までご連絡ください

円になります。
■申込締切

９月 30 日㈮

17：00 まで

申込用紙にご記入の上、下記までご提出ください

シンポジウム
「縄文時代のアスファルト利用」を開催

駐車場

ト？何に使っていたの？

い。また、
必ず犬を抑えられる人が来場してください。
■今回注射を受けられない場合は、お近くの動物病院
で必ず予防注射を行ってください。
内線 226

FAX

33-2373

える」を開催します。事前申込不要で、どなたでも参
加できます。死生観について考える機会です。ぜひお
御所野遺跡から出土した資料

ついて考えます。
10 月 29 日㈯

12：50 ～ 17：20

10 月 30 日㈰

9：20 ～ 14：30

■場所

御所野縄文博物館２階

■定員

150 人

越しください。※参加費無料
■日時

10 月 16 日㈰

■場所

二戸市民文化会館

■内容

１部 「在宅医療と死生学」

13：30 ～ 16：20（13：00 開場）

講師：島薗

会議室

講師：太田

お問い合わせ、申し込みは下記までご連絡ください

進（上智大特任教授）
宣承

（西和賀町・特養ホーム光寿苑・苑長）

☎ 32-2652

３部

コミュニティーセンターのイベント

中ホール

２部 「一人十色の死生観」

※参加無料、事前申込が必要です。

問御所野縄文博物館

☎ 33-2354

市民フォーラム「自分に合った人生の終わり方を考

専門家が各地の遺跡から

■日時

問一戸町商工会

第５回カシオペア市民フォーラムを開催

縄文時代にアスファル

■首輪が抜けないようにしっかり犬に装着してくださ

☎ 33-2111

1 組 1,000 円（保護者１人、子１人）

問御所野縄文博物館

■定員

男性は町内に在住、勤務または縁のある人

（子どもが 1 人増えるごとに 100 円加算）

一戸支所前

問水環境課

※雨天決行

屋外体験施設

8：30 ～ 8：40

奥中山中央支所前

映画館で始まる、すてきな出会い。ＢＡＮＤＡＩ－

を開催します。火をおこし、石器で材料を切り、土器で

9：00 ～ 9：05

時
所

カシオペア体験交流くらぶ「縄文食づくり体験くらぶ」

ＢＡＮＤＡＩ－ＣＯＮ 2016 を開催

ディスカッション
「人生の終わり方を考える」

問二戸保健所

☎ 23-9206

●カラオケ倶楽部

ゆるキャラⓇグランプリ 2016
in えひめにごしょどん参加！
「ゆるキャラⓇグランプ

みんなの応援
待ってるどん！

リ」とは、まちおこしの

町では、新卒者の雇用拡大と地元への就職支援を行
うため、町内出身者を採用した町内事業主に対して、

ために頑張るゆるキャラ

補助金を交付しています。

たちの年に１度のお祭り

■対象となる新卒者

日時

10 月 12 日㈬

13：00 ～

場所

視聴覚室

日時

10 月 15 日㈯

場所

ホールまたは会議室

10：00 ～ 16：00

皆さんの生涯学習活動の成果を発表する場として、
町文化祭を開催します。皆さんの作品の出品をお待ち

※出店料は 500 円かかります。出店を希望する場合
は、10 月７日㈮までに下記に申し込みください。
※出店が５ブース以下の場合は、中止します。

・交付の対象となる期間、町内に居住している

人気ナンバー１を決定し

・町内の中学校もしくは町内の高校を卒業している

不思議なチョークで窓ガラスにお絵かきができます。

ます。

・雇用期間の定めがなく、１週間の所定労働時間が

日時

10 月 15 日㈯

場所

ロビー

がグランプリにエントリーしました。
下記のインターネットサイトで、１日１票投票でき
ますので、皆さまの応援をよろしくお願いします。
■オフィシャルウェブサイト
http://www.yurugp.jp/
■投票期間

10 月 24 日㈪

問まちづくり課

☎ 33-2111

広報い ちのへ（9 月 23 日号）

30 時間以上の労働者として雇用している

など

基本給（各種手当を除く）の２分の１の額

日時

10 月 16 日㈰

４月に雇用した新卒者の申請期間は 10 月 1 日㈯か

場所

ホール

問産業課

☎ 33-2111

内線 257

日時

10 月 19 日㈬

■日時

11 月５日㈯～６日㈰

■場所

町民文化センター

9：00 ～ 17：00

写真・絵画・彫刻・書・手芸・版画・盆栽などで、
公序良俗に反しないもので、大きさに規定はありま
せんが、一人で持ち運べるもの
■申し込み

無料健康チェック

13：00 ～

ステージ

13：30 ～

11 月１日㈫までに町民文化センターにある申込書
に記入し、下記にご提出ください
■作品の提出と返還
11 月４日㈮ 15：00 までに下記にご提出いただき、

●童謡・唱歌を楽しむ会

問い合わせ、申請は下記までご連絡ください

しています。

■募集要項

10：00 ～ 16：00

■申請期間
ら 20 日㈭までです

18：00 まで

●お絵かき広場（参加無料）

●わわわのステージ & 無料健康チェック

■補助金の額

町文化祭の作品を募集

●フリーマーケット

です。一般からの投票で

昨年に引き続き、一戸町のゆるキャラ「ごしょどん」

2

～事業主の皆さまへ～
一戸町ふるさと就職支援事業補助金

13：30 ～

問コミュニティセンター

場所

☎ 31-1400

視聴覚室

11 月７日㈪から同場所で返還します。
問生涯学習課

☎ 33-2111

内線 512

広報い ちのへ（お知らせ版）
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