【事例１】

みが悪用されています。

有料サイトの利用料金が未納であると電話が来た

業者から「支払番号」を伝えられ、支払番号をコン

ので、コンビニで支払ったが、コンビニでもらった

ビニ内の端末（マルチメディア端末）に入力して出て

領収書を見たら、オークションで落札した商品代金

きた用紙をレジで支払う、またはレジの店員に直接支

を支払ったことになっていた。

払い番号を伝えて支払うなど、このような指示をされ

【事例２】

た場合には、不審な取引と考えられますので、支払わ

電話で有料動画サイトの利用料金が未納であると
言われたので、コンビニで支払ったが、コンビニで
もらった領収書には、知らない人の名前とチケット
サイトらしき名称が記載されていた。
【対策】

ないようにしましょう。
支払った後でトラブルに気づいた場合は、早急に支払
時の領収書に書かれている事業者に連絡しましょう。
覚えのない請求や不審だと思う請求に、電話をかけ直
したり、メールを返信したりすることは個人情報の流出

これまでの架空請求の支払手段としては、クレジッ

につながりますので、連絡はしないようにしましょう。

トカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプ

※二戸消費生活センターでは、消費生活に関するトラ

リペイドカードの番号を業者に伝えさせる手口（プ

ブルや多重債務（債務整理・過払い金返還請求）な

リカ詐欺）がみられました。しかし最近は、詐欺業

どの相談に応じています。１人で悩まずに、ぜひご

者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭

相談ください。

でその番号を使って料金を支払わせる手口が出てき

■相談時間

ていて、コンビニ払い（コンビニ収納代行）の仕組

問二戸消費生活センター

油流出事故にご注意を

９：00 ～ 16：00（平日のみ）
☎ 23-5800

育児・介護休業法の改正

例年冬季になると、家庭や事業所から灯油などが流

平成 29 年１月１日から「改正育児・介護休業法」が

れ出す油流出事故が多発しています。原因は、ホーム

施行され、すべての事業所で、「いわゆるマタハラに関

タンクのバルブや配管の劣化、除雪時のホームタンク

する相談窓口」を設置することが義務付けられます。

や配管の破損、ホームタンクから小分け時に目を離す
など、不注意による流出が大半です。
流れ出ることもあります。河川に流れ出ると、水道用
水などへの利用や、川の生き物にも悪影響を与えます。

を開催します。詳細は、下記へご確認ください。
問岩手労働局雇用環境・均等室
ＨＰ

☎ 019-604-3010

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000133842.html

また、事故の処理にかかった費用は、原因者の負担
となります。
各家庭や事業所では、
「油類を取り扱う責任者」であ
るという認識を持ち、タンクの劣化状況点検や補修を行
い、除雪作業などの破損事故にも十分注意しましょう。
なお、事故を起こした場合や発見した場合は、市町村役
場、消防署、警察署などに速やかにご連絡ください。
問馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会 ☎ 017-734-4537

税について考えてみませんか
11 月 11 日㈮～ 17 日㈭は「税を考える週間」です。
期間中は小・中学生から募集した「税に関する習字」
および「税に関する絵はがき」の作品展を開催します。
■日時・場所

労働条件に関するご相談
有給が取れない、残業がきついなどの労働条件に関
する疑問や悩みに対する電話相談を行っています。
■相談日時

月、火、木、金曜日

17：00 ～ 22：00

土、日曜日

10：00 ～ 17：00

問労働条件相談ほっとライン
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☎ 0120-811-610

11 月 11 日㈮～ 17 日㈭の 12：00 まで
ショッピングセンター・ニコア
18 日㈮の 13：00 ～ 28 日㈪の 12：00 まで
二戸駅２階通路
12 月２日㈮～８日㈭の 12：00 まで
町民文化センター
問二戸税務署

☎ 23-2701

Ichinohe
Public
Relations

一戸町ホームページ - http://www.town.ichinohe.iwate.jp

- お知らせ版 -

広報いちのへ

№ 115

2016 年（平成 28 年）

10 28
月

日号

平成 28 年度学校公開「学校へ行こう」を開催
一戸町教育委員会では開かれた学校づくりを目指し
て学校公開「学校へ行こう」を開催します。

・給食中は、廊下からの参観をお願いします。
【安全のために】

どなたでもお気軽に子どもたちの授業の様子をご参観

・玄関で受付をしてください。

ください。ほかの地域の学校であってもご覧になれます。
■注意点

・不審者を見たときは、すぐ教職員にご連絡ください。
【その他】

安全確保のため、来校者は下記にご協力ください

・日ごろ行われている授業をはじめ、どこの活動で

【参観のマナー】

もご参観いただけます。

・授業など、教育活動の支障とならないようご協力

・上履きをご持参ください。

をお願いします。

※主な公開内容は下記にありますが、詳しい日程は、

・授業を行っていない教室などへの出入りはご遠慮
ください。

各学校にご確認ください。
問学校教育課

☎ 33-2111

内線 501

○各学校の主な公開内容
学校名
一戸小学校
☎ 33-2181

参観日

鳥越小学校
☎ 32-2270

鳥海小学校
☎ 33-1077

小鳥谷小学校
☎ 34-2113

奥中山小学校
☎ 35-2113
一戸中学校
☎ 33-3185
奥中山中学校
☎ 35-2219

主な時程
10：30 ～ 12：00 「笑顔になれる整理術」
（ＰＴＡ対象）

11 月 26 日㈯

24

９
- ☎０１９５丨３３丨２１１１ ◇編集／総務部まちづくり課

油流出事故が発生すると、側溝や水路を通じ河川に

内容などについて、事業主、労働者を対象に説明会
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コンビニ払いを指示する架空請求にご注意を

★「個が光る調和のまち・一戸」の創造を目指して

11 月 26 日㈯

11：35 ～ 12：20

４校時

13：55 ～ 14：40

５校時 「道徳」

８：40 ～９：25

授業公開

９：35 ～ 11：05

鳥越オリンピック（児童会行事）

11：05 ～ 13：30

３世代交流会「もちつき & カレー作り」

９：20 ～ 10：05

地域・保護者との交流活動

11 月 19 日㈯

11 月 19 日㈯

出前授業「縄文文化について」

（総合的な学習の時間・生活科）
10：35 ～ 12：05

３世代交流会

９：30 ～ 10：15

全校読み聞かせ（ひとふさの会）

11：30 ～ 12：15 「感謝集会」
（児童会行事）
13：30 ～ 14：15 「親子でできる体力づくり」（ＰＴＡ対象）
８：40 ～ 12：20

11 月 26 日㈯

14：05 ～ 14：50

授業公開
読書祭り

読書クイズや大型紙芝居など

（全校一斉の児童会行事）
教科の時間３時間、総合的な学習１時間（時間割は未定）
11 月 26 日㈯

11 月 26 日㈯

８：50 ～ 12：40

授業公開

13：40 ～ 14：50

拡大保健委員会

８：55 ～ 14：35

公開授業

14：45 ～ 16：15

情報モラル講演会（保護者対象）
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～起業・事業拡大をお考えの皆さまへ～
地域資源イノベーション促進事業募集
町では、地域の人材や資源の活用で、地域に密着し
た新たな事業の創出を支援することを目的とし、
「地域
資源イノベーション促進事業」を実施します。
これまで会費などの限られた収入のみで運営してい

11 月のごみ収集について
11 月３日㈭文化の日は生ごみのみ収集します。生ご
み以外のごみは、収集できませんのでご注意ください。
また、11 月 23 日㈬勤労感謝の日は、ごみの収集を
お休みします。

御所野縄文公園の秋の一斉清掃を行います。世界遺産

鳥谷の郷土芸能、公民館利用団体などが出演する舞台発

登録を目指して一緒にお掃除しませんか？（申込不要）

表、豚汁の無料配布や地域住民による出店がありますの

■日時 11 月 12 日㈯ ９：00 ～ 12：00

で、皆さまお誘いあわせの上、ぜひお越しください。

なお、二戸地区クリーンセンター（☎ 25-5660）は、

※荒天の場合は、13 日㈰に延期します。

３日と 23 日のどちらも休業日につき、ごみの持ち込み

■場所

活動資金に充てる取り組みや、地元の産直施設が新商

ができませんのでお気を付けください。

■当日の準備

品の開発で事業拡大を目指して行う設備投資などが対

問水環境課

☎ 33-2111

上限 100 万円（補助率４/ ５以内）

■募集期間

11 月 14 日㈪まで

問産業課

☎ 33-2111

確定申告事務補助員

■職種・募集人数

若干名

■雇用期間

平成 29 年１月４日㈬～３月 31 日㈮

■就業時間

８：30 ～ 17：15

■賃金

日額 5,600 円～ 6,500 円程度
※通勤距離が２㌔以上の場合は、距離に応じ

国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保
険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が

て通勤手当を支給。
雇用保険、健康保険、厚生年金

■加入保険など

軽減されます。控除の対象となるのは、平成 28 年１月

■試験日時

12 月上旬 ( 応募者に別途通知 )

から 12 月までに納められた保険料の全額です。過去の

■試験場所

一戸町役場

年度分や追納された保険料も含まれます。

■試験方法

個別面接

また、配偶者・ご家族の国民年金保険料を支払ってい

確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払った
ことを証明する書類の添付が必要となります。

一戸町期限付任用職員採用申込書を、11 月 30 日㈬
17：15 までに下記に提出してください。
( 郵送可。ただし、期限内必着 )
問税務町民課

☎ 33-2111

内線 123・124

このため、平成 28 年１月１日から９月 30 日までの間
金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

一戸町文化祭を開催

が送付されますので、申告には必ずこの証明書または領
収証書を添付してください。
（平成 28 年 10 月１日から

週間タイプで使いやすく、県勢情報満載の便利な一冊です。
平成 28 年 11 月１日㈫～平成 29 年１月 13 日㈮
まちづくり課、税務町民課、小鳥谷支所、
700 円

・岩手県能率手帳

800 円
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内線 213

一戸小学校 金管バンド
「あっという間のコンサート」を開催

御所野縄文博物館

２階体験工房

■定員

各コース 15 人（高校生以上）
2,000 円

■参加費

※汚れても良い服装でお越しください。
※昼食は各自ご用意下さい。
問御所野縄文博物館

日ごろの私たちの活動を披露するとともに、応援し

☎ 32-2652

てくださっている地域の皆さまに感謝の気持ちを込め

【ロビー】

てコンサートを開催します。ぜひ、お越しください。
■日時

11 月 11 日㈮

■場所

一戸町体育館

問一戸小学校

●第 69 回岩手芸術祭巡回美術展

19：00 ～

☎ 33-2181

岩手芸術美術展での受賞作品を展示します。
11 月５日㈯～６日㈰

日時
●平野諒

９：00 ～ 18：00

日時

第 24 回記念合唱祭を開催

絵画展

今年は八戸市民フィルハーモニー交響楽団と共催し、

11 月９日㈬～ 27 日㈰
９：00 ～ 19：00（土日は 18：00 まで）

【視聴覚室】
11 月９日㈬

13：00 ～

参加費

300 円

11 月 13 日㈰

合唱とオーケストラ演奏で合唱祭をさらに深めていま
す。ぜひ、お越しください。
■日時

11 月 13 日㈰

■場所

二戸市民文化会館

■入場料

13：30 ～（開場 13：00）
大ホール

500 円（中学生以下無料）

問カシオペア連邦合唱連盟事務局

９：00 ～

☎ 27-2389

●童謡・唱歌を楽しむ会
日時
書道・絵画・ちぎり絵など多種多様な作品の展示や、
茶道部会によるお茶会、文化協会会員による歌や踊り
す。皆さまお誘いあわせの上、ぜひお越しください。
■日時

奥中山支所、鳥海地区公民館
・岩手県民手帳

☎ 34-3315

10：00 ～ 15：00
■場所

日時

の舞台発表など、一戸町の芸術文化が一堂に集まりま

■販売期間

☎ 33-2111

11 月 19 日㈯～ 20 日㈰

●絵画教室

問税務町民課 ☎ 33-2111 二戸年金事務所 ☎ 23-4111

2017 年版
岩手県民手帳・岩手県能率手帳を販売

小鳥谷地区公民館

10：00 ～ 15：00

日時

納められた人には、平成 29 年２月上旬に送付されます）

問まちづくり課

休日コース

●カラオケ倶楽部

12 月 31 日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を

■販売金額

11 月 17 日㈭～ 18 日㈮

油彩・水彩などの絵画を展示します。

に国民年金保険料を納付した人には、11 月上旬に日本年

■販売場所

平日コース

■日時

コミュニティーセンターのイベント

■申込方法

る場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や

問小鳥谷地区公民館

スをお選びください。

パソコン操作 ( ワード、エクセル ) ができること

国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です

■場所

日コース・休日コースが選べますので、都合のいいコー

■必要な免許資格

内線 256

飲み物・軍手などをご持参の上、汚れ
ても良い服装でお越しください

２日間の日程で藍染めカレンダーを作成します。平

一戸町臨時職員を募集

■補助金額

９：00 ～ 17：00

（13 日は 15：00 まで）

●限定メニュー「藍染めカレンダーづくり」

をお待ちしています。
１団体

11 月 12 日㈯～ 13 日㈰

■日時

御所野縄文公園

内線 226

地域での起業・事業拡大をお考えの皆さまのご応募
■募集団体

小鳥谷地区公民館まつりを開催
子どもたちや地域の方の作品展示、11 月 13 日には小

●秋のクリーンデー

た団体が、地元の郷土食や産品を販売して得た利益を

象です。対象の詳細は下記にご連絡ください。
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御所野縄文博物館のイベント

■場所

11 月 16 日㈬

13：30 ～

問コミュニティセンター

三愛学舎縫工科

手芸展を開催

三愛学舎の縫工科に所属する生徒が中心となり、制作し

11 月５日㈯ ～６日㈰

９：00 ～ 17：00

た作品を展示発表します。日ごろの成果をご鑑賞ください。

６日

お茶会

９：00 ～

■日時

12 月１日㈭～ 26 日㈪

舞台発表

10：00 ～

■場所

奥中山地区公民館

町民文化センター

問生涯学習課

☎ 33-2111

■入場料
内線 512

平成 28 年分の年末調整関係事務の説明会を開催しま
す。ご出席の際は、送付している年末調整関係書類を
持参してください。
■日時

11 月 17 日㈭

（受付開始

ロビー
■場所

三愛学舎

10：15 ～ 12：00
13：45 ～ 15：30

９：00 ～ 17：00

無料

問学校法人カナン学園

年末調整説明会を開催

☎ 31-1400

☎ 35-2231

二戸市民文化会館

問二戸税務署

15 分前から）

中ホール

☎ 23-2701
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