岩手県特定 ( 産業別 ) 最低賃金が 12 月 11 日から改
定され以下、５産業の労働者に適用されました。
業種

賃金

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業

790 円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業

756 円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

774 円

各種商品小売業

767 円

自動車小売業

800 円

賃金額が改定額を下回っている場合は、発効日から改
定額以上となるよう賃金額を改正する必要があります。

岩手県Ｕ・Ｉターンシステムへ
登録しませんか？
Ｕ・Ｉターン就職をしたい方と人材を求める県内企
業とのマッチングを支援するウェブサイト「岩手県 U・
I ターンシステム」へ登録しませんか。
岩手の求人情報や企業情報が検索できるほか、登録
者へは就職イベント情報や求人情報をメールで定期的
にお送りします。
詳しくは下記までお問い合わせください。
■ホームページ

https://www3.pref.iwate.jp/webdb/

view/outside/s17Uiturn/login.html
問岩手県 U ターンセンター（東京都） ☎ 03-3524-8284
岩手県雇用対策・労働室

☎ 019-629-5591

詳細は、下記までお問い合わせください。
問岩手労働局

☎ 019-604-3008

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

「新農業人フェア in いわて」を開催
岩手県農業公社では、新規学卒者やＵターン者、新

岩手の仕事・就職情報サイト
“ シゴトバクラシバいわて ” を開設
岩手の仕事・就職情報ウェブサイト “ シゴトバクラ

規参入者など、新たに農業を始めようとする方々に、

シバいわて ” を６月に開設しました。岩手県内外で開

研修方法や資金制度などの就農関連情報を提供する総

催されるイベントやセミナー情報のほか、県内の企業

合相談会を開催します。

情報、Ｕ・Ｉターン就職の進め方のポイント解説、相

農業にチャレンジしたい方、農業に興味のある方は
ぜひご参加ください。

談窓口や支援機関の紹介など、岩手の就職につながる
お役立ち情報を多数掲載しています。岩手で仕事を探

■日時

平成 29 年１月７日㈯

11：00 ～ 15：00

■場所

いわて県民情報交流センター「アイーナ」

問岩手県農業公社 就農支援部就農支援課

■ホームページ

http://www.shigotoba-iwate.com/

問ジョブカフェいわて

☎ 019-621-1171

岩手県雇用対策・労働室☎ 019-629-5591

高病原性鳥インフルエンザの発生を予防しましょう！
11 月 23 日に盛岡市内で回収された死亡白鳥から、
高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。
岩手県内へのウイルス侵入が、初めて確認されたもの
で、高病原性鳥インフルエンザが発生する危険性が非
常に高まっています。

鳥類）は、渡り鳥から高病原性鳥インフルエンザに感
かきん

染する可能性があり、庭先で飼養される家禽から確認
かきん

された場合、その家 禽が殺処分されるばかりでなく、
周辺の養鶏農場などに移動制限措置が講じられ、養鶏
業界に大きな被害を及ぼします。
県内でのウイルス感染を防ぐため、右記の衛生対策
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施設の破損部位を修繕し、防鳥ネットで覆う。餌箱は、
常に飼育施設内に置き、散乱した餌の清掃を行う。
かきん

②家 禽に触れる際には、手指をよく洗浄する。また、
飼育施設に入る際には、外出時に着用した衣服や靴

かきん

ご家庭で飼われている鶏などの家禽（飼育している

にご協力ください。

①飼養者は、野鳥・野生動物の侵入を防ぐため、飼育

を着替える。
③飼育施設の周囲に消石灰を散布（1㎡あたり 1㌔）す
るなど、消毒を行う。
④飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川
の水を使用しない。
⑤毎日健康状態を観察し、感染が疑われる場合には、最
寄りの獣医師または下記まで連絡する。
問県北家畜保健衛生所

☎ 49-3006
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年末年始のごみ収集日程を一部訂正
広報 12 月号８ページに掲載しました年

月

末年始のごみ収集について、一部誤りがあ

日

12 月 23 日㈮

りましたので、お詫びして訂正いたします。

月３日が休みとなります。
訂正後のごみ収集日は右記のとおりです。
二 戸 地 区 ク リ ー ン セ ン タ ー（ ☎ 25-

８：45 ～ 12：00

31 日㈯

休み

８：45 ～ 14：00

平成 29 年
１月１日㈰～３日㈫

休み

休み

通常収集

通常稼働

粗大ごみ）の持ち込みができます。

は 10㌔で 100 円です。

４日㈬

【お願い】

【一戸地区限定】
燃えるごみ・生ごみ早朝収集
９日㈪
6：30 までに出してください。
資源ごみは集めません。

カセットコンロをよく使う時期です。ガ
スの缶は、必ず完全に中身を使い切ってか
ら、穴を開けて資源ごみに出してください。
内線 226

クリーンセンター

８：45 ～ 14：00

ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・

☎ 33-2111

容

燃えるごみ・空き缶早朝収集
30 日㈮ 6：30 までに出してください。
資源ごみは集めません。

5660）が稼働している時間帯には、家庭

問水環境課

内

燃えるごみ・生ごみ・空き缶早朝収集
6：30 までに出してください。
29 日㈭
８：45 ～ 14：00
資源ごみ（紙類・ペットボトル・発
砲スチロール）は集めません。

45 ～ 12：00 まで稼働し、平成 29 年１

み・資源ごみは 10㌔で 30 円、粗大ごみ

集

休み

天皇誕生日

12 月 23 日はクリーンセンターが８：

処理料金は燃えるごみ・燃えないご

収

８：45 ～ 12：00

※降雪などにより収集が遅れる場合があります。ご理解をお願いします。
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☎ 019-623-9390

している方、学生などぜひご活用ください。
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岩手県特定 ( 産業別 ) 最低賃金が改定

★「個が光る調和のまち・一戸」の創造を目指して

固定資産の課税について
○家屋の異動に関する手続きのお願い
固定資産税は１月１日現在の所有の状況に応じ、課
税されます。家屋の所有権の移転や取り壊しがあった
場合は、税務町民課または各支所に届け出てください。
また、登記されている家屋は盛岡地方法務局二戸支
局（☎ 25-4811）での手続きを併せてお願いします。
○償却資産の申告のお願い

マイナンバー通知カードを紛失した方へ
昨年、送付したマイナンバー通知カードを紛失・破
損してしまった場合は 500 円で再発行できます。
再発行には１カ月ほど期間を要する場合もあります
ので、確定申告などで使用される方はお早めの申請を
お勧めします。なお、代理申請も可能です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
■持ち物

固定資産税の対象となる償却資産を所有する方は 1
月 1 日現在の所有状況の申告が必要です。

①本人確認書類
②認印

問税務町民課

■対象資産（主なもの）

※写真付きは１点、写真なしは２点

③委任状（代理申請の場合）
☎ 33-2111

内線 113、114、117

設備、機械、車両（ナンバープレートのあるもの
を除く）
、器具、備品など
※償却済み、未稼働または遊休状態のものを含む
平成 29 年１月４日㈬～ 31 日㈫

■申告受付期間
■その他

奥中山高原クリニック診療日などの変更
12 月 1 日から奥中山高原クリニックの診療日および
診療時間が下記のとおり変更となりました。

・対象資産の増減の無い方、廃業された方も対象です。

■診療日

・申告書には、マイナンバーの記入をお願いします。

■診療時間

問税務町民課

☎ 33-2111

内線 123

月、水、金
９：00 ～ 12：00、14：00 ～ 17：00

問奥中山高原クリニック

☎ 35-2011
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一戸地区新年交賀会を開催

コミュニティーセンターのイベント

くらし安全安心だより～東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話にご注意を～
【相談事例】（70 代

一戸地区公民館では、新年を祝い、一戸町のさらな

女性）

ピック」に関連し、オリンピック関連の団体名をかた

る発展を願う、恒例の新年交賀会を開催します。

オリンピック関連の団体を名乗る男性から「東京オリ

一戸地区の皆さまの参加をお待ちしています。

ンピックの入場券を 300 万円申し込みましたね」と電話

ています。今後も同様の勧誘が増える可能性があり、

があった。
「頼んでいない」
と答えると
「同様の被害に遭っ

十分注意が必要です。

■日時

平成 29 年１月 4 日㈬

■場所

コミュニティセンター

た人が他にもいる。調査するつもりだがどうするか」と

■会費

1 人 2,000 円（当日受付で頂戴します）

聞かれ、
「お願いします」と個人情報を伝えてしまった。

金銭を要求されたりする場合もあります。不審な電話

その後、弁護士という人物からは「口座を差し押さえら

はすぐに切り、絶対に応じないようにしましょう。

れてしまうので手を打たないと大変だ。銀行名を教えな

※二戸消費生活センターでは、消費生活に関するトラブル

問生涯学習課

☎ 33-2111

16：00 ～

内線 512

一戸町消防団出初式を行います
平成 29 年度一戸町消防団出初式を行います。ぜひご観
覧ください。※付近の交通規制にご協力をお願いします。
平成 29 年 1 月 8 日㈰

■日時

9：30 ～
10：00 ～
問総務課

出初式（役場前駐車場）
分列行進（本町～一戸駅間）

☎ 33-2111

内線 208

【ホール】

さい」と言われ、銀行名を伝えてしまった。

○ニューイヤージャズライブ 2017
一戸小学校金管バンドのほか、岩手大学くらむぼ
んジャズオーケストラ、八戸銘曲堂出演のジャズラ

2020 年に開催される「東京オリンピック・パラリン

平成 29 年１月８日㈰

■日時

暮らしと電気の安全
～照明器具の清掃はこまめに～

開演 13：30
【視聴覚室】
平成 29 年１月 11 日㈬
300 円

■費用

平成 29 年１月 18 日㈬

13：30 ～

９：00 ～ 19：00（土日、祝日は 18：00 まで）
問コミュニティセンター

☎ 31-1400

岩手県社会福祉審議会委員を公募
岩手県社会福祉審議会は、社会福祉に関する事項を

■場所

高齢者創作館

調査審議するため、社会福祉法および岩手県社会福祉

■定員

15 人（初心者の方を優先します）

審議会条例に基づいて設置している機関です。

■費用

2,500 円（講習会初日にお支払いください）
平成 29 年１月４日㈬
☎ 33-3607

■任期（３年間）
■対象

第 39 回一戸町新年かきぞめ大会を開催
新年かきぞめ大会を開催します。新春行事のかきぞ
めで、新年のスタートを飾りましょう。
平成 29 年１月７日㈯

■場所

コミュニティセンター

■課題

９：20 ～ 12：10
ホール

平成 29 年１月４日㈬

■申込締切

高効率の LED 照明にすることで省エネにもつながりま

メールまたは FAX で所属団体、氏名、居住市町村名、
連絡先を 12 月 28 日㈬までに下記へ申し込みください。
問県庁県産米戦略室 ☎ 019-629-5715 FAX 019-651-7172

す。
問東北電気保安協会二戸事業所

☎ 25-4194

メール

AF0016@pref.iwate.jp

※一般のみ

習字用具（下敷きも含む）
、布巾、新聞紙、

調理師業務従事届の提出をお忘れなく

国民年金についての相談会を開催

1 日現在）の方で、公務員および社会福祉事業な

事に提出することになっており、平成 28 年度は届け出

済んでいない方はぜひご参加ください。

どに従事している方は除きます。

の年となっています。※平成 28 年 12 月 31 日現在

②盛岡市で開催する審議会に、年 1 回から数回程度
出席できる方

合せください。※委任状は役場、各支所にあります。

平成 28 年 12 月 31 日㈯～平成 29 年１月 15 日㈰

県の規定により、報酬および旅費が支払われます。
１人

※提出書類、応募方法については下記までお問い合
わせください。
問県保健福祉部保健福祉企画室

保健所窓口
平成 29 年１月４日㈬～１月 13 日㈮

12 月 14 日㈬～平成 29 年１月 16 日㈪

就業地を管轄している保健所

■届出場所

詳しくは下記にお問い合わせください。
問最寄りの保健所、または県環境生活部県民くらしの

☎ 019-629-5412

安全課

本人以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要
になる場合がございますので、詳しくは下記までお問

■届出期間
電子申請

■報酬

■応募期間
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う。蛍光灯の両端が黒ずみ、取替え時を過ぎたものを

■参加申込

催します。年金について相談したい方、手続きがまだ

■公募数

内線 512

年末の大掃除と一緒に照明器具の清掃も行いましょ

無料

■入場料

理師は２年ごとに「調理師業務従事届」を都道府県知

自由課題

☎ 33-2111

いての意見交換」

間数時間の使用でしたら約２年、昼間も使うようであ

①県内に住所を有する満 20 歳以上（平成 28 年 4 月

学年ごとに設定

問生涯学習課

テーマ：「食べよう！いわての美味しいお米。につ

二戸年金事務所で、国民年金についての相談会を開

高校・一般

ビニール袋、練習用紙

②パネルディスカッション

飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調

小・中学生

■持ち物

照明器具は清掃することで 20 ～ 30％明るくなりま
す。一般的な蛍光灯の寿命は 7,000 時間くらいです。
（夜

コウケンテツ氏

当審議会では、民意の反映と県民参画機会の確保を

平成 29 年２月１日～平成 32 年１月 31 日まで

■日時

13：30 ～ 15：45

図ることを目的に、委員の一部を県民から公募します。

昼食は各自でご持参ください。

問高齢者創作館

盛岡市民文化ホール 大ホール（マリオス１階）

講師：料理研究家

れば１年を目安として使用してください。
）

地域の伝統工芸、竹細工の講習会を開催します。竹

■その他

１月 15 日㈰

■場所

①基調講演「食べよう！いわての美味しいお米。
」
（仮題）

■日時 平成 29 年１月７日㈯の大会終了後～ 22 日㈰

■申込期限

■日時
■内容

第 39 回新年かきぞめ大会の金賞作品を展示します。

９：00 ～ 15：00

「食べよう！いわての美味しいお米。
シンポジウム」を開催
を開催します。皆さまの参加をお待ちしています。

○新年かきぞめ大会金賞作品展

平成 29 年 1 月 10 日㈫～ 1 月 13 日㈮

☎ 23-5800

県では、お米の役割や大切さを考えるシンポジウム

13：00 ～

○童謡・唱歌を楽しむ会
■日時

■日時

問二戸消費生活センター

開場 13：00

【ロビー】

細工に興味がある方の参加をお待ちしています。

や多重債務（債務整理・過払い金返還請求）などの相談
に応じています。一人で悩まずに、ぜひご相談ください。

【アドバイス】

○カラオケ倶楽部

竹細工講習会を開催

話を聞いてしまうと、個人情報を聞き出されたり、

イブを開催します。※入場無料

■日時

2

る事業者からの詐欺的な電話に関する相談が寄せられ

☎ 019-629-5322

■日時

平成 29 年１月 27 日㈮

■場所

奥中山地区公民館

10：00 ～ 15：00

研修室

■持ち物
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳、通知書など）
・身分証明書の原本（免許証、保険証など）
■相談担当者

二戸年金事務所職員

問二戸年金事務所 ☎ 23-4111
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