行事の内容など、詳しくは主催団体などにお問い合わせください。
【掲載依頼】掲載希望は発行月の前月10日までにご依頼ください。
掲載は、主催団体などを所管する市の担当課を通じ、依頼のあった記事を
優先します。
◆掲載の確約および採否の連絡はいたしかねます。
◆掲載文は市に一任していただきます。
◆営利目的の企業や団体からのお知らせは、広告枠をご利用ください。

精神障がいを支える
家族のための相談会

介護・看護・保育の
就職相談会を開催

年金制度と国民の橋渡し役
年金委員を募集しています

(特非)県精神保健福祉連合会で
は、統合失調症などの精神障がい
の人を支える家族を対象に、同じ
立場の家族が相談に応じる個別相
談会を2会場で開きます。
◎ふれあいランド岩手
■日時 11月12日㈮、12月10日
㈮、４年１月14日㈮、２月４日
㈮、３月11日㈮のいずれも午前10
時から午後１時まで
◎盛岡市総合福祉センター
■日時 10月26日㈫、11月30日
㈫、12月21日㈫、４年１月25日
㈫、２月22日㈫、３月22日㈫のい
ずれも午後１時から５時まで
◎申し込み・問い合わせ先 同
連合会事務局（☎019-637-7600）
火・木・金曜日の午前9時から
午後４時まで

盛岡公共職業安定所では、介
護・看護・保育分野に就職を希望
する人を対象に、福祉の仕事就職
フェアを開きます。費用は無料で事
前に申し込みが必要です。
■日時 10月20日㈬午後1時半
から３時半まで
■場所 ホテルメトロポリタン盛
岡本館
■内容 福祉施設との個別面談
■問い合わせ先 ハローワーク盛
岡職業紹介第一部門人材確保対策
コーナー
（☎019-624-8902）

日本年金機構では、年金委員を
募集しています。年金委員は厚生
労働大臣の委嘱により、会社や地
域において公的年金制度の啓発、
相談、助言などの活動を行う民間
協力員です。活動内容は、自治会
や町内会での公的年金関連のパン
フレットの配布や近隣住民への各
種手続きの助言や相談です。活動
に係る経費は日本年金機構が全額
負担します。
■問い合わせ先 盛岡年金事務所
総務課
（☎０１９－６２３－６２１１）

被災家屋等太陽光発電
設備導入費補助金制度

手続きでお困りでは？
行政書士による相談会

県では、東日本大震災津波の被
災者が、新たに太陽光発電システ
ムを設置する場合に、経費の一部
を補助しています。詳しくは、県
ホームページで
「太陽光補助金」
と
検索してください。
■申請期限 ４年３月10日㈭必着
■問い合わせ先 県環境生活企画
室
（☎019-629-5271）

県行政書士会では、相続、遺
言、各種許認可手続き、土地の
活用、自動車関連、各種契約書
の作成など、毎日の暮らしや事
業に関わる手続きについて、無
料電話相談会を開きます。
■日時 10月15日㈮、20日㈬のい
ずれも午後１時から４時まで
■相談の電話番号 0120-973308
■問い合わせ先 同会事務局（☎
019-623-1555）

労働安全衛生法に基づく
出張特別試験を行います
（公財）
安全衛生技術試験協会東
北安全衛生技術センターでは、出
張特別試験を行います。
■試験日 12月11日㈯
■会場 いわて県民情報交流セン
ター
（アイーナ）
■種類 ❶二級ボイラー技士❷第
一種・第二種衛生管理者
■試験手数料 6,800円
■申請先 ❶東北安全衛生技術セ
ンター❷
（公財）
岩手労働基準協会
■申請期間 10月11日㈪から19
日㈫まで ※簡易書留による郵送
のみ
■問い合わせ先 同センター（☎
0223-23-3181）
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アマチュア無線技士の
免許を取得しませんか
七時雨アマチュア無線クラブで
は、第３級アマチュア無線技士養
成課程講習会を開きます。
■日時 11月７日㈰午前９時から
午後６時半まで
■場所 西根地区市民センター
■受講料 12,950円
■申込期限 11月１日㈪
■申し込み・問い合わせ先 同ク
ラブ・澤口
（☎090-7075-7972）

いわて花巻空港の定期便
10月31日からダイヤ改正
いわて花巻空港の定期便のダイ
ヤが10月31日㈰から改正されま
す。同空港からは、札幌、名古屋、
大阪、神戸、福岡への直行便が運
航されています。詳しい運航情報
は、直接各航空会社に問い合わせ
てください。

岩手の医療を支える
県立病院職員を募集

建設現場労働者のため
退職金制度があります

県医療局では、県立病院職員採
用試験を行います。
■職種 看護師、助産師
■試験日 12月５日㈰
■申込期間 10月中旬から11月
24日㈬まで
■問い合わせ先 同医療局職員課
（☎019-629-6322）

建設業退職金共済制度
（建退共）
は、建設現場で働く人のために国
が作った退職金制度です。事業主
が労働者の働いた日数に応じて掛
け金となる共済証紙を共済手帳に
貼ることで、労働者が建設業界を
辞めたときに建退共から退職金を
受け取ることができます。
▶経営事項審査で加点評価の対象
となります。▶掛け金の一部を国
が助成します。▶掛け金は法人で
は損金、個人では必要経費として
税法上全額非課税となります。▶
掛け金はインターネットを利用し
た電子申請の納付も可能です。▶
退職金は事業主が変わっても企業
間を通算して計算されます。
■問い合わせ先 建退共県支部
（☎019-622-4536）

農業などの被害対策
狩猟免許試験を実施
県では、狩猟免許試験を行いま
す。狩猟や有害鳥獣捕獲などをす
るためには狩猟免許が必要で、網
猟免許、わな猟免許、第一種銃猟
免許
（装薬銃）
、
第二種銃猟免許
（空
気銃）
の４種類があります。
■日時 12月12日㈰午前９時か
ら午後５時まで
■場所 岩手大学理工学部１号館
■受験手数料 １ 種 類 に つ き
5,200円（他の狩猟免許を所持し
ている人は3,900円）
■申請期間 10月25日㈪から11
月26日㈮まで
■問い合わせ先 県自然保護課
（☎019-629-5371）

林業界従事者のための
退職金制度があります
林業退職金共済制度（林退共）
は、林業界で働く人のために国が
作った退職金制度です。事業主が
従事者の働いた日数に応じて掛け
金となる共済証紙を共済手帳に貼
ることで、従事者が林業界を辞め
たときに林退共から退職金を受け
取ることができます。
▶掛け金は税法上、
法人では損金、
個人では必要経費となります。▶
掛け金の一部を国が免除します。
▶退職金は事業主が変わっても企
業間を通算して計算されます。
■問い合わせ先 （独）
勤労者退職
金共済機構林業退職金共済事業本
部
（☎03-6731-2889）

ひとり親家庭の悩み事
無料で相談に応じます
（一社）
県母子寡婦福祉連合会で
は、ひとり親家庭の親などを対象
に、離婚や親権、養育費などにつ
いて、弁護士による無料法律相談
を行います。
■日時 11月５日㈮午前10時か
ら午後３時まで
■場所 西根地区市民センター
■申し込み・問い合わせ先 同連
合会
（☎019-623-8539）

９月15日から11月１５日は
秋の農作業安全期間です
県では、秋の収穫時期を迎えた
この期間に農作業事故防止運動を
展開しています。農作業に従事す
る際は、次のことを心掛け、事故
防止に努めましょう。
▶家族に作業場所と帰宅時間を知
らせる。▶トラクターは安全フ
レームを装着し、運転者はシート
ベルト・ヘルメットを着用する。
▶農業機械の日常的・定期的な点
検・整備を行う。

■問い合わせ先 県農産園芸課
（☎019-629-5708）

年金生活者支援給付金
請求手続きはお早めに
年金生活者支援給付金は、公的
年金などの収入やその他の所得額
が一定基準額以下の年金受給者の
生活を支援するために、年金に上
乗せして支給されます。
■対象者 ❶老齢基礎年金を受給
している人で、次の要件を全て満
たしている人▶65歳以上▶世帯員
全員の市民税が非課税▶年金収入
額とその他所得額の合計が約88万
円以下❷障害基礎年金・遺族基礎
年金を受給している人で、前年の
所得額が約472万円以下の人
■請求手続き ▶対象者には、日
本年金機構からお知らせを送付し
ているので、同封のはがき（年金
生活者支援給付金請求書）
に記入
し、提出してください。４年１月
４日までに請求手続きが完了する
と、
10月分からさかのぼって受給
できます。▶年金を受給し始める
人は、年金の請求手続きと併せて
年金事務所または市役所で請求手
続きをしてください。
■問い合わせ先 給付金専用ダイ
ヤル
（☎0570-05-4092）

岩手県の最低賃金が
時間額8 2 1 円に改正
岩手県最低賃金が10月２日か
ら時間額8 2 1円に改正されまし
た。県内で働くパートタイマー、
アルバイトなどを含む全ての労働
者に適用されます。最低賃金を下
回っている場合は、発効日以降の
時間額が821円以上となるように
是正する必要があります。このほ
か産業別最低賃金にも注意してく
ださい。最低賃金の改正に伴い、
業務改善助成金、雇用調整助成金
などの制度を拡充、充実させてい
ますので、活用してください。
■問い合わせ先 岩手労働局労働
基準部賃金室
（☎019-604-3008）
No.
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