農業を始めたい人の
相談会を開催します

県学生会館
（東京）
の
入寮生を募集します
（公財）
岩手県学生援護会では、
県学生会館（学生寮、東京都豊島
区）
の入寮生を募集します。
■面接日と申込受付期間 ❶２月
１5日㈭＝１月22日㈪から２月９日
㈮まで❷３月８日㈭＝２月16日㈮
から３月２日㈮まで ※❶は、面
接日までに進学先が決定する人に
限ります。
■選考方法 書類審査と面接
■面接会場 アイーナ
■ 問 い 合 わ せ 先 同 会（ ☎0 3 3972-4783）

ネットでいつでも学べる
放送大学4月入学生募集
放送大学では、平成30年4月入
学生を募集しています。
■出願期限 ▶第1回 ２月28日
㈬▶第2回 ３月20日㈫
■オープンキャンパス ▶日時
１月６日㈯、７日㈰、２月16日㈮、
17日㈯、18日㈰、３月11日㈰ ※
時間は全て午前10時から11時半ま
で ▶場所 同大学岩手学習セン
ター
（岩手大学構内）
■問い合わせ先 同大学岩手学習
センター
（☎019-653-7414）

春休みの期間を利用して
海外研修してみませんか
（公財）
国際青少年研修協会では、
小学３年生から高校３年生までを
対象とする海外研修交流事業の参
加者を募集します。
■日程 ３月22日㈭から４月４日
㈬まで ※コースにより日数は異
なります。
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■研修国 イギリス・カナダ・サ
イパン・ニュージーランド・フィ
リピン・カンボジア
■内容 ホームステイ・英語研
修・文化交流・地域見学など
■応募期限 ２月１日㈭
■問い合わせ先 同協会（☎036417-9721）

戦争犠牲者の慰霊追悼を
行う戦没者遺児を募集中
（一財）
日本遺族会では、戦没者
遺児による旧戦域を訪問する慰霊
友好親善事業の参加者を募集して
います。参加費は10万円です。
■問い合わせ先 同会事務局（☎
03-3261-5521）

楽しく個性的豊かな
年賀状を募集します
日本郵便㈱では、全日本年賀状
大賞コンクールを実施します。
■応募期限 １月12日㈮
■応募方法 応募票に必要事項を
記入の上、作品を添付し、申し込
みください。
■問い合わせ先 盛岡北郵便局総
務部
（☎019-643-8886）

多重債務で困ったら
まず電話してみよう
東北財務局盛岡財務事務所で
は、自らの収入で返済できない借
金でお悩みの人の相談に応じます。
■相談専用電話 019-622-1637
■日時 月曜日から金曜日まで
（祝日、年末年始を除く）
の午前８
時半から午後４時半まで
■相談料 無料
■問い合わせ先 同財務事務所
（☎019-622-1637）

県立大学地方創生
公開セミナー開催
県立大学では、航路による物流
機会の増加が期待されるなど盛り
上がりを見せている気仙地域にお
いて、地方創生と国際リニアコラ
イダー計画の内容や将来性につい
て議論するセミナーを開催します。
■日時 12月16日㈯の午後１時半
から４時半まで
■場所 大船渡市魚市場多目的
ホール
■問い合わせ先 同大学研究・ 地
域連携室
（☎019-694-3081）

林業退職金の請求
まだの人は連絡を
林業退職金共済制度に加入して
いた人で、退職金未請求の人を探
しています。また、制度に加入し
ていたかどうか分からない人につ
いては、加入の有無を調べます。
■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
（☎03-6731-2887）

その病気、その症状は
アスベストが原因かも
ご家族に肺がんや中皮腫などと
診断されたり、亡くなられた人は
いませんか？その病気、その症状
はアスベスト
（石綿）
が原因かもし
れません。アスベストによる疾病
と認定された場合、各種給付を受
けることができます。お心当たり
のある人は、ご相談ください。
■問い合わせ先 盛岡労働基準監
督署
（☎019-604-2530）または岩
手労働局労災補償課
（☎019-6043009）

（公社）
県農業公社では、新規就
農希望者などを対象とした無料相
談会
「新農業人フェアinいわて」
を
開催します。
■日時 1月13日㈯の午前10 時半
から午後３時まで
■場所 アイーナ
■内容 新規就農セミナー、個別
相談
■問い合わせ先 同公社就農支援
部就農支援課
（☎019-623-9390）

国税に関する相談は
電話相談センターへ
国税に関する一般的な相談は、
「電話相談センター」
へ問い合わせ
ください。なお、面接による相談
を希望する場合は、事前に相談日
時を予約してください。
■問い合わせ先 盛岡税務署（☎
019-622-6141）

国税の申告・納税手続き
e-Tax の利用が便利です
所得税などの確定申告は、国税
庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」
を利用して、e-Tax
で送信できます。e-Taxを利用す
ると、次のようなメリットがあり
ますので、ぜひご利用ください。
■メリット ❶添付書類の提出省
略（省略した書類は法定申告期限
から５年間の保存が必要）
❷還付
がスピーディー❸確定申告期間中
は24時間利用可能
（メンテナンス
時間を除く）
詳しくは、国税庁ホームペー
ジをご覧ください。

所得税確定申告などへは
マイナンバーの記載必要
税務署へ提出する所得税の確定
申告書などの各種申告書や法定調
書には、マイナンバーの記載が必要
であるとともに、本人確認書類の提
示または写しの添付が必要です。

なお、本人確認書類は、❶マイ
ナンバーカード、❷当該カードを
持っていない人は通知カードと運
転免許証などで記載した個人番号
の持ち主であることを確認できる
書類となります。
詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧ください。

国の教育ローンで教育に
かかる費用を支援します
「国の教育ローン」
は、高校・大
学などへの入学時・在学中にかか
る費用を対象とした公的な融資制
度です。
■融資額 １人当たり350万円以内
■金利 年1.81％
（平成29年４月
３日現在）
固定金利
■問い合わせ先 教育ローンコー
ルセンター（☎0570-008656また
は03-5321-8656）

岩手で就業・居住したい
若者の奨学金返還を支援
県では、将来のものづくり産業
を担う人材の確保・定着を促進す
るため、学生や既卒者がU・I
ターンして、県内の対象分野・業
種の企業に８年以上就業し、県内
に居住する見込みのある人を対象
に奨学金返還を支援します。
■応募期限 １月31日㈬
■問い合わせ先 県ものづくり自
動車産業振興室
（☎019-629-5551）

水道の凍結に注意
水抜きを忘れずに
気温がおおむね氷点下４度以下
になると水道が凍結し、破裂する
恐れがあります。就寝時や外出な
どで水道を使用しないときは、必
ず水抜きをしましょう。
水道が凍結し、解凍できないと
きは、市指定給水装置工事事業者
に解凍を依頼してください。事業
者は、市ホームページで案内して
います。
■問い合わせ先 市役所上下水道
課経理係
（☎・内線1274）

国の制度を活用して
パートにも退職金を
（独）
勤労者退職金共済機構では、
中小企業のための国の退職金制度
（中小企業退職金共済制度）
を実施
しています。パートなど短時間労働
者のための特例掛け金月額も用意
され、国による掛け金助成や税法上
の優遇も受けられます。
■問い合わせ先 同機構中小企業
退職金共済事業本部
（☎03-69071234）

市内の移動には便利な
コミバスを利用しよう
市は、路線バスが運行していな
い地域の皆さんの移動手段として
コミュニティバスを運行していま
す。どなたでも利用できますので、
ぜひご利用ください。
なお、西根・松尾地区コミュニ
ティバスの運行は、東北防衛局の
特定防衛施設周辺整備調整交付金
を活用しています。
■問い合わせ先 市役所地域振興
課地域振興係
（☎・内線1143）

市商工会松尾支所を
12月15日で一時閉所
市商工会では、事務の効率化と
会員へのさらなる支援強化を目的
とし、１２月１５日㈮をもって松尾支
所を一時閉所します。それに伴
い、現在松尾支所で扱う全ての業
務は、本所
（西根）
で行います。
■問い合わせ先 同会本所・遠藤
（☎76-2040）

いわて年末年始無災害
運動を展開しています
年末年始は、慌ただしさに加え、
冬季の自然要因も加わり、労働災
害のリスクが高まります。凍結路
面での転倒や車両のスリップ事故
など冬特有の労働災害の防止に努
めましょう。
■問い合わせ先 岩手労働局健康
安全課
（☎019-604-3007）
No.
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