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　所得税および復興特別所得

税の予定納税が必要な方へ、6

月中旬に税務署から「令和元

年分所得税及び復興特別所得

税の予定納税額の通知書」を

送っています。通知書に記載

された第1期分の金額を納付

してください。

　振替納税の利用者は、7月

31日㈬に指定の金融機関の口

座から引き落とされます。前

日までに口座残高を確認して

ください。

　なお、予定納税の減額申請

をする場合は、7月16日㈫ま

でに「予定納税額の減額申請

書」を提出してください。詳細

は国税庁ホームページを確認

してください。

▼納期限　7月31日㈬

▼問 い 合 わ せ　盛岡税務署

（☎622－6141）

▼ 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ　

http://www.nta .go. jp

　オーガニックフェスタ in いわ

て 2019（同実行委主催、町共催）

が町内で開かれます。県内の有機

自然農産物、オーガニック食品、

エコ雑貨、クラフト雑貨など、オー

ガニックやエコロジーをテーマ

とした生産者が勢ぞろいします。

ワークショップやセミナーも開催

します。詳細はホームページをご

覧ください。

▼日時　7 月 14 日㈰　午前 10

時～午後 5時

▼会場　ねむの木公園、やはぱー

く

▼ イ ベ ン ト ホ ー ム ペ ー ジ　

https://organicfiestaiwate.

jimdo.com

■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは住民課☎ 611-2502 まで。

　利用できる時間　午前 6時 30分～午後 11時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

オーガニックフェスタ
in いわて 2019開催

報人求 情 町
　内

■企業名（就業場所）

①職種.②年齢.③求人数.④賃金.⑤求

人番号.⑥必要資格など

■福岡運輸システムネット㈱（流通セ

ンター南）

①配車業務（正社員）②不問③ 1人④

210,000 円～ 270,000 円⑤ 40010-

41357891 ⑥不問

■㈱ニチイケアネット（広宮沢）

①福祉用具の荷役およびルート配送

業務（正社員）② 59歳以下③ 1人④

171,420 円～ 174,850 円⑤ 13010-

69884991 ⑥普免

■㈱瀬川勝雄商店 盛岡支店（流通セ

ンター南）

①ルート配送および倉庫作業員（正社

員）② 59 歳以下③ 2 人④ 170,000

円～ 200,000円⑤ 03010-13561391

⑥中型自動車免許（AT限定不可）

■勅使河原産業㈱盛岡営業所（広宮沢）

①大型乗務員（正社員）② 59歳以下

③ 1人④ 264,200 円～ 453,000 円⑤

03010-13651991 ⑥大型自動車免許

■けんたろうこどもクリニック（西徳

田）

①看護職（正社員）② 59 歳以下③ 1

人④ 220,000円⑤ 03010-13719291

⑥正看護師

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定

所紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ求

人番号を告げてお問い合わせください

（事業所へは同安定所の紹介状が必要

です）。

固定資産税第 2期

国民健康保険税第 1期

介護保険料普通徴収第 4期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 4期

5 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 １件（ 3 件）

 ■救急出動 77 件（396 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 

5 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 48 件（263 件）

 ■人身事故 3 件（ 39 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 3 人（ 45 人）

 ■飲酒運転検挙者数 2 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

　7月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

7 月 31 日は所得税の予定納
税（第 1期分）の納期限です
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　宮内庁では、令和2 年の歌

会始の詠進歌について、詠進

（詩歌を差し出すこと）期間を

設けています。なお、詠進要領

の詳細は宮内庁ホームページ

をご覧ください。

▼お題　「望」　※「希望」「望

む」などの熟語、訓読も可。

▼期限　9 月30 日㈪まで

▼形式　習字用半紙を横長に

使い、毛筆で右半分にお題と

自作の未発表歌、左半分に郵

便番号、住所、電話番号、氏名

（ふりがな）、生年月日、性別、

職業を記載

▼詠進方法　宮内庁（〒100-

8111）ま で 郵 送（9 月30 日

㈪消印有効）　※病気などで

自書できない方は、代筆によ

る詠進ができます。

▼ 宮 内 庁 ホ ー ム ペ ー ジ　

http: //www.kunaicho.

go. jp

　町では、健康増進法の一部改

正に伴い、行政機関の敷地内が原

則、禁煙となることから、町民セ

ンター内を禁煙とします。受動喫

煙を防止し、喫煙による健康被害

を防止するためです。ご理解、ご

協力をお願いいたします。

▼開始日　7月 1日㈪

▼対象区域　町役場庁舎、町民総

合体育館、町公民館、町文化会館、

町保健福祉交流センター（さわや

かハウス）とその敷地内

▼問い合わせ　役場総務課管財係

（☎ 611-2705）

　町では、農業への理解と地産地

消推進のために講座「地元学び塾」

を開催します。

▼日時　8月 10 日㈯午前９時～

午後 1時 30分

▼集合場所　役場南側駐車場

▼内容　町産夏野菜（ズッキーニ

等）の解説、収穫体験、料理教室

▼参加費　1,000 円（収穫体験、

昼食代）

▼定員　先着 20人

▼申し込み・問い合わせ　7 月

31 日㈬午後 5時までに、電話で

役場産業振興課農林係（☎ 611-

2612）へ。

　町では、地域において子育て支

援などの仕事に関心を持ち、家庭

的保育事業などに従事することを

希望する方、またはすでに従事し

ている方を対象に、八幡平市・滝

沢市・雫石町と広域で子育て支援

員研修を開催します。

▼講義日時　８月 31 日、９月７

日、９月 28 日、10 月５日、10

月 26 日の各土曜日（全５回いず

れも９時 30 分から 16 時 30 分

ごろ）

▼見学実習　９月～ 10 月中に 2

日間　※資格、職歴に応じて一部

受講免除になる場合があります。

▼会場　矢巾町活動交流センター

（やはぱーく）

▼定員　20 人程度（矢巾町分は

５名程度）

▼申し込み　申込書を役場福祉・

子ども課子ども支援係（☎ 611-

2575）で取得し、必要事項を記入

の上、8月 5日㈪までに同課窓口

に提出してください。

　県精神保健福祉センターでは、

自死遺族交流会公開講座を開きま

す。

▼日時　7月15日（月・祝）午後1時～

▼場所　大通会館リリオ（盛岡市

大通1丁目11-8）

▼主題・講師　「自死で家族を亡

くしたあなたに伝えたいこと」　

防衛医科大学校精神科医師・黒澤

美枝氏

▼申し込み　7月8日㈪までに、

同センター（☎629-9617）へ。

お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆
さんの暮らしに役立つ情報をお届
けします。

■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7時まで延長…取り扱い業務は次の 7種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

自死遺族交流会公開講座
申し込みは７月 8日まで

ズッキーニの収穫、料理体験
地元学び塾

7月 1日から町民センター
敷地内で禁煙

子育て支援員研修
8月 5日までに申し込みを

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。

令和 2年歌会始　お題は「望」
詠進は 9月 30日まで


