
県では、市町村と連携して
野生山菜の放射性物質濃
度検査を行っています。
検査の結果、一般食品の
基準値（100ベクレル/㎏）
を超えた場合、市町村の
単位ごとに出荷制限など
の措置が行われていま
す。野生山菜を採る際は、
県ホームページを参考に
してください。

野生山菜を採取する際の留意点
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ご存知ですか

1
2
月
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月

［被害状況］2021年1月31日現在
【放射性物質濃度検査】県庁県民くらしの安全課／019-629-5322
【出荷制限など】県庁林業振興課／019-629-5775
【全般】県庁環境生活企画室／019-629-6815

お問い
合わせ

■死者5,144人（震災関連死470人を含む）
■行方不明者1,111人
　（うち死亡届の受理件数1,102件）

盛岡市で「令和2年度第
2回いわて復興未来塾」
（併催：いわて三陸復興
フォーラム）開催

震災からの歩み（主なもの）
 2021年1月～

放射線影響対策のお知らせ 【No.39】

［受付時間］8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

県政テレビ番組
「いわて！わんこ広報室」毎週 放送中！
〇テレビ岩手

〇岩手めんこいテレビ
〇岩手朝日テレビ
〇IBC岩手放送

月曜日  18：54～19：00
（再放送）土曜日  21：54～22：00

水曜日  21：54～22：00
水曜日  23：10～23：15
木曜日  18：55～19：00

検 索岩手県

岩
手
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

「岩手県 
ホームページ」
はこちら

〒020-8570（住所不要） 岩手県広聴広報課
koucho@pref.iwate.jp
019-629-5110
019-651-4865（24時間受付）

手紙・はがき

電子メール

電　　話

F　A　X

ご意見・ご提言はこちら広聴広報ガイド

※都合により放送時間が変更になることがあります。

県サイト内ページ番号検索 1011238

自動車税種別割・個人事業税には、便利な口座振替
制度があります。

なお、令和３年度の自動車税種別割を口座振替にす
るためには、３月末までに金融機関で手続きをお願
いします。

県税の納付は口座振替が便利です！

お問い合わせ 県庁税務課／019-629-5141

県サイト内ページ番号検索 1011856

県サイト内ページ番号検索 1002937

県サイト内ページ番号検索 1005494

県サイト内ページ番号検索 1033763

県サイト内ページ番号検索 1002103

マンガ単行本「コミックいわて」シリーズ第10巻が、
３月19日（金）、県内外の書店などやインターネット
で発売されます。池野恋さん、吉田戦車さん、青木幸
子さんなど、岩手ゆかりの漫画家による「コミックい
わてWEB」配信作品や「第10回いわてマンガ大賞コ
ンテスト」の大賞作品を収録。宮沢賢治や郷土芸能
など岩手の多彩な魅力、震災復興、新型コロナウイ
ルス感染症など、岩手の「今」を県内外へ発信する
一冊。ぜひ読んでみてくださいね。

単行本「コミックいわて」第10巻発行！

お問い合わせ 県庁文化振興課／019-629-6286

お問い合わせ 県警本部運転免許課運転免許試験場
／019-683-1251

70歳以上の方が運転免許の更新をする際は、高齢
者講習の受講が必要です。また、75歳以上の方は高
齢者講習の前に、認知機能検査の受検も必要です。
講習と検査は、誕生日の５か月前から県内の自動車
教習所で受けられます。時期によっては混雑し、有
効期間内の予約が困難な場合がありますので、「高
齢者講習等通知書」が届きましたら、早めに予約して
受講、受検しましょう。

高齢者講習の受講はお早めに！

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの
方で、病院などを離職して現在その仕事に就いてい
ない場合は、都道府県ナースセンターへの届出をお
願いします。ナースセンターでは、地域医療を支えて
いく看護職員を確保するため、届出情報をもとに復
職支援などを行っています。詳しくは、インターネッ
ト検索、または「岩手県ナースセンター」までお問い
合わせください。

看護師などが離職した時は届け出を！

お問い合わせ 岩手県ナースセンター／019-663-5206

1月31日

陸前高田市で県と市の合
同追悼式開催

11日

【復興道路】
三陸沿岸道路（侍浜IC～洋野種市
IC）や宮古盛岡横断道路（平津戸・
岩井～松草）などが続 と々開通予定

2月1日
・

給与費の状況（令和２年度普通会計予算）

復興へ向けて歩み続ける
岩手の今を紹介します。

野生山菜の出荷制限などの状況（2021年2月9日現在）

とどけるん 検索

あなわん運動 検索

4月から、東北を対象とした大型観光キャンペーン
「東北デスティネーションキャンペーン」が始まりま
す。県は、キャンペーンに向けて、わんこきょうだいが
リーダーになり、岩手を訪れるお客様をおもてなし
し、岩手の魅力アップをサポートしていく「あなわん
運動」を展開中です。皆さまも「あなわん運動」に参
加して、お客様をおもてなししましょう。詳しい内容
はホームページをご覧ください。

ご覧ください ご存知ですか
「あなわん運動」に参加しよう！

野鳥への気軽な餌付けは、野生動物を人の生活圏に
招いたり、野鳥を人の与える食べ物に依存させたり
することにつながり、生態系や鳥獣の保護などに悪
影響を与える可能性があります。また、野鳥が餌付け
場所に密集することで、高病原性鳥インフルエンザ
ウイルスなどの感染拡大を招く恐れがあります。
希少鳥獣保護など特別な場合をのぞき、餌付けはし
ないようお願いします。

野鳥への餌付けはお控えください

お問い合わせ 県庁自然保護課／019-629-5371お問い合わせ 県庁人事課／019-629-5079

お問い合わせ 県庁観光プロモーション室／019-629-5574

県職員の給与等のあらまし

県職員の給与は、県議会での予算や給与条例の審議、
県人事委員会の給与勧告などを通じて明らかにされて
いますが、県民の皆さまに、より一層の理解をいただく
ため、そのあらましをお知らせします。

※１  知事・議員などの特別職の職員や非常勤の職員に支払われる給与、
共済組合、公務災害補償の負担金などは本表には含まれていません。

※２  職員手当には、退職手当および児童手当は含まれていません。

品目名 対象地域

コシアブラ 盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、
釜石市、奥州市、住田町

ゼンマイ 一関市、奥州市、住田町
ワラビ 陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町

コゴミ 陸前高田市
タラノメ 一関市
ミズ 一関市
サンショウ 奥州市

タケノコ
一関市（旧一関市、旧花泉町、旧千厩町、
旧室根村及び旧川崎村の区域に限る）、陸前高田市
（旧矢作村、旧横田村の区域に限る）、奥州市

1

給与（令和２年４月１日現在）2

職員定数3

職員数
Ａ

人
19,622

千円
6,723

千円
83,004,036

千円
15,851,572

千円
131,911,800

給与費 一人当たり
給与費
Ｂ/Ａ給料 職員手当 計Ｂ

区　分
大　卒
高　卒

○一般行政職の初任給、平均給料月額および平均年齢の状況

○特別職の給料等の状況

部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日 単位：人）

初任給
183,800円
151,900円

1,230,000円
６月期 1.675月分　12月期 1.675月分 計 3.35月分

320,019円 42.7歳

平均給料月額 平均年齢

区　分
給料月額
期末手当

知　事
950,000円
副知事

部　門
一般行政 児童相談業務体制の

強化による増など
児童、生徒数の
減少による減など
診療体制の
強化による増など

特別行政

令和2年
4,429

14,076
公営企業等 5,458
合　計 23,963

4,396

14,220
5,207
23,823

33

▲144
251
140

平成31年 増減数 主な増減理由

〇納税がラク！ ＝ わざわざ納めに出かける必要は
ありません。

現金を扱う必要がなく、うっかり　　　
納め忘れることもありません。

金融機関の窓口に依頼書を
提出すると自動的に振替に。
毎年の手続きは不要です。

〇安全・確実！ ＝

〇手続き簡単！ ＝

東日本大震災
津波伝承館Twitter

いわて
復興だより

岩手県広聴広報課
Twitter

県政情報、防災情報、
岩手の魅力情報を発信中。


