下記対象者で希望される人に予防接種の一部費用を
助成しています。

・65 歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種につい
ては個人通知しています。

■助成対象者

■指定医療機関

①生後６カ月から高校生相当の年齢の人（要保護者の同意）
②妊婦

年代

病院名
ふくもりたこどもクリ
ニック・アレルギー科

③ 19 歳～ 65 歳未満で心臓、じん臓、もしくは呼吸
器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる機
能障害で、身体障害者手帳の交付を受けている人
■助成回数

生後 6 カ月から
接種可
奥中山高原クリニック

生後６カ月から小学生まで １人２回まで
中学生以上
平成 29 年 2 月 28 日

■助成金額

１回当たり 3,000 円

いちのへ内科クリニック

☎ 33-2701

松井内科医院

☎ 33-2201

齋藤産婦人科医院

☎ 23-2505

小鳥谷診療所
（月・水・金のみ）

☎ 34-3501

■接種時の持ち物
②健康手帳（40 歳以上） ③保険証

④自己負担金

7 歳から接種可

※各医療機関によって接種可能な年齢が異なります。
また、予約が必要な医療機関もありますので、希
望する医療機関にお問い合わせください。

高校生相当から
接種可

■通知について
・予診票・説明書などは個別通知せず、県立病院以
外の各医療機関または健康福祉課にありますので、
希望する方は申し出てください。

人のために、エイズについて正しく知りましょう。

問健康福祉課

■その他

相談室

・検査を希望される方は、電話でご予約ください
・検査結果は１時間程度で分かります

問二戸保健所保健課

☎ 23-9206

内線 231

ミツバチの飼育には届出が必要です
平成 25 年に養蜂振興法（改正）が施行され、これまで

12 月 16 日㈮

10：00 ～ 11：00

役場

12：00 ～ 13：30

総合保健福祉センター

15：00 ～ 16：00

慶寿園

400㏄

■献血量

問健康福祉課

☎ 32-3700

岩手県県民の森
●木工教室

え

と

12 月のイベント

とり

干支（酉）

仕事上での飼育に限定されていた蜜蜂飼育届の届出義務

何を作るかは当日のお楽しみです。

が、趣味でミツバチを飼育する人も対象とされています。

日時

12 月 11 日㈰

ミツバチを飼育する人（計画を含む）は、毎年 1 月 1

場所

県民の森

９：30 ～ 15：30

木材工芸センター

日現在の飼育群数と年間の飼育計画を、平成 29 年 1 月

持ち物

軍手、飲み物、昼食、作業しやすい服装

31 日までに最寄りの広域振興局に提出してください。

参加費

2,000 円

ただし、花粉交配用にのみミツバチを飼育する人や学
術研究のため密閉された空間で飼育する人は対象外です。
問二戸農林振興センター

4

内線 609

広報い ちのへ（11 月 25 日号）

☎ 23-9203

定員

10 人（予約制・定員になり次第締切）

問森林ふれあい学習館フォレスト i
☎ 0195-78-2092

24

９
- ☎０１９５丨３３丨２１１１ ◇編集／総務部まちづくり課

二戸地区合同庁舎３階

☎ 32-3700

るボランティアです。皆さまのご協力をお待ちしてます。
■場所

■場所

☎ 25-5770

献血を必要としている人が多くいます。献血は命を守

きます。発見が早いほど、より高い治療効果が得られます。
13：30 ～ 16：00

二戸クリニック

クリスマス全血献血を実施

■日時

12 月 15 日㈭

☎ 33-3101

へお問い合わせください。

また、エイズ検査の受診で早期発見・治療することがで
■日時

県立一戸病院

※指定医療機関以外で接種を希望される場合は、下記

エイズ即日検査を実施
12 月１日は世界エイズデーです。自分自身や大切な

☎ 35-2011
☎ 23-2191

1 歳から接種可

①母子健康手帳（妊婦および高校生相当の年齢まで）

☎ 43-3137

県立二戸病院

１人１回まで

■助成期限

TEL

広報いちのへ（お知らせ版） ◇発行／一戸町／〒０２８丨５３１１ 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢

インフルエンザ予防接種費用を助成

Ichinohe
★「個が光る調和のまち・一戸」の創造を目指して

Public
Relations

一戸町ホームページ - http://www.town.ichinohe.iwate.jp

- お知らせ版 -

広報いちのへ

№ 116

2016 年（平成 28 年）

11 25
月

日号

幼稚園・保育所の入園・入所者募集（平成 29 年４月から）
○一戸幼稚園園児募集
いるもの）を添えてお申し込みください。入園願書

■募集人数

の用紙は幼稚園にあります。

・3 歳児…20 人
（平成 25 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日生まれ）

入園児の保護者に後日、通知します。

・4 歳児…若干名
（平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 4 月 1 日生まれ）

■保育料
保護者の所得やきょうだいの年齢などにより決定

・5 歳児…若干名
（平成 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 4 月 1 日生まれ）
■受付日時

■入園許可通知

12 月 13 日㈫～ 15 日㈭ 9：00 ～ 13：00

します。
■その他
保育料のほか、給食費、文房具費などが必要とな

■受付会場
一戸幼稚園（必ず親子でお越しください）

ります。
（一戸幼稚園の入園に関する問い合わせ）

■申込方法
入園願書に住民票の謄本（世帯全員が記載されて

問一戸幼稚園

☎ 33-2764

○保育所新規入所者募集
■入所資格

■保育料

児童と同居する者が仕事や病気などにより、家庭
内で保育ができない児童

保護者の住民税課税状況などにより決定します。
■対象施設（町内）

■入所申請手続き

・鳥海保育所（公立）

入所申込書などの用紙は、健康福祉課、各保育所

・小鳥谷保育所（公立）

にあります。あらかじめ記入のうえ、関係書類と一

・奥中山保育所（公立）

緒に提出してください。

・一戸子供の家保育園（私立）

■手続きに必要な書類など

・一戸保育所（私立）

①入所申込書、支給認定申請書

※入所する保育所、入所日は希望に沿えない場合が

②印鑑

あります。

③家族の就労状況、病気や介護状況の分かる証明書
（就労証明書、診断書など）

※他市町村の保育所、認定こども園などを希望する
人はご相談ください。

④平成 28 年 1 月 2 日以降に転入した人は、平成 28 年

■受付期間

１月 16 日㈪～ 1 月 20 日㈮

度分の所得課税証明書（平成 28 年 1 月 1 日の住所地

■受付場所

総合保健福祉センター

の市区町村役場から父母の分を取り寄せてください）

問健康福祉課

☎ 32-3700

内線 617

特設人権相談所を開設
人権問題についてお悩みの方を対象に、相談所を開

■相談担当者

設いたします。相談は無料で、相談者や相談内容の秘

■相談内容例

密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
■日時

12 月６日㈫

10：00 ～ 15：00

■場所

コミュニティセンター

会議室

人権擁護委員

夫婦間・親子間の問題、登記・土地境の問題など
■その他

申込不要、参加費無料

問税務町民課

☎ 33-2111

内線 125

広報い ちのへ（お知らせ版）
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排水設備の破損や詰まりについて
公共下水道や奥中山地区農業集落排水の排水管は、

町のみんなで聞きに行こう！縄文世界遺産フォーラム
13：40 ～ 15：00

また、宅内汚水マスや公共マスは点検口となる作業

公共マスを境に「宅内排水設備」と「道路側下水道管、

上、重要なものです。庭石を置いたり、埋めたりせず、

世界遺産を目指す注目の遺跡報告

マンホール」に管理が分かれています。

地上から見えるようにしてください。

○北海道・キウス周堤墓群

○青森県二ツ森貝塚

○冬期の注意点について

○秋田県・伊勢堂岱遺跡

○岩手県・御所野遺跡

個人管理の宅内排水設備のマス蓋や排水管の詰まり

冬期の除雪作業に伴い、排水設備や公共マス、町設

水設備業者（町ホームページに記載）へ直接修理を依

置型浄化槽については浄化槽本体の点検口を破損させ

頼してください。費用は個人負担となります。

てしまう場合があります。これらの施設を破損させた

公共マスや道路側下水道管で破損や詰まりが生じた
場合は町が修理します。

15：00 ～ 15：20
世界無形文化遺産「早池峰神楽」
（花巻市大迫岳神楽保存会）
15：20 ～ 16：20

場合、速やかに下記までご連絡ください。
問水環境課

☎ 33-2111

内線 227、228

縄文世界遺産フォーラムが盛岡市で開催されます。
フォーラムでは、世界遺産を目指す縄文遺跡について
の解説や、イギリスの考古学者サイモン・ケイナーさ
んと御所野縄文博物館の高田館長が対談で縄文文化の
魅力について語り合います。

対談「世界から見た縄文文化」
・サイモン・ケイナー氏
・高田和徳館長
■バス出発時刻
行き

11：00

町民文化センター出発

13：00

ホテルルイズ着

16：30

ホテルルイズ出発

18：30

町民文化センター着

無料バスを運行しますので、町民皆さんで参加し、
登録運動を盛り上げましょう！
■日時

12 月 18 日㈰

■会場

ホテルルイズ 3 階

■定員

150 人

帰り

13：20 ～ 16：30
万葉の間（盛岡市）

※入場無料（要予約）

■内容

国民年金の保険料後納制度を
ご利用ください
「年金確保支援法」によって、２年を経過して納付で

自分で伐採

業者に伐採を依頼（販売）

二戸地区の自治体（二戸市、九戸村、一戸町、軽米町）
が税の公平性と税収を確保するため、差押物件の合同公
売会を開催します。皆さまのご来場をお待ちしています。

森林の所有者と業者が連名で

伐採する前に市町村長に伐採届出書を提出！

問産業課

2

☎ 33-2111

内線 253

広報い ちのへ（11 月 25 日号）

☎ 32-2652

コミュニティーセンターのイベント
【ホール】

きなくなった国民年金の保険料を納付することを保険

部も出演予定です。

料の後納制度といいます。後納制度により、５年前ま

日時

での納め忘れた保険料を納付できます。
後納制度は、平成 30 年９月までの期間限定です。
■後納制度を利用できる期間

12 月 10 日㈯

●絵画教室
12 月 11 日㈰

●カラオケ倶楽部

12 月 16 日㈮

例えば、平成 28 年 12 月には平成 23 年 12 月分まで

日時

12 月 14 日㈬

11：00 ～ 11：15

後納できますが、平成 29 年１月に後納できる期間は平

費用

300 円

■再度入札

終了後、引き続き行います

成 24 年１月分までになります。
の保険料のうち最も古い分から納めることになります。

①買受代金（現金）
②印鑑

個人の入札は認印、法人の入札は代表者印
代理人入札は委任状と代理人の認印

二戸地区合同庁舎 1 階

■開催場所

日時

大会議室ほか

■公売財産

11 月 16 日㈬

13：30 ～

問コミュニティセンター

☎ 31-1400

また、一部免除期間のうち免除されない部分が未納
となっている期間についても、保険料の後納ができま

いわて就職面接会Ⅳを開催

す。

③身分を証明する書類

10：00 ～ 15：00

●童謡・唱歌を楽しむ会

後納できる保険料には順序があり、過去５年前まで

■持ち物

9：00 ～

忘年会

■入札時間

10：00 ～

13：30 ～ 15：00

【視聴覚室】
日時

過去５年以内に納め忘れた期間や未加入期間です。

弦楽コンサート

弦楽研究会による公演のほか、一戸中学校吹奏楽

■開催日時

（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）
森林の所有者が

問御所野縄文博物館

●第 69 回岩手芸術祭移動舞台公演

■国民年金保険料の後納制度とは

森林は、所有者の資産であるばかりでなく、水源か
ん養や地球温暖化防止などの役割を果たしている公共
財でもあり、地域社会にとって重要な資源です。
大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守るた
めに、伐採の届け出が法律で定められ、森林所在地の
市町村長へ提出しなければいけません。
届出書の様式は、産業課にありますので、伐採する
場合には、お問い合わせください。
■届出時期 伐採を始める 30 日から 90 日前まで
■届出先 伐採する森林の所在市町村長

※行きのバスのみ軽食をご用意しています。
12 月 18 日㈰は、博物館は臨時休館となります

創作ダンス「華一」
（県立一戸高等学校華一同好会）

第２回二戸地区合同公売会を開催

※小鳥谷診療所前、奥中山農協で乗車・降車可
■その他

13：20 ～ 13：30

森林の伐採には届出が必要です

ただし、既に老齢基礎年金を受給している人は後納

岩手県内企業約 120 社との面接や就職相談、就活講

制度を利用することができません。

座などを行います。前年度のアンケートで参加学生の

■後納保険料の額

約 8 割が希望する企業が見つかったと回答した満足度

軽自動車、家具、日用品、美術品など品数約 100 点

後納制度によって納めることができる保険料（後納

※町ホームページに出品物などを掲載しています。

保険料）の額は、当時の保険料額に一定額が加算され

■日時

12 月８日㈭

※公売前に滞納税が完納された場合など、物品によ

た額です。

■場所

アピオ岩手産業文化センター（滝沢市）

り公売中止となる場合があります。
問税務町民課

☎ 33-2111

内線 122

◉サイモン・ケイナー氏
日本の縄文文化の研究を
するイギリスの考古学者

が生じた場合は、各自で施工業者または、町指定の排

問国民年金保険料専用ダイヤル
二戸年金事務所

☎ 23-4111

☎ 0570-011-050

が高い就職イベントです。※申込不要、参加費無料
11：00 ～ 16：30

問公益財団法人ふるさといわて定住財団
☎ 019-653-8976

広報い ちのへ（お知らせ版）
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