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日号

お盆 期間 ４１ のご み収 集ｉ！ＳａＳ は朝 ６： ３０ までに
８月 の祝 日お よび お盆 期間 ［へ＝１ のご み収 集は 次の
とお りです（早朝収集の日 は、 ６： ３０ まで にごみ
を日ｊし てく ださ い） 。ごみの 減鵞＿に ご協力く ださ い。
二や地［葱。つリ ーン セン ター （ａ ２５ −５ ６６ ０）が
稼働 して いる 時間 帯は 、家 庭ご み（ 可燃 ごみ や不
燃ご み、 資源 ごみ 、粗 大ご み） の持 ち込 みができ
ます （粗 大ごみな外は ３０ Ｆヨ ／１ ０キ。、 粗大 ごみは
１００ Ｖ・
ヨ／ １（Ｔ。）。

集内
８ｊ≡１ １２ Ｈ茜

早朝 収集

振替休日

−Ｆ地［区のみ生ごみ収集

８： ４５ 〜１ ４： ００

１３ 日の

早朝 収集

通常 営業

１４ 日歯

早朝 収集

通常 営業

１５ 日患

早朝 収集

一戸地Ｅのみ生ごみ収集

１６ 日⑩

圃水 環境 課

早朝 収集

ａ常 営業
ａ常 営業

内線 ２２５

一戸町子ども ・子育て会議の委員を公募
「一 戸町子ど も・ 子育 て支 援事業計画」 を平成
２６ 年度 に策定し ５年が経過し まし た。 本年度は第
２期 計画 を策 定す る予 定で す。 そこ で、 地域 の子

年４ Ｊ≡い日時点で満 ２０ 歳以上の人
②千 日日 中の ２時 間を度の 台ｍ に包席で きる人
奈年 度内 ３同 程度 で託 児は あり ません

育て 支援 に関 する ニー ズを 反映 させ るた め、 公募
委員 を募集し ます。

委１ 日か ら令和４ 年３ 月３ １日 （任期３ 年）
数 ２人
日額 ６，０００ Ｐヨ
丶

①虱為に在住また はＪ勤、 通学をす る、 平成 ３１

応募用紙 に記入の上、 問合せ先 まで持参 いた
だく か。 郵送 、ＦＡＸ また はメ ール で応募く ださ い。
※用 紙は 問合せ先 また は各支所、Ｈ Ｐでａｅ布。
圃ま ちづ くり 課 内線 ２１ ３ ＦＡＸ３３− ３７７０

メール： ｍａｃｈｉｏｔｏｗｎ．ｉｃｈｉｎｏｈｅ．ｉｗａｔｅ・Ｊｐ

お得なプ レミ アム付商呂券を販売し ます
消費税率 の引 き上 げが家計 に与 える 影響 を緩和

対象

させ ると とも に、 地域 の消 費を 下支 えす るた めに、

①２０１ ９年度ｍ ・県Ｅ税が非課税の人。た だし、

ｍ・ 県Ｅ税非課税者お よび ３歳半未満の 子ど もが
いる 世帯 に向 けて 、お 得な プレ ミア ム付商品券を
販売 しま す。 ［対象者 １人につ き、 １セ ット ５，０００
Ｆ］ヨの商呂券を ４，０００ Ｐヨ で５ セッ トま で購入既能）

課税者と 生計 をと もに する 人お よび生活 保護
受給者は対象外。 （串 請が必要です 。対象者に
は８ 月上旬に申請書を発送 しま す）
②２ ０１ ６年 ４Ｊ≡ミ１２ 日〜 ２０ １９ 年９ Ｊ≡モｊ ３０ 日まで
に子 ども が生 まれ た世 帯（ 串請 は不 要で す。
対象世帯 には ９月 下旬 から 随時、購入引 換券
を５
冤逃しま す）

対象 者に は別 途通 知し ます ので 、詳 しく はそち

らを ご覧 くだ さい。
また、対象の要件 を満たす人（世帯）で通知が
届か ない場合 は、 問合せ先 まで ご連絡く ださ い。

圃健康福祉課

ａ ３２−３ ７００ 内線 ６０２

プレ ミア ム付商呂券の 取扱事業者（店舗）を 募集
１０ 月１ 日か ら販売す るプ レミ アム 付商 品券 の取
扱事業歌 （き舗） を募集し ます。商品券をＲ り扱
うに は町へ登録串請が必要 とな りま すの で、 下記
までお問 い合わせ くだ さい。ま た、 事業者説明会
を開催し ます ので、希望者はご参加 くだ さい。

日時 ８Ｊ≡ｊ ６日② １５ ： ００ 〜１ ６ ： ００
場所 コミ ュニティ センター会議室
その他 登録 串請 は８ Ｊミｊ １９ 日⑩ まで に商工観
光課 へお 願い しま す。
圖商 工観 光課

内線 ２６２

ま蕷いちのへ ぐおヵ７らせ鄒 ｌｊ

ふる さと 納税 の寄 付者 に差 し上 げる 返礼 乱（商

８Ｊ≡∃ １日⑥

。・

○交ぶ安生講話・ 落を

゛ｇ｀

（１ ３： ３０ 〜１ ４： ３０ 、コ ミュ ニテ ィセ ンタ ーホ ール）
その 他

参加 無料 、申 し込 み不要

奈安 全運 転サ ポー ト車 とは 、通 称「 サポ カー 」と
呼ば れ、 自動 ブレ ーキ やペ ダル 踏み 間違 い時 の加
速制御装置な どを搭載 した車の こと です。
圖岩手県交通安全対策協議会

ａ Ｏ！ ９−６２９−５３３０

岩手の世界遺産パネル巡回 展

開催

土地家屋 につ いての
無料 相談 会 開催

所容

ヨ時

フＪ≡Ｖき１ 日⑥

１０ ： ００ 〜１ ５ ： ００

二戸市シ ビツ つセ ンター
土地の分筆、 境界問題など

盲目支部二戸地区事務局

ａ ４３−３ ２６０

ひと り親家庭のための
・張個別相談会 開催

岩手 県の 母子 ・父 子自 立支 援員 が相 談に 応じ ます。
事前 予約 は必 要あ りま せん 。お 気軽 にお 越し くだ
さい。

時

８Ｊ≡１ ２０ 日（舊）、２ １日⑥
各１ １ ： ００ 〜１ ４ ： ００

所 総合保健福祉セン ター
圖二戸保健福祉環境セ ンタ ー ａ ２３−９２０２

２１ 広報いち・へ ぐ７万２６ｇか

令和 ２年採ｊＥ目 の自衛官を募集し ます
防衛省で は令和２ 年３ ・４ 月採ｍの 陸上 ・海上・
航空 自衛官を 募集 して いま す。 試験期日 は種 目に
より 異な りま す。 詳し くは お問 い合 わせ くだ さい。
圃自衛隊岩手地方協力本部二戸地域事務所ａ ２３−２５２９
募集種目
航き 学包．（ 海上）

航き学生 （航２）
一般 ９候 補生
自衛 官候 補生

応募資格
（２ 年４ １１ １日 現在）

受付 期間

高卒 （見２みき）
２３ 歳未満
高卒 （Ｒ ２み 含）
２１ 歳未満
１８ 歳以 上３ ３歳 未満

９Ｊ≡１ ６日参まで

通年

いく べ号はおａ期間。 運休 します
デマ ンド 交ｊ！「 いく べ鶚」は お盆期間 中、 ミ休
しま す。

休期 間 ８Ｊ≡１ １０ 日（工）〜１ ８日⑧
奈根Ｒ・平糠方ミは１ ０日巴、 １７ 日ば）のみ運行。
・県北バ スは 、休 日ダ イヤ で運行し ます。
圖一戸町デマ ンド交通 ａ３３−３０００

児童 扶養 手当・
現況 届の 提出 をお 願い します
児童扶養手当、特別児童扶養手当の 受給者は。
毎年 ８Ｊ≡∃ に現 況Ｓ や所 得状 況Ｓ の提 出が必要 です。
届出 をし ない と、 次回以降の手当を 受け られな
くな りま す。 手続 きの案ＰＳＩ とＳ出Ｊ≡目 紙は、８ Ｊ≡１上
旬ま でに 受給者へ 郵送 しま すの で、 確認 の上、必
ずＳＨｊ をしてく ださ い。
日時 ８Ｆモ１ ２０ 日＠、２ １日⑥ ８： ３０ 〜１ ９ ： ００
１所 総合保健福祉センター
圃健康福祉課 ａ ３２−３７００ 内線 ６１ ７、 ６１８

ぐ縦 集／ 総き 部ま ちづ くりＳ

ひと り親 家庭 のお 父さ ん、 お母 さん のた めの出
張個別相談会を開催し ます。
子ど もの 進学 に伴 う学費、 養育費、 就職活動 など、

内線 ２０５

ｅ０ １９ ５１ ３３ ︲２ １１１

県土地家屋調査士会二戸久慈支部では、 土地家屋に
ついての無料相談を行います。 土地 ・家屋に関する問
呂の ご相 談に 応じ ます ので 、気軽に お越 しく ださ い。

圃総 務課

き手 県二 Ｆｇ 一Ｆ 胆尚 き寺 ネ大 Ｍ鉢 Ｍ︲９

県賜こあ るが黔遺 産の ミ解 をヌ める ため 「平泉の
文化遺産」お よび、「明治の産業革命遺産（橋野鉄鉱
山） 」を紹介する パネ ル展を戛催し ます。
日時 ８Ｊ≡ミ１１ 日唇〜８ 日⑥ ９： ００ 〜１ ７： ００
所 御所野縄文博物館
圃岩手県文化振興課 ａ ０１ ９−６２９−６４８６

②１ ３ ： ３０ 〜１ ５ ： ３０ 奥中 Ｌ」』地 ミ公Ｅ館
対象商呂 ①圭産・ 製造 べ［］工 を虱九で行っ てい
るも の、 ②ｍ 内で 提供 され るサ ービス

Ｒゼ ／一 Ｆｍ ／干 ０２ ８− ５３ １１

、

（１ ３ ： ００〜１ ５ ： ００、同駐車場）

︿﹀

（１１ ： ００ 〜１ ５ ： ００ 、イ コオ 駐車場）
○パ トカ ー、 白バイ展示・ 写真撮影

呂） を募 集し ます 。町 の承 認を 受け た商 品は 「ふ
るさ と納 税ポ ータ ルサ イト 」に 掲載 され 、寄 付者
が選んだ商品 を町が買 い取 りま す。
詳し くは、下記の とお り説明会 を開催し ますの
で、 希望 する 事業者は ぜひ ご参加く ださ い。
日時 ・場所 ８箆￣７日⑥
①１ ０： ００ 〜ｉ ２： ００ ｍＲ文化セン ター

せほ︶

容（時間、場所）
○安全運転サ ポー ト車試乗体験

︵おＭら

ＪＥｌ１ 日

ふる さと 納税返礼 品の

提供事業者を募集 します

ま縦 いち のへ

安全運転サポート車
試乗体験型交通安全数Ｓ 開催

