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地上デジタル放送停波のお知らせ

　町の地上デジタル放送の送信設備更新作業を行
うため、下記作業日時の間、野田局、姉帯局、姉
帯野中局、姉帯侍村局、野磯鶏局から電波を受信
しているご家庭でテレビが映らなくなります。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
■作業日時　10月 7日㊊　11：00～ 30分程度
　　　　　　※�災害などで作業不可となった場合

は、10 月 10 日㊍または 11 日㊎
に延期します。

■作業場所　一戸町役場
問まちづくり課　☎ 33-2111　内線 214

　○農業集落排水施設使用料
　　�　基本料金と超過料金の合計額に、消費税額
を加えた額が請求されます。（１円未満は切り
捨て）

　　≪農業集落排水施設使用料比較表≫
　　　※平成 15年４月１日以降加入者の場合

　○浄化槽使用料
　　�　人槽に応じた料金に、消費税額を加えた額
が請求されます。（10円未満は四捨五入）

　　≪人槽別浄化槽使用料比較表≫

■変更の時期
　�　水道料金、公共下水道使用料および農業集落
排水施設使用料は経過措置により、10月 1日以
前から使用している場合 11 月検針の料金（10
月使用分）から税率 10％が適用されます。

　�　浄化槽使用料については、10 月請求分から適
用されますのでご留意ください。

問水環境課　☎ 33-2111　内線 223、230

　10月からの消費税率の改正に伴い、加算される
消費税および地方消費税の料金変更を行います。
　なお、基本料金、超過料金など税抜き料金部分
の料金変更はありません。
ご不明な点は下記までお問
い合わせください。
■変更後の税込料金
　○水道料金
　　�　基本料金、超過料金とメーター使用料の合
計額に、消費税額を加えた額が請求されます。
（10円未満は四捨五入）

　　≪用途別水道料金比較表≫
　　　※使用口径13mm・メーター使用料150円 (税抜)の場合

　○公共下水道使用料
　　�　基本料金と超過料金の合計額に、消費税額
を加えた額が請求されます。（10 円未満は四
捨五入）

　　≪用途別下水道使用料比較表≫

用途別 一月当たりの
使用水量

新料金
(税率 10%)

旧料金
( 税率 8%) 比較増

一般家庭用 12㎥ /月 2,520 円 2,470 円 50円
営業用 15㎥ /月 4,330 円 4,260 円 70円

用途別 一月当たりの
使用水量

新料金
(税率 10%)

旧料金
( 税率 8%) 比較増

一般家庭用 12㎥ /月 2,420 円 2,380 円 40円
営業用 15㎥ /月 3,930 円 3,860 円 70円

用途別 一月当たりの
使用水量

新料金
(税率 10%)

旧料金
( 税率 8%) 比較増

区分なし 12㎥ /月 2,420 円 2,376 円 44円

人槽別 新料金
(税率 10%)

旧料金
( 税率 8%) 比較増

5 人槽 5,060 円 4,970 円 90円
7人槽 5,500 円 5,400 円 100円
10人槽 6,160 円 6,050 円 110円

消費税率の引上げに伴い、上下水道料金を変更します

　10月の連休・祝日のごみ収集は下記の通りです。
二戸地区クリーンセンター（☎ 25-5660）が稼働
している時間帯は、家庭ごみ（可燃・不燃・資源・
粗大）の持ち込みが可能です（粗大ごみが 100 円
/10㌔、それ以外は 30円 /10㌔）。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 225

月日 収集 クリーンセンター
10月12日㊏ 小型粗大ごみの収集地区 休み

13日㊐ 休み 休み

14日㊊ 早朝収集
一戸地区は生ごみも収集 8：45～12：00

22日㊋ 休み 休み
※早朝収集は 6：30 までに出してください。

10 月連休・祝日のごみ収集

　10月4日㊎から岩手県最低賃金が時間額790円
となります。最低賃金は正社員・パート・アルバイト
といった雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者
に適用されます。賃金額が、時間額790円を下回っ
ている場合は、発効日以降の賃金額を是正する必要が
あります。詳しくは下記へお問い合わせください。
問岩手労働局労働基準部賃金室　☎019-604-3008

岩手県の最低賃金が改定されます

　介護中の家族への支援として、家族の集いを開催し
ています。10月のテーマは「介護の仕方」です。福
祉用具の展示もあります。お気軽にご参加ください。
■日時　10月 8日㊋　10：00～ 12：00
■場所　一戸町総合保健福祉センター
■参加料　100 円（お茶代）
問地域包括支援センター　☎ 32-3700　内線 603

一戸町家族介護者交流会　開催

　県内で里親として活躍している人の体験発表や、
絵本作家サトシン氏による講演を通じて、里親制
度や里親養育への理解を深めませんか？
■日時　10月 6日㊐　14：00～ 16：30
■場所　ふれあいランド岩手　ふれあいホール
問岩手県福祉総合相談センター児童女性部�里親担当
　☎ 019-629-9608　FAX019-629-9612

岩手県里親大会　開催

　「地域のビジョンをどのように創っていくか、理
想とするビジョンはどのようなものなのか」を
テーマに株式会社ひろの屋（洋野町）代表取締役
下
したうつぼ
苧坪之

ゆきのり
典氏を講師に招き、講演会を開催します。

どなたでも聴講できますのでぜひご参加ください。
■日時　10 月 18日㊎　15：00～ 16：30
■場所　二戸パークホテル
■その他　入場無料、申込み不要
問（公社）二戸法人会事務局　☎ 22-3105

（公社）二戸法人会社会貢献事業
青年部設立 30周年記念講演会　開催

　バルーンアートやハンドマッサージ、食べ物販
売、グループホーム見学などができる「のぞみま
つり」を開催します。ぜひ、お越しください。
■日時　10月 12日㊏　11：00～ 13：30
■場所　のぞみの家駐車場（西法寺字諏訪野15-2）
　　　　※�駐車場は新岩手農業協同組合一戸支所

をご利用ください。
問地域活動支援センターのぞみ　☎ 32-2921

のぞみまつり　開催

　生活習慣病予防、介護予防のため運動習慣の定
着を目的に、ストックを使いながら歩くノルディッ
クウオーキングを行います。ぜひご参加ください。
■日時　10月 4日㊎　出発9：00　解散12：00
■内容
　�　花の丘公園から鳥越観音駐車場までバスで移動
し、千本桜までノルディックウオーキングします。
ゴール後は花の丘公園までバスで送迎します。
■参加料　200円（保険料）　■定員　先着 30人
■申込み　9月 30日㊊までに下記に申込み
■その他　飲み物、雨具持参
問地域包括支援センター　☎ 32-3700　内線 603

ノルディックウオーキングで健康づくり

　管内4市町村で構成する二戸地区広域行政事務組合
議会の10月定例会を開会します。ぜひ、傍聴ください。
■日時　10月 15日㊋　10：00～
■場所　同組合会議室
問同組合事務局　☎ 23-7772

二戸地区広域行政事務組合議会開会

　本年度、県および東北コンクールで金賞を受賞
し、全国大会に相当する東日本大会への出場を決
めた一戸中学校吹奏楽部による定期演奏会を開催
します。同校特設合唱部や九戸中学校吹奏楽部も
出演予定。全国レベルの演奏をご堪能ください。

■日時　10月 6日㊐　14：00開演
■場所　コミュニティセンター　ホール
■入場料　無料
問一戸中学校　☎ 33-3185

一戸中吹奏楽部　第 4回定期演奏会　開催

　シルバー人材センターに関する疑問にお答えし
ます。
■日時　10月 15日㊋　13：30～ 15：00
■場所　二戸パークホテル
問（公社）岩手県シルバー人材センター連合会
　☎ 019-621-8671

高齢者活躍人材確保育成事業
シルバー人材センター説明会　開催
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　「いちのへ秋の産業まつり」のフリーマーケット
出店者を募集します。団体での出店も可能です。
■日時　10 月 19日㊏、20日㊐
　　　　各 10：00～ 15：30
■場所　コミュニティセンター２階ギャラリー
■出店料　無料
■申込み　10月 7日㊊までに問合先に申込み
問商工観光課　☎ 33-2111　内線 263

「いちのへ秋の産業まつり」
フリーマーケット出店者募集

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入
金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給
者の生活を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。受け取りには請求書の提出が必
要となりますので、下記により手続きしてください。
■請求手続き
①平成 31年 4月 1日以前からの年金受給者
　�　対象者には、日本年金機構から請求手続きの
案内が９月上旬から順次届きますので、同封の
請求書（はがき）に記入の上、目隠しシールと
切手を貼り郵便ポストに投函してください。
②平成 31年 4月 2日以降からの年金受給者
　�　年金の請求手続きと併せて年金事務所または、
役場税務町民課で請求手続きをしてください。
問税務町民課　☎ 33-2111　内線 113
　給付金専用ダイヤル　☎ 0570-05-4092
　二戸年金事務所　☎ 23-4111

「年金生活者支援給付金制度」
請求手続きが始まります

　本年度中に下記の節目年齢を迎える人は、無料
で歯科健診を受診できます。心疾患や脳血管疾患、
糖尿病の悪化など、生活習慣病に大きく影響する
歯周病の予防にもなります。対象者には個別に受
診票を送付していますので、この機会に受診して
みてはいかがでしょうか。
■対象者　�本年度 30、40、50、60、70、76 歳

になる人
■実施期間　令和 2年 3月 31日㊋まで
■健診料金　無料（治療は有料）
■健診場所　二戸管内の歯科医療機関
　　　　　　※�上記以外の歯科医療機関で受診を希

望する人は下記までご連絡ください
問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 614

節目・高齢者の無料歯科健診を実施中

　受付期間を 10月 31日㊍まで延長します。設置
を検討している人は、早めに下記までお申込みく
ださい。来年度の受付開始は令和 2年 4月を予定
しています。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 227、228

町設置型浄化槽の受付期間を延長します

　⑶薬局などでの薬の調剤に使用するはかり
　⑷そのほか、取引や証明行為に使用するはかりなど
　※家庭用のはかりは含みません。

■その他
　・�検査当日は、はかりの種類に応じて現金での
手数料が必要です。

　・�今回、検査を受けられなかった事業者は計量
計測技術センター（盛岡市）で受検ください。

　・�検査の内容や手数料については、下記までご
連絡ください。

問商工観光課　☎ 33-2111　内線 264
　県商工労働観光部商工企画室管理部門
　☎019-629-5528
　ホームページ　http://www.pref.iwate.jp/

特定計量器定期検査を行います

　取引・証明に使用している特定計量器（はかり
やおもりなど）は２年に１回の定期検査の受検が
義務付けられています。
　検査は下記日程で行いますので、対象の事業者
は受検ください。※代検査を受ける事業者は受検
の必要はありません。

※�定期検査を受ける方へ町から郵送で事前調査を
しています。届いていない方や新規事業者はご
連絡ください。

■対象となるはかりの例　
　⑴商店で使用するはかり
　⑵学校や幼稚園などで体重測定に使用するはかり

実施日 時間 場所
10 月７日㊊ 13：00～ 15：00 奥中山地区公民館

８日㊋
10：00～ 12：00
13：00～ 15：30

役場（隣の車庫）

９日㊌ 10：00～ 11：30 小鳥谷地区公民館

検
定
認
印

取引や証明に使用できるはか
りには、左記の検定認印や基
準適合認印がついています。

基
準
適
合

認
印

人数、希望コース（第 3希望まで）、希望集合場所
を明記の上、問い合わせ先に申込み。
■その他
　・�参加無料（飲食費などは自己負担）
　・�詳細は岩手県のホームページをご
覧ください。申込用紙のダウン
ロードもできます。

問沿岸広域振興局復興推進課
　（〒 026-0043　岩手県釜石市新町 6-50）
　☎ 0193-27-5521　FAX0193-23-3472
　メール　bi0001@pref.iwate.jp

バスで巡る「いわて三陸復興見学会」開催

■日時（時間は盛岡駅の集合～解散時刻）
　①気仙コース　11月11日㊎　7：45～19：50
　②山田コース　11月19日㊏　8：30～18：00
　③釜石コース　11月10日㊐　7：30～18：30
■集合場所　盛岡駅バスターミナルほか
■見学場所
　高田松原津波復興祈念公園、各コース内の復興に関
する施設・現場など
■申込み
　10月 18日㊎までに申込用紙で申込み。または、
はがき、ＦＡＸ、メールで、氏名、住所、電話番号、

令和元年度　狂犬病予防巡回注射を実施　～犬の予防注射はお済みですか？～

■狂犬病予防法で飼い犬は必�
ず登録し、年に一度狂犬病予
防ワクチンの接種を行う義務
があります。
■首輪が抜けないようにしっ
かり犬に装着してください。
また、犬を押さえられる人が
来場してください。
■この日時に受けられない場
合は最寄りの動物病院で必ず
予防注射を受けてください。
問水環境課　☎ 33-2111
　　　　　　内線 226

10月5日㊏
鳥越・一戸・西法寺・岩舘・
高善寺・鳥海・楢山方面

時　間 場　所
9：00～ 9：05 鳥越橋
9：10～ 9：15 旧鳥越小学校
9：20～ 9：25 農協一戸地域野菜集荷場
9：30～ 9：35 旧一戸小学校
9：40～ 9：45 岩瀬橋そば
9：50～ 9：55 農協一戸支所
10：00～ 10：05 関屋太田踏切前
10：10～ 10：15 地域伝統交流館（岩舘）
10：20～ 10：30 一戸町役場駐車場
10：35～ 10：40 樋ノ口公民館
10：50～ 10：55 鳥海郵便局
11：05～ 11：10 土屋商店
11：25～ 11：30 小友ふれあいセンター
11：55～ 12：00 来田消防屯所

10月6日㊐
奥中山・女鹿・姉帯・小鳥谷・
平糠・中山・宇別方面

時　間 場　所
8：30～ 8：35 奥中山高原クリニック
8：45～ 8：50 袖ヶ沢公民館
9：10～ 9：15 女鹿舘公民館
9：35～ 9：40 慶寿園入口
9：45～ 9：50 野中消防屯所
　9：55～ 10：00 小鳥谷地区公民館
10：05～ 10：10 中村忠悦様宅前
10：25～ 10：30 大志田橋そば
10：40～ 10：45 軽井沢プラザ
10：50～ 10：55 上山勘一様宅前
11：00～ 11：05 農協奥中山支所
11：15～ 11：20 旧摺糠小学校
11：25～ 11：30 佐古牧場
11：35～ 11：40 旧宇別小学校
11：50～ 11：55 宇別大平地区
12：15～ 12：20 関口動物病院

■注射料金　3,100円
※�新規登録は 3,000 円の
手数料が別途加算。

おつりが出ないように用意を
お願いします。

　【総合保健福祉センター、小鳥谷支所、奥中山支所】
　　10月１日～ 12月 27日（平日のみ）
■販売時間
　平　日　9：00～ 16：30
　土曜日　9：00～ 15：00※税務町民課のみ
■商品券を使用できる期間
　10月１日～令和２年３月 10日
■商品券取扱店舗
　・店頭ポスター、町ホームページなどで確認
　・�取扱店舗は随時募集しますので商工観光課へ
申請してください。

問【購入引換券の申請に関する問い合わせ】
　　健康福祉課　☎ 32-3700　内線 602
問【商品券の購入・取扱店舗に関する問い合わせ】
　　商工観光課　☎ 33-2111　内線 262

お得なプレミアム付商品券を販売します！

　25％お得なプレミアム付商品券「わくわくお買
い物券」を販売します。購入には引換券が必要です。
対象と思われる人はお早めに申請してください。
■対象
　① �2019 年度町・県民税が非課税の人（要申請。課

税者と生計をともにする人、生活保護費受給者は
対象外）。

　② �2016 年４月２日から 2019 年９月 30 日までに
子どもが生まれた世帯（申請不要。該当世帯には
９月下旬から随時、購入引換券を発送します）。

■申請期限　令和元年 11月 29日㊎
■販売場所・期間
　【税務町民課】
　　10月１日～２月１日の平日および、下記の土曜日
　　10月５日、11月２日、12月７日、１月11日、２月１日


