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胃がん無料検診を実施

　⑦腎臓疾患・心臓疾患などで水分制限をしている方、

　⑧２日（検査前日・前々日）以上便通がない方（便

　通が改善された場合は検査可）、⑨検査に対して、体

　力的に不安のある方、⑩飲食でむせやすい方

■受付時間　６：30 ～９：00（各会場とも６：00 開場）

■その他

　・持病のある方は、受診前に主治医に相談ください。

　・当日の体調により、受診できない場合があります。

　・下記日程内に限り、指定日以外でも受診できます。

　　（事前連絡は不要です）。

問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 608

　胃がん検診を実施します。申込者には受検票を配付して

いますので、忘れずに受診ください。そのほかに、対象者

で受診を希望する方は事前に右記までご連絡ください。

■対象者　平成 30 年 4 月 1 日時点で 35 歳以上の町民

■受診できない方

　　①現在、妊娠中または妊娠している可能性のある

　方、②胃・十二指腸の切除手術をした方、③胃疾患

　で定期的に検査を受けている方、④腸閉塞・腸管憩

　室炎を起こした方、⑤バリウムによるアレルギー反

　応を起こした方（発疹・かゆみ・息苦しさなど）、⑥

　バリウムによる気管支炎・肺炎で治療を受けた方、　

月日 場所 対象地区

７月 18 日㈫ 姉帯多目的集会施設 姉帯・面岸地区

19 日㈬ 小鳥谷地区公民館 小鳥谷地区（小性堂、野中、穴久保女ヶ沢、野里）、平糠地区、小繋地区、女鹿地区（蛇ノ島）

20 日㈭ 同上 小鳥谷地区（川又、中屋敷、下仁昌寺、上仁昌寺、居也中村、道地駒木、高屋敷若子内）

21 日㈮ 翔遊館 鳥海地区

24 日㈪ 総合保健福祉センター 一戸地区（北舘、袋町）、女鹿地区、西法寺地区（女鹿口）、根反地区

27 日㈭ 奥中山地区公民館 奥中山地区（奥中山１・２、摺糠、宇別、軽井沢）

28 日㈮ 同上 奥中山地区（奥中山３・４、旧中山、釜石、二戸郷、日蓄、岳川、豊ヶ岡、上下田子、袖ヶ沢）

８月３日㈭

総合保健福祉センター

一戸地区（野田坂、野田、中道、永代町、中田、樋ノ口、小滝）、西法寺地区（駅前、諏訪野）

４日㈮ 西法寺地区（西法寺、稲荷、関屋、元諏訪野）

５日㈯ 鳥越地区、楢山・来田地区、岩舘地区

６日㈰ 一戸地区（越田橋、八幡町、小井田、下町、横町、中町、上町、向町）

◎日程表

高齢者肺炎球菌の予防接種費用の一部を助成

　　過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがあ

　　る方は対象外となります。

■医療機関（町内のみ）

　　松井内科医院、いちのへ内科クリニック、小鳥谷

　診療所、奥中山高原クリニック、県立一戸病院

■実施期限　平成 30 年３月 31 日㈯

■公費負担　5,000 円

　※医療機関での接種料金との差額が自己負担となり

　　ます。ただし、生活保護受給者は無料になります。

■接種時の持ち物　予診票、健康手帳、自己負担金

　　接種を希望する方は、下記に申し込みください。

問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 613、614

　肺炎球菌による肺炎は高齢者では症状が重くなりやす

く、死亡率も高くなっています。費用の一部を助成しま

すので、この機会にぜひ予防接種を受けましょう。

■対象者

　①平成 29 年度に 65、70、75、80、85、90、95、100

　　歳となる方

　② 60 歳から 65 歳未満の方で心臓や腎臓、呼吸器の

　　機能に自己の日常生活活動が極度に制限される程

　　度の障がいや、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

　　の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障が

　　いがある方

　※対象者には、すでに個別通知しています。ただし、

　こころの病気などで通院している方を対象にデイケ

アを開催します。外に出る機会を増やし、ほかの人と

のレクリエーション、料理、散策などの交流を図りな

がら、こころのリフレッシュができる場です。

■日時　７月４日㈫　10：00 ～ 13：00 （第１回）

■内容　総合保健福祉センター

■内容　七夕会、創作活動　■参加費　500 円

　　申込方法や内容は下記まで問い合わせください。

問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 619

デイケア（つくし会）を開催

　県民生活センターでは、交通事故に関する巡回相談

を行っています。専任相談員が自賠責保険等請求、賠

償額計算、示談の進め方などの相談に応じます。

■日時　８月１日㈫　13：00 ～ 15：00

■場所　二戸消費生活センター

問二戸消費生活センター　☎ 23-5800

交通事故巡回相談を実施

　地域の皆さんに楽しんでいただきたいという願いを

込め、一戸高校総合学科の各系列の特色を生かしたア

ンテナショップを出店します。ぜひ、お越しください。

■日時　７月 11 日㈫　13：00 ～ 14：30

　　　　８月 31 日㈭　12：00 ～ 14：00

　　　　９月 21 日㈭　12：00 ～ 14：00

■場所　高善寺字野田９－１

　　　　（のだトーイセンター向い）

■内容　

　・農業選択者による石窯ピザ体験や農産物販売

　・介護・福祉系列による足浴やマッサージ

　・音楽選択者による「音魂ライブ」

　　　７月 11 日㈫ 14：00 ～ 14：30

　・家庭科によるプチカフェ

　　（無料試食会、子供・高齢者ふれあい広場）

　※日時や天候により、内容の変更や中止の場合があ

　　ります。詳しくは下記まで問い合わせください。

問岩手県立一戸高等学校　☎ 33-3042

一戸高校がアンテナショップを出店

■日時　７月９日㈰　10：30 ～ 12：00

■場所　馬淵川公園駐車場（二戸市） ■参加費　1,000 円

問わんこの会　☎ 23-8257

愛犬のしつけ教室を開催

　二戸高等技術専門校では、体験コーナーをメインと

した学校公開を実施します。

　建築科では、県内唯一の在校生が建てた模擬家屋の

構造見学、自動車システム科では自動ブレーキの試乗

体験などを公開します。

■日時　７月２日㈰　13：00 ～ 16：00

■場所　二戸高等技術専門校

　　　　（二戸市石切所字上野々 92 － 1）

■その他　上履きを持参ください。

問二戸高等技術専門校　☎ 23-2227

二戸高等技術専門校で学校公開

　奥中山将棋クラブ主催の第１回将棋大会（後援 日本

将棋連盟岩手県北支部）を開催します。経験者、初心

者問わずご参加ください。

■日時　７月２日㈰　13：00 ～

■場所　奥中山地区公民館

■参加費　無料（当日申込）

問同クラブ代表（久保）☎ 090-6785-9305

第１回奥中山将棋クラブ将棋大会

　くらしの相談窓口では、生活の困りごと（就職が決ま

らない、家賃が払えないなど）の出張相談会を開催します。

■日時　７月７日㈮　10：00 ～ 12：00

■場所　総合保健福祉センター

問くらしの相談窓口（二戸市社会福祉協議会）　☎ 43-3588

「くらしの相談窓口」の出張相談会

　一戸高校出身者の同窓会を開催します。一緒に思い

出話に華を咲かせませんか。世代を問わず、皆さんの

ご参加をお待ちしています、

■日時　７月 14 日㈮　18：00 ～

■場所　町民文化センター

■会費　2,000 円

問岩手県立一戸高等学校　☎ 33-3042

一戸高校同窓会を開催

　二戸警察署では、高齢運転者の安全運転・交通事故

を防止するため、ドライブレコーダーを貸し出し、そ

の映像を活用した個別の交通安全指導を行います。

■対象　日常的に車を運転する 75 歳以上の高齢者

　　　　※安全指導には、家族の同席可能

　詳しくは下記へ問い合わせください。

問二戸警察署　☎ 29-0110

高齢運転者向けの安全指導を実施
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　国民年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間）

が「25 年」から「10 年」に短縮されることになりました。

　日本年金機構から、対象となる方に A4 の黄色い封

筒（年金請求書）を送付しています。封筒が届いた方は、

早めの手続きをお願いします。

　制度内容や手続方法については、下記まで問い合わ

せください。

■制度開始日（最も早い年金のお支払いは 10 月です）

　８月１日㈫

　※制度開始前にも、手続きを受け付けています。

問二戸年金事務所　☎ 23-4111（年金ダイヤル 0570-05-1165）

　税務町民課　☎ 33-2111　内線 113

年金の手続き漏れはありませんか

くらし安全安心だより～アダルトサイトにアクセスしたらカメラのシャッター音が！～

　　の「シャッター音」を鳴らすことにより、消費者

　　の不安をあおり、登録料などを請求するケースが

　　あります。

　▷シャッター音がしても、スマートフォンのカメラ

　　機能が使われたり、写真が業者に流出することは

　　ありません。慌てて業者に連絡しないでください。

　※二戸消費生活センターでは、消費生活に関するト

　　ラブルや多重債務などの相談に応じています。一

　　人で悩まずに、ぜひご相談ください。

問二戸消費生活センター　☎ 23-5800

■相談事例（中学生・女性）

　　友達とスマートフォンでいろんなサイトを見てい

　たらアダルトサイトにつながり、シャッター音がし

　た。請求画面が表示され、高額な金額を請求された。

　ネットで調べたところ、「シャッター音が鳴ったら、

　カメラで撮影されるだけでなく、いろいろな情報が

　流出してしまう」と書かれていたので不安になった。

【アドバイス】

　▷アダルトサイトに関する相談が多く寄せられてお

　　り、中にはサイトにアクセスすると同時にカメラ

有害鳥獣に対する電気柵の設置を補助

■申請方法

　　施工前に補助金交付申請書、見積書、設置予定場

　所の写真を下記まで提出してください。

■注意点

　①家庭用電源から直接電気柵に電気を供給すること

　　は危険ですので、絶対にやめてください。

　②電源は必ず、電気柵用の電源装置を使用してください。

　③漏電遮断器やスイッチを設置してください。

　④人が見やすいように適切な位置や間隔、文字で危

　　険であることの表示をしてください。

問水環境課　☎ 33-2111　内線 226

　町では、個人が有害鳥獣による農業被害を防ぐため

の電気柵などを設置する際にかかる経費を補助します。

■対象者

　①町内に農地を有する、または町内の農地で継続的

　　に農産物を生産している方。もしくは、町内に住

　　所を有する個人で、隣接市町村の区域内にある農

　　地において継続的に農産物を生産している方。

　②町税などを滞納していない方。

■対象経費

　　電気柵、防護柵、防護網の購入や設置にかかる費

　用の２分の１（上限 10 万円）

　毎年７月は医療費助成制度の更新時期です。更新手

続は自動更新ですが、資格確認などの必要な方は医療

費受給者証更新申請書の提出が必要です。手続きを忘

れると８月以降に受給できなくなります。

　更新申請の必要な方には文書でご案内しますので、

忘れずに手続きしましょう。

■受付日　７月３日㈪～ 14 日㈮まで

■場所　下記の窓口または各支所

■対象　乳幼児、児童生徒等、ひとり親家庭、重度心

　　　　身障害者、寡婦　※妊産婦は更新手続きがあ

りません。

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 116

医療費助成の更新を忘れずに

　７月 17 日㈪の海の日は、一戸地区（一戸、高善寺、

西法寺区域）の燃えるごみと生ごみ限定で早朝収集（６

時 30 分まで）を実施します。資源ごみは集めません。

　なお、午前中は二戸地区クリーンセンター（☎ 25-

5660）へ家庭ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗

大ごみ）の持ち込みができます。

問水環境課　☎ 33-2111　内線 226

海の日のごみ収集について

　空き家実態を把握することを目的として、現地調査

を実施します。身分証明書を携行した調査員が巡回し

ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■業務名　一戸町空き家実態調査業務

■調査期間　７月中　■調査内容　家屋の外観調査

■調査員　株式会社パスコおよび協力業者

問地域整備課　☎ 33-2111　内線 281

空き家の実態調査（現地調査）を実施

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集

■農地利用最適化推進委員の推薦・応募方法

　▷提出方法

　　　推薦書または応募書に必要事項を記入の上、提

　　出ください。

　▷提出期間　６月 26 日㈪～７月 31 日㈪

　▷定員　９人　▷提出先　農業委員会

　※各様式については、町ホームページをご覧いただ

　　くか、農林課窓口で配布しています。

　　なお、一戸町の農業委員および農地利用最適化推

　進委員の両方に推薦を受けること、または応募する

　ことができます（ただし、両方の委員にはなること

　はできません）。

　　農業委員については農林課まで、農地利用最適化推

　進員については農業委員会まで問い合わせください。

問農林課　☎ 33-2111　内線 252

　農業委員会　☎ 33-2111　内線 271

　町の農業発展・推進に熱意のある方の推薦と応募を

募集します。

○農業委員の選出方法が変更されます

　　地域農業者や農業団体などからの推薦、または公

　募があった候補者から町長が議会の同意を得て、任

　命する方法へ変更となります。

○農地利用最適化推進委員が新設されることとなります

　　農業委員会では、農業者などからの推薦や公募が

　あった候補者から担当区域を指定して農地利用最適

　化推進委員に委嘱します。

■農業委員の推薦・応募方法

　▷提出方法

　　　推薦書または応募書に必要事項を記入の上、提

　　出ください。

　▷提出期間　６月 26 日㈪～７月 31 日㈪

　▷定員　９人　▷提出先　農林課

　一戸まつりで行う一戸音頭流し踊りへ皆さんの参加

をお待ちしています。個人での参加もできますので、

下記まで問い合わせください。

■日時　８月 26 日㈯　18：05 ～　※荒天時中止

■場所　アキヤマビル前～広全寺入口

■対象

　町内各団体や事業所、そのほか参加を希望する方

■申込期限　７月 24 日㈪

問一戸まつり実行委員会　☎ 33-2111　内線 264

一戸まつり一戸音頭流し踊り
参加者を募集

■日時　７月 14 日㈮～ 16 日㈰　９：00 ～ 17：00

■場所　コミュニティセンター　ホール

■規定　①部門　洋画、日本画、水墨画、彫刻、デザイン、

　　　　　　　　書道、版画、写真、陶芸、工芸

　　　　②応募点数　１人３点以内、作品規格はなし

　　　　③出品料　１点の場合は 1,000 円、１点増え

　　　　　　　　　 るごとに 500 円増加

■申込期限　６月 30 日㈮

　※申込書を下記住所へ送付ください。

　　門
も ん ま

馬 登　〒 028-5312　一戸字樋ノ口 72　☎ 33-2778

問一戸町文化協会　☎ 31-1400

第 25回県北一戸美術展の作品を募集

【視聴覚室】

■絵画教室

　▷日時　７月９日㈰　９：00 ～

■カラオケ倶楽部

　▷日時　７月 12 日㈬　13：00 ～

■童謡・唱歌を楽しむ会

　▷日時　７月 19 日㈬　13：30 ～

【ホール】

■一戸町合併 60周年記念

　～オーケストラと歌うコンサート～

　　東京多摩交響楽団や町内の児童生徒、合唱団が出

　演します。（入場無料）

　▷日時　７月５日㈬　開場 13：30

　　　　　　　　　　　開演 14：00

問コミュニティセンター　☎ 31-1400

コミュニティーセンターのイベント

　平成 29 年度から国民健康保険加入者の医療費通知は

郵送でお送りしています。不明な点などありましたら、

下記まで問い合わせください。

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 115

国保の医療費通知を郵送します


