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休日開庁のお知らせ（8月）
【マイナンバーカード交付窓口】　■日時　8月 6日㈯、14日㈰　9:30 ～ 12:30
　　　　　　　　　　　　　　　■場所　町民課　　　問町民課　総合窓口係　☎ 33-2111　内線 114

お盆期間中のごみ収集　早朝収集は朝 6:30 までに
　8月の祝日およびお盆期間中のごみ収集は右表
のとおりです。
　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（粗大ごみ以外は 30 円 /10㌔、粗大ごみは
100円 /10㌔）。例年、お盆期間中はごみが多くな
りますので分別にご協力ください。
※�果物や野菜は細かく切ってから捨ててください。
※�お盆期間中はごみ収集作業の妨げになりますの
で、ごみ収集ボックス付近へ駐車をしないよう、
ご協力をお願いします。
問町民課　生活環境係　☎ 33-2111　内線 126

月日 収集 クリーンセンター

8月11日㈭
（祝日）

休み
※一戸地区は生ごみを回収

します。
休み

13日㈯
早朝収集

収集するごみの種類は普段
どおりです。

休み

14日㈰ 休み 休み

15日㈪

早朝収集
収集するごみの種類は普段
どおりです。※一戸地区は
生ごみを回収します。

8:45 ～ 12:00

16日㈫
早朝収集

収集するごみの種類は普段
どおりです。

8:45 ～ 12:00

　厚生労働省では、7月 31日現在で、常用労働者
を 1～ 4人雇用している小規模事業所を対象に、
毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
　町では、8月から 9月にかけて向町地区と砂森
地区の対象事業所に調査員が訪問しますので、ご
協力をお願いします。
問�県ふるさと振興部調査統計課　☎ 019-629-5306

毎月勤労統計調査にご協力を

国家を守る、公務員　令和 5年 3月～ 4月採用の自衛官募集
　詳細は、問い合わせ先へ確認してください。
問�自衛隊岩手地方協力本部二戸地域事務所
　☎ 23-2529

　防衛省では、令和 5年 3月下旬から 4月上旬に
入隊予定の自衛官を募集します。各種目によって
受付期間や試験日、応募資格などが異なります。

種目 受付期間 試験日 応募資格

航空学生
海上 7月 1日㈮～

9月 8日㈭ 9月19日㈪
高卒（見込含む）23歳未満

航空 高卒（見込含む）21歳未満

一般曹候補生 7月 1日㈮～
9月 5日㈪

9月15日㈭～
9月18日㈰

（いずれか1日） 18歳以上 33歳未満

自衛官候補生 随時 随時

■運休期間　8月 13日㈯～ 16日㈫
　※�期間中、県北バスは休日ダイヤで運行します。
　※�路線バス根反線・平糠線（旧町民バス）の代
替運行はお休みです。

問一戸町デマンド交通　☎ 33-3000

「いくべ号」はお盆期間、
運休します

　一戸野球スポーツ少年団では、現在団員を募集
しています。
　入団希望者を対象に下記のとおり体験説明会
を行います。
■日時　8月 3日㈬　18:00 ～ 20:00
■場所　一戸小学校グラウンド
■対象　町内の小学 1年生～ 5年生
■申込み　不要
■その他
　�　当日は動きやすい服装で、飲み物を持参し
てください。
　�　体験会参加者へ入団を強制するものではあ
りませんので、気軽に参加してください。

問一戸町野球スポーツ少年団　小野寺
　☎ 080-1818-6580

一戸野球スポーツ少年団
体験説明会開催

総合計画町民アンケート協力のお願い
　町内在住者 1,200 人（無作為抽出）を対象に、
総合計画策定にかかるアンケート調査を実施しま
す。令和 5年度から 4年間の町の取組をまとめる
総合計画後期基本計画策定の基礎資料となる大切

な調査です。
　アンケートが届いた際は調査への協力をお願い
します。
問政策企画課　☎ 33-2111　内線 214

農業者の営農継続を支援します
一戸町農業生産費高騰対策事業費補助金

　町では、コロナ禍において原油価格の高騰や円
安の影響などにより、農業生産資材の価格が高騰
していることから、農業者の営農継続を支援する
ため、農業者に対し補助金を交付します。
■対象者（①②両方に該当すること）
①�町内に住所を有すること（法人は町内に事務所
または事業所を有すること）。

②�令和 3年分の農業所得申告をし、令和 4年以降
も継続して営農する意思があること。

■補助対象経費
　令和 3年中に支出した農業生産費のうち肥料費、
飼料費および動力光熱費の合計額
　※�補助対象経費が 285,715 円未満の場合は補助
金は交付されません。

■補助金額
　補助対象経費に 7%（高騰割合）を乗じた額の 2
分の 1以内の額（千円未満の端数は切り捨て）
　下限額　1万円　上限額　175万円

■必要書類
①�令和 3年中に支出した補助対象経
費が確認できる書類の写し（青色
申告決算書、収支内訳書の写しな
ど）

②�本人確認書類の写し（個人の場合は運転免許証
などの写し、法人の場合は登記事項証明書など
の写し）

③�振込先口座の確認できる書類の写し（預金通帳
の写しなど）

■申請期間
　8月 1日㈪～ 10月 31日㈪
■申請手続き
・�下記日程で申請受付会を開催しますので、印鑑と
必要書類を持参のうえ、申請してください。

・�受付会に来られない場合は、申請期間内に役場農
林課または各地区センターで申請してください。
問農林課　☎ 33-2111　内線 252、255
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会場 月日 時間
奥中山地区センター 8月 1日㈪～ 2日㈫

10:00～ 16:00小鳥谷地区センター 8月 3日㈬
翔遊館 8月 4日㈭
一戸町役場　1階会議室 8月 5日㈮ 9:00～ 20:00
一戸町役場　1階町民ホール 8月 6日㈯～ 7日㈰ 9:00～ 16:00

◎申請受付会日程
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　夏から秋にかけて、御所野の里山の植生を観察
します。現地を観察しながら、これからどのよう
な里山にしたらよいか、皆さんと一緒に考えてい
きます。
■日時　① 7月 31日㈰、② 8月 21日㈰、
　　　　③ 9月 18日㈰、④ 10月 16日㈰
　　　　各日 9:30 ～ 12:00
　　　　雨天の場合は翌月に延期、小雨決行
■集合場所　①③御所野縄文博物館駐車場
　　　　　　②④御所野縄文博物館入口
■募集人員　�10 人程度（参加無料）
■申込み　�問い合わせ先に電話で申し込み
　　　　　（受付 18:00 ～ 21:00）
■その他　�　ささやぶや足元の悪い場所にも入り

ますので、長靴・長袖の上着・手袋を
用意してください。

問地域おこし協力隊　本
ほん ご う

江　☎ 090-8517-8318

豊かな自然に触れる
御所野縄文の里山観察会のお誘い

町では、大人の風しん予防接種費用の一部を助成します
　妊婦が風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風
しん症候群という病気になってしまうことがあり
ます。赤ちゃんを守るためにも、大人も予防接種
を受けることをお勧めします。
■対象者
　町内に住所を有する風しん抗体価が低い人で、次
のいずれかに該当する人。ただし、風しんの第 5
期予防接種クーポン券を持っている男性は対象外。
　①妊娠を予定している女性
　②�『風しん抗体価が低い、妊娠を予定している
女性』の配偶者および同居者

　③�『風しん抗体価が低い妊婦』の配偶者および
同居者

■助成対象期間
　令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日
■助成額（どちらか一方、一人 1回のみ）
　・麻しん風しん混合ワクチン　上限 5,000 円
　・風しん単抗原ワクチン　　　上限 3,000 円
　※生活保護世帯は、費用の全額を助成します。

■助成までの流れ
　①�接種を希望する医療機関で予防接種を受け、
費用を全額支払う。

　②申請場所で払い戻しの手続きをする。
■申請場所　総合保健福祉センター
■申請期限　令和 5年 3月 31日まで
■申請時の持ち物
　・�接種費用が記載された領収書
　・�預金通帳など、振込先が分かるもの（申請者
名義のもの）

　・�予防接種名および接種を受けた日、医療機関
名が記載されたもの（接種済証、母子健康手帳、
予診票の写しなど）

　・�接種者本人の風しん抗体価が分かるもの（母
子手帳、風しん抗体検査結果など）

　・�対象者②③は、『風しん抗体価が低い、妊娠を
予定している女性または妊婦』の抗体価が分
かるもの

問健康子ども課　保健班　☎ 32-3700　内線 619

　県では、帰省シーズンのお盆に県外から帰省す
る人へ『Ｕターン・移住』をＰＲする取組を実施
します。ＪＲ盛岡駅の移住相談ブースで、Ｕター
ンに関する支援制度を紹介し、Uターンにまつわ
る様々な悩みや相談を受けます。
　この夏は、家族、友人と一緒に『Ｕターン・移住』
を考えてみませんか？帰省を検討している県外の
家族などにもお知らせください。
■期間　8月 10日㈬～ 16日㈫
■場所　�盛岡駅ビルフェザン
問県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
　移住定住推進担当　☎ 019-629-5588

この夏帰省する家族、友人に
『いわてのUターン・移住』のススメ

　8月 10日の『道の日』に合わせて、町内の古道
『奥州街道』をウォーキング（約 2㌔ 1時間程度）し、
御所野縄文公園を見学します。
■日時　8月 10日㈬　10:00 ～ 14:00
　　　　※ �9:40 までに二戸地区合同庁舎に集合し

てください。バスで移動し、解散予定
は 14:00 です。

■定員　先着 25人（参加無料）
■申込み　�7 月 25 日㈪以降の平日 9:00 ～ 17:00

に、問い合わせ先に電話で申し込み
■その他
　・�昼食、雨具、水分補給用の飲み物、マスクを
各自用意してください。

　・�御所野縄文博物館の入館希望者は入館料が必
要です。

問県北広域振興局土木部　土木技術企画グループ
　☎ 0194-66-9687

道の日ウォーキング
奥州街道　温故知新の道を歩こう！

　町では、令和 4年度の成人式を下記日程で開催
します。対象者には、案内の手紙と出欠確認の返
信用はがきを発送しています。
　手紙が届かない場合や不明な点は、下記に連絡
してください。
■日時　8月 15日㈪　受付　9:45
　　　　　　　　　　 式典　10:30
■場所　コミュニティセンター
■対象者　�町内在住、または町内中学校卒業生で、

平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月
1日生まれの人

問生涯学習・協働推進課　☎ 33-2111　内線 514

令和 4年度
一戸町成人式～ 20歳のつどい～

県では、風しん抗体検査費用を助成します
■対象者
　県内 (盛岡市内を除く )に居住し、次のいずれか
に該当する人。ただし、風しんにおける抗体検査
券を持っている男性は対象外。
　①妊娠を予定している女性
　②�『風しん抗体価が低い、妊娠を予定している
女性』の配偶者および同居者

　③��『風しん抗体価が低い妊婦』の配偶者および
同居者

■期間　令和 5年 3月 31日まで
■検査費用　無料
■検査方法
　医療機関ごとに異なるので、県保
健福祉部医療政策室のホームページで実施医療機
関を確認し、希望する医療機関に問い合わせてく
ださい。
問県保健福祉部医療政策室　感染症担当
　☎ 019-629-5417
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一戸町初の『子ども食堂』開催と募金のお願い
　子ども食堂とは、子どもたちに無料で食事を提
供するコミュニティの場で、一戸町では初の開催
になります。当日は工作などのコーナーも設ける
予定ですので、気軽に参加してください。
　今後は町内の他地区でも開催を目指しています。
運営経費に充てるため募金活動も行いますのでご
協力をお願いします。
■日時　8月 9日㈫　10:00 ～ 14:00
　　　　（食事提供は 11:30 ～）
■場所　一戸地区センター　大会議室
■料金　高校生以下無料、大人 300円

■定員　20人
■申込み　�7 月 25日㈪までに問い合わせ先に電話

で申し込み
　　　　　（定員に満たない場合は当日参加も可）
■募金箱設置場所
　町立図書館、総合保健福祉センター、奥中山地
区センター
■主催
　・カシオペア子どもの居場所づくり「おいでよ」
　・オレンジカフェさくらの会
問カシオペア障連　☎ 23-6608

低所得の子育て世帯を支援　特別給付金（ひとり親世帯以外分）を支給
　食費などの物価高騰などに直面する低所得の子
育て世帯（ひとり親世帯以外）に対し、特別給付
金を支給します。
■対象者
　次の①②両方に該当する人（ひとり親世帯分の
給付金を受け取った人を除く）
　①�子どもが令和４年 3月 31日時点で 18歳未満
（障がいがある場合は 20歳未満）の養育者

　②�令和 4年度の住民税均等割が非課税の人、ま
たは新型コロナウイルス感染症の影響で家計
が急変し、同様の事情にあると認められる人

■支給手続き
　4月分の児童手当または特別児童
扶養手当の受給者で住民税均等割が
非課税の人は申請不要です。
　上記以外の人は申請が必要です。
　申請書と申立書のほか、状況により必要な添付
書類がありますので、詳しくは下記へ問い合わせ
てください。
■給付額　対象の子ども 1人あたり 5万円
■申請期限　令和 5年 2月 28日㈫
問健康子ども課　児童班　☎ 32-3700　内線 617
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