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止まった時間が動き出す
新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限され
ていた部活動。
練習試合も解禁され、
町営球場には野球
を楽しむ球児の姿がありました。
（関連記事７ページ）

６月の主な内容
●Ｐ２
●Ｐ５
●Ｐ８
●Ｐ 11

新しい生活様式
６月議会定例会
保健だより
地域住民活動情報

●Ｐ４
●Ｐ６
●Ｐ 10
●Ｐ 13

すまいの補助金
まちの話題「ＳＵＭＩＴＡうおっちんぐ」
マナビィ通信
お知らせ ほか

新型コロナウイルス感染症Ｑ＆Ａ

一人ひとりができることをやっていく
ひとりはみんなのために
～ひとりはみんなのために
みんなはひとりために～
みんなはひとりために

５月 29 日に行政連絡員を通じて配布した「世帯」の影響等に関するアンケートへのご協力ありが
とうございました。以下、記載いただいた中から主なものをまとめましたので参考にしてください。

Ａ . ＰＣＲ検査の結果、感染が確認された場合
は専門医の指示に従ってください。基本的に
は入院治療となりますが、軽症などの場合は
宿泊施設などでの療養となります。（県でも
確保していますが、プライバシー保護の観点
から非公表としています）
もし入院や宿泊療養をする方で、家族に要
介護者や障がい者、子どもなどがいる場合は、
ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談
所などと連携し必要な支援などが受けられま
すので保健福祉課までご相談ください。
医療機関に入院した場合、発熱などの症状
が出現してから 14 日間が経過し、かつ、発
熱などの症状が軽快してから、72 時間が経
過すれば退院が可能となります。

Ｑ . 感染が疑われる場合はどうしたらよいか
Ａ . まずは、毎日体温を測定し記録しておきましょ
う。また、発熱などの風邪症状が見られる時は、
学校や会社を休み外出を控えましょう。
■相談や受診の目安
次のいずれかの場合は、すぐに帰国者・接触者
相談センターにご相談ください。（症状には個人
差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに
相談してください）
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）
、
高熱などの強い症状のいずれかがある場合
・高齢者や基礎疾患がある方、妊婦の方で発熱
せき
や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・これら以外の方で、発熱や咳など比較的軽い
風邪の症状が続く場合（４日以上続く場合は必
ず相談してください）

（ 3 ） 令和２年６月 25 日 広報すみた

★問い合わせ
（感染が疑われる症状がある方）
●帰国者・接触者相談センター
☎019-651-3175 24時間
（土日祝日含）
（感染症以外を含む全般的な相談）
●県相談窓口
☎019-629-6085 ９時～21時
（土日祝日含）
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▲新しい生活様式の実践例

今までにはなかった生活
スタイルで、馴染みがない
ものもあるでしょうが、一
日も早く当たり前の日常を
取り戻すため「新しい生活
様式」を実践しましょう。
一人で抱え込まず互いに
声をかけ合い、一人ひとり
が思いやりを持ち、町民一
丸となってこの難局を乗り
越えましょう。
★問い合わせ
町保健福祉課 健康推進係
☎
３
- ８６２

Ａ . 現状、ＰＣＲ検査は誰でも受けられるものでは
ありません。帰国者・接触者相談センターに電話
で相談した結果、感染が疑われる場合は「帰国者・
接触者外来」を紹介され、受診し必要に応じて受
けることができます。また、
「帰国者・接触者外来」
の他、かかりつけ医の診察により検査が必要と
なった場合は、各圏域に設置されている「地域外
来・ＰＣＲ検査センター」を紹介され、検査を受
ける流れになります。気仙圏域では７月中に地域
外来・ＰＣＲ検査センター設置に向けて準備を進
めています。
なお、開設場所は住民の混乱を招かないよう非
公表としています。

Ａ .■避難所における過密状態の防止
自然災害などにより避難所が開設された場
合でも、
ハザードマップなどを確認し、
自宅の
安全が確保されるときは在宅避難を、
また、
親
戚や知人宅が安全な場所にある場合は、そち
らへの避難を検討してください。
なお、
町では、
避難所における感染症対策と
して、
間仕切りや衛生用品の整備を進めてい
ますので、避難の際は、
施設内の衛生管理の徹
底にご協力ください。
■避難する際に持参をお願いしたいもの
マスク、消毒液、
体温計を持参してくださ
い。
また、
食料や飲料水、
保険証、
診察券、
必要
な薬、
お薬手帳、
衛生用品
（オムツなど）、多少
の着替え、
上履きなども準備してください。

新しい生活様式の実践

楽・スポーツ、公共交通機
関の利用、食事、冠婚葬祭
といった親族行事など日常
生活の各場面においても示
されています。
一人ひとりが日常生活の
中で「新しい生活様式」を
心がけることで、新型コロ
ナウイルス感染症をはじめ
とする各種感染症を防ぐこ
とができ、ご自身のみなら
ず、大事な家族や友人、隣
人の命を守ることにつなが
ります。

Ｑ . ＰＣＲ検査はどこで受けられるのか

Ｑ . この状況で災害時の避難所対応は

今後取り入れていただきたい

４月７日、全国に緊急事
態宣言が発令された新型コ
ロナウイルス感染症。６月
日時点で、世界の感染者
数は約７９０万人、死者数
は 万人を超え、国内での
感 染 者 数 は 約 １ 万 ７ 千 人、
死者数は９００人を超えて
います。その中、国内で唯
一感染者が確認されていな
いのが岩手県です。
５月 日に緊急事態宣言
は解除されたものの、第二
波、第三波を引き起こさな
いように感染対策に引き続
きご協力をお願いします。

Ａ .「３つの密」を避け「人と人との距離の確保」
「マ
スクの着用」「手洗い・手指消毒」の基本的感染
対策や感染が流行している地域への移動を控える
などの点に注意してください。

新しい生活様式の実践

Ｑ . 感染したときの対応はどうすればよいか

「新しい生活様式」とは、
感染拡大防止と社会経済活
動維持の両立を目指すため
ひまつ
の対策で、日常の中で飛沫
感染や接触感染を防ぐため
の具体例がまとめられてい
ます。
具体的には、人との身体
的距離をとること、マスク
をすること、手洗いをする
ことなどの感染防止の基本
が重要です。また、感染が
流行している地域との往来
に注意するなど移動に関す
る感染対策や、買い物、娯

Ｑ . 感染しないための予防はどうしたらよいか
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広報すみた 令和２年６月 25 日（ 2 ）

838,000円

木造住宅耐震改修工事
助成事業費補助金
★補助対象
昭和 年５月 日以前に
着工された木造住宅のうち
耐震診断を受け改修が必要
とされ、工事した経費
※耐震診断を受ける費用に
も別途補助金があります。
★補助金額
費用の２分の１
※ただし、上限 万円

飲料水供給施設
整備事業費補助金
★補助対象
自家水道組合が整備する
飲料水供給施設の新設・更
新または補修
★補助金額
費用の２分の１以内の額
※一戸あたりの負担額が
万円を超える場合は補助
率が変動します。
★問い合わせ
建設課
住宅係または上下水道係
☎
２
- １１５

Ｕターン・移住加算

Ｕターン・移住加算

50 万円

50 万円
子育て世帯加算

子育て世帯加算

50 万円

50 万円

告

５月臨時会

報

認

▼令和元年度繰越明許費繰
越計算書の報告
一般会計翌年度繰越額
５９９９万８千円の繰越明
許費を報告しました。
▼令和元年度事故繰越し繰
越計算書の報告
一般会計翌年度繰越額
１９３２万２千円の事故繰
越額を報告しました。

承

議

６月定例会

決

▲すまいの補助金を活用した住宅
令和２年度一般会計、特
別 会 計 予 算 案 が 可 決 さ れ、
左表のとおりとなりまし
た。

補正予算

ついて同意
農業委員会委員を任命す
るにあたり、委員に占める
認定農業者、またはこれら
に準ずる者の割合を過半数
とすることについて同意を
得ました。

最大 150 万円まで

住宅建築事業費補助金

住宅をリフォームされる方

住宅リフォーム
事業費補助金
★対象者
①町内に自ら居住する住
宅を新築する方
②現在お住いの住宅や空
き家をリフォームする方
★補助金額
下図の補助金額の合計
※工事費用の ％が上限
★補助金条件
●Ｕターン・移住加算
町外から移住、もしくは
町内の賃貸住宅や公営住宅
から転居した場合
●子育て世帯加算
歳以下の方が世帯内に
いる場合
●町内施工業者加算
町内の施工業者に工事を
依頼する場合
●町産材加算
町産材を使用した場合
（町産材１㎥につき２万５
千円）
※町では、住宅金融支援機
構と連携しているため、住
宅 ロ ー ン「 フ ラ ッ ト 」 を
利用する場合、借入金利を
当 初 ５ 年 間 ０・２ ５ ％ 引 き
下げることができます。
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５月臨時会・
６月定例会

20

▼令和２年度一般会計補正
予算の専決処分を承認
▼令和２年度国民健康保険
特別会計補正予算の専決処
分を承認
新型コロナウイルス感染
症対策に係る補正予算の専
決処分を承認しました。

工事費用の20％が上限
15万2千円 10億2,842万4千円
介護保険（第１号）
（保険事業）

住宅を新築される方

⇐

・開口部の断熱改修
・床の改修
・屋根または天井の改修
・外壁または内壁の改修
・浴室、洗面脱衣室、
便所、台所の改修
住宅リフォーム事業費補助金

▼子ども︑妊産婦及び重度
心身障害者医療費給付条例
の一部を改正する条例を可
決
医療費助成事業の、現物
給付の対象を中学生まで拡
大することについて可決し
ました。
▼介護保険条例の一部を改
正する条例を可決
低所得者の介護保険料の
改正と新型コロナウイルス
感染症の影響による介護保
険料の減免を実施すること
について可決しました。
▼住田町税条例等の一部を
改正する条例を可決
地方税法等の一部改正に
伴う関係条例の改正につい
て可決しました。
▼住田町農業委員会委員の
過半数を認定農業者又はこ
れらに準ずる者とすること
に関し同意を求めることに

町産材加算
町産材加算

40 万円
150 万円

町内施工業者加算
町内施工業者加算

リフォーム事業費補助金
における対象工事
住宅建築事業費補助金

広報すみた 令和２年６月 25 日（ 4 ）
（ 5 ） 令和２年６月 25 日 広報すみた

最大 300 万円まで
6億7,808万1千円
12万3千円
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最大 10 万円
国民健康保険（第２号）

56

18

住環境 のの整備 には
すまいの補助金を！

10人槽まで

議会

「すまいの補助金」は住宅の新築やリフォームに関する
補助制度です。「住田に住みたい」
という思いを応援します。

571,000円

最大 50 万円
2,097万円 55億9,099万4千円
一般会計（第３号）

60

浄化槽設置整備補助金

７人槽まで

補正後の予算額
補正額
会計

住宅に浄化槽を設置する
場合、その経費に対して予
算の範囲内で補助金を交付
します。
★対象者
町内の公共下水道区域外
の方
★補助金額
左表のとおり
※「すまいの補助金」と
併用できます。
★留意点
・合併処理浄化槽の更新は
対象になりません。
・申請の受付は 月末まで
です。

522,000円

11

５人槽まで

60
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１基あたりの
補助金額
区分

▲ドライブスルー方式での販売

▲さあ、
チャンス到来！

グルージャ盛岡
Ｊ２昇格へ活躍を誓う

▲原山選手
（左）
色摩選手
（右）
活躍を期待

▲滝流しそばを堪能する観光客

27

11

滝観洞名物
「滝流しそば」再開

10

10

住田高校１年生
地域創造学町歩き
６月 日、住田高校の１年生が
地域創造学の一環として、町内の
町歩きを行いました。
このうち、
まち家世田米駅では、
町歩きガイド会長の佐々木忍さん
がガイドを務め、町内に金の文化
があったことや世田米の歴史につ
いて説明しました。
佐 々 木 会 長 は「 時 間 が あ れ ば、
世田米の町中をすべて歩いて案内
したい」と話していたように、町
中にはさまざまな歴史や文化が詰
まっています。
この日生徒たちは、下有住の松
日橋、上有住のめがね橋なども巡
り、町内の歴史を学びました。

６月２日、住田高校を会場に住
田高等学校教育振興会総会（瀧本
正徳会長）が開かれました。
総会の中では「新型コロナウイ
ルスは学校生活にも影響を及ぼし
て お り、 試 練 の 年 に な る 」
「 人
1
ひとりの存在感を出すなど小さい
学校の良さを活かしたい」
「知識
を詰め込むのではなく、多様性を
認める心や自己肯定感を養うこと
が必要」など多くの意見が出され
ていました。
協議事項である昨年度の事業報
告、会計決算報告と本年度の事業
計画、会計予算についてすべて承
認されました。

住田高等学校
教育振興会総会開催

10

晴天に恵まれた
種山高原山開き

20

31

６月７日、種山高原キャンプ場
６月 日、現在Ｊ３リーグに所
で種山高原山開き安全祈願式典が
属している「いわてグルージャ盛
はらやまかいり
執り行われました。例年、多くの
岡」のＤＦの原山海里選手とＦＷ
しきまゆうき
来場者が郷土芸能やハイキングな
の色摩雄貴選手が来町し、今年の
ど、各種催しを楽しんでいました
活躍を誓いました。
が、本年度は、新型コロナウイル
延期されていたリーグ戦が６月
ス感染症拡大防止のため、安全祈
日に開幕することが決定。これ
願祭のみの実施となりました。
を受け、ホームタウンである県内
種山高原観光協会会長の小沢昌
全市町村を訪問中とのこと。
記奥州市長は「本日は、種山の安
両選手は、大学のサッカー部で
全と新型コロナウイルスの感染拡
も 一 緒 で、 共 に 岩 手 に 来 ま し た。
食べて応援住田チケット
大に歯止めがかかるようにご祈祷
原 山 選 手 は「 小 さ い 頃 か ら の 夢
「
す
み
チ
ケ
」
販
売
いただいた。ぜひ種山を楽しんで
だったプロサッカー選手になるた
５月 日、町内５地区を会場に めに岩手県にきた。Ｊ２昇格を目
いただきたい」
と話していました。
心と体をリフレッシュしに訪れ 食べて応援住田チケット「すみチ 指して頑張りたい」と決意を話し
ケ」の販売会を行いました。
てみてはいかがでしょうか。
てくれました。
当日は、晴天の中、多くの町民
の皆さまにご来場いただきまし
た。 感 染 症 対 策 の ひ と つ と し て、
今まで馴染みのなかったドライブ
スルー方式での販売。世田米会場
の役場ではピーク時に 台を超え
る車が列を作り、大きな賑わいを
見せました。
ぜひ、多くの飲食店を回り、住
田の味をご堪能ください。
なお、発行したチケットは完売
しました。使用期限の 月 日ま
でにご利用をお願いします。
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仲間とプレーできる喜びを噛みしめて
町内中学校の部活動も再開

▲チームを支えるバッテリー

▲ガイドの話を聞きメモをとる生徒
▲住田高校の今後について協議

▲コロナの終息を願いつつ安全を祈願

５月下旬に中学校の部活動の練
新型コロナウイルス感染症拡大
習試合が解禁され、
毎週のように、
防止のため休止していた「滝流し
町営野球場や中学校のグラウンド
そば」が再開しました。
には生徒の姿があります。
６月７日には、盛岡市から来た
この中５月 日には、町営野球
家族が洞窟探検後、滝流しそばを
場の利用再開後初めてとなる練習
注 文。 店 員 さ ん の「 流 し ま す よ
試合が行われました。昨年度の県
～！」の合図で流れてくるそばに
大会を制した世田米中・有住中合
驚きながらも「おいしい！」と食
同野球部が晴天の中、元気にハツ
べていました。
ラツとプレー。
洞窟内は年間を通して温度が約
練習試合とはいえ、所々感染症
℃で、夏は涼しく、冬は暖かく
対策が講じられます。まずは、試
感じられます。
合開始・終了の挨拶はホームベー
これから訪れる夏には、滝観洞
ス前に集まらず、
自軍ベンチ前で。 みんなで野球ができる喜びを噛み の冷たい空気に触れ、冷たい滝流
また、観戦している方はマスク着 しめながら楽しそうにプレーして しそばを味わってみてはいかがで
用。こうした中でも、
生徒たちは、 いました。
しょうか。
本年の県中総体は中止が決定し
ました。そこで、せめて３年間の
集大成の場を提供したいと、気仙
地区では中総体の開催を決定。
かいが
野球部の大和田海雅主将は「コ
ロナウイルスの影響でみんなが集
ま っ て の 練 習 が で き な か っ た が、
こうして練習試合ができるように
なって嬉しい。練習や練習試合を
通して見つかった課題を克服し
て、中総体で優勝できるように頑
張りたい」と今後の抱負を話して
くれました。
30
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ＳＵＭＩＴＡうおっちんぐ！
まちのホットな話題

「熱中症予防行動のポイント‼」

１. 暑さを避けましょう
・エアコンを利用するなど、部屋の温度をこまめに
調節する
・冷房時でも換気扇や窓を開放
して換気する
・暑い日や暑い時間帯は
無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日などは
特に注意する

２. 適宜マスクをはずしましょう

30

※出典：国立がん研究センター
がん情報サービスより

の子宮頸がんの多くは完全
に治療できます。検診を受
けることは予防と早期発見
への第一歩です。 歳を過
ぎたら検診を受けましょ
う。
検診日程
昨年度までは、乳がん検
診と同日で実施していまし
たが、本年度からは別日程
となりますのでご注意くだ
さい。詳細は７月上旬に受
検票と同時に郵送される案
内通知をご覧ください。受
検票などが届かなかった方
で受検を希望する方は、お
問い合わせください。
なお、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況によ
り、延期もしくは中止する
場合はその都度通知します
ので、ご確認をお願いしま
す。
★問い合わせ
保健福祉課 健康推進係
☎
３
- ８６２

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、感染防止の基本である①身
体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い、④「３密（密集・密接・密
閉）
」を避けるなどの「新しい生活様式」の実践が求められています。
これからいよいよ夏本番を迎え、暑い季節がやってきます。この夏はこ
れまでと異なる生活環境下であることから、これまで以上に熱中症を予防
する行動に努めましょう‼

●
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３. こまめに水分補給しましょう
・のどが渇く前に水分補給
・１日あたり食事以外に１. ２リットル
を目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

20

○子宮頸がん検診日程表
実施月日

場所

４. 日頃から健康管理をしましょう
生涯スポーツ
８月６日
（木）
センター
・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せ
ず自宅で静養

生涯スポーツ
８月７日
（金）
センター

受付時間

対象地区

９：30～10：30

30～33区

13：00～14：30

26～29区

９：30～10：30

22～25区

13：00～14：30

18～21区

９：30～10：30

11～17区

13：00～14：30

８～10区

９：30～10：30

１～３区

13：00～14：30

４～７区

８月11日
（火） 農林会館
十分な距離をとる

５. 暑さに備えた体づくりをしましょう
８月12日
（水） 農林会館
・自分の体力に合わせた適度な運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない
範囲で
・
「ややきつい」と感じる強度で毎日
30 分程度

●受検料金、検査内容
【子宮頸がん検診】
20～80歳 1,000円 子宮頸部細胞診
81歳以上 4,900円 子宮頸部細胞診
※対象地区以外でも受検できますが、同じ時
間帯に集中しないようにできるだけ対象地区
での受検にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の感染対策のた
め、
受検の際は、必ず自宅での検温、
マスクの
着用のご協力をお願いします。
なお、自宅での
検温で37.0℃以上または平熱＋１℃以上の発
熱がある方や、
咳・のどの痛みなどの症状があ
り体調が悪い場合は受検をご遠慮ください。
また、
来場時にも検温を実施し発熱がある方
や風邪などの症状がある方は受検をお断りし
ますのでご了承ください。

●地域ミニデイサービス
再開しています
新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止して
いた地域ミニデイサービス
を６月１日より再開してい
ます。
皆さんの元気な身体づく
りを目指して、体操やスト
レッチ、ミニゲームなどを
行っています。体操は座っ
たままでもできる簡単な内
容となっています。
概ね 歳以上の方が対象
ですが、参加希望の方はど
なたでも参加可能です。
事前の検温で、 ・０℃以
上または平熱＋１℃以上の
発熱、咳、のどが痛いなど、
体調が悪い場合は参加を控
るようお願いします。
持ち物
マスク
手ぬぐいサイズのタオル
手拭きハンカチ
飲み物
会場清掃など感染症対策
を講じながら実施していま
す。対策の趣旨をご理解の
上ご協力をお願いします。
★問い合わせ
地域包括支援センター
☎
２
- ４２４

・気温や湿度の高い中でのマスク着用は要注意‼
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保
できる場合はマスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や
運動を避け、周囲の人との距離をとり、適宜マス
クをはずして休憩を

20

25

・ ・ ・ ・ ■

65

高齢者・子ども・障がい者の方々は、熱中症になりやすいので、十分
に注意しましょう。３密（密集・密接・密閉）を避けつつ、熱中症予防
行動について、周囲の方々からも積極的な声かけをお願いします。

（ 9 ） 令和２年６月 25 日 広報すみた

خ
♬ ٦
♬ ✨
♬ ❐
♬ ❒

～暑さに負けない～

子宮頸がん検診を
受けましょう

●子宮頸がんとは？
子宮頸がんは子宮の入り
口 に 近 い 頸 部 の が ん で す。
近年、 代や 代の女性に
おいて子宮頸がんにかかる
割合が上昇しており、この
年代でかかるすべてのがん
の中で約 ％を占め、最も
高くなっています。
初期の子宮頸がんには自
覚 症 状 が な い こ と が 多 く、
不正出血などの自覚症状が
現れる頃には進行している
ことが多いです。
検診で見つかるごく初期

子宮頸がんにかかる率
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「みんなでできるまちづくり事業」審査結果
「みんなでできるまちづくり事業」
審査結果
本年度の事業へ 5 団体から申請がありました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、毎年行っ
ている審査会は行わず、書面での審査を実施した結果、次の事業を採択しましたのでお知らせします。

事業名

事業主体

代表者
補助申請額
（会員数）

事業内容

①講演会・勉強会
②
「哲学の道」
の散策路整備
③体験学習：田植え、
苗の植え付け、
稲刈り
「学びあい育ちあ 一般社団法人文化
千葉 修悦
い」
ふるさと創生 政策・まちづくり
300,000円 ④書道講座
（17人）
⑤
「佐藤霊峰～至誠の歌人～」
朗読劇
大学 開放講座 学校
⑥絵葉書作成
⑦川遊び
⑧収穫祭・映画上映
もくようクラブ

①集いの場を運営
鈴木 一美
②移動手段のシステム化
暮らしの保健室朋
300,000円
（５人）
③障害者サービスへ移行
④キハダの加工・パッケージ・シール貼り

薪づくりコミュ
ニティー事業

①地域の高齢者を集めた試験的な生産体
制を構築するため、必要資機材の購入
すみた山守育成プ 平林 慧遠
や、
試験製造を実際に行うためのテス
300,000円
ロジェクト
（21人）
トマーケティング
②首都圏向けの需要の他、アウトドア向
けの商品として、卸販売の販路拡大

原木なめこの栽
培及び販売

愛染あぐり

①原木なめこの栽培及び販売
②地域のコミュニケーションの場として
86,000円
の役割を担う
③収益金を公民館活動費にあてる

住田町トレイル
ランニング大会
および前夜祭の
開催

住田町トレイルラ
多田 欣一
ンニング実行委員
300,000円
（18人）
会

紺野 孝
（９人）

①トレイルランニング大会の実施
（ミド
ルコース80人規模とショートコース
20人規模）
②トレイルランニング大会前夜祭の実施

工事などの入札結果をお知らせします
工事・業務名

契約年月日

契約額

契約業者

大股地区公民館改修工事

２年５月29日

2,090,000円 有限会社菊池組

保育園エアコン設置工事

２年５月29日

2,178,000円 有限会社小林電設

上有住地区公民館新築工事

２年６月５日

上有住地区配水管移設工事

２年６月11日

（ 11 ） 令和２年６月 25 日 広報すみた

（株）佐賀組・
（有）坂井建設
221,870,000円
特定共同企業体
28,050,000円 有限会社吉田工務店

★〝地区公民館ってこんなとこ！①世田米地区″★
世田米地区公民館主事の中舘桃子です。
今回は昨年度の活動内容の一部を紹介します。
【自主事業：世田米いきいき教室（高齢者教室）
】
毎回約 80 名の学級生に参加いただいています。
①劇団横綱チュチュ鑑賞会 ②防災教室
③遠野昔話・語り部の会講演会 ④視察研修「一関の旅」
⑤産業まつり特別講演会 ⑥いきいき健康講座
【小さな拠点づくり事業（事務局）
：せたまいいきいきづくり】
６月 環境整備・草刈り、挨拶運動
８月 ちびっこなつまつり（大人も大歓迎です）
９月 健康講座、挨拶運動
10月 環境整備・草刈り、
健康講座、
お米の収穫体験・クッブ

▲ちびっこなつまつり

▲息ぴったりのもちつき

▲世田米地区公民館主事

中舘桃子さん

11月

健康講座、
視察研修「宮城県大崎市」
まち家食堂
（カレー豚汁作り）
12月 健康講座、
もちつき、写真選別作業
１月 凧作り教室、みずきだんご作り
２月 写真選別作業
本年度は、新企画として、三沢写真館の
写真を利用した「昔なつかし写真展」の開
催を予定しているほか、健康講座や環境整
備にも力を入れたいと考えています。
皆さまに協力いただきながら、世田米地
区を盛り上げられるような楽しいイベント
を企画したいと思います。今年も１年間ど
うぞよろしくお願いします。

令和２年度いわて男女
共同参画サポーター募集

放
送
大
学
10 月 入 学 生 募 集

県と岩手男女共同参画センターでは、男女共同参
画の推進活動に意欲のある方を県知事認定の「いわ
て男女共同参画サポーター」として養成します。今
年は全講座動画配信とします。
■対象 県内に居住または勤務する18歳以上の方
（学生も歓迎）
■受講料 無料。ただし、
資料代1,500円
（支払いは振込、手数料は自己負担）
■申込締切 ７月17日（金）
■受講方法 申込者には「受講方法」
「各講座資料」
「各ふりかえり用紙」
「まとめのレポート用紙」
「パ
スワード」
などを送付します。男女共同参画セン
ター特設サイトまたは動画配信視聴となります。
■認定条件 「10講座の受講」
「各ふりかえり用紙」
「まとめのレポート用紙」
の提出が必要です。
■動画配信期間 ９月～11月まで
★問い合わせ 町教育委員会 生涯学習係
☎46-3863

放送大学は、10 月入学生を募集しています。
約 300 の幅広い授業科目があり、１科目から
学ぶことができます。
〇出願期間
第１回 ６月10日
（水）～８月31日
（月）まで
第２回 ９月１日
（火）～９月20日
（日）まで
〇資料請求・問い合わせ
放送大学岩手学習センター ☎019-653-7414
●大学説明会を開催します
■８月９日
（日）13：30～15：00（予約不要）
奥州市文化会館 Ｚホール
■８月１日
（土）
、２日（日）
９月５日
（土）
、６日（日）
各10：00～11：30
放送大学岩手学習センター
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止となる場合があります。
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お知らせ

※行事の予定については、 各世帯に配布した「 健康とくらしの予定表」 でご確認ください。

〜ハンターへの道〜狩猟免許試験
〜ハンターへの道〜
狩猟免許試験開催
開催
本町では、ニホンジカやハクビシンなどによる農林業被害が深刻な問題となっています。
これらの被害を
小さくするには鳥獣類の捕獲が必要です。捕獲には狩猟免許の取得が必要となります。

【狩猟免許試験】
日時

場所

申請受付期間

試験区分

９月13日（日）
９時～17時

山田町中央公民館
（下閉伊郡山田町八幡町３-20）

７月27日
（月）
～
８月28日
（金）

わな猟
第１種銃猟

12月13日（日）
９時～17時

矢巾町公民館
（紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123）

10月26日
（月）
～
11月27日
（金）

網猟・わな猟
第１種銃猟・第２種銃猟

受験料は、免許１種類につき 5,200 円です。
受験を希望される方は、大船渡保健福祉環境センターにお申し込みください。

【狩猟免許試験予備講習会】
試験に先立ち、下表のとおり予備講習会を開催します。
受講を希望される方は、公益社団法人岩手県猟友会にお申し込みください。
日時

場所

申込締切

講習区分

８月30日（日）
山田町中央公民館 ８月19日（水）
９時～17時
11月29日（日）
９時～17時

矢巾町公民館

11月17日（火）

わな猟
第１種銃猟

【狩猟免許等取得補助金】
町では、狩猟免許の新規取得者に対して補助金を交付しています。
詳細は、町林政課までお問い合わせください。
★問い合わせ 狩猟免許試験：大船渡保健福祉環境センター ☎ 27-9913
予備講習会：（公社）岩手県猟友会
☎ 019-622-2358
狩猟免許取得補助金：林政課 林業振興係
☎ 46-3868

国民年金などに関する社会事務相談（７月分）
一関年金事務所では、社会事務相談会を以下のとおり開催します。
予約制となりますので、相談を希望する方は希望する日の前日までに
一関年金事務所（☎ 0191-23-4246）までお申込みください。
開催日

開催時間

大船渡市役所

30日（木）

10：30～15：30

町では、進学するための学費などが必要な方に対し、無利子で奨学金を貸与します。また、卒業後に
町内に戻り就職された方に対する「返還免除制度」を実施しています。
♦募集人数
♦応募できる方
一般枠（高等学校、大学等） 10 人程度
①町内に住所がある方のお子さん
林業担い手枠 ２人程度
②高等学校または大学などに進学または在学
中の方
♦申込期間
③学費などの支払いが困難と認められる方
令和２年６月１日 (月) ～
※すべてを満たしていることが条件となりま
令和３年２月 26 日（金）
す。なお、
奨学生は選考委員会の審査を経て、 ※上記の期間中、随時受付し申請日の翌月末
までに決定します。
決定します。申請書類は町ホームページに掲
【返還免除制度】
載しています。
本町では、次の条件を満たした方に、貸付
♦貸与額（月額）
金額の最大半額を免除する「返還免除制度」
高等学校 ２万円
を実施しています。
大学等・林業担い手枠 ４万５千円
①返還開始から５年間継続して町内に居住
※林業担い手枠とは、将来本町で林業に携わ
②継続して就労している
るため、林業について学べる学校・学科に進
③返還計画が 10 年間
学した方への専門枠です。
★問い合わせ

網猟・わな猟
第１種銃猟・第２種銃猟

会場

令和２年度住田町奨学生
令和２年度
住田町奨学生を追加募集します
を追加募集します

道の駅
「種山ヶ原ぽらん」
に特設売
り場が設置されます。

教育委員会

学校教育係

☎ 46-3863

国民健康保険の被保険者の皆さまへ

住田町成年後見相談窓口を設置します

次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者が死亡または、重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料
（税）を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
計維持者の収入減少
（※）
が見込まれる世帯の方
⇒保険料
（税）
の一部を減額
※一部減額される具体的な要件
（主たる生計維持者）
（１）
事業収入や給与収入など、
収入の種類ごとに見
た収入のいずれかが、
前年に比べて10分の３以上
減少する見込みであること
（２）
前年の所得の合計額が１千万円以下であること
（３）
収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること
※申請にあたっては、
収入を証明する書類が必要です。
★問い合わせ 町税務課 税務係 ☎46-3870

成年後見制度をご存知ですか？これは、認知
症や障害などによって判断能力が十分でない方
の権利や財産を守るための仕組みです。この制
度を利用する方々を支援するため、７月１日よ
り、
町社会福祉協議会
（住田町保健福祉センター
内）に「成年後見相談窓口」を設置します。
制度に関するご相談のほか、制度への理解を
深めていただくため、地域での講演会などの実
施依頼もお受けします。また、実際に後見人と
して活動している方々の支援をします。ご自身
やご家族、身の回りの方々の財産管理などに不
安を抱えている方は、ぜひお気軽にお問い合わ
せください。
★問い合わせ 町社会福祉協議会 ☎ 46-2300

７月 28 日（火）
・８月 25 日（火）
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お知らせ

※行事の予定については、 各世帯に配布した「 健康とくらしの予定表」 でご確認ください。

お祝いお悔やみ

７

５月届出分
（敬称略）

ご結婚おめでとう
住所
向

気仙医師会

奈

良

彦 ♥

朋

千佳⼦

ご誕⽣おめでとう
住所

⽒名

世⽥⽶駅 菅

野

あ

性別
お

親の名前

い

蒼 唯 男 悠太＝佳奈⼦

お悔やみ申し上げます
住所

⽒名

年齢

世帯主

奥⽕の⼟

千

葉

秀

藏

93

榮⼀

中

上

吉

⽥

ハナミ

95

昭⼀

上 ⼤ 畑

⽔

野

⼀

89

哲

郎

気仙⻭科医師会

10月11日
（日） 10時～
岩手大学 学生センター Ａ棟とＣ棟
盛岡市上田３丁目18番８号

★申込み手続
（１）試験案内（受験申込書）
６月29日（月）
から各市町村・広域振興局等
（保健福
祉環境センター含む）の介護保険担当課で配布
（２）申込期間
６月29日（月）
～７月27日
（月）
消印有効
（３）受験資格
国家資格に基づく業務に従事した期間が５年以上
かつ業務に従事した実働日数が900日以上（一部相談
援助業務の期間が５年以上かつ900日以上）の実務経
験がある方
★申込み・問い合わせ （公財）
いきいき岩手支援団
総務・健康支援課 ☎019-626-0196

ᰩɹᦢȴʰ

診療時間…9：00 〜 12：00

⽇
医療機関名
５⽇
（⽇）
橋⽖⻭科医院
12⽇（⽇） 渡辺⻭科クリニック
19⽇（⽇）
広沢⻭科医院
23⽇（⽊）
ちば⻭科医院
24⽇（⾦）
菅野⻭科医院
26⽇（⽇） いいだ⻭科クリニック

介護支援専門員実務研修受講試験について
★試験日時
★試験会場

診療時間…9：00 〜 12：00

⽇
医療機関名
地区 電話番号
５⽇
（⽇）
国保広⽥診療所
⾼⽥ 56-2515
12⽇（⽇）
菊池医院
⼤船渡 21-1620
19⽇（⽇）
飯塚眼科医院
盛
21-3011
23⽇（⽊）
滝⽥医院
⼤船渡 29-3108
24⽇（⾦）
地ノ森クリニック
⼤船渡 27-1721
盛
21-1555
26⽇（⽇）えんどう消化器科内科クリニック

⽒名
村

行政相談委員による相談所を開設します

地区
⼤船渡
猪川
盛
猪川
世⽥⽶
⼤船渡

電話番号
27-8282
26-5100
27-4310
27-8727
46-2345
26-0082

国や県、町の仕事やサービスに関する相談を行う行政相談所を次の
とおり開設しますので、お気軽にご相談ください。
※感染症対策としてマスクを着用してお越しください。
●行政相談委員 佐々木 美保子さん（蓬畑）
開催日

時間

場所

７月15日（水）

９:30 ～ 11:30

大股地区公民館

★問い合わせ

行政係

☎46‐2111

森林の伐採・開発には手続きが必要です！
森林を伐採、開発する場合は、事前に届け出や許可申請の手続きが必
要になります。
手続きをせずに行う伐採、開発は違法行為となり、罰則の対象となり
ますので、十分にご注意ください。
★森林を伐採する場合
役場林政課に事前に伐採届を提出してください。
※個人所有の森林でも手続きが必要です。
★保安林の伐採や１ヘクタールを超える林地の開発をする場合
大船渡農林振興センターまでお問い合わせください。
★問い合わせ 林政課 林政係 ☎46-3868
大船渡農林振興センター 森林保全課 ☎27-9926

公共職業訓練受講生を募集します
９月入所の訓練生を募集します。※遠野で行
う最後の訓練です
（次回からは花巻での実施）
★応募資格 ハローワークに求職手続きをして
いる方
★受講料 無料（テキスト代は自己負担）
★募集科 住宅建築施工科
（定員10名）
★募集期間 ７月１日
（水）
～８月17日
（月）
★選考日 ８月20日
（木）
13時30分～筆記試験・面接
★訓練期間 ９月３日
（木）
～
（金）
令和３年２月26日
★施設見学 平日10時～と14時～の２回
★申込み 近くのハローワークにお申込みくだ
さい。
★問い合わせ ポリテクセンター岩手
遠野実習場 ☎0198-63-1411

総務課

自衛官を募集します
★募集種目
★受付期間

①航空学生②一般曹候補生③自衛官候補生④予備自衛官補
①②③７月１日（水）～９月10日（木）
④７月１日
（水）～９月11日
（金）
★試験期日 ①９月22日（火）
②③９月18日（金）～20日（日）
のいずれか１日
④10月３日
（土）～６日（火）
のいずれか１日
★試験会場 （共通）岩手県内各会場（受付時にお知らせします）
★応募資格 ①【海上自衛隊航空学生】
18歳以上23歳未満の高卒者また
は高専３年次修了者
（見込含）
【航空自衛隊航空学生】18歳以上21歳未満の高卒者また
は高専３年次修了者
（見込含）
②③18歳以上33歳未満の者
④
【一般】18歳以上34歳未満の者
【技能】18歳以上で国家免許資格等を有する者
★問い合わせ 自衛隊釜石地域事務所 ☎0193-23-7854

各税納期限のお知らせ
７月31日納期限
固定資産税
（２期）
国民健康保険税
（１期）
後期高齢者医療保険料
（１期）
口座振替 ７月25日

いわて林業アカデミー
研修生を募集します
林業への就職を志望する方を対
象に、林業の知識や技術を習得で
きる「いわて林業アカデミー」の
令和３年度研修生を募集します。
★研修期間 １年間
★応募資格 昭和 56 年４月２日
以降に生まれた方で、高等学校卒
業（見込含）の者
★給付金制度 あり（要件あり）
★募集期間
・推薦選考
（高校新卒者対象）
８月３日(月)～８月31日
（月）
・一般選考
（新卒、既卒者対象）
10月５日
（月）～11月20日
（金）
★問い合わせ
県林業技術センター 研修部
☎019-697-1536

お盆前のし尿くみ取り
申し込みはお早めに！
例年、お盆前はくみ取りの申し
込みが集中しますので、７月中の
くみ取りにご協力ください。
★受付時間
月～金曜日 ８時～ 17 時
★申込み・問い合わせ
有限会社気仙広域清掃
☎ 27‐9321
※８月14日（金）
～16日（日）
はお盆
休みです。
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このコーナーでは幸せいっぱいの新婚さんを
紹介します。

262
パパとママから
『いっぱい食べて大きく
なってね♪』

◇このコーナーでは、町内のかわいい
１歳児を紹介します

なぎ

中 村 凪

ちゃん（⼥）

（雅さん・碧里さん：奥新切）

奈良

免疫力を高める 減塩レシピ

朋彦さん・千佳子さん

世帯数 2,139 世帯（-１）

女 2,700 人（-３）

交通安全情報 （５ 月）内末は日年現累 計在
人 身 事 故

０件（１件）

物 損 事 故

12 件（46 件）

飲酒運転検挙者

０人（０人）

『 覚低走行に注意！！』
６月 日の気
温は ・５℃で
町の６月史上最
高記録を更新▽
やはり温暖化が
進んでいるんだと感じま
した▽暑くても天気が良
いと気分も晴れます▽７
月１日からレジ袋の有料
化がスタート▽一枚数円
も積もれば大金です▽こ
れを機会に買い物にはマ
イバックを持参し、環境
にやさしくエコに生活し
ようと思います《菊田》
34

□発 行 住 田 町
□〒 029 － 2396
岩手県気仙郡住田町世田米字川向 88 番地１
☎ 0192-46-2111（代） FAX0192-46-3515
□ URL https://www.town.sumita.iwate.jp/
□ E-Mail webad@town.sumita.iwate.jp
古紙を配合した再生紙を
使用しています
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《材料》４人分
鶏むね肉 １枚（約240ｇ）
塩麴
小さじ４
黒コショウ
少々
長ねぎ
（青い部分）10cm
Ａ 生姜のうす切り ２枚
水
４カップ
酢
大さじ２
砂糖
小さじ２
Ｂ 薄口しょうゆ小さじ２
ゴマ油
小さじ１
長ねぎのみじん切り20ｇ
生姜のすりおろし８ｇ
きゅうりのせん切り１本
ミニトマト
８個
１人分栄養量

115kcal

【作り方】
①鶏むね肉は皮を取り除いて
塩麹・黒コショウをまぶす。
②鍋にＡを入れて火にかけ、
沸騰したら①を中火で約５
分茹でる。火を止めてその
まま約 10 分おき、冷めて
から薄くスライスする。
③ボウルにＢを入れ、よく混
ぜ合わせ、
香味だれを作る。
④お皿に②を盛り付け、③の
香味だれを上からかける。
付け合わせに、きゅうりの
せん切りとミニトマトを添
えて出来上がり‼

塩分

★問い合わせ 保健福祉課

たんぱく質をしっかりと

男 2,590 人（-２）

「ゆで鶏の香味だれ」

口 5,290 人 （-５）

人

豚⾁やかつおに含まれるビ
タミンＢと︑ねぎやにんにく
に含まれるアリシンを摂取し
て疲労回復に努めましょう！

町民の動き ５月末日現在※（ ）内は前月比

◇新型コロナウイルスと夏バテを予防する
おすすめ料理を紹介します！！

1.0g

46-3862
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