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　市ではインフルエンザ発病と重

症化を予防するため、インフルエ

ンザ予防接種費用の一部を助成し

ます。対象者には９月下旬にはが

きを送付しますので、内容をよく

理解した上で接種してください。

◉小児

■対象　市内在住の平成27年４月

２日～２年４月１日生まれの幼児

■期間　10月１日金～12月28日火
■助成額　１回目の接種費用のう

ち、1,500円を助成※医療機関の

接種費用から助成額を差し引いた

額が自己負担。２回目の助成はあ

りません

■持ち物　通知はがき（助成券）、

自己負担金、母子健康手帳

■その他　生活保護世帯の人は、

１、２回目共に全額無料

◉高齢者

■対象　①接種当日に 65 歳以上

の人　②接種当日に 60 歳以上 65

歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の

病気、またはヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能障害を有するた

め、身体障害者手帳１級の交付を

受けている人

■期間　10月１日金～４年１月31

日🈷※接種可能日は医療機関によ

って異なります。通知はがきに記

載の実施医療機関に直接お問い合

わせください

■自己負担金　1,800円（生活保

護世帯と３年度市民税非課税世帯

の人は無料）※接種当日に対象年

齢に達していない場合、全額自己

負担となりますのでご注意ください

■持ち物　通知はがき（接種券）、

身分証明書（健康保険証など）、

自己負担金（必要な人）

◉共通

■実施医療機関　通知はがきに一

覧を記載

■問い合わせ　本庁健康増進課予

防接種係（☎ 34-2905）、各総合

支所健康増進担当

　寝たきりや障がいなどで口腔機

能に問題を抱えている人に対し、

口腔機能向上のための歯科保健指

導を行います。

■対象者　要援護者のうち、次の

課題がある人

▼口腔清掃の不足で誤
ご え ん

嚥性肺炎な

どにつながる恐れがある

▼口の渇きがある、むせやすい

▼飲み込みの心配がある　など

■指導・相談方法　①歯科衛生士

の家庭訪問による本人・家族など

への指導　②電話・来所による相談

■問い合わせ・相談先　本庁健

康増進課健康づくり係（☎ 34-

2903）

　自己分析や自己ＰＲの練習、模

擬面接などを行って就職活動をサ

ポートします。

■日時　10 月 19 日火、25 日🈷、

27 日水、11 月２日火（全４回）

午後１時～５時

■場所　市民プラザ・マッセ（メ

イプル地下）

■対象　49歳以下の求職中の人

■定員　５人

■費用　無料

■申込期限　10 月 15 日金午後５時

■問い合わせ・申込先　いちのせ

き若者サポートステーション（☎

0191-48-4467）

　食生活を基本とした住民の健康づくりを進めるため、地域でボラン

ティア活動に取り組む食生活改善推進員の養成講座を開催します。

■■ 市食生活改善推進員養成講座を開催します ■■

■定員　定員 10 人（先着順）

■申込期間　10 月１日金～８日金
■募集対象　原則３日間の講座を全て受講でき、市食生活改善推進員

としてボランティア活動に参加できる市内在住の人。男女不問

■参加費　1,300 円（テキスト代）

■その他　３回の講座全てに出席した人に修了証を交付

■開催日時・場所

■問い合わせ・申込先　本庁健康増進課健康づくり係（☎ 34-2903）

期日 時間 会場 内容

10月29日金 9:30～16:30 市役所本庁舎会議室
開講式

講義、演習

11月24日水 9:00～16:30 江刺保健センター 講義、実習

12月10日金 9:00～16:30 市役所本庁舎会議室
講義、演習

閉講式

　市では、４年度を初年度とした「第２次奥州市総合計画後期基本計画」

の策定作業を進めています。

　総合計画の基本計画は、計画期間を５年とし、基本構想に掲げる「め

ざすべき都市像」を達成するため、大綱ごとに施策方針や目指す目標と

して社会指標を明らかにし、具体化したものです。

　今回、次のとおり計画案を公表しますので、市民の皆さんのご意見を

お寄せください。

■閲覧場所　市ホームページのほか、本庁政策企画課、各総合支所地域

支援グループで閲覧可能

■募集期間　10 月１日金～ 10 月 20 日水（必着）

■応募方法　市ホームページまたは閲覧場所で配布する意見書様式に記

入し、直接、郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出

■問い合わせ・提出先　本庁政策企画課（〒 023-8501 ※住所記載不要、

☎ 34-2125、 22-2533、 kikaku@city.oshu.iwate.jp）

■■ 第２次奥州市総合計画後期基本計画（案）への

　　　 パブリックコメント（意見募集）を行います ■■

■期間　10 月１日金～ 10 月 15 日金　

■参加店舗

※農作物の生育状況などにより、参加できない店舗が生じる場合があります

　テイクアウトに対応した店舗もありますので、直接お問い合わせください

■問い合わせ　本庁食農連携推進室（☎ 34-1587）

　市では、市内で生産された農作物が、より市民に消費されるための

仕組みを検討しています。その一つとして、市内農家が育てた野菜な

どを使用した料理を次の店舗で提供します。

　おいしい料理を楽しみながら、市内の農家や飲食店を応援しましょ

う。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。

　■■       農家×飲食店コラボトライアル

　　　 農家自慢の農作物を市内飲食店で提供します ■■

地区 店舗名 地区 店舗名

水沢

割烹　朝日家
水沢

ル・ポンム
エルミタージュ 煉瓦家
お洒落泥棒　隠家

江刺

ｅｎｃａｆｅ ｍｅｇｕｒｉ
Ｃａｆｅ Ｕｎｍａ（ウンマー） ＧＲＯＷ
すし処えびす 佐吉
パイオニア牧場 とかげのしっぽ
パティオ

前沢
ＪＵＫＥ 300

プラザイン水沢
（きくすい /カトルセゾン）

天狗の宴

味春

インフルエンザ予防接種

費用の一部助成

要援護者の歯科保健指導

いちサポ　ＷＯＲＫＦＩＴ

４ＤＡＹＳセミナー

専用ホームページ ▼

各種相談日程 10月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻ 本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽ 本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾ 一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

　「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日：月～金　❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数　３年８月31日現在（ ）内は前月比

　人　口 113,553 人（-66） 男55,220（-26） 女58,333（-40）

　世帯数 46,071世帯（+９）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
８日金

13:00 ～ 15:00
22日金

江刺総合支所市民生活グループ 13日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 14日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 26日火 13:30 ～ 15:00

衣川保健福祉センター 14日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
７日木

13:30 ～ 15:30

21日木
江刺総合支所市民生活グループ 19日火
小山地区センター ７日木
衣川保健福祉センター 14日木

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月～金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
13日水

10:00 ～ 16:00
26日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
６日水

10:00 ～ 15:00
19日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 20日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ６日水

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

水沢南地区センター
５日火

13:30 ～ 15:30
19日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ７日木 10:00 ～ 15:15


