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（学校安全ボランティア）募集

７月に市議会議員選挙
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コミュニティバスの運行内容を変更します
～新しい病院を経由します～

任期満了（平成 31 年７月 30 日）に伴う二戸市議
会議員選挙を次のとおり行うことに決定しました。

児童が安心して教育を受けられるよう、小学校の
スクールガードを募集します。

選挙期日（投・開票日） ７月 21 日（日）
選挙期日の告示日 ７月 14 日（日）
なお、投票所、投票時間、立候補予定者説明会の日

活動内容
登下校時の児童をひ

時など、詳しくは今後の広報などでお知らせします。

とりにしないよう、地

問い合わせ先 選挙管理委員会事務局（内線 371）

コミュニティバスの運行内容について

大平原・足沢線の統合後の経路

二戸地区のコミュニティバスに、「カシオペア医院」
バス停と、開業後から利用できる「かわさきクリニッ
ク」バス停を追加します。
また、浄法寺診療所の診療時間変更に伴い、浄法寺

3 月 31 日以前
16:15

二戸駅

4 月 1 日以降

17:30

～

二戸駅

17:30

～

二戸駅
～
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地区の時刻表を変更します。
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ためのパトロールなど

一部路線の廃止と統合について

17:03

立当

18:18

立当

18:24

立当

17:06

長畑

18:27

長畑

17:10

舘前

18:31

舘前

17:12

足沢

18:33

足沢

18:41

川代口

を行います。
（活動の時

利用状況などを踏まえ、コミュニティバスの路線の

間、回数などに制約は

見直しを行います。

ありません。個人の自主的な活動として、できると

水道の使用中止、

きにできることをお願いします）
例えば▷授業時間中の校舎内外の見回り▷登下校時
の学校周辺や通学路での見回り▷日常生活での声か

開始の連絡お忘れなく

けや交通安全指導▷学校や地域の安全についての情
報収集と情報提供▷学校での防犯教室への参加など

【 一 部 統 合 】 大 平 原・ 足 沢 線（16:15 二 戸 駅 発 を

18:19

17:30 二戸駅発へ統合）
変更日

引っ越しシーズンの３月、４月。引っ越しの際は
水道の使用中止、
開始の連絡をお願いします。なお、

活動期間 ４月１日から１年間（年度ごとに更新）

この時期は水道の中止、開始の申込みが集中し、連

補償 万が一活動中にケガなどをした場合は、市が

絡を受けたその日に対応できない場合がありますの

加入する保険で補償します

で、早めの連絡をお願いします。

申込方法 学校に備え付けの申込用紙に必要事項を

受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分

記入し、希望する小学校へ提出してください。電話

連絡事項

での加入も各小学校で受け付けます

▷市外への引っ越し：使用を中止する日時と引っ越

※小学校ごとでの活動となります

し先の住所

問い合わせ先 教育企画課（内線 531）

川代口
～

４月１日（月）

18:48

変更後の時刻表

対象 市内在住で満 18 歳以上の人

～

大平原

19:10

大平原

バス停への掲示、市役所、浄法寺総合支所、各出張
所に備え付けるほか、市ホームページに掲載します

問い合わせ先

政策推進課（内線 316）

リノベーションまちづくりセミナー
日時

３月 23 日（土）午後１時～

これは、建物や空間を「新しく造る」から「今ある

場所

branch（石切所枋ノ木 48-3）

▷市内での引っ越し：現在お住まいの住宅の使用を

ものを最大限に生かし、新たな価値やアイデアを創造

内容

講演会、ワークショップ「リノベーションによ

中止する日と、引っ越し先で使用を開始する日

し直す」ことで、建物の ｢使われ方｣ や ｢使う人｣ を

るビジネスプランを立ててみよう！」

▷市外からの引っ越し：使用を開始する日時

変え、
空間を新たに生まれ変わらせる仕組みのことで、

講師

新しいまちづくりの手法として全国的に注目されてい

サルインダストリー代表）
、福田一馬さん（㈱ぼうけ

ます。

ん代表）

問い合わせ、連絡先

固定資産税帳簿の

【廃止】御返地線（大平～御返地間、平日運行便）

㈱水機テクノス二戸事業所

（二戸市水道検針・開閉栓業務受託事業者☎ 236960）
、水道事業所（☎ 23-6101）

「リノベーション」をご存知ですか？

このような手法を用いて、今後の二戸市の新しいま
ちづくりについて考えるセミナーを開催します。

縦覧ができます

一緒に新しいまちづくりを勉強しませんか。

定員

柴田恵理子さん（branch）
、十文字優さん（マ

15 人程度

参加費

無料

申込期限 ３月 22 日（金）
問い合わせ、申込先

政策推進課（内線 316、ﾒｰﾙ

seisaku@city.ninohe.iwate.jp）
土地や家屋の評価額を納税者に確認してもらうた
め、平成 31 年度土地価格等縦覧帳簿および家屋価
格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
日時

４月１日（月）～５月７日（火）午前８時

30 分～午後５時 15 分（土・日・祝日を除く）
縦覧できる場所

広
報

第 22 回金田一芸能のつどい

手続きお忘れなく！

税務課および浄法寺総合支所

確認できる項目 【土地】所在、地番、地目、地積、

3

医療費助成制度の

多彩な演目を披露します。ぜひお越しください！
市内での転居による住所変更や保険証の変更な

その他

▷当日はアツマランカから会場まで 15 分間

日時 ３月 24 日（日）

隔（10：00 ～ 10：50）で無料バスが運行します

評価額【家屋】所在、種類、構造、床面積、評価額

ど、医療費助成の登録内容に変更がある場合は資格

午前 10 時開場、午前 11 時開演

▷観覧者は入浴料が半額になります（売店あり）

縦覧できる人 固定資産所有者

変更の手続きが必要です。該当の人は、お早目に手

場所 ホテル金田一（大広間）

▷来場者先着 50 人に無料入浴券および手作りの小さ

持ち物 本人確認できるもの（運転免許証など）と

続きください。

演目 大神楽、民謡、舞踊、ギター漫談、紙芝居、カ

な（ささやかな？）プレゼントがあります

印鑑（代理人が縦覧する場合は、所有者の委任状）

問い合わせ先

ラオケ、フラダンス、バンド演奏など

問い合わせ先

問い合わせ先 税務課（内線 232）

国民健康保険課（☎ 23-1313 内線 274）

入場料 無料

内☎ 27-2288）
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