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24 お知らせ 
 

◎村の独自施策に基づく各種の制度を紹介します 
１、さわやかハッピーファミリー祝い金・・・・住民生活課国保住民班☎ 42-2111 内線 211 ～ 213 

・出産祝い金・・・１件 ５０，０００円 

 第３子以上を出産し、村内に１年以上居住することを確約した人に給付 
・結婚祝い金・・・１件 ５０，０００円  

婚姻届を提出し、村内に１年以上居住することを確約した夫婦に対して給付 
 

２、救急医療情報キット配布事業・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 201 ～ 203 

ひとり暮らし老人等の世帯において、救急あるいは災害時に救急隊員が個人情報を知ること
で、迅速な対応できるように救急医療情報キットを申請により配布。 

 

３、福祉タクシー事業・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 201 ～ 203 

重度障がい者等の社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部を助成します。乗車 1 回
につきタクシーの初乗り料金相当額を助成し、１月２回を限度とします。対象者は身体障害者
手帳１級または療育手帳Ａの方です。ただし施設等に入所している場合や自動車税または軽自動
車税の減免を受けている場合もしくは盲学校、ろう学校、養護学校の寄宿舎に入寮している場 
合は除きます。 

 

４、特定疾患等医療費給付事業・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 201 ～ 203 

特定疾患や精神障害をお持ちの方に対し、医療費の一部を給付し、生活の安定と福祉の増進
を図ります。次に該当する方の、対象となる疾患に係る医療費の一部負担の２分の１を給付し
ます。ただし、他の法令の規定により医療給付が行われている方は除きます。申請には、医療費
の領収書、対象者であることを確認する書類（特定疾患医療費受給者証または自立支援医療費
受給者証（精神通院））、印鑑、保険証、振込先口座番号が必要です。 

●対象者 
・県の特定疾患医療費受給者証の交付を受けている方 
・自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けている方 

 
５、福祉対策補助金・・・住民生活課国保住民班☎ 42-2111 内線 211 ～ 213 

(1) 重度心身障害者医療給付分                                                          
重 度 心 身 障 害 者 医 療 給 付 事 業 に お い て、 所 得 制 限 に よ り 給 付 対 象 外 と な る 者 及 び 外 

来 １，５ ０ ０ 円、 入 院 ５，０ ０ ０ 円 の 自 己 負 担 が 生 じ る 者 に 対 し て、 自 己 負 担 額 を 補 助。 

(2) 乳幼児・妊産婦医療費給付分 

 乳幼児（６歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者）・妊産婦（妊娠５か月の 
初日から出産の翌月末日までの者）医療費給付事業において、所得制限により給付対象外に 
なる者及び外来１，５００円、入院５，０００円の自己負担が生じる者に対して、自己負担額 
を補助。 

(3) 小学校児童・中学校・高校生生徒医療費給付分 
小学校児童・中学校・高校生生徒医療費の自己負担分を補助。 

(4) 寡婦医療費給付分  
寡婦医療費の自己負担分を補助。ただし、外来は村内医療機関を受診した場合。 

(5) ひとり親家庭医療費給付分                                                 
         ひ と り 親 家 庭 医 療 給 付 事 業 に お い て、 所 得 制 限 に よ り 給 付 対 象 外 と な る 者 及 び 外 来 

１，５００円、入院５，０００円の自己負担が生じる者に対して、自己負担額を補助。 
●対象者 

①配偶者のない女子又はそれに準ずる男子で、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま
での間にある児童を扶養する者及びその者の児童 

②父母のない１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童 
 

６、人間ドック利用支援・・・住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 122 ～ 123 

事業内容については２０ページをご覧ください。詳しいことは住民生活課保健衛生班（☎ 
４２- ２１１１内線１２２～１２３）へお問い合わせください。 
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７、敬老年金等の支給・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 201 ～ 203 

７５歳以上の高齢者を対象に敬老会を実施し、長寿のお祝いをするとともに、８０歳以
上の老人に敬老年金を支給しています。また、敬老会時以外でも満９９歳と満１００歳以
上の方に敬老年金を支給しています。 

 

区 分       支 給 額 （円） 

満 ９９歳 １００，０００ 

満１００歳以上 ５０，０００ 

 

８、老人医療費給付事業・・・住民生活課国保住民班☎ 42-2111 内線 212 

後期高齢者医療被保険者以外で、医療費助成の対象にならない６８、６９歳と７３、７４
歳の老人に対し、医療費の一部を助成。ただし、外来は村内医療機関を受診した場合。 

 

９、社会福祉事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 
 

事 業 名 内 容 

移送サービス事業 特殊車両によるサービス 

地域福祉等推進特別支援対策事業 災害ボランティア講習、子育てサロン、

配食サービス、地域ふれあいサロン 

高齢者就労支援事業 高齢者就労の機会の確保、技能習得講習会 

 

10、介護予防事業・・・住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 122 ～ 123 
 

事 業 名 内 容 

運動器の機能向上事業 筋肉トレーニング教室等 

栄養改善事業 栄養実習教室等 

介護予防普及啓発事業 水中ウォーキング、介護予防教室等 

生活管理指導員派遣事業 生きがいヘルパー派遣 

家族介護者教室 健康・介護技術教室等 

口腔機能向上事業 口腔機能向上教室 

家族介護継続支援事業 紙おむつ購入助成 

福祉用具支援事業 シルバーカー購入助成 

 

11、生きがいディサービス事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 
介護保険認定で非該当となった概ね６５歳以上の者に対し、週１回入浴サービスを実施。 

 
12、ホームヘルプサービス事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 

介護保険認定で非該当となった概ね６５歳以上の者に対し、日常生活支援及び介護を行う 

 ヘルパーを派遣。 
 

13、水中ウォーキング事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 
体力の維持増進を図り、介護予防に資するための水中ウォーキングを実施。 
 

14、シルバーカー購入費助成事業・・・住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 123 

７０歳以上の高齢者で、シルバーカーの購入を希望する者に対し、購入費の半額（限度額 
８，０００円）を助成。ただし、２台目以降は購入から５年以上経過していること。 

 
15、寝たきり老人等紙おむつ購入費助成事業・・・住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 123 

寝たきり老人等で、常時紙おむつが必要な者に対して、紙おむつ購入費の半額（限度
額 ５，０００円）を助成。ただし、世帯員に村民税所得割が課税されていないこと。 

 
16、地域包括支援センター事業・・・包括支援センター(住民生活課保健センター内)☎42-2111 内線 121 

地域包括支援センターでは、介護、介護保険、高齢者福祉サービス等、高齢者のさまざま
な問題について相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

52 
 



51 
 

17、緊急通報装置設備事業・・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 121 
高齢者等で日常生活に不安のある者に対して、緊急通報装置を貸与します。 

 
18、総合福祉センター居住部門管理運営事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 

高齢者等により自宅で生活することに不安のある者に対し、総合福祉センター２階居住室
を提供しています。 

 

19、放課後児童健全育成事業・・・社会福祉協議会☎ 41-1200、教育委員会☎ 42-2111 内線 302 

住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 203 

    小学校４年以下の児童を対象として、放課後における児童の健全育成を図るために、伊保内
小学校には放課後児童クラブを、その他の戸田小学校、山根小学校、長興寺小学校及び江刺家
小学校には全学年を対象にして放課後子ども教室を開設して、子どもの居場所づくに努めてい
ます。 

 
20、住宅建設助成事業・・・・農林建設課地域整備班☎ 42-2111 内線  283 

村民が居住する住宅の建設工事を村内の事業者によって行う場合に要した経費（100万円以
上）に対し、１０万円の額の九戸商業協同組合共通商品券を助成します。 

※助成対象要件がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。 
 
21、住宅リフォーム助成事業・・・・農林建設課地域整備班☎ 42-2111 内線  283 

村民が住宅のリフォーム工事を村内の事業者によって行う場合に要した経費（３０万円以上） 

に対し、１０％以内（上限１０万円）の額の九戸商業協同組合共通商品券を助成します。 

※助成対象要件がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。 

 
22、太陽光発電システム設置費商品券交付事業・・・・ 

農林建設課地域整備班☎ 42-2111 内線  283 
住宅用太陽光発電システムを村内の事業者によって設置する村民に対し、太陽電池容量１

キロワット当たり３万円（15万円限度）の額の九戸商業協同組合共通商品券を交付します。 
※対象要件がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。 

 
23、生ごみ電動処理機・コンポスト購入助成金・・・住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 123 

家庭から排出される生ごみを減量し、堆肥として利用いただくために、生ごみ電動処理機・
コンポストの購入に対し、助成金を交付します。 

・対象者 村内に住所があり、現に居住し、村税の滞納がない方 

・助成金の額 生ごみ電動処理機・・・3万円を限度に、必要経費の 1/2以内の額 

       コンポスト・・・・・・3千円を限度に、必要経費の 1/2以内の額 
 

24、野菜価格安定補償事業・・・農林建設課生産振興班☎ 42-2111 内線 251 ～ 253 

事業内容については４５ページをご覧ください。詳しいことは、農林建設課生産振興班へお尋
ねください。 

 
25、農業生産基盤整備事業・・・農林建設課農地農政班☎ 42-2111 内線 241 ～ 243 

事業内容については４５ページをご覧ください。詳しいことは、農林建設課農地農政班へお尋
ねください。 

 

26、新規就農者支援対策事業・・・農林建設課農地農政班☎ 42-2111 内線 241 ～ 243 

事業内容については４５ページをご覧ください。詳しいことは、農林建設課農地農政班へお尋
ねください。 

 
 

27、間伐事業へのかさ上げ補助・・・農林建設課生産振興班☎ 42-2111 内線 251 ～ 253 

事業内容については４５ページをご覧ください。詳しいことは、農林建設課生産振興班へお尋
ねください 
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28、中小企業金融対策資金利子補給事業・・・総務企画課地域振興班☎ 42-2111 内線 172 

事業の内容については４６ページをご覧ください。詳しいことは総務企画課地域振興班へお尋
ねください。 

 

29、水道未普及地域飲料水確保対策事業・・水道事業所（農林建設課水環境班）☎42-2111 内線 271～273 

事業の内容については１２ページをご覧ください。詳しくは水道事業所へお尋ねください。 
 

30、合併処理浄化槽に対する補助（かさ上げ）・・・農林建設課水環境班☎   42-2111  内線  271～273 

事業の内容については１４ページをご覧ください。詳しくは農林建設課水環境班へお尋ねくだ
さい。 

 

31、水洗便所設置費補助金・・・農林建設課水環境班☎ 42-2111 内線 271 ～ 273 

事業の内容については１４ページをご覧ください。詳しくは農林建設課水環境班へお尋ねくだ
さい。 

 

32、融資あっせん利子補給費補助金・・・農林建設課水環境班☎ 42-2111 内線 271 ～ 273 

事業の内容については１４ページをご覧ください。詳しくは農林建設課水環境班へお尋ねくだ
さい。 

 

33、人材育成事業補助金・・・総務企画課地域振興班☎ 42-2111 内線 171 

村では優れた人材を育成するため、村民の皆さんが教育・文化の向上をはじめ、医療、福祉、産
業などの研修を実施する際、補助金を交付し支援しています。詳しくは役場総務企画課地 域振
興班にお尋ねください。 

 
34、子育てサロンはまなすっ子広場・・・社会福祉協議会☎ 41-1200 

村社会福祉協議会子育て支援グループ「はまなっす子広場」は、毎月１回第２火曜日に開催
されています。保育園や幼稚園入園前の２歳児前後が対象となります。子育てには、分からな
いことや迷いが多いものです。児童委員やボランティアなど地域の皆さんが主体になっ て開設
しています。子育ての先輩方がほとんどですので、日頃感じていることや不安などを 話してみ
ませんか。いい気分転換になるかもしれませんよ。 

 
35、コミュニティづくりに対する支援・・・教育委員会内公民館☎ 42-2111 内線 312 

                    総務企画課地域振興班☎ 42-2111 内線 171 

各行政区等の主体的な地域づくりを支援するため「住みたくなる地域づくり活動補助金」や
花いっぱい運動などを支援するための「集落環境整備事業補助金」、「部落公民館建設事業補助
金」、「地域コミュニティ活動助成金」など各種の補助制度によりコミュニティづくりを支援し
ています。 

 
36、要保護と準要保護・・・教育委員会教育総務班☎ 42-2111 内線 302・333 

経済的な理由で小学校及び中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、申
請により学用品や学校給食費を給与する制度があります。該当すると思われる方は教育委 員会
にご相談ください。 

 

37、保育料の軽減・無料化・・・住民生活課地域福祉班☎ 42-2111 内線 203 

教育委員会教育総務班内線 302・333 

村では日本一子どもを育てやすい村を目指して、保育料の軽減・無料化を行っています。 
制度の内容は、３２ページ及び４４ページをご覧ください。詳しくは住民生活課地域福祉班（保育
園）または教育委員会教育総務班（幼稚園）にお尋ねください。 

 

38、公共バス利用助成・・・総務企画課地域振興班☎ 42-2111 内線 172 

事業の内容については４９ページをご覧ください。詳しくは総務企画課地域振興班へお尋ねく
ださい。 
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◎くらしのダイヤル 
●村 

 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村役場 伊保内 10-11-6 42-2111 

戸田支所（老人福祉センター） 戸田 17-39-2 43-2111 

江刺家支所（ふるさとセンター） 江刺家 8-36 42-3110 

●警察・消防 
 

名 称 住 所 電話番号 

二戸警察署九戸駐在所 伊保内 25-26 42-2210 

二戸消防署九戸分署 伊保内 10-11-6 42-3119 

●福祉・医療 
 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村保健センター 伊保内 10-11-6 42-2111 

九戸村総合福祉センター 伊保内 7-39-4 41-1200 

九戸村老人福祉センター 戸田 17-39-2 43-2111 

九戸村社会福祉協議会 伊保内 7-39-4 41-1200 

特別養護老人ホーム折爪荘 伊保内 9-73 42-4165 

特別養護老人ホームおりつめの里 伊保内 7-35 43-3082 

グループホームおりつめ 伊保内 8-15-1 42-4111 

ディサービスセンターふぁーすとシート 伊保内 11-52 42-4020 

通所介護かすみ 伊保内 2-61-1 42-4044 

共同生活介護施設ラピュタ 伊保内 11-52 42-4020 

九戸地域診療センター 伊保内 7-35-1 42-2151 

伊保内歯科医院 伊保内 12-18 42-2105 

●教育・スポーツ 
 

名 称 住 所 電話番号 

九戸村教育委員会 伊保内 10-11-6 42-2111 

九戸村公民館 伊保内 10-11-6 42-2111 

九戸村学校給食センター 山根 5-95 43-2766 

九戸村総合運動場 伊保内 1-61 42-4057 

九戸村体育センター 伊保内 25-94-1 42-2177 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 伊保内 24-1 42-2177 

屋内ゲートボール場 伊保内 18-41-6 42-3905 

村営くのへスキー場 伊保内 18-41-6 42-2366 

くのへパークゴルフ場 伊保内 18-41-6 42-4001 

●保育園・こども園 
 

名 称 住 所 電話番号 

戸田保育園 戸田 13-69-1 43-2315 

伊保内保育園 伊保内 2-61-2 42-2208 

ひめほたるこども園 長興寺 14-33-3 41-1300 
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●学校 
 

名 称 住 所 電話番号 

戸田小学校 戸田 16-74-4 43-2211 

山根小学校 山根 10-3-4 43-2212 

伊保内小学校 伊保内 7-10-1 42-2201 

長興寺小学校 長興寺 8-49 42-2202 

江刺家小学校 江刺家 10-12-2 42-2203 

九戸中学校 山根 10-3 43-2121 

県立伊保内高等学校 伊保内 1-61-12 42-3121 

●農協・金融機関 
 

名 称 住 所 電話番号 

新岩手農業協同組合九戸支所 伊保内 7-25-1 42-3111 

岩手銀行（株）伊保内支店 伊保内 12-5 42-2121 

盛岡信用金庫九戸支店 伊保内 10-10-1 42-2141 

●主な事業所等 
 

名 称 住 所 電話番号 

戸田郵便局 戸田 18-2-2 43-2010 

伊保内郵便局 伊保内 6-14-1 42-2101 

江刺家郵便局 江刺家 7-61-5 42-2102 

二戸地方森林組合九戸支所 伊保内 10-11-6 42-4240 

九戸村商工会 伊保内 11-47-1 42-2230 

九戸村土地改良区 伊保内 10-11-6 42-2111 

岩手県北自動車（株）伊保内営業所 伊保内 12-52-3 42-2211 

ＮＥＸＣＯ東日本九戸料金所 江刺家 8-25-2 42-2218 

（株）九戸村ふるさと振興公社 山屋 2-28-1 42-4400 

オドデ館 山屋 2-28-1 42-4400 

ふるさとの館（ふるさとの湯っこ） 伊保内 16-91-3 42-4001 

コロポックルランド 江刺家 9-81 42-4062 

まさざね館 伊保内 11-47-1 42-2226 

（株）九戸村ナインズファーム 伊保内 10-11-6 42-2111 

花きセンター 戸田 17-7-9 43-2425 

野菜真空予冷施設 江刺家 3-33-1 42-2054 
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◎二戸地域医療機関一覧 
 

診療機関名 電話番号 診療科目 

岩手県立二戸病院 

 

 
 

23-2191 

内科・消化器内科、循環器内科、神経内科、血液内
科、 呼吸器内科、精神科、小児科、外科、麻酔
科、整形 外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿
器科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう
科、放射線科、リハビリテーション科、地域医療科 

岩手県立軽米病院 46-2411 内科、小児科、外科、訪問診療 

岩手県立一戸病院 
 

33-3101 
内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外 
科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科 

岩手県立二戸病院附属九戸地域診 
療センター 

 

42-2151 
内科、小児科、外科 

おりそ内科・循環器クリニック 22-2251 内科、循環器科 

川村医院 23-3252 内科、産婦人科、リハビリテーション科 

菅整形外科皮膚科クリニック 

 

23-7311 
整形外科、リウマチ科、理学診療科、皮膚科、麻酔
科、ペインクリニッ ク科 

斉藤産婦人科医院 23-2505 産婦人科 

すがわら消化器内科 23-2879 内科、消化器科 

千葉耳鼻咽喉科医院 23-2009 耳鼻咽喉科 

二戸クリニック 25-5770 内科、外科、泌尿器科 

二戸市国民健康保険金田一診療所 27-2205 内科、外科 

二戸市国民健康保険浄法寺診療所 38-2021 内科、小児科、外科、整形外科 

よこもり眼科クリニック 22-2230 眼科 

いちのへ内科クリニック 33-2701 内科 

奥中山高原クリニック 35-2011 内科 

小鳥谷診療所 34-3501 内科 

 

松井内科医院 

 

33-2201 
内科、呼吸器科、アレルギー科、神経内科、 
消化器科、循環器科、リハビリテーション科 

小野寺クリニック 46-2822 内科、皮膚科、泌尿器科 

中村医院 46-2131 内科、外科 

むらかみ医院いたみのクリニック 48-1500 内科、消化器内科、外科、皮膚科、肛門科、麻酔科 

ふくもりたこどもクリニック・ア

レルギー科 
43-3137 小児科・アレルギー科 

カシオペア医院 23-3331 消化器内科、内科 
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