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■■ 要介護認定を用いた証明書類を発行します ■■
令和２年分の税申告で各種控除を受けるために必要な書類を次のとおり発行します。

◉障害者控除を受けるための認定書

65 歳以上の要介護認定者は、市の認定書により、

要介護状態区分に応じた障害者控除を受けることが

できます。

■対象者

２年 12 月末時点で、要介護１以上の認定を受け

ている人

※要介護４および５の人または要介護認定時の主治医

意見書により寝たきり状態であることが確認できる

人は特別障害者として、それ以外の要介護１～３の

人は障害者として控除を受けることができます

※身体障害者手帳 1級、２級の人は、手帳の掲示で

控除を受けることができるため、認定書は不要です

◉おむつ代の医療費控除を受けるための証明書

傷病によりおおむね６カ月以上にわたり寝たきり

で、医師の治療に際し、おむつの使用が必要である

場合には、医師から「おむつ使用証明書」（有料）

の発行を受けることでおむつ代が医療費控除の対象

となります。

市では、次に該当する人に、「おむつ使用証明書」

の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」（無料）

を発行します。

■対象者

次のすべてを満たす人

①おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降で、

　要介護認定を受けている

②要介護認定時の主治医意見書により、寝たきり状

　態で尿失禁の可能性があることが確認できる

◉共通

■申請受付開始日　３年１月４日月
■申請書　申請先に配置

■必要書類　申請時に対象者本人の介護保険被保険

　者証の提示が必要（家族が申請する場合は、申請

　者の身分証明書の提示も必要）

■問い合わせ・申請先　本庁長寿社会課介護認定係

　（☎ 34-2198）、各総合支所長寿社会担当

奥州市役所・水沢総合支所 

☎ 0197-24-2111  〒 023-8501  水沢大手町一丁目１

　ホームページアドレス　https://www.city.oshu.iwate.jp/　

江刺総合支所　☎ 35-2111　〒023-1192 江刺大通り１-８　　　　　　前沢総合支所　☎ 56-2111　〒029-4292 前沢字七日町裏71  

胆沢総合支所　☎ 46-2111　〒023-0492 胆沢南都田字加賀谷地270　　衣川総合支所　☎ 52-3111　〒029-4332 衣川古戸64-４  

税申告用

　夜間における地域の安全を確保

するため、町内会などが支払った

街路灯電気料金に補助金を交付し

ます。

■対象期間　２年１月～ 12 月

■補助金額　①契約容量 40 ㍗以

下…電気料金の全額②契約容量

40 ㍗超…電気料金のおよそ半額

■提出書類　申請先で配布する申

請書や電気料金領収書など。詳し

くはお問い合わせください

■申請期限　３年 1月 29 日金
■問い合わせ・申請先　本庁維持

管理課管理係（江刺総合支所・☎

34-2494）、各総合支所地域支援グ

ループ　

　総代逝去に伴う胆沢平野土地改

良区の補欠選挙は、定数（２人）

と同数のため無投票となりました。

総代は次の人です。

◉村上篤さん、小野寺孝行さん

■問い合わせ　本庁選挙管理委員

会事務局（☎ 34-2232）

　貴重な文化財を火災から守るた

め、次の日程で消防訓練を実施し

ます。それに伴い、周辺道路の交

通規制を行います。

◉武家住宅（後藤新平旧宅）

■日時　３年１月17日日午前10時

～11時予定

　市は３年４月に採用する職員を

募集します。職種ごとの詳細な受

験資格要件や申し込み方法は、本

庁総務課、総合案内および各総合

支所地域支援グループで配布する

受験案内をご確認ください。市

ホームページにも掲載しています。

■募集職種・人数（年齢要件）

①土木技師・１人程度（昭和 55

年４月２日以降生まれ）

②看護師・１人程度（昭和 50 年

４月２日以降生まれ）※主任介護

支援専門員資格を有する人

③診療放射線技師・１人程度（昭

和 50 年４月２日以降生まれ）

④医療ソーシャルワーカー・１人程

■交通規制場所　市道　吉小路本

線、大手町吉小路１号線

◉えさし郷土文化館

■日時　３年１月24日日午前10時

～11時予定

■問い合わせ　市教育委員会事務

局歴史遺産課企画管理係（☎34-

1315）

　市内のユネスコ協会では、書き

損じはがきや未使用切手を募金に

換え、発展途上国の教育支援に役

立てています。

■回収期間

▲

水沢…３年２月

17 日水まで

▲

江刺…２月 10 日水
まで

▲

前沢…２月 20 日土まで

▲

衣川…１月 31 日日まで

■回収場所

▲

水沢…市役所本庁

１階総合案内・４階水沢総合支所

事務局、地域内各地区センター、

後藤伯記念公民館、アスピア、水

沢図書館、市まちなか交流館、市

民プラザ・マッセ（メイプル地下）

▲

江刺…地域内小中学校、岩谷堂

高校、江刺生涯学習センター

▲

前

沢…地域内小中学校・幼稚園・支

援学校、地域内各地区センター、

前沢図書館、前沢ふれあいセン

ター

▲

衣川…衣川総合支所、地域

内各地区センター、地域内小中学

校、黒滝温泉、国見平温泉

■問い合わせ　水沢（後藤伯記念

公民館内・☎ 22-3556）、江刺（菊池・

☎ 39-3797）、前沢（白山地区セ

ンター内・☎ 56-2938）、衣川（衣

川地区センター内・☎ 52-3426）

　胆江地区衛生センターでは、３

年１月より退出路を臨時の迂
う

回
かい

路

から正門（現在入口）へ変更しま

す。変更後は正門付近が対面通行

になるので、来所の際はご注意く

ださい。

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事

務組合施設管理課（☎ 24-5821）

　ミツバチを飼育している人は、

３年１月１日現在の飼育群数と年

間の飼育計画を提出してください。

■提出期限　３年１月 31 日日
■提出様式　県ホームページから

ダウンロードまたは問い合わせ先

で配布

■問い合わせ・提出先　県南広域

振興局農政部（☎ 22-2842）

胆沢平野土地改良区　　

総代補欠選挙（前沢古城）

税に関するお知らせ税に関するお知らせ

■税の納期

　国民健康保険税（７期）　国民健康保険税（７期）

　（納期限：３年２月１日　（納期限：３年２月１日月月））

　口座振替で納税している人

の口座振替納付済通知書は、

３年１月初旬に発送します。

■問い合わせ　本庁納税課

収納係（☎ 34-2227）

胆江地区衛生センター　

退出路の変更

ミツバチ飼育届の提出を

街路灯電気料金に助成金を

交付

書き損じはがきの回収に　

ご協力ください

度（昭和 55 年４月２日以降生まれ）

■第１次試験日　３年１月 24 日

日
■試験会場　市役所江刺総合支所

■申込期限　３年１月 12 日火
※持参・郵送共に、午後５時 15

分必着

■問い合わせ・申込先　本庁総務

課人事係（☎ 34-2192、〒 023-8501

※住所記載不要）

■日時　３年１月 16 日土午後１

時半～３時半

■場所　ホテルニュー江刺本館

■参加費　無料

■申し込み方法　電話、ファクス、

メール、県ホームページのいずれ

かで申し込む

■申込期限　３年１月６日水
■問い合わせ・申込先 県南広

域振興局農政部（☎ 22-2842、

22-6194、 BD0004@pref.iwate.

jp）

文化財防火デー消防訓練

に伴う交通規制

市職員を募集します

放

射

能

測

定

結

果

採取日 11/4 11/11 11/18 11/25

ごみの燃え殻 68 38 55 26

排ガス内の
ばいじん 230 160 150 140

採取日 11/4 11/11 11/18 11/25

地下水（上流） - 不検出 - 不検出

地下水（下流） - 不検出 - 不検出

下水道への　
放流水 3.0 2.0 2.0 -

胆江地区 終処分場（ベクレル /ℓ）ごみ焼却施設（ベクレル /㎏）

参考 「ごみの燃え殻」、「排ガスのばいじん」

の国の基準値 =8,000 ベクレル /㎏

■問い合わせ 奥州金ケ崎行政事務組合施設管理課（☎ 24-5821）

農業を始めよう！

就農座談会を開催

県ホームページ

▲

市ホームページ
▲

県ホームページ

▲


