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　日本脳炎ワクチンを製造してい

る２社のうち、１社の製造が一時

停止したことで、ワクチンの供給

量が大幅に減少しています。供給

は４年４月に安定する見込みで、

それまでは医療機関の予約が取り

づらい状況が予想されます。

　日本脳炎予防接種は、第１期の

３回（標準的には３歳から接種開

始）と第２期の１回（標準的には

９歳で接種）で、計４回接種します。

◉接種を優先される人

　厚生労働省は、供給が安定する

までの間、次の該当者を優先して

接種することを呼び掛けています。

事前に予約をした上で接種を受け

てください。　

▲

１回目、２回目の接種をまだ受　

けていない人

▲

定期接種の対象年齢の上限（※）

が近づいている人

　市に対して、次の皆さんからご

厚志をいただきました。

○及川悦子さん（江刺）…現金

１万円（江刺総合支所健康福祉グ

ループへ）

○平賀圭子さん（盛岡市）…斎藤

實書掛け軸１幅（教育委員会事務

局歴史遺産課へ）

○塚原直実さん（千葉県）…後藤

新平揮
き

毫
ごう

扁
へん

額
がく

１点（教育委員会事

務局歴史遺産課へ）

　国土 強
きょう

靭
じん

化地域計画は、大規

模自然災害などから人命・財産を

守り、被害を 小化する「国土強

靭化」の市町村の指針となるもの

です。あらゆるリスクを想定し、

主に発災前における平時の国土強

靭化に対する施策を対象として計

画した「奥州市国土強靭化地域計

画（案）」を公表します。市民の

皆さんのご意見をお寄せください。

詳しくは市ホームページをご覧く

ださい。

■意見募集期間　３月８日月まで

（必着）

■意見を提出できる人　市内在住、

通勤または通学する人

■案の閲覧場所　提出先、各総合

支所地域支援グループ、市ホーム

ページ

■提出方法　住所、氏名、電話番

号などを明記し、郵送、ファクス、

メール、または直接提出

■問い合わせ・提出先　本庁政策

※

平成 21 年 10 月２日以降生まれ

の人【１～３回目（第１期）：７

歳６カ月未満、４回目（第２期）　：

13 歳未満】

※

平成 19 年４月２日～ 21 年 10

月１日生まれの人【１～４回目：

13 歳未満】

※

平成 19 年４月１日以前生まれ

の人【１～４回目：20 歳未満】

◉今後の対象者への通知

　市は、今後の対象者への通知時

期を次の通り変更します。

▲

平成 30 年１月１日～ 31 年３月

31 日生まれの人には、３歳の誕生

日の翌月に１～２回目の接種につ

いて通知します。３回目の接種に

ついては、供給が安定し、かつ２

回目の接種から１年後に通知しま

す。

▲

３年度に４歳になる人（平成

29 年４月１日～ 30 年３月 31 日

生まれ）には、供給が安定し、か

つ２回目の接種から１年後に３回

目の接種について通知します。

▲

３年度に９歳になる人（平成

24 年４月１日～ 25 年３月 31 日

生まれ）には、４回目（第２期）

の接種について、４年度に通知し

ます。（３年度は通知しません）

■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

　高齢者肺炎球菌感染症予防接種

の助成期限が迫っています。本年

度の対象者には、すでに「高齢者

肺炎球菌感染症予防接種接種券

（はがき）」を送付しています。希

望する人は忘れずに接種しましょ

う。

■助成期限　３月 31 日水
■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

■資金名　令和２年 12 月以降大

雪被害対策特別資金

■資金用途　農家経営に必要な資

金および農業用施設の補修復旧な

どの費用

■貸付対象者　大雪被害を受け、

市内ＪＡ組合員である農業者

■貸付期間　原則 10 年以内（う

ち据え置き３年以内）

■融資限度額　原則 500 万円以内

■取扱期間　６月 30 日水まで

※案件により貸し付けまでに要す

る期間が異なるため、問い合わせ

先へお早めにご相談ください

■問い合わせ　市内ＪＡ各支店

（大手通り支店、水沢中央支店、

水沢南支店、前沢支店、胆沢支店、

衣川支店、岩谷堂支店、玉里支店）

企画課企画推進係 ( ☎ 34-2125、

〒 023-8501 ※住所記載不要、　

22-2533、 kikaku@city.oshu.

iwate.jp)

　市は、国民健康保険事業の運営

に関する事項を審議する委員を募

集します。

■募集人数　５人 (選考あり）

■職務内容　条例の制定や改廃、

予算、保険税の税率など国民健康

保険に関する事項の審議

■報酬　市の規定に基づき出席報

酬を支給

■応募資格　市内在住の 20 歳～

71 歳の国民健康保険被保険者で、

年４回程度、平日の日中に開催す

る会議に出席できる人

■任期　４月１日から３年間

■応募方法　応募先で配布する応

募用紙（市ホームページにも掲載）

に必要事項を記入し、郵送または

直接提出

■申込期限　３月 18 日木（必着）

■問い合わせ・応募先　本庁

健康増進課国保係（☎ 34-2901、

〒 023-8501 ※住所記載不要）、各

総合支所国民健康保険担当

市ホームページ

▲

国民健康保険事業の運営に

関する協議会委員の募集

日本脳炎ワクチンが

不足しています

高齢者肺炎球菌感染症　

予防接種を忘れずに

大雪被害を受けた農業者

向けの実質無利子の融資

市税の納付は、便利で安心な市税の納付は、便利で安心な口座振替口座振替をを

■手続き方法　納税通知書のほか、通帳と通帳届出印をお持ちの上、

　次の金融機関で手続きしてください。

▲

金融機関　岩手ふるさと農協、岩手江刺農協、岩手銀行、東北銀

　　行、北日本銀行、東北労働金庫、水沢信用金庫、ゆうちょ銀行

■注意事項

▲

口座振替日は、各税の納期限日

▲

口座振替の手続きは、各税の納期限日の１カ月前まで

▲

納期限が過ぎた（滞納）分などは、振替不可

▲

軽自動車税は、振替日から約２週間後に「軽自動車税（種別割）

　　納税証明書（継続検査用）」を送付

▲

軽自動車税以外の口座振替済通知書は、翌年の１月に送付

■問い合わせ　本庁納税課収納係（☎ 34-2227）

　市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税は、　市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税は、

口座振替を利用して納付すると納め忘れがなく便利です。口座振替を利用して納付すると納め忘れがなく便利です。

ぜひご利用ください。ぜひご利用ください。

　市は、地域福祉を推進するため、

地域福祉推進市民会議委員を募集

します。

■募集人数　２人 (選考あり）

■職務内容　地域福祉計画推進に

向けた協議の会議参加 

■報酬　会議１回出席につき

3,000 円（年１～２回）

■応募資格　次の全ての条件に該

当する人　

▲

地域福祉に関心があ

り、積極的に意見する　

▲

市内在

住の 20 歳以上　

▲

平日の日中に開

催する会議に出席できる　

▲

市職

員や市の審議会などの委員でない

■任期　委嘱の日から２年間

■応募方法　応募先で配布する応

募用紙（市ホームページにも掲載）

に必要事項を記入し、郵送、ファ

クス、メールまたは直接提出

■申込期限　３月 18 日木
■問い合わせ・応募先　本庁

福祉課地域福祉係（☎ 34-2324、

〒 023-8501 ※住所記載不要、　

51-2373、 chiikifukushi@city.

oshu.iwate.jp)

放

射

能

測

定

結

果

採取日 1/6 1/13 1/20 1/27

ごみの燃え殻 不検出 不検出 不検出 22

排ガス内の
ばいじん 30 60 37 120

採取日 1/6 1/20 1/27

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

- - 4.0

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）

「奥州市国土強靭化地域計

画（案）」にご意見を

市地域福祉推進

市民会議委員の募集

市ホームページ

▲

善意の贈り物


