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週末カヌー教室

　新型コロナウイルス感染症の影

響を受ける子育て世帯の生活を支

援するため、給付金を支給します。

下記に該当し、支給を希望する人

は申請が必要です。

■支給対象者

①公的年金などを受給しているこ

とにより児童扶養手当を受給して

いない人

②新型コロナウイルス感染症の影

響を受けて家計が急変し、収入が

児童扶養手当の対象となる水準に

下がった人

■支給額　対象児童１人につき

５万円

■申請期限　４年２月 28 日🈷
■問い合わせ　本庁こども家庭課

家庭福祉係（☎ 34-1585）、各総

合支所児童扶養手当担当グループ

　今年の水道週間のスローガンは

「生活も　ウイルス予防も　蛇口

から」。市では、安全でおいしい

水を安定供給する水道を目指して

います。この機会に「水道」につ

いて考えてみましょう。

■問い合わせ　本庁経営課管理係

（江刺総合支所・☎ 34-1518）

　クマの出没は夏場にかけて多く

　３年度労働保険（労災保険・雇

用保険）の年度更新期間は、６月

１日から７月 12 日までです。管

轄の労働局・労働基準監督署・金

融機関で申告・納付をお願いしま

す。年度更新の申告書は、郵送や

電子申請でも受け付けていますの

でご活用ください。

■日時　６月 12 日、19 日、７月

３日、24 日、８月 14 日、28 日、

９月 11 日、25 日、10 月９日（毎

回土）午前 10 時～ 11 時半

※天候などにより中止となる場合あり

■場所　胆沢若柳　馬
うまどめ

留広場内馬

留池（集合場所：奥州湖交流館）

■対象　小学３年生以上

■参加料　１回 500 円

■持ち物　水着または濡れてもよ

い服装、着替え、ウォーターシュー

ズまたはサンダル、運動靴、タオ

ル、眼鏡バンド（眼鏡の人）、防

寒着

なります。被害に遭わないよう十

分注意しましょう。クマを目撃し

た場合は、被害を未然に防ぐため

に、警察や市役所担当課へ連絡し

てください。

▲

クマの出没情報を収集し、危険

な場所には近づかない

▲

クマの行動が活発な朝夕や霧が

出ているときの行動は避ける

▲

単独で行動しない

▲

もしクマに遭遇しても、慌てず

騒がず、クマの動きを見ながら

ゆっくり後退する

■問い合わせ　本庁生活環境課環

境係（☎ 34-2340）、各総合支所

地域支援グループ

　離婚や養育費、日常生活で困っ

ていることなど、弁護士が相談に

応じます。

■日時　６月 20 日日午前 10 時～

午後３時（要予約）

■場所　市民プラザ・マッセ（メ

イプル地下）

■対象　ひとり親家庭、寡婦など

■費用　無料

■問い合わせ・予約先　（一社）

県母子寡婦福祉連合会（☎ 019-

623-8539）

　職場のトラブルで悩んでいませ

んか？　労働者と使用者との間の

さまざまな問題を県労働委員会の

委員が相談に応じます。

■日時・場所　

○６月 13 日日午後１時～４時（北

上地区合同庁舎）

○６月 27 日日午後１時～４時（奥

州地区合同庁舎）

※当日受け付けは、午後３時まで

■その他　３日前までに、開催の

有無を電話で確認してください

■問い合わせ・予約先　県労働委

員会事務局 ( 平日のみ、0120-

610-797)

　３年度の市県民税普通徴収の納

税通知書を６月４日に発送します。

内容をご確認の上、納期限内に金

融機関やコンビニエンスストアで

納付をお願いします。

　確定申告期限延長のため、事務

処理の都合上、５月９日までに市

に届いた課税資料を基に作成して

います。今後届いた資料分は、翌

月以降の更正として通知書を送付

します。

　なお、３年度から実施する市県

民税の税制改正の内容は次のとお

りです。詳しくは、市ホームペー

ジをご覧ください。

■主な改正点

▲

給与所得控除の改正

▲

所得金額調整控除の創設

▲

公的年金等控除の改正

▲

基礎控除の改正

▲

扶養控除などの所得金額要件の

見直し

▲

ひとり親控除の創設および寡婦

（寡夫）控除の改正　など

■問い合わせ　本庁税務課市民税

係（☎ 34-2374）

■申し込み方法　希望日の２日前

までに電話またはメール

■問い合わせ・申込先　奥州Ｊｒ

カヌークラブ部長・元地域おこし

協力隊　藤野浩太（☎ 090-7018-

0288、 riku.kota1150 ＠ gmail.

com）、本庁生涯学習スポーツ課ス

ポーツ振興係（平日のみ、江刺総

合支所・☎ 34-2498）

■主な役割　年に数回程度開催す

る会議に出席し、市の食育の推進

について意見を述べる

■対象　「食」に関心があり、市

の各種審議会などの委員の委嘱を

受けていない市内在住の人

■募集人数　１人

■任期　委嘱の日から５年３月

31 日まで

■報酬　会議１回あたり 3,000 円

（別途旅費を支給）

■申し込み方法　申込先と各総合

支所健康増進担当グループに備え

付けの申込用紙、市食育推進計画

意見など記入用紙に必要事項を記

入して提出（郵送可）

■申込期限　６月 11 日金※当日

消印有効

■問い合わせ・申込先　本庁健康

増進課健康づくり係（☎ 34-2903、

〒 023-0851 ※住所記載不要）

■日時　10 月 10 日日午前 10 時～

■場所　岩手大学学生センター

■申込期間　６月７日🈷～７月

12 日🈷※消印有効

■申し込み方法　６月７日から本

庁長寿社会課、各総合支所介護担

当グループで配布する受験申込書

に必要事項を記入して提出※受験

資格など、詳しくはお問い合わせ

ください

■問い合わせ　（公財）いきいき

岩手支援財団（☎ 019-626-0196）

■募集人数　３人以内（選考あり）

■任期　委嘱の日から２年以内

■応募資格　18 歳以上の市内在

住者または勤務者（高校生除く）

■報酬　会議１回あたり 3,000 円

■申し込み方法　応募用紙（市

ホームページに掲載）に必要事項

を記入の上、郵送、ファクス、メー

ル、直接提出

■申込期限　６月 10 日木
■問い合わせ・申込先　本庁商

業観光課商業振興係（☎ 34-1759、

24-1992、 shougyou1@city.

oshu.iwate.jp、〒 023-0851 ※住

所記載不要）

食育推進協議会委員を

募集します

６月１日から水道週間です

労働保険のお知らせ

子育て世帯生活支援特別

給付金（ひとり親世帯分）

市ホームページ

▲

クマに注意しましょう

放

射

能

測

定

結

果

採取日 4/7 4/14 4/21 4/28

ごみの燃え殻 43 84 49 64

排ガス内の
ばいじん 170 250 180 230

採取日 4/14 4/21 4/28

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

胆江地区最終処分場（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）

ひとり親家庭などの

無料法律相談

介護支援専門員

実務研修受講試験

市県民税普通徴収納税

通知書を発送します

商店街活性化ビジョン

策定委員会委員を募集

出前無料労働相談会

市ホームページ

▲

厚生労働省
ホームページ　▶

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  

             

税に関するお知らせ税に関するお知らせ

■税の納期

市県民税（普通徴収）市県民税（普通徴収）（１期）（１期）

　（納期限：　（納期限：６月 30 日６月 30 日水水））

　納め忘れのない口座振替を

ご利用ください

■問い合わせ　本庁納税課

　収納係（☎ 34-2227）


