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江刺南中学校・学校開放

を開催します

ほいくしカフェ

善意の贈り物

就学義務猶予免除者などの

中学校卒業程度認定試験

　児童扶養手当を継続して受給す

るためには、現況届の提出が必要

です。対象者には８月上旬までに

通知しますので、忘れずに提出し

てください。

■受付日　８月11日水～16日🈷
（土日は除く）※日程は地域によ

って異なるため通知を確認してく

ださい

■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

　

　熱中症は屋内外問わず誰でもか

かる可能性があるので、注意が必

要です。環境省が運用する熱中症

警戒アラートを活用するなど、積

極的な予防行動を取りましょう。

■予防行動のポイント

▼暑さを避けましょう

▼適宜マスクを外しましょう

▼小まめに水分補給をしましょう

▼日頃から健康管理をしましょう

■問い合わせ　本庁健康増進課健

康づくり係（☎34-2903）

 

 

　市では、水道使用に対する満足

度や主要施策へのニーズなどを把

握するため、水道に関するアンケ

ート調査を実施します。調査対象

世帯を無作為に抽出し、アンケー

ト用紙を８月上旬に郵送しますの

で、ご協力をお願いします。

■問い合わせ　本庁経営課水道

経営係（江刺総合支所・☎34-

1516）

　市立幼稚園、小・中学校では、

８月13日～15日の３日間と、各学

校で設定した１日を「学校閉庁

日」とします。この４日間は部活

動などの諸活動を行いません。な

お、緊急時の連絡方法などは、施

設ごとに決めて園児・児童・生徒

の保護者などへお知らせします。

■問い合わせ　市教育委員会事務

局学校教育課（江刺総合支所・☎

34-1630）

　江刺南中学校が３年度末をもっ

て閉校となることから、地域の人

や卒業生などに学校施設を見てい

ただく機会を設けます。ぜひ閉校

前の学校をご覧ください。

■日時　８月14日土午前９時～午

後４時※開放はこの日限りです

■開放場所　校舎と校庭

■問い合わせ　江刺南中学校（☎

39-2125）

　市内では５月と６月に２件の農

作業中の死亡事故が発生していま

す。これからの盛夏の時期、次の

ことに気を付け事故を未然に防ぎ

ましょう。

■注意事項

○女わざの会…郷土の布資料 56

点（牛の博物館へ）

○㈱岩手銀行法人戦略部（長瀬　

俊章法人戦略部長）、北日本緑化

㈱（菅野慶四郎代表取締役）…お

金セットなど計57点（黒石小学校へ）

○遠藤洋治さ
ん（前沢）…三好京

三氏　筆・額装１点（前沢図書館へ）

○梁川浩さ
ん（一関市）…胆沢郡・

江刺郡・気仙郡衆議院議員選挙人

名簿など計 178 点（教育委員会事

務局歴史遺産課へ）

○奥村隆さ
ん（愛知県）…牛の切手、

絵葉書、調査資料計 11 冊（牛の

博物館へ）

○高橋勉さ
ん（胆沢）…橋本高

こうほう

鳳

画「高野長英像」など計 10 点（高

野長英記念館へ）

○ＥＣ南部コーポレーション㈱

（菅原正
まさとし

聡代表取締役）…側溝ダー

トカバー 196 個（稲瀬わかば園へ）

　カメムシ防除の薬剤により、飼

育されているミツバチが被害を受

けないよう、水稲生産者とミツバ

チ飼養者はそれぞれ注意しましょう。

■水稲生産者

▼防除を行う際はミツバチ飼養者

へ連絡する

▼適期防除を徹底する

▼水田の草刈りなど、衛生管理を

徹底する

■ミツバチ飼養者

▼近隣の水稲生産者に巣箱の位置

を周知する

▼ミツバチ用の水場を確保する

▼巣箱は水田から距離をとって置く

■問い合わせ　県南広域振興局農

政部（☎22-2841）

▼家族や地域ぐるみで、事故防止

のため高齢者へ「声かけ」を

▼農作業機械の使用時はヘルメッ

トやシートベルト着用を徹底

▼疲れを感じたら早めの休憩

▼常に携帯電話の持ち歩きを

■問い合わせ　本庁農政課農産係

（☎34-1583）

　保育士の再就職で心配なことや

知りたいことなどについて、コー

ディネーターや同じ思いを持つ皆

さんと話してみませんか。お気軽

にご参加ください。

■日時　８月26日木午前10時半～

正午

■対象　保育士資格を持ち、現在

保育士として働いていない人

■場所　北上市総合福祉センター

（北上市常盤台２丁目１－63）

■申込期限　８月25日水正午

■その他　参加料は無料。子ども

同伴可

■問い合わせ・申込先　県保育

士・保育所支援センター（県社会

福祉協議会内、☎019-637-4544）

　市に対して、次の皆さんからご

厚志をいただきました。

○㈱岩手日日新聞社（山岸学代表

取締役）…千羽鶴２束（本庁健康

増進課へ）

○文秀堂㈱（髙橋竜太郎代表取締

役）…東北地方の郷土玩具 10 点

（牛の博物館へ）

○佐藤悦子さ
ん（一関市）…近代

の衣類 26 点（牛の博物館へ）

■願書受付期間　９月３日金まで

※当日消印有効

■試験日　10 月 21 日木
■受験場所　県立総合教育セン

ター（花巻市）

■その他　受験案内は、県教育委

員会事務局学校教育室（県庁）で

配布

■問い合わせ　文部科学省総合教

育政策局生涯学習推進課認定試験

第一係・認定試験第二係（☎ 03-

5253-4111、内線 2024・2643）

◉有害鳥獣の捕獲を実施

　カラスから農作物を守るため、

次の地区で銃器を使って捕獲を行

います。安全には十分配慮します

ので、ご理解をお願いします。

○水沢　佐倉河（八幡・谷地）地区

■実施期間　８月１日日～ 31 日

火（12 日木～ 19 日木を除く）

○江刺　全域

■実施期間　８月 15日日～ 31日火
◉カメムシの防除を実施

　カメムシ被害から水稲を守るた

め、市内高速道路ののり面へ薬剤

を散布します。

■実施期間（予定）　①８月６日

金～ 12 日木、②８月 16 日🈷～

22 日日※水稲の生育状況により、

実施期間が前後します

◉共通

■問い合わせ　胆江広域病害虫防

除協議会事務局（Ｎ
ノ ー サ イ

ＯＳＡＩ岩手

胆江地域センター収穫共済課内・

☎ 25-6631）

　

　県では、希少な野生生物の保護

対策の基礎資料となる「いわて

レッドデータブック」の改訂を行

うため、５年度まで調査員が生息

調査を実施します。調査員は、「岩

手県学術調査員」と書かれた腕章

を着けていますので、土地への立

ち入りなどにご協力ください。

■問い合わせ　県環境生活部自然

保護課（☎ 019-629-5371）

熱中症に注意しましょう

児童扶養手当の

現況届の提出を忘れずに

水道に関するアンケートへ

ご協力ください

夏休み中の学校閉庁日

農作業事故を防ぎましょう

ミツバチが被害を受けな

いように配慮を！

放

射

能

測

定

結

果

採取日 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30

ごみの燃え殻 100 52 110 49 65

排ガス内の
ばいじん

250 250 210 261 180

採取日 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30

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 3.0 2.0 3.0 3.0

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）

有害鳥獣駆除とカメムシ

防除を行います

いわてレッドデータブック

改訂に伴う生息調査の実施

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（２期）　市県民税（２期）

　国民健康保険税（２期）　国民健康保険税（２期）

　（納期限：８月 31 日　（納期限：８月 31 日火火））

　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）


