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　農家と飲食店の連携により地域

全体を活性化させるため、市内農

家が育てた農産物を使い店舗のブ

ランド価値を高めたいと考えてい

る飲食店を募集します。

■主な内容　農家と飲食店のマッ

チングを行い、10月１日から２週

間、農家の農産物を使ったメニュ

ーでトライアルイベントに参加し

ていただきます。詳しくは市ホー

ムページをご覧ください。

■募集期限　８月２日🈷
■募集店舗　市内20店舗

■問い合わせ　本庁食農連携推進

室（☎34-1587）

　

　市選挙管理委員会では、若い世

代の人に政治や選挙に対する関心

を持ち選挙を身近なものに感じて

いただくために、投票立会人を募

集します。

■応募資格　満 18 歳から 49 歳ま

での人で、市内在住の選挙人名簿

登録者

■報酬　期日前投票所立会人…１

日 9,600 円、当日投票所立会人　　

１日 10,900 円※規定の源泉所得

税を控除します

■申し込み方法　申込先に備え付

けの申請書（市ホームページから

ダウンロード可）に必要事項を記

入の上、郵送、ファクス、メール、

直接提出。※随時募集　

■問い合わせ・申込先　本庁市選

挙管理委員会事務局（☎ 34-2232、

22-2533、 senkan1@city.

oshu.iwate.jp、〒 023-0851 ※住

所記載不要）

■主な役割　年に数回程度開催す

る会議に出席し、「子どもの権利

に関する推進計画」を総合的、計

画的に推進するための意見を述べる

■募集人数　１人

■任期　委嘱の日から５年３月

31 日まで

■応募資格　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

■報酬　日額 3,000 円

■申し込み方法　申込先と各総合

支所児童育成担当グループに備え

付けの応募用紙に必要事項を記入

の上、郵送、メール、直接提出

■申込期限　８月６日金
■問い合わせ・申込先　本庁こど

も家庭課児童育成係（☎ 34-1589、

kodomo@city.oshu.iwate.jp、

〒 023-0851 ※住所記載不要）

■日時　８月 21日土午後１時半～

■場所　胆沢文化創造センター大

ホール

■基調講演　「生き心地のいい地

域になるために」

講師：秋田県藤里町曹洞宗月
げっそうじ

宗寺

住職　袴
はかまだ

田 俊
しゅんえい

英 氏　

■その他　基調講演後にシンポジ

ウムを開催

■問い合わせ　本庁健康増進課健

康づくり係（☎34-2903）

　土地の分筆・合筆、境界確定や

建物の登記などの不動産登記全般

に関する無料相談を実施します。

■日時　７月 30 日金午前 10 時～

午後３時

■場所　最寄りの土地家屋調査士

事務所

■問い合わせ・申込先　県土地家

屋調査士会水沢支部（阿部・☎

22-7428）

■申請手続きについて　

1手続きには本人に来ていだだく必要があります。15歳未満の人の場合

は法定代理人 (父または母など )の同行が必要です。

2本人確認書類を持参してください。運転免許証やパスポートなど公的

機関が発行した写真付き証明書であれば１点。お持ちでない場合は、健

康保険証や年金手帳などから１点以上、社員証や学生証などから１点を

組み合わせた２点をご持参ください。

3カードには、数字４桁（必須）と英数字６～ 16文字 (15歳未満の人や

署名用電子証明書が不要な人は除く )の暗証番号の設定が必要です。

■その他　受け付け人数によってはお待ちいただく場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。

■開催場所・日時

■問い合わせ　本庁市民課マイナンバーカード推進室（☎ 34-2223）

場　所 期　間 時　間

ユニバース水沢日高店 ８月４日水～５日木

午前 10時～午後３時イオン前沢店 ８月24日火～25日水
スーパー・スーパー

マーケットサンエー
９月14日火～15日水

　マイナンバーカードの取得促進のため、商業施設でも申請を受け付け

ます。買い物と一緒にカードの申請が可能ですので、お気軽にお立ち寄

りください。詳しくは市ホームページをご覧ください。

■■ マイナンバーカード出張申請受け付けの開催 ■■

市ホームページ

▲

■■ お盆期間中の情報 ■■

種別 機関名 8/12 木 8/13 金 8/14 土 8/15 日 8/16 🈷 問い合わせ

病院 市立病院など 通常診療 休診（※） 通常診療 ★

バス

市営バス
通常運行

日祝ダイヤ

通常運行

岩手県交通㈱胆江営業所

（ ☎ 35-2185）Ｚバス 羽田・黒石線のみ運行

前沢バス 通常運行 運休
社会福祉協議会前沢支所
（☎ 56-2148・有線 3968）

衣川バス 運休
㈲衣川タクシー
（ ☎ 52-3011）

衛生

ごみ 通常回収
本庁生活環境課生活衛生係

（ ☎ 34-2341）リサイクル
　水沢地域は通常回収。江刺、前沢、胆沢、衣川地域は

　各世帯に配布したカレンダーの日程で回収

■し尿（回収しない日）

○水沢（水沢環境公社）、江刺（江刺衛生社）、前沢（丸高清掃社）…８月 14 日土、15 日日
○江刺（環境保全）…８月 13 日金～ 16 日🈷
〇胆沢（ＳＫＫオカド）…８月 14 日土～ 16 日🈷
○衣川（衣川環境）…８月 13 日金～ 15 日日
※急患は、総合水沢病院とまごころ病院で受け付けます

★各病院の連絡先　総合水沢病院（☎ 25-3833）、まごころ病院（☎ 46-2121）、

前沢診療所（☎ 41-3200）、衣川診療所（☎ 52-3500）、衣川歯科診療所（☎ 52-3062）

農家とコラボする飲食店

を募集します

若年層などの投票立会人

を募集します

市ホームページ

▲

子どもの権利推進委員会

委員を募集します
心といのちの大切さを考

える講演会を開催

不動産表示登記の

無料相談会
市ホームページ

▲

各種相談日程 ８月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻ 本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽ 本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾ 一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

　「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日：月～金　❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数　３年６月30日現在（ ）内は前月比

　人　口 113,709 人（-47） 男55,283（-31） 女58,426（-16）

　世帯数 46,059 世帯（+35）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
13日金

13:00 ～ 15:00
27日金

江刺総合支所市民生活グループ 11日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 19日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 24日火 13:30 ～ 15:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
５日木

13:30 ～ 15:30
19日木

江刺総合支所市民生活グループ 17日火
胆沢愛宕地区センター ５日木

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月～金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
11日水

10:00 ～ 16:00
24日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
４日水

10:00 ～ 15:00
17日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 18日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ４日水

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

水沢南地区センター
３日火

13:30 ～ 15:30
17日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ５日木 10:00 ～ 15:15


