奥州市役所・水沢総合支所

地域の防災資機材整備を
助成

マイナンバーカードの
出張申請受け付け

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

～午後３時（要予約）
■場所 市民プラザ・マッセ（メ
イプル地下）

■投票所における対策
手指消毒液の設置、定期的な換

マイナンバーカードの取得を促

４年度のコミュニティ助成事業

進するため、商業施設での申請受

（地域防災組織育成助成事業）で

■費用 無料

は、車の所有者に、ある１日の車

地震や武力攻撃などの発生時に

け付けを行います。買い物と一緒

防災資機材などを整備しませんか。

■問い合わせ・予約先 （一社）

の利用状況についてアンケート調

▼ ▼

■対象 ひとり親家庭、寡婦など

力をお願いします。

全国道路街路交通
情勢調査にご協力を

備え、全国瞬時警報システム（Ｊ

に申請が可能ですので、お気軽に

詳しくはお問い合わせください。

県母子寡婦福祉連合会（☎ 019-

査（自動車起終点調査）をします。

ションの設置

アラート） を用いた情報伝達試

お立ち寄りください。

■対象団体 市に届け出を行って

623-8539）

験を実施します。

■開催場所・日時

いる自主防災組織など

事前通知と調査票が送付されます

▼

「Ｊアラート」による
情報伝達試験

江刺総合支所 ☎ 35-2111 〒023-1192 江刺大通り１-８

▼

☎ 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/

ので、ご協力をお願いします。

毒、検温への協力

■対象経費 地域の防災活動に必

■試験内容

日木午前10時～午後３時

要な設備の整備（建築物、消耗品

（受信登録者のみ）

▼

登録制メール配信

マイヤ水沢店…10月６日水、７

は除く）

※Ｊアラート＝地震・津波や武力

21日木午前10時～午後３時

■助成金額 30万円～200万円

攻撃などの緊急情報を、国から人

※申請方法など詳しくは、広報お

工衛星などを通じて瞬時に伝える

使い捨て鉛筆の使用
ひまつ

受け付けへの飛沫防止パーテー

無作為で抽出され、対象者には

■有権者の皆さんへのお願い
投票所入り口でのアルコール消
せき

■回答方法 インターネットまた
は紙の調査票による回答

の基本的な感染対策の徹底

マスク着用や咳エチケットなど

それぞれの事情で家族と離れて

■問い合わせ 自動車起終点調査

■申請期限 10月８日金

暮らす子どもを自分の家庭に迎え

サポートセンター（0120-105-

▼ ▼

神文ストア胆沢店…10月20日水、

10 月は里親月間です

気、記載台の消毒

▼

■日時 10月６日水午前11時

▼

※

国土交通省岩手河川国道事務所

知らせ版７月号をご覧ください

■問い合わせ 本庁危機管理課防

入れ、さまざまなサポートを受け

606、平日午前９時～午後６時）

■問い合わせ 本庁選挙管理委員

システム

■問い合わせ

災保安係（☎34-2236）

ながら養育するのが「里親制度」

※10月上旬～12月下旬

会事務局（☎34-2232）

■問い合わせ 本庁危機管理課防

ナンバーカード推進室（☎34-

災保安係（☎34-2236）

2223）

本庁市民課マイ

～行政の困り事ありませんか～

創業塾ｉｎ奥州を開催

10月18日から24日の行政相談週

い人は、お近くの児童相談所にお
問い合わせください。
■問い合わせ 県一関児童相談所
（☎0191-21-0560）

心して投票できるよう感染防止対

設します。国・県・市町村・特殊

基づき、都市計画道路の変更案の

もない人を対象に、事業での心構

法人（郵便局・ＮＴＴなど）の仕

縦覧を行います。縦覧期間中にそ

えなどを学ぶ講習会を開催します。

事に関して困っていることや要望

れぞれの決定権者に対して意見書

■日時 10月23日、30日、11月13

など、無料で相談に応じます。お

を提出することができます。

日、20日、12月４日（毎回土・全

気軽にご相談ください。

が821円に改正されます。適正な

■縦覧場所 県庁都市計画課、県

５回）午後１時～５時

■日時・会場

賃金が支払われるよう、使用者も

南広域振興局土木部、江刺総合支

■場所 市民プラザ・マッセ（メ

▶ 10 月 19 日火午前 10 時～正午・

労働者（パートタイマー、アルバ

所２階本庁都市計画課

イプル地下）

白山地区センター、午後１時～３

イト含む）も賃金を確認しましょう。

■日時 10月８日金～22日金の平

■講師

最低賃金が 821 円に
10月２日から、本県の最低賃金

時・生母地区センター

■問い合わせ 岩手労働局労働基

剛 氏

▶ 10 月 21 日木午前 10 時～正午・

準部賃金室（☎019-604-3008）

■意見書の提出方法 直接提出ま

■受講料 無料

古城地区センター

たは郵送

■申込期限 10月15日金

■問い合わせ 岩手行政監視行政

■問い合わせ・提出先

■申し込み方法 申込先にある申

相談センター（きくみみ岩手・☎

【県決定】県庁都市計画課（☎

込書に記入の上、ファクス、メー

019-622-3470）

019-629-5889、〒020-8570盛岡市

ル、または電話で申し込み※全日

内丸10-１）

程に参加できる人が対象。先着順

【市決定】本庁都市計画課計画係

ですが、初参加者を優先します

（江刺総合支所・☎34-1661、〒

■問い合わせ・申込先

023-1192※住所記載不要）

業振興課工業振興係（☎34-2331、
24-1992、

kigyoushin@city.

oshu.iwate.jp）

5（2021.9）

本庁企

ひとり親家庭などの
無料法律相談
離婚や親権、養育費などについ
て、弁護士が相談に応じます。
■ 日 時 10 月 24 日 日 午 前 10 時

策を行います。投票の際は、咳エ
チケットの徹底や周りの人との距

つよし

日午前９時～午後５時

今秋に執行が予定されている衆
議院議員総選挙では、皆さんが安

創業を予定している人、創業間

星野

など

衆議院議員総選挙での
新型コロナ感染症対策

間に合わせ、特設行政相談所を開

県と市は、都市計画法の規定に

中小企業診断士

投票後の手洗いの徹底

です。里親について詳しく知りた

特設行政相談所を開設
奥州都市計画道路の
変更案の縦覧

鉛筆（シャープペン）の持参

離を保つなどの感染対策へのご協

岩手

税に関するお知らせ
■税の納期
市県民税（３期）
国民健康保険税（４期）
（納期限：11 月１日🈷
月１日🈷）
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）

放
射
能
測
定
結
果

ごみ焼却施設（ベクレル /kg）
採取日

8/4

ごみの燃え殻

62

59

42

排ガス内の
ばいじん

140

170

150

参考

胆江地区最終処分場（ベクレル /ℓ）

8/11 8/16 8/25

採取日

8/4

8/11

8/25

72

地下水（上流）

-

不検出

不検出

160

地下水（下流）

-

不検出

不検出

下水道への
放流水

3.0

-

-

「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）
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