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国の教育ローン（日本
政策金融公庫）のご案内

ひとり親家庭などの
無料法律相談

千厩高等技術専門校
冬の１日体験入校

県立美術館協議会委員の
公募

　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　12 月 18 日土午前 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）

　岩手労働局、岩手労働災害防止

団体連絡協議会は「あなたの安全

家族の願い　年末年始も無災害」

をスローガンに、12月１日から４

年１月31日までを実施期間として

「いわて年末年始無災害運動」を

行います。

　年末年始は慌ただしさに加え、

凍結や積雪などの自然要因も加わ

り、労働災害のリスクが高まる時

季です。凍結路面での転倒や車両

のスリップ事故など、冬特有の労

働災害の防止に努めましょう。

■問い合わせ　岩手労働局健康安

全課（☎ 019-604-3007）

　高校、短大、大学などに入学・

在学する子どもを持つ家庭を対象

とした公的な融資制度です。

■融資額　子ども１人に付き350

■日時・内容　４年１月 12 日水　
①ハーバリウム製作…午前 10 時

～正午、②アロマワックスバー製

作…午後１時半～３時半

■場所　県立花きセンターフラ

ワーレッスンルーム（金ケ崎町六

原字頭無２－１）

■参加料　各講座 1,500 円

■講師　ＮＰＯ法人Ｇｒｅｅｎ 

Ｆｉｅｌｄｓ　瀬戸淳子氏、吉川 

三枝子氏

■定員　各 20 人（先着順）

■申込期間　12月15日水～28日火
■問い合わせ・申込先　県立農業

大学校研修科（花きセンター・☎

43-2107）

　千厩高等技術専門校では、自動

車に興味がある、自動車整備の道

に進みたい学生を対象に１日体験

入校を開催します。

■日時　４年１月８日土午前９時

半～正午

■場所　千厩高等技術専門校（一

関市千厩町千厩字神ノ田60－１）

■内容　エンジンの分解・組み立

●髙橋力
ちから

さ
ん（水沢）…鶴見祐輔

著「後藤新平傳」ほか 14 点（教

育委員会事務局歴史遺産課へ）

●及川猛さ
ん（市内）…胆沢小山

地内の民有地 34㎡（本庁こども

家庭課へ）

●荻田良助さ
ん（江刺）…荻田本

店資料一式（教育委員会事務局歴

史遺産課へ）

　県が管理する道路（県道および

県管理の国道）の歩道内の除雪に

協力いただける団体・個人に対し

て、除雪機械を貸与します。詳し

くはお問い合わせください。

■問い合わせ　県道路環境課（☎

019-629-5880）、県南広域振興局

土木部（☎22-2881）

　来春採用の自衛官等採用試験を

実施します。

■採用種別　陸上自衛隊高等工科

学校生徒

■受験資格　男子で中卒（見込み

含む )。17 歳未満の人※年齢は４

年４月 1日現在

■申込期限　４年１月 14 日金
■試験日・会場　１次…４年１月

22 日土・水沢地区センター、２

次…２月５日土・陸上自衛隊岩手

駐屯地

■問い合わせ　自衛隊岩手地方協

力本部一関出張所（☎ 0191-24-

2226）

てなどの実習体験、進路ガイダン

ス、学生寮見学

■対象　高校生（主に１、２年

生）

■定員　16人程度

■費用　無料

■申込期限　12月10日金
■問い合わせ・申込先　千厩高等

技術専門校（☎0191-52-2125）

　

　県立美術館の運営に対し幅広い

意見を反映させるため、委員の一

部を県民の皆さんから公募します。

■主な役割　年１～２回、平日に

盛岡市で開催される審議会に出席

し、県立美術館の運営などに関し

て意見を述べる

■募集人数　１人

■任期　４年３月１日から２年間

■応募資格　調査審議する内容に

関して十分な見識を有している、

県内在住で 20 歳以上の人（４年

３月１日現在）

■申し込み方法　応募申込書兼履

歴書と作文「県立美術館につい

て考えること」（800 字程度）を、

持参、郵送またはメールで提出

■申込期限　12 月 24 日金
■問い合わせ・申込先　県教育委

員会事務局生涯学習文化財課（☎

019-629-6171、 DB0005@pref.

iwate.jp、〒 020-8570 盛岡市内

丸 10 －１）

■掲載期間　４年３月までの１カ

月単位※最大で３月末まで

■掲載箇所　市ホームページトッ

プページ下部　

■募集枠数　２枠

■掲載料金　市内事業者…月額

11,000 円、市外事業者…月額

16,500 円※税込み金額

■申し込み方法　市ホームページ

にある申請書に必要書類を添えて

提出

■問い合わせ・申込先　本庁都市

プロモーション課広聴広報係（☎

34-2126）

万円以内

■金利　年1.65％（母子・父子家

庭などは1.25％）※３年11月25日

現在

■返済期間　15年以内（母子・父

子家庭などは18年以内）

■問い合わせ　教育ローンコール

センター（☎0570-008656または

☎03-5321-8656）

　県では、コロナ禍で不安や孤独

を抱える女性のため「いわて女性

のスペース・ミモザ」を開設して

います。電話やメールによる相談

のほか、サロンや出張相談も行っ

ていますので、お気軽にご利用く

ださい。

■受付時間　午前９時～午後５時

（平日）

■相談方法　電話、対面、メール

など

■費用　無料

■問い合わせ・相談先　ミモザ

南（☎090-1375-4103、 sodan@

manmaru.org）

　市に対して、次の皆さんからご

厚志をいただきました。

放

射

能

測

定

結

果

採取日 10/6 10/13 10/20 10/27

ごみの燃え殻 45 54 36 29

排ガス内の
ばいじん 180 180 140 140

採取日 10/6 10/13 10/20 10/27

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 3.0 - 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/kg）

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）

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（４期）　市県民税（４期）

　国民健康保険税（６期）　国民健康保険税（６期）

　（納期限：４年１月４日　（納期限：４年１月４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）

歩道除雪の協力団体に

除雪機械を貸与

いわて年末年始　　　　

無災害運動を実施

自衛官等採用試験

フラワークラフト講座
受講生の募集

善意の贈り物

いわて女性のスペース・

ミモザのご案内

ミモザ
ホームページ

▲

市ホームページの
バナー広告を募集

日本政策金融公庫
　ホームページ

▲

市ホームページ

▲

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  

             


