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確定申告会場の入場には

入場整理券が必要です

第４次市交通安全

計画を策定

　市交通安全対策会議では、今後

５年間の交通安全対策の指針とな

る「第４次奥州市交通安全計画」

を策定しました。

　計画は、本庁生活環境課や各総

合支所地域支援グループ、市ホー

ムページで閲覧ができます。

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活安全係（☎ 34-2342）

　４年４月１日より、前沢、胆沢、

衣川総合支所の夜間※における戸

籍関係書類の預かりや、電話の受

け付けを廃止します。４月１日以

降は市役所本庁舎（水沢）で受け

付けを行います。　　

※午後５時15分～翌日午前８時半

■問い合わせ　本庁財産運用課管

財係（☎34-2113）

　牛を飼育している人は、２月１

日時点の家畜の飼育状況などを所

定の報告書に記入し、４月 15 日

までに問い合わせ先に提出してく

ださい。報告書は、市役所本庁農

政課でも配布しています。

■問い合わせ　県南家畜保健衛生

所（☎ 23-3531）

　市に対して、次の皆さんからご

厚志をいただきました。

○和山史
し お ん

穏さ
ん（水沢）…絵本 32

冊（市内小学校・図書館へ）

○及川悦子さ
ん（江刺）…現金１

万円（江刺総合支所健康福祉グ

ループへ）

○第 48 回江刺甚句まつり 42 歳年

祝連颯
そうゆうかい

悠会（三品綾
りょういちろう

一郎会長）

…タオル 1,900 枚（市教育委員会

事務局学校教育課へ）

○東北電力ネットワーク㈱水沢電

力センター（菅
す が の

野祐司所長）…Ｌ

ＥＤ街路灯 12 灯（本庁維持管理

課へ）

○㈱ユアテック水沢営業所（橋場　

勇人所長）…ＬＥＤ街路灯取り付

け工事一式（本庁維持管理課へ）

○新日本婦人の会水沢支部（菅原

栄
え み

美支部長）…生理用品62セット

（市教育委員会事務局学校教育課

へ）

○岩谷堂ロータリークラブ（吉田

勉会長）…図書券５万円分（江刺

図書館へ）

○高橋利光さ
ん（江刺）…厩

うまやざる

猿（牛

の博物館へ）

○いさわ歌謡同好会（小坂與
よ し ち

七会

長）…現金３万円（胆沢総合支所

地域支援グループへ）

○羊
ようしんかい

申会ゴルフ同好会（千葉龍二

郎会長）…図書カード・図書券

４万 5,000 円分（水沢図書館へ）

○故中目博子さ
ん（北海道）…白

鳥神社資料８点（市教育委員会事

務局歴史遺産課へ）

○下
し も い ざ か

飯坂豊さ
ん（茨城県）…下飯

坂家文書一式（市教育委員会事務

局歴史遺産課へ）

　日本年金機構では、地域で年金

制度の啓発・相談・助言などを行

う地域型年金委員を募集していま

す。活動経費（実費など）は当機

構が負担します。地域に根差した

活動をしていただける人の応募を

お待ちしています。

■活動内容　自治会や町内会での

公的年金関連パンフレットの配布、

近隣住民への各種手続きの助言・

相談など

■問い合わせ・申込先　一関年金

事務所（☎0191-23-4246※自動音

声案内５番）

　毎年、自動車の検査、登録手続

き（車検、名義変更、住所変更、

廃車など）をする人が３月に集中

します。窓口や車検場が混み合い、

申請に時間が掛かるため、手続き

はできるだけ２月中に済ませま

しょう。

■受付時間　午前８時 45 分～正

午、午後１時～４時

■問い合わせ　手続き全般に関す

ること…東北運輸局岩手運輸支局

（☎ 050-5540-2010）、軽自動車に

関すること…軽自動車検査協会岩

手事務所（☎ 050-3816-1833）

　税務署の確定申告会場の入場に

は、３密の回避と混雑を緩和する

ため、入場整理券が必要です。入

場整理券は会場での当日配付と無

料通信アプリＬ
ラ イ ン

ＩＮＥによる事前

発行があります。詳しくは国税庁

ホームページをご覧ください。

■開設期間　２月１日火～３月

15 日火（平日のみ）

■開設時間　午前９時～午後５時

■問い合わせ・場所　水沢税務署

（☎ 24-5111）

　

　県内の特定の産業に適用される

最低賃金が、12月29日に改正され

ました。適正な賃金が支払われる

よう、使用者も労働者も賃金を確

認しましょう。

■対象・最低賃金　▶鉄鋼業、金

属線製品、その他の金属製品製造

業…878 円、▶光学機械器具・レ

ンズ、時計・同部分品製造業…

856 円、▶電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、情報通

信機械器具製造業…847 円、▶自

動車小売業…879 円

※県各種商品小売業の最低賃金は

767 円、県百貨店、総合スーパー

最低賃金は 800 円ですが、県最低

賃金を下回っているため、県最低

賃金の 821 円が適用されます

■問い合わせ　岩手労働局労働基

準部賃金室（☎019-604-3008）

牛の飼育状況・衛生管理

状況報告の提出を

総合支所での夜間の戸籍

受け付けを廃止

地域型年金委員を募集

　市では、４年度を初年度とした「第２次奥州市行政経営改革プラン」

の策定作業を進めています。

　現行のプランは本年度で計画期間が満了しますが、引き続き改革を

推進するため、後継となるプランを策定するものです。

　今回、次のとおりプラン案を公表しますので、市民の皆さんのご意

見をお寄せください。

■閲覧場所　市ホームページのほか、本庁行政経営室、各総合支所地

域支援グループで閲覧可能

■募集期間　２月１日火～２月 21 日🈷
■応募方法　市ホームページまたは閲覧場所で配布する意見書様式に

記入し、直接、郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出

■問い合わせ・提出先　本庁行政経営室（〒 023-8501 ※住所記載不要、

☎ 34-2225、 23-5240、 gyouseikeiei@city.oshu.iwate.jp）

　■■第２次市行政経営改革プラン（案）への

　　　　パブリックコメント（意見募集）を行います■■

　

　「自助」「共助」「公助」が連携

した地域ぐるみの防災活動につい

て、市民の皆さんと一緒に考える

ための防災セミナーを開催します。

■日時　２月 27 日日午後１時半

～３時半

■会場　江刺体育文化会館ささら

ホール

■内容　▶活動発表…羽田地区振

興会、市防災士会「絆」、▶防災

用品の展示

■問い合わせ　本庁危機管理課防

災保安係（☎ 34-2236）

地域ぐるみ防災セミナー
を開催

国税庁
ホームページ

▲

特定（産業別）最低賃金

が改正されました

市ホームページ

▲

自動車の検査、

登録手続きはお早めに

善意の贈り物

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

　国民健康保険税（８期）　国民健康保険税（８期）

　（納期限：２月 28 日　（納期限：２月 28 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

採取日 12/1 12/7 12/8 12/22

ごみの燃え殻 32 20 20 不検出

排ガス内の
ばいじん 150 85 88 41

採取日 12/8 12/22

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

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）


