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での取り組みをお願いします。

■実施期間　

▲

水沢…４月４日🈷
～ 10 日日

▲

江刺…班回覧のチラ

シをご覧ください

▲

前沢…４月９

日土・10 日日

▲

胆沢…４月３日

日～９日土

▲

衣川…全戸配布のチ

ラシをご覧ください

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活衛生係（☎ 34-2341）、各総合

支所地域支援グループ

　下水道（公共下水道、農業集落

排水施設、市営浄化槽、汚水処理

施設）の使用料金は、市の水道使

用量のほか、世帯の人数や農業で

の使用量など実態に合わせて算定

しています。次に当てはまる場合

は忘れずに届け出をしてください。

■届け出が必要な場合　①宅内で

自家水道を使用している世帯で、

長期入院など住民票の異動を伴わ

ない居住人数の変更がある、②農

業用（家庭菜園は除く）に市の水

道を使用する、③自家水道（井戸

水、沢水など）の使用を休止・再

開する、④自家水道使用世帯での、

下水道使用を休止・再開する、⑤

建物解体などのため排水設備を廃

止する

■届け出期限　変更のあった月の

翌月７日まで　※①②については

本年度に届け出している場合でも、

４年度に新たな届け出が必要

■問い合わせ・届け出先　本庁経

営課下水道経営係（江刺総合支所・

☎ 34-1517）

　４月６日から 15 日まで、春の

全国交通安全運動と地域安全運動

が実施されます。交通事故防止に

向けた注意喚起や新入学児童の通

学見守りなど、家庭や職場、地域

ぐるみで安心で安全なまちをつく

りましょう。

■運動の重点

▲

子どもなどの歩行者の安全確保

▲

歩行者保護や飲酒運転根絶など

の安全運転意識の向上

▲

自転車の

交通ルール遵守の徹底と安全確保

■地域ぐるみで子どもの見守りを

　昨年の子どもに対する不審者か

らの声掛け事案は県内で 371 件発

生し、前年から 77 件増加してい

ます。この時期は新入学児童の通

学が始まるため、毎年子どもの安

全確保が地域安全運動の重点と

なっています。各地域の防犯団体

や学校などが連携して見守り活動

を行いますが、大人の姿を見せる

だけでも不審者の声掛けは防げま

す。地域の皆さんも下校時間に合

わせて通学路で散歩するなど、日

ごろから見守り活動にご協力をお

願いします。

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活安全係（☎ 34-2342)

　清潔で住みよい生活環境を保つ

ため、春の大掃除を行います。新

型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止のため、少人数単位での実

施など、地域の実情に合わせた形

　県立病院では、４年度職員採用

選考試験を次のとおり行います。

より多くの人が受験しやすいよう

受験資格の拡大や試験内容の変更

を行っています。詳しくは県ホー

ムページをご覧ください。

■試験日　６月12日日、９月18日

日、12月４日日
■募集職種　助産師、看護師など

■問い合わせ　県医療局職員課

（☎019-629-6322）

　歯や口に関する日ごろの悩みな

どについて相談に応じます。

■受付日時　４月 18 日🈷午前 10

時～午後７時

■回答　受付時間での相談後、折

り返し歯科医師より相談者に電話

します

■相談料　無料（通話料は相談者

負担）

■問い合わせ・相談先　県保険医

協会ヨイ歯デーテレホン相談係

（☎ 019-651-7341）

ヨイ歯デーテレホン相談

下水道の使用実態に変更
ある場合は届け出を

ごみ焼却施設（ベクレル /㎏）

採取日 2/2 2/24

ごみの燃え殻 不検出 不検出

排ガス内の
ばいじん 58 28

胆江地区最終処分場（ベクレル /ℓ）

採取日 2/2 2/9 2/16 2/24

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 4.0 4.0 3.0 -

■問い合わせ　奥州金ケ崎
行政事務組合施設管理課
（☎ 24-5821）

放 射 能 測 定 結 果

県ホームページ▶

４年度県立病院

職員採用選考試験

春の交通安全運動・地域

安全運動

春の大掃除で

きれいなまちに

■■ ４年度マイナンバーカードの時間外および休日窓口の開設 ■■

　マイナンバーカードの取得促進のため、時間外および休日窓口を開設します。マイナンバーカードの申

請や受領ができますので、日程を確認の上、来庁をお願いします。なお、休日は事前予約が必要です。

■時間外窓口開設時間　午後５時 15 分～８時

※カードを受け取る人で、住所が水沢以外の人は、

同一週の月までにご連絡ください

■休日窓口開設時間　午前９時～正午、午後１時～

３時　※事前予約は前週の木（カードを受け取る人で、

住所が水沢以外の人は前週の月）までにご連絡くださ

い

■本人確認書類　カードの受け取りには本人確認書

類が必要です。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。無い場

合は、健康保険証や年金手帳などから１点以上、学

生証や診察券などから１点を組み合わせた２点をご

持参ください

■その他　手続きは本人が来庁してください。15歳

未満の場合は法定代理人（父または母）の同行が必

要です。本人確認書類を持参してください。

　本人確認や暗証番号の設定などで時間を要しま

す。また、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。あらかじめご了承ください

■開設場所・問い合わせ　本庁市民課マイナンバー

カード推進室（☎ 34-2223）

月 時間外交付 休日交付

４月 ７日木、21日木 10日日
５月 12日木、26日木 ８日日
６月 ９日木、23日木 12日日
７月 ７日木、21日木 10日日
８月 10日水、25日木 14日日

■日程一覧

※９月以降の予定は、あらためてお知らせします

　10 月１日から、一定以上の所

得がある 75 歳以上の人などは、

現役並み所得者（窓口負担割合３

割）を除き、医療費の窓口負担割

合が２割になります。詳しくは後

期高齢者医療窓口負担割合コール

センター（ 0120-002-719）へ

お問い合わせください。

【コールセンター】

■開設期間　５月 31 日火まで

■受付時間　午前９時～午後６時

（日・ を除く）

　胆江地区衛生センターでは、し

尿を処理する工程で発生する汚泥

を原料とした肥料を無料配布して

います。肥料は農林水産省の肥料

登録をしており、野菜、園芸、果

樹などに使用できます。

■配布日時　平日午前８時 45 分

～午後４時 45 分

■配布数　１人につき 20 袋（１

袋 15㌕）まで

汚泥肥料を無料配布

後期高齢者

医療費負担を変更

■費用　無料

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事

務組合水質管理課（☎ 24-5821）

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

　４月上旬に固定資産税の納

税通知書を発送します。

■税の納期

　固定資産税（１期）　固定資産税（１期）

　（納期限：５月２日　（納期限：５月２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）

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 /㎏


