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　夏は水の事故や山での遭難が多

発します。

▲

無理のない計画を立

て、天候や体調に応じて中止の判

断をする、

▲

海や川で遊ぶときは

ライフジャケットを必ず着用する、

▲

子どもから目を離さない－な

どのことに注意し、事故のない楽

しい夏を過ごしましょう。

■問い合わせ　焼石連峰山岳遭難

防止対策委員会事務局（奥州警察

署内☎ 25-0110）

　市まちなか交流館では、自転車

の貸し出しを行っています。

■貸出時間　午前９時～午後５時

■利用料金　４時間未満300円、

４時間以上500円　※保証金とし

て千円を預かります（自転車返却

後に返金）

■問い合わせ　市まちなか交流館

（☎25-3001）

　厚生労働省では、小規模事業所

における雇用などの実態を明らか

にするため、統計調査を実施しま

す。８月から９月にかけて、無作

為に選ばれた事業所を統計調査員

が訪問しますので、ご協力をお願

いします。

■対象　常用労働者を１～４人雇

用している事業所

■問い合わせ　県ふるさと振興

部調査統計課経済統計担当（☎
019-629-5306）

　５年度採用の職員採用試験を実

施します。詳細はホームページを

ご確認ください。

■職種　行政職

■採用人数　３人程度

■試験日時　９月 18 日日午前８

時 45 分～

■場所　奥州金ケ崎行政事務組合

事務局

■申込期限　８月 19 日金
■問い合わせ・申込先　奥州金ケ

崎行政事務組合企画総

務課（☎ 24-5821）

ごみ焼却施設　　　　　　　　　　　　（ベクレル /㎏）

採取日 6/1 6/7 6/8 6/15 6/22 6/28

ごみの燃え殻  71  57  41  58  86  47
排ガス内の
ばいじん 190 240 200 200 210 150

胆江地区最終処分場　　　　　　（ベクレル /ℓ）

採取日 6/1 6/8 6/15 6/22 6/28

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 2.0 1.0 不検出 1.0 2.0

放

射

能

測

定

結

果

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事務組合施設管理課

　　　　　　　　（☎ 24-5821）

■職種

　一般事務（社会人対象、障がい者対　

　象を含む）、土木技師、電気技師、　

　保健師、病院事務

■採用人数　いずれも若干名

■試験日時

【１次試験（筆記）】

　９月18日日 午前８時半～受け付け

【２次試験（面接）】

　10月22日土、23日日
■場所　奥州市役所本庁舎

■申込期限　８月 19 日金（必着）

■問い合わせ・申込先

　本庁総務課人事係（☎ 34-2192）

　詳細は市ホームページ

をご確認ください。

毎月勤労統計調査特別

調査にご協力ください

奥州金ケ崎行政事務組合

職員採用試験

を呼び掛けています。市民の皆さ

んも無理のない範囲で節電にご協

力ください。

■問い合わせ　本庁生活環境課環

境係（☎ 34-2340）

　災害や武力攻撃などの発生に備

え、奥州エフエムの放送や登録制

メールの配信を行います。

■日時　８月 10 日水午前 11 時～

■問い合わせ　本庁危機管理課防

災係（☎ 34-2236）

　取引や証明に使用するはかりは、

計量法により２年に一度の検査が

義務付けられています。８月から

９月にかけて、地区センターなど

で検査を実施します。詳しくは市

ホームページをご確認ください。

■対象　商用取引、調剤、運送業、

　買い物に出掛けたついでに、マ

イナンバーカードの申請をしませ

んか。

■場所・期日　

▲

マイヤ水沢店　

８月４日木、５日金、

▲

ユニバー

ス水沢日高店　８月 17 日水、18

日木、

▲

イオン前沢店　８月 25

日木、26 日金、

▲

イオンスタイ

ル江刺店　８月 27 日土、28 日日
■時間　午前 10 時～午後３時

■手続きの注意　①本人が来場

（15 歳未満は親同行）し、本人確

認書類を持参　②写真撮影は無料

■問い合わせ　本庁市民課マイ

ナンバーカード推進室（☎ 34-

2223）

　現在、電力供給が厳しい見通し

のため、国では９月30日まで節電

病院・学校・保育所などでの体重

測定、庭先取引で使用するはかり

■問い合わせ　本庁商

業観光課商業振興係

（☎34-1759）

　県内で６月 15 日までに農作業

中の死亡事故が３件発生していま

す。「農作業 ゆとりと声かけ 二

刀流」をスローガンに、農作業事

故を防ぎましょう。

■問い合わせ　本庁農政課農産係

（☎ 34-1583）

　本年度末で閉校となる藤里小学

校と伊手小学校を、地域の皆さん

や卒業生に開放します。

■日時　８月 13 日土午前９時～

午後４時

■開放場所　校舎、校庭

■問い合わせ　藤里小学校（☎ 39-

3123）、伊手小学校（☎ 39-2123）

はかりの定期検査を

忘れずに

マイナンバーカード

出張申請受け付け

Ｊアラートを用いた

情報伝達訓練を実施
農作業事故に注意

閉校前の学校を開放します

新
任 人権擁護委員

　７月１日付けで新しい人権擁護委員が任命されました。近

隣トラブルやセクハラ、いじめなど、人権に関する問題解決

のお手伝いをします。

■問い合わせ　盛岡地方法務局水沢支局　（☎ 24-0511）

　　村上　敏明 さん

＝胆沢＝

　　菊地　信子 さん

＝前沢＝

　　藤原　佐和子 さん

＝水沢＝

　　小塚　斉子 さん

＝前沢＝

（左から）

レンタサイクル

やってます

８月に行われるイベントに合わせて

南部風鈴を設置します。澄んだ音色

と共に、夏涼みを味わいましょう。

■江刺藤原の郷「南部風鈴トンネル」

８月１日🈷～21日日 午前９時～午後５時

■黒石寺「竹あかり」

８月 13日土～ 15日🈷 午後７時～９時

■正法寺「青空法話会」

８月 28 日日 午前 10 時～午後３時

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  

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/　

税の納期税の納期

参考 国の基準値 =8,000 ベクレル /㎏

市・県民税（２期）市・県民税（２期）
国民健康保険税（２期）国民健康保険税（２期）

■納期限　８月 31 日水
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）

※本紙に掲載している記事

については、新型コロナウ

イルス感染症対策などのた

め、中止や延期、内容が変

更となる場合があります。

市が主催・共催する事業の

最新情報は、市ホームペー

ジでお知らせします。

令和５年度採用

奥州市職員採用試験
（後期日程）を実施します

夏は水と山の事故に注意

節電にご協力ください


