
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  
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　古着を外国で再使用するため、

次の日程で回収を行います。注意

事項などは市ホームページをご覧

ください。

■日時・場所（雨天中止）　【水沢】

８月 27 日土午前 10 時～正午、水

沢車両管理センター、【江刺】９

月 17 日土午前 10 時～正午、え

さし郷土文化館、【前沢】10 月２

日日午前９時～ 11 時半、前沢診

療所、【胆沢】10 月８日土午前 10

時～ 11 時半、胆沢総合支所、【衣

川】10月 22日土午前10時～ 11時、

衣川総合支所

■回収品目　衣類全般、下着（靴

下含む）、帽子、ベルト

※再使用が可能な状態のもの

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活衛生係（☎ 34-2341）

　８月 30 日から９月５日まで、

建築物防災週間を実施します。期

間中、防災相談所を設置し、建築

に関する地震対策のほか、火災や

崖、ブロック塀の安全確保などに

関する相談にお答えしますので、

ぜひご利用ください。

■問い合わせ・相談先　県南広域

振興局土木部（☎ 22-2882）

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/　
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　今年６月末の県内の特殊詐欺被

害額は約 6,771 万円で、昨年より

約 5,000 万円増となりました。県

内では、市役所職員などをかたる

還付金詐欺電話や架空料金請求詐

欺の電話が多発しています。

　このような電話があった場合は、

すぐに電話を切って、奥州警察署

（☎25-0110）に通報するか、最

寄りの交番・駐在所に相談してく

ださい。

■問い合わせ　市防犯協会（本庁

生活環境課内・☎34-2342）

■日時　８月 20 日土午前 10 時～

午後３時（要予約）

■会場　市民プラザ・マッセ（メ

イプル地下）

■対象　ひとり親家庭の母子、父

子など

■内容　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

■費用　無料

■問い合わせ・申込先　県母子寡

婦福祉連合会（☎ 019-623-8539）

　市では、10 月１日から就業構

造基本調査を実施します。日本の

就業・不就業の実態を明らかにす

る国の重要な統計調査です。

　９月上旬から、調査の対象世帯

に調査員が訪問します。調査の趣

旨をご理解いただき、調査対象と

なった皆さんのご協力をお願いし

ます。パソコンやスマートフォン

からも回答できます。

■問い合わせ　本庁政策企画課統

計係（☎ 34-2127）

　大腸がんは、早期発見し適切な

治療をすることで、高確率で治す

ことができる病気です。

　市では、40 歳以上の人を対象

に大腸がん検診を実施しています。

初めて検診の対象となる 40 歳の

人は無料で受けることができます。

大腸がん検診は、２日分の便を

とって提出するだけの簡単な検診

です。ぜひ、この機会に検診を受

けましょう。

■問い合わせ　本庁健康増進課健

康づくり係（☎ 34-2903）、各総合

支所健康増進担当

　市は、北上市、金ケ崎町、西和

賀町と「日高見の国定住自立圏」

形成協定を締結しています。その

取り組みの一環として、圏域内の

博物館や記念館を訪れる小中学生

の入館料を無料化しています。

【北上市】北上市立博物館、北上

市立鬼の館、利根山光
こう

人
じん

記念美術館

【金ケ崎町】金ケ崎要害歴史館、軍

馬の郷　六原資料館、千田正
ただし

記念館

【西和賀町】西和賀町歴史民俗資

料館、川村美術館　デッサン館

【奥州市】牛の博物館、胆沢郷土資

料館、衣川歴史ふれあい館

■問い合わせ　本庁政策企画課企

画推進係（☎ 34-2125）

　県内の野生キノコが採れる地域

では、放射性物質の影響による出

荷制限などが行われている所があ

ります。詳しくは県ホームページ

をご覧ください。

■問い合わせ　県南広域振興局林

業振興課（☎ 22-2871）

建築物防災週間古着リサイクルにご協力を

詐欺被害・不審電話に

ご注意を

定住自立圏内の小中学生は

入館料が無料になります

就業構造基本調査に

ご協力を

大腸がん検診を

受けましょう

県ホームページ▶

ひとり親家庭等

無料法律相談

市ホームページ▶

地域 収集日 時　間 場　所 申込期限

水沢 9/3土
 9:00 ～  9:45 水沢車両管理センター

8/31水10:15 ～ 11:00 水沢南地区センター

11:30 ～ 12:15 旧東水沢中学校体育館

江刺 9/11日

 9:00 ～  9:30 ＪＡ柿ノ木倉庫（広瀬）

9/7水
10:15 ～ 10:45 旧ＪＡ米里営農センター

11:30 ～ 12:00 小田代コミュニティセンター

13:30 ～ 15:30 ＪＡ江刺本店

前沢 10/2日  9:00 ～ 11:30 前沢診療所 9/28水

胆沢 10/23日

 8：30 ～  9:00 胆沢愛宕地区センター

10/19水
 9:30 ～ 10:00 供養塚体育館

10:30 ～ 11:00 南都田地区センター

11:30 ～ 12:00 渡辺記念館

衣川 9/10土  9:30 ～ 11:00 衣川総合支所 9/7水

■■ 粗大ごみを収集します ■■

　粗大ごみ収集は事前に申し込みが必要です。申込期限までに居住地の総合支所（水沢地域は本庁）に電話

または直接お申し込みください。手数料は、収集日当日にお支払いください。　※事業用は収集しません

■問い合わせ・申込先　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

対象品目 手数料（円）

ビデオデッキ、ステレオ、ワープロ、
扇風機、掃除機、ガス台、電子レン
ジ、電気こたつ、ストーブ、自転車、
バッテリー、たんす、机、座椅子

１台 500

　タイヤ
　(普通車以下 )

ホイール付き １本 500
ホイール無し １本 300

ベッド
本体 １台 500

マットレス
シングル １枚 2,000
ダブル １枚 3,000

ソファー
腰掛人数

１人につき 1,000

小型農機具
ミニ耕運機 １台 1,000
手動式噴霧器、
刈払機

１台 500

布団 １枚 200

■収集日程 ■収集品目・手数料

野生キノコ販売に注意
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