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ライングディスク」や「ボッチャ」

などを通じて、知的障がいのある

人の笑顔を増やし、共に生きる社

会を目指して活動しています。

　活動には多くのボランティアの

支援が必要です。ぜひご参加くだ

さい。

■問い合わせ　スペシャルオリン

ピックス日本・岩手県南ブランチ

事務局（ひまわり園☎ 26-4682）

　事業者が買い手から求められた

際に適格請求書を交付する「イン

■支給額　対象車両１台につき２

万３千円

■申請期限　10 月 31 日🈷
■問い合わせ・申請先　県トラッ

ク協会水沢支部（☎ 44-3621）

　離婚や親権、養育費などについ

て弁護士が無料で相談に応じます。

■日時　10 月 16 日日午前 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　ひとり親家庭の父母など

■問い合わせ・申込先　（一社）

県母子寡婦福祉連合会（☎ 019-

623-8539）

　金銭、土地、隣人トラブル、離

婚、遺産相続、交通事故など、民

事・家事の調停委員が無料で相談

に応じます。（申し込み不要）

■日時　10 月 30 日日午前 10 時

～午後１時

■場所　市総合福祉センター

■問い合わせ　水沢調停協会（水

沢簡易裁判所内・☎ 24-7181）

　昨年 11 月、県で３番目の支部

として、本市にスペシャルオリン

ピックス日本・岩手県南ブランチ

が誕生しました。スペシャルオリ

ンピックスとは、知的障がいのあ

る人にさまざまなスポーツトレー

ニングと競技の場を提供している

国際的なスポーツ組織です。「フ

ザワクチンと新型コロナウイルス

ワクチンは、接種間隔を空けずに

接種できるようになりました。

■対象・助成額　①平成 28 年４

月２日～令和３年４月１日生まれ

の子ども…１回目の接種費用のう

ち 1,500 円　②接種日に 65 歳以

上の人など…自己負担額 1,800 円

を超えた金額　※接種日に対象年

齢に達していない場合は全額自己

負担

■問い合わせ　本庁健康増進課予

防接種係（☎ 34-2905）

　営農に必要な資材などが高騰し

ていることから、農業者に対し肥

料費を基にした助成を

行います。詳しくは市

ホームページをご覧く

ださい。

■対象　市内に住所があり、販売

を目的として４年に農作物を栽培

し５年以降も継続する農業者

■助成額　３年分税申告等肥料費

の１割相当（１万円を超える肥料

費から交付対象）

■申請方法　農業法人・集落営農

組織・認定農業者などには案内通

知を送付。それ以外の農業者はＪ

Ａ、市役所本庁舎または各総合支

所にある申請書（市ホームページ

にも掲載）を提出

■申請期限　５年１月 31 日火
■問い合わせ・申請先　本庁農政

課農産係（☎ 34-1583）

　10 月 17 日から 23 日は行政相

談週間です。国・県・市や特殊法

■日時　11月23日 午後２時～４

時半

■場所　市文化会館（Ｚホール）

■内容　2023年ＷＢＣ侍ジャパ

ン・白井一幸ヘッドコーチによる

講演、大谷翔平選手報道パネル展

示、グッズ抽選会ほか

■入場料　無料

■その他　参加申し込みが必要

（10月３日から市民先行受け付け

開始）。詳しくは市ホ

ームページをご覧くだ

さい

■問い合わせ　本庁生涯学習ス

ポーツ課スポーツ振興係（江刺総

合支所・☎34-2498）

　縦覧期間中は、意見書の提出も

受け付けます。

■縦覧期間　９月 30 日金～ 10 月

14 日金（平日のみ）午前８時半

～午後５時 15 分

■意見書の提出方法　提出先に直

接持参または郵送

■縦覧場所・提出先・問い合わせ　

　本庁都市計画課計画係（江刺総

合支所・☎ 34-1661、〒 023-1192

※住所記載不要）

　対象者には９月下旬にはがきを

送付します。詳細ははがきをご確

認ください。なお、インフルエン

人（郵便局・ＮＴＴ・高速道路など）

の仕事に関して困っていることや

要望などをお気軽にご相談くださ

い。普段の行政相談に加え、期間

中は特設相談所も開設します。日

時は７ページ左側の「各種相談日

程」をご覧ください。

■問い合わせ　岩手行政監視行政

相談センター（きくみみ岩手・☎

019-622-3470）

■場所・期日　▶神文ストア胆沢

店…10 月１日土・２日日、▶マ

イヤ水沢店…10 月６日木・７日

金、▶いわて生協コープアテルイ

…10 月 13 日木・14 日金
■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）

　県トラック協会では、原油価格

の高騰で影響を受けている貨物自

動車運送事業者に支援金を支給し

ています。詳しくは市

ホームページをご覧く

ださい。

■対象者　市内に営業所などがあ

り、貨物自動車運送事業を行う中

小企業・個人事業主

■対象車両　４月１日時点で保有

し、東北運輸局岩手運輸支局に登

録している市内で使用する営業用

車両

インフルエンザ予防接種

費用を一部助成します

都市計画用途地域の

変更案を縦覧します

放

射

能

測

定

結

果

採取日 8/3 8/10 8/19 8/24 8/29

ごみの燃え殻 58 59 32 56 53

排ガス内の
ばいじん 170 200 120 130 160

採取日 8/3 8/10 8/17 8/24 8/30

地下水（上流） 不検出 - 不検出 - 不検出

地下水（下流） 不検出 - 不検出 - 不検出

下水道への　
放流水 1.0 不検出 不検出 不検出 1.0

胆江地区最終処分場（ベクレル /ℓ）

ごみ焼却施設（ベクレル /㎏）

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）

【農家の皆さんへ】高騰

した肥料費を助成します

商業施設でマイナンバー

カードの申請ができます
岩手

民事・家事の無料相談会

男女共同参画川柳【優秀賞】

家事分担 明るい家庭 栄あり
菊地　真子 さん（水沢）

ボイス制度」が５年 10 月から導

入されます。制度に関する説明会

と登録申請相談会を開催します。

■期日　10 月 28 日、11 月 25 日、

12 月 16 日（全て金）

■時間・内容　①午前 10 時～正

午・消費税の仕組みから知りたい

人向け、②午後１時半～３時半・

消費税課税事業者向け

■場所　水沢税務署

■定員　各回 15 人（要申し込み）

■申込先　①水沢税務署個人課税

第一部門（☎ 24-5720）、②水沢税

務署法人課税部門（☎ 24-5948）

■問い合わせ　水沢税務署総務課

（☎ 24-5111、内線 71）

ひとり親家庭などの

無料法律相談

消費税のインボイス制度

説明会特設行政相談所を開設

知的障がいのある人へ

スポーツの機会を

大谷翔平選手応援トーク

イベントを開催します

運送事業者に支援金を

支給します

★紙面のリニューア

ルに伴い、本号で掲

載を終了します。

奥州金ケ崎行政事務

組合ホームページで

引き続き公表します。

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/　


