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●母子保健等日程　　　問　子育て支援課（☎ 44-4611）

事業名 月　日 場　所 受付時間

母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く 子育て支援課 13：00～17：００

3歳 6カ月児健診 7月 14日㈫ 保健センター ※個別に案内

1歳 6カ月児健診 7月 15日㈬ 保健センター ※個別に案内

離乳食教室 7月 16日㈭ 子育て支援センター ※個別に案内

乳児健診 7月 21日㈫ 保健センター ※個別に案内

▶奥州金ケ崎休日診療所
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　8:30 ～ 16:00
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）
【7月の当番医】　
5日日竹花教先生（竹花乳腺クリニック）/12 日
日田村健先生（田村川上医院）/19 日日千田直先
生（千田整形外科クリニック）/23 日木鈴木教敬
先生（鈴木内科消化器科クリニック）/24 日金平
間隆之先生（平間産婦人科）/26 日日冨田幸雄先
生（とみた脳神経外科耳鼻咽喉科医院）
※新型コロナウイルス感染症の拡大による診療所従
事者の感染防止の観点から、岩手県内に感染者が出
た場合はその翌日から当分の間、診療を休止します。

●献血日程
▶イオンスーパーセン
ター金ケ崎店
■期日　6月 28日㈰
■時間　10:00 ～ 12:00、
13：30～ 16：30
※次の町内での献血は 8
月です。
問　保健福祉センター
（☎ 44-4560）

まちからのお知らせ
お知らせ
news

問　教育委員会事務局（☎ 42-2111）

就学援助制度のご案内

★就学援助制度とは
　町教育委員会は、経済的な理由によって、小・中学
校にお子さんを通わせることが困難と認められる保護
者に対し、学用品費や給食費など就学上必要な経費の
一部を援助しています。

お知らせ
news

■就学援助の申し出が可能な人（保護者）
⑴生活保護を受けている人
⑵生活保護を停止または廃止された人
⑶町民税が非課税または減免されている人（同居し生
計を一にする世帯全員）
⑷災害等による町民税、事業税、固定資産税、国民年
金の掛け金、国民保険料の減免を受けている世帯
⑸児童扶養手当の全部支給を受けている人
⑹生活福祉資金貸付制度による貸し付けを受けている
人
⑺上記以外の人で、失業・病気・離婚などにより、収
入状況が悪化している人
※ただし、⑺の場合、個々の事情によって認定されな
い場合があります。

お知らせ
news

問　税務課（内線 2119）

固定資産税に係る土地、
家屋の現況調査について

　町は、令和 2年度から、固定資産税の課税対象と
なる土地と家屋の現況調査を実施します。この調査は、
公正で適正な課税を行うために、土地については使用
状況等、家屋については増築や取壊し等がある家屋を
調査するものです。
　調査員（職員）が現地調査に伺うことがありますの
でご協力をお願いします。

お知らせ
news

■調査員について　
身分証明書を携帯した職員 2名が伺います。
■調査について
⑴土地については、利用状況等を調査します。
⑵家屋については、種類や構造を確認し、必要に応じ
て家屋の外周を計測します。なお、外観調査を基本と
しますので、建物内にお邪魔することは基本的にあり
ません。
⑶所有者や利用状況等を確認するために、お話を伺う
場合があります。
⑷調査の結果、税額が変更になることがあります。そ
の場合、調査の翌年度の課税から反映されます。
■その他　調査時、調査員が町税等の徴収を行うこと
はありません。
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広報暮らしのカレンダー
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

6/28 29
♥眼科診療
◎DV相談

30 7/1
♥整形外科診療
◎多重債務弁護士相談

2
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

3
♣ぴよぴよ

4

5 6
♥眼科診療
◎消費生活相談

7 8
♥整形外科診療
◎暮らしとお金の安心相談

9
♥婦人科診療
♥循環器内科診療

10
♣とことこ

11
♥土曜診療

12 13
♥眼科診療
◎DV相談
◎消費生活出張相談

14
● 3歳 6カ月児健診
◎人権相談

15
● 1歳 6カ月児健診
♥整形外科診療

16
区長配布
♥婦人科診療
♥循環器内科診療
♥神経内科診療
●離乳食教室
◎行政相談（南方）

17
♣ぴょんぴょん

18

19 20
♥眼科診療
◎消費生活相談

21
●乳児健診
◎多重債務弁護士相談

22
♥整形外科診療

23 24 25
♥土曜診療

26 27
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘルス相談

28 29
♥整形外科診療

30
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

31 8/1

広報発行日
（お知らせ版）

広報発行日
（7月号）

◎各種相談
◎行政相談　問　総務課（内線 2313）
■時間・場所　10:00～12:00・地区生涯教育センター
※新型コロナウイルス対策のため中止していた、
外出を伴う行政相談活動を再開しました。6月
の行政相談は次のとおりです。▶ 6 月 25 日㈭
10:00 ～ 12:00・三ケ尻地区生涯教育センター
◎人権相談　問　住民課（内線 2127）
■時間・場所　13:00 ～ 16:00・福祉センター
◎消費生活相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎消費生活出張相談（相談日前週の水までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 14:30・役場住民課

■相談員　奥州市相談員
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎DV相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）
◎暮らしとお金の安心相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 16:00・役場会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談（要予約）
■時間・場所　10:00 ～ 15:00・奥州市役所
■予約先・問　奥州市役所（☎ 34-2915）
◎メンタルヘルス相談
■時間・場所　9:00 ～ 17:00・保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

♥各種診療　問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）
♥婦人科診療　▶受付：8:30 ～ 11:30
♥神経内科診療　▶受付：13:30 ～ 16:00
♥眼科診療（予約制）▶受付：13:30 ～ 16:30
♥整形外科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥循環器内科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥土曜診療（内科）▶受付：8:30 ～ 11:30
♣オープンデイ　
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
■時間・場所　10:00 ～ 11:30・子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0歳児親子　▶とことこ…
1歳児親子　▶ぴょんぴょん…2・3歳児親子


