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5月12日は民生委員・児童委員の日です！
民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手です。
　民生委員・児童委員は、子育てや介護など福祉に関するさまざまな問題を、みなさんの立
場で親身にご相談に応じます。行政など関係機関とのパイプ役となり、必要な福祉サービス
などが受けられるよう努めます。相談内容の秘密は守られますので安心してご相談ください。

■民生委員・児童委員の日とは・・・
　民生委員・児童委員の日は、昭和 52（1977）
年に当時の全国民生委員児童委員協議会（現在は
全国民生委員児童委員連合会）が定めたもので、
大正 6（1917）年 5月 12 日に民生委員・児童
委員制度の前身の岡山県済世顧問制度設置規定が
公布されたことに由来するものです。

■民生委員・児童委員にご相談ください
　町内には 37人の民生委員・児童委員（主任児
童委員 2人含む）がおり、それぞれの担当地区
で活動しています。毎月 1回定期的に制度や手
続きについて研修会を開催しています。お悩みの
人はご相談ください。
問　事務局：保健福祉センター（☎ 44-4560）

5 月 5日～ 11日は児童福祉週間です
地域社会から児童虐待をなくしましょう！
　多くの子どもたちが児童虐待によって傷つき、成長・発達が妨げられ、
著しい場合は尊い命さえ奪われています。虐待はきわめて重大な人権侵害
です。あなたの近くに虐待を受けていると思われる子どもはいませんか。
　「おかしい」「何か変だ」と気づかれたら、どんな些細なことでも私たち
民生委員・児童委員にお知らせください。プライバシーは必ず守ります。
民生委員・児童委員は金ケ崎町、児童相談所などと協力して、児童虐待の
予防や対応を行っています。

介護用品の支給または購入費を助成します
　町は、在宅高齢者を介護している家族に介護用品の支給または対象とな
る介護用品の購入費を助成しています。
■対象者　要介護３～５と判定された在宅高齢者を主に介護している人
※介護者、要介護者ともに町内に住み、住民税非課税世帯に属している人
■内容　対象者 1人あたり年額 30,000 円以内で次の介護用品を支給ま
たは購入費を助成します。※どちらか一方しか受けることができません。
▶支給または購入費助成対象用品　紙おむつ（テープ止めタイプ、パンツタ
イプ、フラットタイプ）、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー
■申請方法　保健福祉センターに備え付けの「介護用品支給申請書」または「介
護用品購入費助成認定申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
■留意事項　介護用品の購入費助成を受ける場合、購入前に「介護用品購
入費助成決定」を受ける必要があります。助成決定前に購入した介護用品
は助成対象となりませんのでご注意ください。
■申請先・問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

家族介護アドバイザー
派遣のご案内
　町は、日頃の介護について悩
みを抱える家族や、介護方法に
ついて相談したい人のために、
今年度から介護支援専門員の有
資格者による家族介護アドバイ
ザー派遣事業を開始します。希
望する人は、地域包括支援セン
ターまでお問い合わせください。
■内容　午後 1時 30分から午
後 8時までの間の 1時間以内
で訪問。原則 1世帯月 1回ま
での利用可能。相談料無料。
問　地域包括支援センター（☎ 44-4560）
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アスパラ収穫祭開催！5.25㈯
AM10：00  START
■場所　金ケ崎町役場前駐車場

金ケ崎町における改元に伴う元号による年表示の取り扱い
■元号の表記について ■旧元号（平成）が表記された文書等の効力
年表示
▶本年4月30日までに町が作成した文書等については、改
元日（5月1日）以降の日付についても「平成」と表示します。
（例）平成31年10月1日、平成32年3月31日
▶改元日以降に町が作成する文書等については、「令和」と
表示します。（例）令和元年10月1日、令和2年3月31日
年度表示
▶本年4月30日までに町が作成した文書等については、改
元日（5月1日）以降も「平成」と表示します。（例）平成
31年度、平成32年度
▶改元日以降に町が作成する文書等については、「令和」と
表示します。（例）令和元年度、令和2年度

　旧元号（平成）が表示された町からの文書等
（許可証、証明書、納付書、契約書など）につい
ては、改元後においても法律上の効果は変わる
ことはありませんので、改元日以降においても有
効なものとして取り扱います。

問　総合政策課（内線 2311）

■納税通知書等の元号表記について
　納税通知書等については次のとおり左記記載
とは異なります。ご理解とご協力をお願いします。
▶課税年度　
旧元号（平成）で表記します。
（例）平成 31年度
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　農業まつり＆アスパラ収穫祭を今年も開催します。
金ケ崎の新鮮なアスパラガスを数量限定で販売するほ
か、アスパラガスや奥州牛の試食、模擬セリ体験など
楽しいイベントを用意し、皆さんをお待ちしています。
■イベントスケジュール
▶午前 9時 50分～　六原鬼剣舞
▶午前 10時～　開会行事
▶正午～　景品付き餅まき①
▶午後 1時～　鉄人ガンライザー握手会
▶午後 2時～　景品付き餅まき②・閉会
　その他、アスパラガスちびっこセリ売りやお米・ア
スパラガス争奪じゃんけん大会、ステージショーなど
イベント多数！
■駐車場
中央生涯教育センター　※無料シャトルバスを随時運
行します。
問　農林課（内線 2216）

■新鮮なアスパラガスの販売（数量限定）
煙火打ち上げを合図に販売開始！（開会行事終了後）
1 人 5束（約 500g）まで購入可能です。

■シャトルバス運行経路
❶中央生涯教育センター⇔役場
❷金ケ崎駅⇔役場



ⅰ nformation
お知らせ 保健福祉センター (44)4560

子育て支援課　　 (44)4611　

金ケ崎町役場　☎ 0197-42-2111( 代表 )
ホームページアドレス　http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/

奥州エフエム (周波数 77.8MHz)で行政情報配信中・・・・・・「インフォメーション金ケ崎」㈪～㈮　❶午後 0時 47分～　❷午後 5時 49分～
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高齢者健康増進事業助成
券をご活用ください！

　心身の健康保持増進を図るため
町生涯スポーツセンターの利用に
対し 1人 3,600 円分の高齢者健
康増進事業助成券を交付します。
■対象者　後期高齢者医療被保険
者
■助成内容　1人あたり 100 円
の利用助成券を年間 36 枚交付
（予算の範囲内）
■利用施設　森山総合公園内生涯
スポーツセンター
■利用期間　令和2年 3月 13日
㈮まで
■申請方法　後期高齢者医療被保
険者証を持参し保健福祉センター
に申請してください。
■申請先・問　保健福祉センター
（☎ 44-4560）

健脚講座開催中！

　65歳からの運動機能向上・介
護予防運動教室です。費用は無料
です。ぜひご参加ください。
■日時　▶北部・西部・永岡地
区（転倒予防教室）月曜日午後
1時 30分～ 3時、木曜日午前 9
時 30分～ 11時　▶三ケ尻・街・
南方地区（骨こつ運動教室）月曜
日午後 2 時 30 分～ 4 時、木曜
日午前 10時 30分～正午
■場所　森山総合公園
■内容　ストレッチ・筋力トレー
ニング
■対象　65歳以上の町民
■持ち物　シューズ・飲み物・汗
拭きタオル
■その他　バス送迎もあります。
詳しくはお問い合わせください。
問　森山総合公園生涯スポーツセ
ンター（☎ 44-5600）

人間ドック費用の一部を
助成しています

　町は、令和元年度中に人間ドッ
クを受診した人に対し、費用の一
部を助成しています。
■対象者　町内に住所があり、町
内の実施機関で受診した人。
■助成要件　次のすべてに当ては
まる場合
▶受診日に、国民健康保険または
後期高齢者医療保険に加入してい
る。▶年度内に特定健康診査また
は後期高齢者健康診査を受けてい
ない。▶国民健康保険加入者は年
度内に 40～ 74 歳になる人また
は受診日に 74歳の人であり、受
診項目に特定健康診査必須項目の
全てが含まれている。（項目は町
ホームページをご覧ください。）
■申請期間　令和 2 年 3 月 13
日㈮まで
■助成内容　1 人 1 回を限度に
10,000 円（予算の範囲内）
■申請に必要なもの　▶助成申
請・請求書（保健福祉センター窓
口に設置）▶領収書等▶人間ドッ
ク受診結果票▶助成金の振込先口
座番号が分かるもの▶印鑑
問　保健福祉センター（☎ 44-
4560）

県南広域振興局から
自動車税のお知らせ

　5月 31日㈮は自動車税の納期
限です。お近くの金融機関やコン
ビニエンスストアで忘れずに納め
ましょう。
問　県南広域振興局県税部（☎
22-2821）

お知らせ

軽自動車税の減免申請を受け付けています
　平成 31 年度の軽自動車税納税通知書を 5月 9日㈭に発送しました。
減免対象者は 5月 24日㈮までに申請してください。
■対象となる軽自動車
　次の軽自動車を、下記の運転者が運転している場合に減免対象となりま
す。障がいの区分、程度により減免対象とならない場合がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
❶次の手帳を交付されている本人が所有する車両
▶身体障害者手帳▶精神障害者保健福祉手帳▶戦傷病者手帳▶療育手帳
❷精神障がい者や 18歳未満の身体障がい者と生計同一者が所有する車両
❸構造が身体障がい者用の車両
■運転者
▶❶の手帳が交付されている本人
▶❶の手帳が交付されている人と同じ生計の人
▶❶の手帳が交付されている人だけの世帯の場合は常時介護する人
■持ち物
　納税通知書、❶の手帳、運転免許証、車検証、個人番号カードまたは通
知カード、印鑑
■申請先・問　税務課（内線 2113）

行政相談窓口の設置
■日時　5月23日㈭午前10時～正午
■場所　役場エントランスホール
問　総合政策課（内線 2311）

金ケ崎診療所　　 (44)2121　　　文化体育館　　 　(44)3010　　　西部地区センター (43)3414　　　森山スポーツ事業団 (44)5600
金ケ崎歯科診療所 (44)2842　　　中央センター　　 (44)3123　　　永岡地区センター (44)6068　　　金ケ崎温泉・駒子の湯 (43)2227　
水処理センター　 (44)2136　　　街地区センター　 (42)3608　　　北部地区センター (43)3038　　　子育て支援センター (44)3365
図書館　　　　　 (41)1900　　　三ケ尻地区センター (42)4376　　　金ケ崎要害歴史館 (42)3060　　　生きがい交流センター (44)6500　
給食センター　　 (44)3313　　　南方地区センター (44)2001　　　町民菜園パーク　 (44)4446　　　シルバー人材センター (44)3219　

奥州エフエム (周波数 77.8MHz)で行政情報配信中・・・・・・「インフォメーション金ケ崎」㈪～㈮　❶午後 0時 47分～　❷午後 5時 49分～
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はり・きゅう・マッサージ等
施術助成券をご利用ください

　町は、はり・きゅう・あん摩・
マッサージ指圧の施術を受けた場
合に施術料の一部を助成します。
■対象者　町内に住所を有する
70歳以上の住民税が非課税の人
■助成内容　助成券 1枚につき
500 円とし、同一人への助成券
は 1年度につき 6枚を限度とし
て助成券を交付します。
※施術１回につき１枚の使用
■申請に必要なもの　印鑑
■利用できる治療院等　▶小澤は
りきゅうマッサージ理療院▶すず
き鍼灸院
■申請先・問　保健福祉センター
（☎ 44-4560）

奥州保健所からのお知らせ

　白血病、重症再生不良性貧血等
血液難病患者にとって有効な治療
法である骨髄移植を推進するた
め、骨髄バンクの登録を受け付け
ます。
■対象　▶骨髄・末梢血幹細胞の
提供の内容を十分に理解している
人▶年齢が 18 歳以上、54 歳以
下の健康な人▶体重が男性45㎏、
女性 40㎏以上の人
■登録方法　問診⇒血圧測定⇒所
長面接⇒登録申込書記入⇒採血
■登録料金　無料
■受付日時　毎月第 3木曜日午
前 9時～正午（前日午後 3時ま
でに要電話予約）
■実施場所　奥州保健所（奥州市
水沢大手町 5-5）
■登録受付機関　岩手県骨髄デー
タセンター
■申込先・問　奥州保健所（☎
22-2831）

「第 54 回金ケ崎町金婚を
祝う会」のご案内

　結婚50周年を迎えられるご夫婦
を祝福し、今後の人生が有意義な
ものとなることを願い「金ケ崎町金
婚を祝う会」を開催します。
■日時　6月 27日㈭
■場所　みどりの郷
■金婚対象者　▶昭和 44年 1月
1日～ 12 月 31 日に結婚したご
夫婦▶昭和 44 年以前に結婚し、
これまでに「金婚を祝う会」に出
席していないご夫婦
■申込み　町社会福祉協議会、生
きがい交流センター備え付け、ま
たは各地区の民生委員・児童委員
から申込書を受け取り、必要事項
を記入のうえ提出してください。
■申込先　▶町社会福祉協議会▶
町老人クラブ連合会事務局（生き
がい交流センター）
■申込期間　５月 24日㈮まで
■その他　出席者には、褒賞状と
夫婦お揃いの額入記念写真をお贈

りします。※記念写真は 5月 31
日㈮に撮影します。
問　町社会福祉協議会（☎ 44-6060）

奥州金ケ崎行政事務組合
職員を募集します

■採用職種・人数　行政職 1人
■採用年月日　令和元年10月１日
■受験資格　平成 6年 4月 2 日
以降に生まれた人で、高等学校卒
業以上の学歴を有する人
■受付期間　５月 21日㈫から 6
月 4日㈫まで
■試験日時　６月 23日㈰午前８
時 45分
■申込方法　受験申込書に必要事
項を記入の上、提出してください。
郵便の場合は、封筒に「職員採用
試験受験申込み」と朱書きし、392
円分の郵便切手を同封の上、特定
記録郵便、簡易書留郵便または一
般書留郵便で送付してください。
■申込書配付先　奥州金ケ崎行政
事務組合事務局、金ケ崎町役場
問　奥州金ケ崎行政事務組合（☎
24-5821）

募　集

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員を募集
　伝統的建造物群保存地区の保存等に関して、修理・修景事業の計画等の
重要事項を審議する審議会委員を募集します。
　地区に居住されている皆さんがまちづくりの主役です。ぜひ、審議会に
参加し、皆さんの声をお聞かせください。
■募集人数　城内行政区、諏訪小路行政区　各 1人
■任期　令和 3年 3月 31日まで
■応募資格　応募時点において、城内行政区または諏訪小路行政区に住所
を有する満 20歳以上の人。
■応募方法　金ケ崎要害歴史館に備え付けの応募用紙に必要事項を記入
し、5 月 30日㈭までに教育委員会事務局へ提出してください。
※応募理由は必ず記入してください。
■委員決定　審査のうえ決定。結果は応募者全員にお知らせします。
■その他　審議会は年 2～ 3回を予定しています。（報酬あり）
問　教育委員会事務局（内線 2248）


