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暮らしの中の
　困りごとはありませんか？
　行政相談委員は、地域の皆さんの身近な相談相手として幅広く困りごとを受
け付けています。相談は無料、秘密厳守です。行政に関する困りごとは行政相
談委員または「きくみみ岩手」までご相談ください。

行政相談マスコット
「キクーン」

日　程 場　所
令和元年
7月 18日㈭ 三ケ尻地区生涯教育センター

8月 22日㈭ 南方地区生涯教育センター

9月 26日㈭ 永岡地区生涯教育センター

10月 17日㈭ 西部地区生涯教育センター

11月 14日㈭ 北部地区生涯教育センター

12月 19日㈭ 中央生涯教育センター

令和 2年
1月 17日㈮ 街地区生涯教育センター

2月 18日㈫ 南方地区生涯教育センター

3月 10日㈫ 三ケ尻地区生涯教育センター

■時間　各日程午前 10時～正午

行政相談委員は、
　　髙橋ミナ子さんです

◎段差がある道路や、壊れている側溝のふたを修
繕してほしい
◎労使のトラブルについてどこに相談したらいい
の？
◎介護保険や生活保護を利用するにはどうしたら
いいの？
◎申請のためにどうしてこの書類が必要なの？
◎その他、登記、郵便や窓口サービスなどの国の
行政機関等に関する様々な苦情、意見、疑問など

　行政相談委員はそんな困りごとを受け付けてい
ます。総務省岩手行政監視行政相談センターが
バックアップしています。

▶次の日程で相談に応じます ▶どんな相談ができるの？

問い合わせ

　　■総務省岩手行政監視行政相談センター
　　　（☎ 0570-090110）
　　■役場総合政策課行政係（内線 2311）

行政相談の仕組み

相談者 ▶行政相談委員
（県内に 79人）
▶岩手行政監視
行政相談センター
※相談無料、秘密厳守

▶国の行政機関
▶特殊法人
▶県、市町村（国
からの委託業務）
　　　　　　など

➡ ➡

⬅ ⬅

相談
通知・照会
あっせん

回答 回答

・来訪  ・電話
・手紙  ・FAX
・インターネット
・定例  ・相談所
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第 25回参議院議員通常選挙
■投票日　令和元年7月21日㈰
　　　　　午前 7時～午後 6時
■投票所　町内 11投票所 ※ハガキをご確認ください
■期日前投票のご案内
▶金ケ崎町役場 3階会議室　7月 5日㈮～ 20日㈯　午前 8時 30分～午後 8時
▶岩手県立農業大学校図書館　7月 10日㈬　午前 11時～午後 5時
■入場券について（投票には入場券が必要です）
今回の選挙から下記のように入場券が変更になります。
※入場券は 1通に 2人分印刷しています。3人以上の世帯は 2人を超えるごとに
別のはがきに印刷して送付しています。
入場券サンプル⬇⬇⬇　　　　　　　問　金ケ崎町選挙管理委員会（42-2111）
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※期日前投票をする際は入場券裏面の宣誓書兼請求書に必要事項を記入してご持参ください。



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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金ケ崎町戦没者追悼式を
開催します

　戦没者遺族に限らず、どなたで
も参加できます。皆さんの参加を
お願いします。
■日時　8 月 8日㈭午前 10時～
11時
■場所　中央生涯教育センター
問　保健福祉センター（☎44-4560）

南方幼稚園増改築工事
のお知らせ

　南方幼稚園を認定こども園に移
行するための増改築工事を行いま
す。工事に伴いご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願い
します。また、町民の皆さんを対
象に工事に係る説明会を下記のと
おり開催します。
■工事期間　7 月中旬～令和 2
年 1月（予定）
■説明会　▶日時：7月 10日㈬
午後６時 30分～▶場所：南方幼
稚園  ※どなたでも参加できます。
問　教育委員会事務局（内線2242）

役場庁舎等が
敷地内禁煙になりました！

　健康増進法の一部改正により、
7月 1日から役場庁舎等の敷地
内（一部を除く）は禁煙となりま
した。敷地内では、駐車中の車内

なども禁煙です。町民の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
■敷地内禁煙施設　役場庁舎（街
地区体育館含む）、保健センター、
健康福祉センター、金ケ崎診療所・
歯科診療所、水処理センター、町
立幼稚園・小中学校、子育て支援
センター、学童保育所、中央・各
地区生涯教育センター　
※教育施設等以前から敷地内禁煙
の施設も掲載しています。
問　総合政策課（内線 4000）

自死遺族交流会公開講座

■日時　7月 15日㈪㈷午後 1時
～ 4時 30分
■場所　大通り会館リリオ（盛岡
市大通 1-11-8）
■内容　▶公開講座：講演「家族
を自死で亡くしたあなたに～悲嘆
とケア～」※午後 1時～ 2時 40
分、自死遺族支援に関心のある方
はどなたでも参加可▶自死遺族交
流会　※午後 3時～ 4時 30 分、
自死遺族の人のみ参加可
■申込先・問　岩手県精神保健福
祉センター（☎ 019-629-9617）

町営住宅入居者募集！

■募集住宅　▶辻岡住宅：築35
年３Ｋ、家賃19,500円～38,300
円　▶荒巻住宅：築17 年 3DK、

家賃 26,400円～ 51,900円※駐
車場は別料金 (1,340円 /月･台 )
■受付期間　7月29日㈪～8月
2日㈮、9月9日㈪～9月13日㈮
■応募方法　建設課に備え付けの
申込書に関係書類を添えて提出
■選考方法　提出書類による審査
■入居資格　収入の上限ほか、住
宅に困窮している、暴力団員でな
いなどの入居資格があります。60
歳以上の人、障がいをお持ちの人、
生活保護受給者、DV被害者を除
き、単身での入居はできません。
■入居時期　受付期間から１カ月
後の予定
■注意事項　入居前に敷金の支払
いと連帯保証人２人の選出が必要
■申込先・問　建設課（内線2223）

国際交流協会会員募集中！

　町国際交流協会では、団体・個
人会員を募集しています。入会申
し込みはいつでも受け付けていま
す。興味がある人は、お気軽にお
問い合わせください。
■入会方法　年会費を添えて協会
事務所（中央生涯教育センター内
団体交流室）で入会手続き
■年会費　▶団体 5,000 円▶個
人 2,000 円▶家族 1,000 円▶高
校生（18歳）以下は無料
問　町国際交流協会（☎ 44-3123）
※平日午前10時～午後4時（水休み）

お知らせ・募集

▶行政相談窓口のご案内　　問　総合政策課（内線 2311）
■日時・場所　7月18日㈭午前10時～正午・三ケ尻地区生涯教育センター

■応募期間　8月 31日㈯まで
■募集人数　33人
■当選発表等　（公財）東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会組織委員会が当選者を決定後、令
和元年 12月以降に当選者に連絡します。

■応募方法　▶専用ホームページの応募
フォームに必要事項を入力のうえ送信　▶募集リー
フレットの申込用紙に必要事項を記入のうえ郵送
問　岩手県聖火リレーランナー応募受付事務局
（☎ 0570-550340）※土日祝日は除く　

東京2020オリンピック聖火リレーランナー募集！

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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▶町民と町長の対話の場「ふれあい町長室」　予約先・問　総合政策課（内線 2316）
■期日　7 月 24日㈬　※事前の予約をお願いします。

　町は、高齢化や人口減少、価値観の多様化などに
より発生している自治会役員のなり手不足や自治会
活動の負担増加、新たに発生している地域課題の解
決に向け、地域の皆さんと一緒に考えます。
　希望する自治会等は中央生涯教育センターにご相
談ください。
▶自治会や自治会連合会における事業や組織の
見直しについて
❶内容　自治会役員の負担軽減や組織体制の見直
し、若い世代が参加するための事業や組織の見直し、
自治会連合会の事業や組織の見直し　など
❷対象　自治会、自治会連合会
❸対応時期　随時

▶防災訓練などを通じた地域の安全安心に繋が
る事業の実施について
❶内容　自主防災組織の日ごろの訓練方法、災害時
に避難する際の高齢者等の支援体制　など
❷対象　原則として生活圏（地区センター毎）の単位
❸対応時期　随時
▶地域課題に対応した講座等の実施について
❶内容　地域における様々な課題解決に向けた講座
等の開催　
【例】除排雪講座、空き家対策講座　など
❷対象　自治会、自治会連合会
❸対応時期　随時
問　中央生涯教育センター地域づくり推進室（☎44-3123）

地域活動の課題解決に向け役場も一緒に考えます！

　町は、『ちょうみんグリーンアクション』として、
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などの温
室効果ガス排出量の削減を目指し、地球にやさしい
行動をしています。
　電気使用量が増加する夏、省エネや節電など、地
球にやさしい行動をしてみましょう。
◎地球にやさしい行動の一例
▶一つの部屋に集まって一家だんらん
▶冷房に加えて、扇風機を効果的に利
用する。（室内の冷たい空気を循環さ
せることができ、冷房効率を上げるこ
とができます。）

▶家電製品を使わないときは、コンセントからプラ
グをぬく。
▶グリーンカーテンを取り入れて、お部屋を涼しい
木陰にしてみましょう。
◎「ライトダウン inかねがさき2019」一斉行動
　町では、ちょうみんグリーンアクションの一環と
して、身近な明かりを消して省エネに取り組む「ラ
イトダウン in かねがさき 2019」を実施します。
天の川を見ながら、地球環境の大切さや身近にでき
る地球温暖化対策について考えてみましょう。
■一斉行動日　７月７日㈰午後 8時～ 10時
問　生活環境課（内線 2137）

地球にやさしい行動をしてみませんか？

　今年も夏まつりを開催します。むかでマラソン大
会や踊りパレードなどイベント盛りだくさん。町民
の皆さんの参加をお待ちしています。
■日時　8月 3日㈯午後 0時 30分～
■場所　役場前町民憩いの広場周辺

■内容　出演団体アトラクション、むかでマラソン
大会、踊りパレード、模擬店、餅まき
■その他　むかでマラソン大会エントリーを受け付
けています。詳しくはお問い合わせください。
問　金ケ崎夏まつり実行委員会：町観光協会（☎42-2710）

金ケ崎夏まつりを開催します！


