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町の組織が変わりますす
行政サービスのいっそうの向上を目指し、
令和２年度から新たな組織体制になります。

■主な変更内容
①重要課題への迅速な対応を図るため、総合政策課の
「企画政策部門」と財政課を統合し「企画財政課」に
なります。総合政策課の企画政策部門以外の行政や人
事などは、「総務課」になります。

②保健福祉センターの「母子保健業務」が子育て支援
課の業務となります。子育て支援課には、新たに妊娠
期から子育て期にわたる総合的相談や支援を実施する
「子育て世代包括支援センター」を設置します。

③総合政策課の「空き家対策業務」、商工観光課の「移
住、定住、公共交通対策業務」を建設課に集約し、移
住定住推進体制の強化を図ります。
　建設課は、「都市建設課」と名称が変更になります。

④水処理センターを分かりやすい名称にするため、
「上下水道課」と変更になります。

■役場庁舎内の配置（イメージ）
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※１階フロアは変更ありません。
１階フロア：住民課、税務課、生活環境課、出納室
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▶子育て対策、母子保健（子育て世代包括支
援センター）
※保育所入所、幼稚園に関する業務は教育委
員会に移管。

▶重要施策の企画推進・総合調整、総合発展
計画、統計、地域振興、財政、町有財産など

▶定住（空き家対策、移住定住、公共交通）、
道路・橋梁・河川、国土調査、都市計画など

▶上水道、下水道

主な業務…　▶行政、人事、秘書、広報公聴など

広報かねがさきお知らせ版● 2020-3　4■発行　金ケ崎町　☎ 0197（42）2111　〒 029-4592　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町 22-1
■発行日　令和元年 3月 5日　■編集　総合政策課　■印刷　㈲金ケ崎印刷

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
イベント中止のお知らせ
　３月 13日㈮まで、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町が開催
するイベント・会議などを一部を除き中止または延期します。
　地域などの行事についても、この期間中、不要不急のイベントなどの中止や延期
のご検討をお願いします。
　中止等の期間は、今後の感染拡大などの状況に応じて見直しを行いますので、最
新の情報はホームページをご確認いただくかお問い合わせください。

■中止・延期のイベント（13日以降の中止イベントも掲載）

日時 イベント 中止・延期 問い合わせ先

3 月６日㈮、13日㈮
午前10時30分～11時30分

金ケ崎診療所健康増進運動教室
場所：保健センター 中止 保健福祉センター

☎ 44-4560

3 月 7日㈯
午後 1時 30分～ 3時 30分

地域づくりフォーラム
場所：中央生涯教育センター 中止 中央生涯教育センター

☎ 44-3123

3 月 7日㈯
午後 4時 30分～

町民大学（ライフプラン講座）
場所：中央生涯教育センター 延期 中央生涯教育センター

☎ 44-3123

3 月 11日㈬
午後 2時 40分～ 3時 30分

東日本大震災犠牲者追悼式
場所：役場庁舎１階 中止 保健福祉センター

☎ 44-4560

3 月 11日㈬
午前 10時～ 11時

いきがい健幸塾
場所：いきがい交流センター 中止 保健福祉センター

☎ 44-4560

3 月 14日㈯
午前 10時～午後 3時

ライブラリーパーク古本まつり
場所：金ケ崎町立図書館 延期 金ケ崎町立図書館

☎ 41-1900

3 月 24日㈫
午前 10時 30分～正午

あすなろ学校
場所：特別養護老人ホームあすなろ 中止 保健福祉センター

☎ 44-4560

■町外のイベント（広報掲載分）

3 月 15日㈰
午後 3時～

第 34回陸上自衛隊岩手駐屯地
定期演奏会 中止 陸上自衛隊岩手駐屯地

☎ 019-688-4311

■その他

森山総合公園臨時休館（全施設）
▶期間　３月 13日㈮まで（14日以降は状況に応じて判断）
※ 3月末まで開催予定の大会・教室・イベントなどはすべて中止します。　

森山総合公園
☎ 44-5600

この記事に関する問い合わせ：金ケ崎町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局（保健福祉センター☎ 44-4560）　
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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　

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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３月は岩手県自殺対策強化
月間です！

　悩んでいる人・あなたの周りで
悩みのある人、ご相談ください。
▶こころの健康相談統一ダイヤル　
☎ 0570-064-556　
▶よりそいホットライン【24時間
対応】☎0120-279-226、FAX03-
3868-3811（通話による聞き取り
が難しい人の相談に応じています）
▶保健福祉センター（平日午前8
時30分～午後5時）☎44-4560
▶奥州保健所（平日午前 9時～
午後４時 30分）☎ 22-2831
▶岩手県精神保健福祉センター
（平日午前 9時～午後 9時）
☎ 019-622-6955

自死遺族相談会のご案内

　奥州保健所では、家族など大切
な人を自死、震災でなくされた方
を対象に相談会を開催します。
■日時　3月 17日㈫午後 1時～
4時 30分
■場所　奥州保健所（奥州市水沢
大手町 5-5）
■内容　電話、面談による相談
■その他　申し込みは不要、相談
料無料です。
問　奥州保健所（☎ 0197-22-
2831）

　公道を走行するには、次の項目をすべて満たしている必要があり
ます。いずれか１点でも超過する場合、大型特殊免許が必要です。
■必要事項（作業機を装着した状態）
▶全幅 1.7 ｍ以下　▶全高 2.0 ｍ以下（キャビンや
安全フレームの高さ 2.8 ｍ以下）　▶全長 4.7 ｍ以下　
▶公道での最高速度 15km/h 以下
■注意事項
　トラクターでトレーラー等をけん引する場合は、けん引免許が必
要になります。普通免許を所持していても、必要な免許を取得せず
公道を走行した場合、無免許運転により免許取消処分となります。
※各種免許の新規取得は免許センター、自動車学校などにご相談ください。

問　農林課（内線 2213）

トラクターにロータリー等の作業機を装着したまま、
普通免許で公道走行ができるようになりました！

■協力事業所（順不同）
事業所名 認定基準 事業所名 認定基準

㈱板宮建設 ⑴ ⑸ ㈱横沢工業所 ⑴
㈱デンソー岩手 ⑴ ⑷ ㈱北日本銀行金ケ崎支店 ⑸
岩手ふるさと農業協同組合 ⑴ ⑵ ⑷ ⑸ ㈱ＥＪサービス ⑴
㈲共同産業 ⑴ ⑵ ⑶ ⑸ 金ケ崎郵便局 ⑸
㈲小沢興業 ⑸ ㈱岩手銀行金ケ崎支店 ⑸
シオノギファーマ㈱金ケ崎工場 ⑴ ⑵ 水沢信用金庫金ケ崎支店 ⑸
㈲大宮管工業 ⑴ ⑵ ⑶ 社会福祉法人友愛会 ⑴ ⑵
【認定基準】　⑴従業員が消防団員として入団し、かつ５年以上雇用している。⑵従業員の消防
活動について積極的に配慮している。⑶災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するな
ど協力している。⑷従業員による機能別消防分団を設置している。⑸その他消防団活動に協力
することにより、地域の消防体制の充実強化に寄与している。

随時、協力事業所を募集しています。詳しくはお問い合わせください。
問　生活環境課（内線 2134）

金ケ崎町消防団協力事業所に 14事業所を認定しました！

防災情報、クマ目撃情報、町からの大切な情報を

「金ケ崎町からのお知らせ」メールで配信しています

★「もしも」の前に、今すぐ登録 ←登録方法はこちら
　（町ホームページ）
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シルバー人材センター
新規入会説明会開催

■日時　3 月 11 日㈬、18 日㈬
午前 10時～（1時間程度）
■場所　町民菜園パーク
■対象　町内在住の 60歳以上
問　金ケ崎町シルバー人材セン
ター（☎ 44-3219）

第 22回岩手県障がい者
スポーツ大会開催！

■期日　６月６日㈯
■場所　岩手県営運動公園 /ふれ
あいランド岩手
■参加資格　13 歳以上の身体・
知的・精神障がい者
※満 11歳以上（小学校６年生相
当）の人はオープン区分での参加
が可能です。
■申込期限　4月 15日㈬　
■その他  大会関係資料および詳
細は岩手県障がい者スポーツ協会
のホームページ（3月 16日公開
予定）からダウンロードまたはご
確認ください。
※検索サイトより「岩手
県障がい者スポーツ協
会」で検索してください。
https://www.iwate-
adaptive.or.jp/

■申込先・問　保健福祉センター
（☎ 44-4560）

新新型車「ヤリス」も補助金対象になりました！
　ハイブリッドカー購入補助金の対象として、新
型車「ヤリス」が新たに追加されました。申請書
類は、町ホームページからダウンロードまたは商
工観光課で配布しています。新車購入の
際には、ぜひ補助金をご活用ください。
■対象者　町民、町内事業者

■対象車種
町内で生産された
ハイブリッドカー
（アクア、C-HR、ヤリス）

■補助金額　５万円
問　商工観光課（内線 2331）

３月 18日は春の「睡眠の日」です！
　質の良い睡眠をとるために次のことを心掛けましょう。
■質の良い睡眠のために　
▶眠る前のコーヒー、飲酒や喫煙を避ける▶寝室の温度や湿度を適切に
する▶部屋は明るすぎない照明にする▶スマートフォンやパソコンの使
用は控える▶不眠等が改善しない場合は医師に相談
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

　町は、任期満了に伴う農業委員を次のとおり募集します。
　農業に関する知識と熱意を持ち、農地利用の最適化等の職務を適
切に行うことができる人の推薦または応募をお待ちしています。
■推薦および募集期間　3月 1日㈰～ 3月 31日㈫
■募集定数　農業委員 20人
■業務内容等
①業務　農業委員会の会議に出席し、農地の権利の許可等に係る審議や農
　　　　 地等の利用の最適化に関する施策について、指針を作成するほか、
　　　　 農地相談や農地パトロール等の現場活動を行います。
②任期　令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間
③身分　特別職（非常勤職員） 
④報酬　基本報酬 300,000 円（年額）および成果報酬
■提出書類
▶推薦を受ける場合（個人または団体推薦）
①候補者推薦書（様式第１号）②候補者同意書（別紙１）
③推薦者同意書（別紙２）
▶自ら応募する場合
①候補者応募書（様式第２号）②候補者同意書（別紙）
■その他　詳しくは、町ホームペーシに掲載の募集要
項をご覧になるか、お問い合わせください。
問　農林課（内線 2211）

農業委員を募集します


