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■申込締切　6月 19日㈮まで
■申込書　役場総務課職員係で配布しているほか、
町ホームページからダウンロードできます。
■試験日程
▶筆記試験（適性・作文）　7月 12日㈰
▶面接試験　7月 19日㈰
※筆記および面接の両試験を行います。
問　総務課職員係（内線 2315）

町職員採用試験を行います！
　町は、次のとおり令和 2年 10月採用の町職員採
用試験を行います。
■募集内容
試験職種 受験資格（次の全てを満たすこと）採用人数

看護師
▶昭和 59 年 4 月 2 日以降に
生まれた人
▶看護師免許を有する人

1人

特別定額給付金
申請を受け付けています
　町は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う国の特別
定額給付金の申請を受け付けています。必要事項を記入し、本人確
認書類と口座が確認できる書類を添付のうえ、同封している返信用
封筒にて申請書類を返信ください。申込期限は８月７日㈮ですので
お忘れのないよう申請ください。
問　総務課（42-2111）

　町は、町民の皆さんが手づくりしたマスクを無料
配布しています。なくなり次第終了となりますので、
受け取りを希望される人はお早めにお越しください。
■配布場所　役場 3階総務課、中央生涯教育セン
ター、各地区生涯教育センター
■対象者　町民（１人２枚まで）
問　総務課（42-2111）

手づくりマスクを無料配布しています
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町道工事における車両通行規制のお知らせ町道工事における車両通行規制のお知らせ
　町道中江甫・瘤木丁線の舗装補修工事に伴い、下記の工事期間、車両の通行規制を行います。
付近を通行する際は、誘導員の誘導に従って通行をお願いします。
■工事場所　金ケ崎町三ケ尻地内
■工事期間　6月 1日㈪～ 6月 22日㈪
　※日曜日、悪天候の場合は除きます。また、工事進捗状況により工事期間を延長する場合があります。
■規制時間　午前 8時 30分～午後 5時
■施工業者　株式会社板宮建設（☎ 42-2225）
問　都市建設課　建設整備係（内線：2271）

地球温暖化について考えてみませんか
～「ライトダウン in かねがさき 2020」一斉行動にご協力を～
　
　町は、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
2020」を実施します。
　一年の中で一番日が長い夏至の日と、クールアース・デーでも
ある七夕の日に、身近な明かりを消して、地球温暖化について考
えてみましょう。
■一斉行動
⑴（夏至）6月 21日㈰　午後 8時～午後 10時
⑵（七夕）7月 7日㈫　午後 8時～午後 10時
問　生活環境課（内線：2133）

三ケ尻小学校三ケ尻小学校

三ケ尻地区生涯教育センター三ケ尻地区生涯教育センター
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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　
上下水道課　　　 (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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▶町民と町長の対話の場「ふれあい町長室」　予約先・問　総務課（内線 2316）
■日時　6月 24日㈬午前 9時 30分～ 11時 50分　※要予約

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）

交通災害共済の加入申し込
み受け付けを開始しました

　令和２年度交通災害共済の加入
申し込み受け付けを 6月 1日㈪
より開始しました。
　この共済は、少ない掛金で、交
通事故に遭われた際に救済する相
互扶助制度です。通院１日から保
障され、2万円～ 110 万円の見
舞金を支払います。
■加入できる人　
岩手県内の市町村に住民登録して
いる人（就労や就学のため県外に
居所を移し、県内の家族と生計を
一にしている場合は加入できま
す。）
■掛け金　年額一人 400円
■共済期間　
令和２年 8月 1 日～令和 3年 7
月 31日
■加入方法　
『令和 2年度交通災害共済加入申
込書』に、加入される全員の氏名、
住所等を記入し、金融機関の窓口
にて手続きをお願いします。
※昨年加入している人は、今年の
7月 31日で共済期間が終了しま
すので、新たに加入手続きをお願
いします。
問　生活環境課（内線：2132）

　町は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、下記対象者から
申し出があった場合、6月末までの支払い期限を延長しておりまし
たが、緊急事態宣言下における活動自粛の影響が今後現れる可能性
があるため、更に下記のとおり支払い期限を延長します。
■支払い期限延長の対象期間　
支払い期限が3月末日以降～8月31日㈪までの水道料金等につい
て、支払い期限を9月末まで延長します。
■対象者　
⑴新型コロナウイルス感染者または感染の疑い等により、水道料金
等の支払いの手続きが困難な人
⑵新型コロナウイルス感染症流行の影響により、収入が減少し水道
料金等の支払いが困難な人。
■受付方法　
電話による申し出により受け付けます。なお、申し出の際には、新
型コロナウイルス感染症の影響の状況を聞き取るとともに、状況を
確認できる書類を提出いただきます。
■その他　新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、更
なる支払期限の延長についても検討します。
■受け付け・問　上下水道課（☎44-2136）水道お客様センター
（☎41-1100）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客様に対する

水道料金等の支払い期限再延長

　例年６月に開催しておりました町民懇談会については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から「中止」とします。本年度の
開催は状況次第となりますが、10月頃の開催を予定しています。
問　企画財政課 (内線：2326)

町民懇談会中止のお知らせ
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　令和２年度における教科書展示会について、下記のとおり開催し
ます。教育関係者のみならず広く一般の皆さまも見ることができま
すので、どうぞお越しください。
■期間　6月 12日㈮～ 6月 27日㈯（ただし、月曜日を除く。）
■時間　午前 10時～午後 7時
■場所　金ケ崎町立図書館
■展示教科書見本の種類・数量
小学校用（各 2部）、中学校用（各２部）、高等学校用（各１部）
■閲覧方法　
会場内の記帳簿に氏名を記入してください。意
見などがありましたら、会場内の意見書に記入
のうえ、意見箱に投函ください。
問　教育委員会事務局（☎ 42-2111）

金ケ崎町生活再建住宅支援
事業のお知らせ

　町は、東日本大震災により被災
した住宅の新築や補修工事、土地
の復旧工事に対し、利子補給や工
事費の補助を行います。
　補助内容の詳細、補助金額につ
いては町都市建設課までお問い合
わせください。ただし、他の事業
（町で行っている耐震改修事業や
住宅リフォーム事業助成など）か
ら補助を受けている場合は、対象
外となります。
■対象者　
⑴東日本大震災で、居住する住宅
に被害を受け、り災証明書等の交
付を受けた人
⑵被災宅地の所有者
※いずれも同居する家族を含みま
す。既に完了した工事も対象にな
ります。り災証明書の新規発行は
行っていません。
■申請期限　11 月 30日㈪
■受付時間　平日（午前 9時～
午後 5時まで）
■申込先・問　都市建設課（内線：
2223）

　町は、町営住宅の入居希望者を募集しています。入居を希望され
る場合は都市建設課へお問い合わせください。
■募集住宅
▶荒巻住宅１戸（間取り：3ＤＫ、築 18年、家賃：26,300 円～
51,700 円）※駐車場は別料金（1,370 円 / 月・台）
▶辻岡住宅１戸（間取り：３Ｋ、築 36 年、家賃：19,500 円～
38,300 円）
■受付期間　6月８日㈪～ 6月 12日㈮
■応募方法　都市建設課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。なお、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　受付期間から約１か月後の予定
■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
です。
■申込先・問　都市建設課 (内線：2223)

町営住宅入居者を募集します！

令和２年度教科書展示会を開催します

古着回収中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、海外への物流が停
滞しており、古着の受け入れがで
きない状況となっていることか
ら、6月 20日㈯に予定している
古着回収を中止します。
　なお、10月の実施については
現時点では未定です。皆さまのご
理解とご協力をお願いします。
問　町公衆衛生組合連合会事務
局：生活環境課（内線 2135）


