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　県警察本部では、振り込め詐欺の
撲滅を目指して、着信した電話番号
の危険度を光と音声で通知する「迷
惑電話チェッカー」の無料モニター
を募集しています。
▶ モニター期間…設置日から平成29
年１月31日まで
▶ 対象者…次の全ての条件に該当す
る人①県内在住②自宅の固定電話
でナンバーディスプレイなどの番
号表示サービスを利用している人
※設置日までに利用する人を含む
③モニター期間中にアンケートに
協力できる人
▶定員…100人（先着）
問 県警察本部　☎019-653-0110

▶科名…ＯＡ基礎科
▶ 内容…パソコンを使った事務処理
全般の基本的技能を習得
▶期間…３月10日㈫～３カ月間
▶会場…久慈高等職業訓練校
▶受講料…8,907円（テキスト代）
▶定員…求職者15人
▶申込期限…２月18日㈬
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申し込み…開始日の２週間前まで
問 久慈職業能力開発センター ☎53-6261

　未来の農業を育てる統計調査を実
施します。ご協力をお願いします。
▶対象…農家や林家、会社や集落営
　農など農林業を営んでいる経営体
▶基準日…２月１日
▶ 実施方法…基準日の前日までに、
調査対象の候補となる経営体を調
査員が訪問し、聞き取り調査を行
います。調査の結果、対象と判断
された経営体に対して、調査票を
配布します。
問 まちづくり振興課　☎52-2116

　盛岡地方法務局と県内の各支局・
出張所で行っている不動産、商業・
法人の登記相談が、２月２日から予
約制になります。相談の予約は下記
の法務局に申し込みください。
問 盛岡地方法務局二戸支局
　 ☎0195-25-4811

　起業する前に準備しておくことや
心構え、支援制度などを紹介する初
心者向けのセミナーを開催。参加は
無料ですが、申し込みが必要です。
▶日時…２月１日㈰13時30分～
▶会場…やませ土風館・会議室
▶定員…10人
問 久慈市雇用開発促進協議会 ☎75-3032

　

時◇会場…アンバーホール※年金
番号のわかるものをご用意くださ
い◇申し込み…二戸年金事務所
☎0195‒23‒4111
―福祉の資格、仕事の相談・予約制―

◇申し込み…県社会福祉協議会（城
内）☎080‒1651‒6203（公用携帯）

▶日時…２月７日㈯10時～15時
▶会場…やませ土風館
▶ 対象…収入が給与や公的年金のみ
で、還付申告となる人
▶ 持参するもの…①源泉徴収票②保
険などの控除証明書③社会保険 ･
医療費の領収書④印鑑⑤還付先の
口座番号の控え
問 東北税理士会久慈支部　☎53-2133

　日常生活の困りごとや悩みなどに、
弁護士が無料で相談に応じます。秘
密は厳守。気軽にご利用ください。
▶ 日時…①２月５日㈭10時～15時
②６日㈮９時30分～14時30分　
※予約が必要です
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶対象…ひとり親家庭の親子、寡婦
問 振興局保健福祉環境部　☎53-4982

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産を公売します。詳しくは市
ホームページまたは収納対策課の窓
口でご確認ください。
▶ 日時…１月29日㈭開場10時、公
売開始13時15分 ※要受付
▶会場…市役所３階大会議室
▶ 公売物品…安楽いす、薪割り機、
刈り払い機、マッサージチェアなど
問 収納対策課　☎52-2368

★本 庁 舎 ☎ 52‒2111
★山形総合支所 ☎ 72‒2111
★宇部支所 ☎ 56‒2111
★侍浜支所 ☎ 58‒2111
★山根支所 ☎ 57‒2111
※ 市役所の各課の番号は直通電話
です。また、上記の代表電話か
らも掛けられます

　市議会の議員が各地域に出向き、
議会報告会を開催します。都合の良
い会場にお越しください。

問 議会事務局　☎52-2188

　市では、昨年度と今年度に国土調
査の再調査を実施した侍浜町本町第
９地割の一部と、侍浜町向町第９地
割の一部について、次のとおり成果
の閲覧を行います。

※閲覧には印鑑が必要です
問 林業水産課　☎52-2122

　市では、大雪の時に住宅地などの
雪を捨てる場所を久慈港諏訪下地区
に用意しましたのでご利用ください。
▶期間…３月31日㈫まで
■排雪する時のお願い
① 敷地内では最徐行・後方確認を徹
底し、事故を防ぎましょう
② 転落の危険がありますので、海へ
の排雪は絶対にやめましょう
③雪以外は捨てないでください

問 土木課　☎52-2124

◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇申し込み…当日８時30分か
ら・生活環境課☎54－8003
―人権相談―
◇日時…２／17㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…人権擁護委員（日
當光男委員）◇連絡先…生活環境課
☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…２／24㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…行政相談委員（黒
沼正雄委員、大矢内利男委員）◇連
絡先…生活環境課☎54－8003
―くらしとお金の安心相談会・予約制―
◇日時…２／18㈬10時～16時◇会
場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…消費者信用生活協同
組合相談員◇申し込み…同センター
☎54－8004
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…２／26㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター（市役所東側） 
◇相談員…岩手弁護士会所属弁護士
◇申し込み…同センター☎54‒8004
―年金相談・予約制―
◇日時…２／25㈬10時30分～16

日  時 相談員
①２/４㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

②２/12㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

③２/19㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期暮らしの

このページでは、くらしに役
立つ情報をお知らせします。
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差押財産を公売します

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（７期）… ２月２日

学校給食費（９期）…………………………………… １月26日

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

無料でスキルアップ

大腸ＣＴが進化します

求職者の職業能力訓練

議 会 活 動 の 報 告 会

所得税の還付申告無料相談

法務局の登記相談は予約制

日  時 会　場
①２/３㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②２/18㈬ 9:30~11:30 ハローワーク久慈
③毎週月曜 9:00~16:00 総合福祉センター

　大腸ＣＴ（仮想内視鏡）は、便潜血
陽性者の二次検診として行われ、大
腸のがんやポリープを見つけること
ができます。この検査は、最低限の
被ばくがありますが「苦痛が少ない」
「鎮痛剤が不要」という長所があり
ます。検査時間は 10～15 分。検査
後は、すぐに日常生活に戻れます。

　市は、市内の全小・中学校な
ど、計40カ所の放射線量率を
測定しました。地上高１㍍での
測定結果は、0.04～0.07マイク
ロシーベルト。国が定める基準
0.23マイクロシーベルトを大幅に
下回っています。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

測定位置 平均値
12月測定 11 月測定

１㍍ 0.060 0.050
50㌢ 0.062 0.051
５㌢ 0.063 0.054

問 生活環境課　☎54-8003

12 月 10・11 日実施
放射線量率の測定結果

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

　また、細胞の検査やポリープの切
除には、処置が別途必要です。
　当院では、大腸ＣＴ用の最新版
ワークステーションを１月20日か
ら稼働予定です。詳しくは久慈病院
総合案内のパンフレットまたは病院
ホームページをご覧ください。
問 久慈病院 医事経営課 （内線1160）

雪捨て場のお知らせ

国土調査の成果の閲覧

　

アンバーホール
・おらほーる２月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
14㈯
15㈰
９：00~

市民生涯学習のつどい
（展示・舞台発表等）

無

23㈪
13：30~ 市民公開健康講演会 無

※１月５日現在。おらほーるの予定はありません

問アンバーホール ☎52-2700

起業・創業のためのセミナー

コース 期間 定員
Facebook 活用 2/17㈫～18㈬ 10

スマホ・ＰＣビジネス活用 2/24㈫～25㈬ 10

　

　インフルエンザが流行してい
ます。久慈病院では、感染拡
大防止のため、３月までの期間、
以下の対策を実施しています。　　
　皆さまのご理解とご協力をお
願いします。
■感染拡大防止の対策
○ 発熱・咳・くしゃみなどの症
状がある人の面会を制限
○不要・不急の面会は原則制限
○ 小学生以下の面会は原則制限
○面会時にはマスクを着用
○ 病室へ入る際、アルコール製
剤での手指消毒の実施

問 久慈病院　☎53-6131

久慈病院からのお知らせ
面会についてのお願い

ひとり親家庭等の法律相談

日時 会場

１/28㈬
18:30～20:00

日吉公民館、元木沢公民館、
久喜地区防災センター、霜畑
地区コミュニティセンター

１/29㈭
18:30～20:00

天神堂公民館、大川目北部公
民館、高砂公民館、侍浜公民館

期日 時間 会場
1/20㈫～23㈮

9:00～16:00
林業水産課
（市役所２階）

2/2㈪～2/6㈮
2/9㈪

1/26㈪～30㈮ 9:30～15:30
侍浜支所

2/1㈰ 9:30～12:30

２０１５年農林業センサス 迷惑電話撃退　無料モニター

救命上級救命講習会 ▶日時…１月28日㈬、29日㈭18時～22時
　※全８時間の講習です
▶会場…市防災センター　※参加無料
▶申込期限…１月22日㈭問 久慈法人会　 ☎ 52-2273

広報１／１号
おわびと訂正

　広報１月１日号 22㌻「おめでた おくやみ」で紹介した内容に誤り
がありました。正しくは次のとおりです。おわびして訂正します。　
○結婚…〔久慈地区〕下山啓治・芳子、〔宇部地区〕久世直也・優子
○お悔やみ…〔山形地区〕長内三藏（95）、蒲野光江（92）

多重債務の多重債務の
無料電話相談無料電話相談

秘密は厳守します。気軽にご相談ください。
▶相談ダイヤル…019-622-1637
▶受付時間…平日８:30～16:30（祝日、年末年始を除く）
問 東北財務局盛岡財務事務所　☎019-625-3353

2015.1.15号　２

→ 雪捨て場

久慈市冷凍水産加工業
協同組合第2工場

国土交通省東北地方整備局
久慈港出張所

湊橋

久慈市営
魚市場

久慈川


