
　情報公開制度は公正で開かれた市政の
推進のため、市が保有する文書や図面な
どを皆さんの請求に応じて公開する制度
です。昨年度の請求件数などは次のとお
り。問い合わせは総務課（☎52-2112）、山
形総合支所ふるさと振興課（☎72-2125）へ。
■開示請求件数（機関別）

■開示請求に対する決定の状況

　※請求件数の合計と一致しないのは、
　　１件で複数請求と決定があったため

　市は個人情報を適正に管理・保護する
ため個人情報保護条例を制定しています。
昨年度の実施状況は次のとおりです。
■取り扱い事務の届け出件数（機関別）

■個人情報の開示の請求件数と決定の状況
　◇口頭開示請求…２件（開示２件）

－２－平成20年（2008）７月15日号

　トリコロールエリア（青森県南、秋
田県北東、岩手県北）の自然、人情、
歴史などの「宝」をテーマに写真コン
テストを開催します。入賞作品には賞
状・賞金などが与えられます。
▷題材＝◇自由部門…宝をイメージし
　た写真◇課題部門…まつりや地域の
　年中行事など、躍動感のある写真
▷仕様＝サイズ２Ｌ判（デジカメ可）
▷申し込み＝９月10日（水）必着

【市民登山】◇日時＝８月３日（日）７
時30分・市役所集合◇場所＝姫神山・
一本杉コース◇参加料＝2,500円◇対
象・定員＝小学生以上80人◇申し込み
＝７月23日（水）まで
【地区水泳大会】◇日時＝８月10日（
日）９時～◇会場＝市民総合プール◇
対象＝久慈地区に住所か職場がある方
◇申し込み＝８月１日（金）まで

トリコロール写真コンテスト

市民登山・地区水泳大会の参加募集
久慈市体育協会 ☎61－3353

二戸広域観光物産センター ☎0195－23－7210

★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
もつながります

暮らしの
お知らせ

このページでは、暮らしに役立つ
情報をお知らせします。
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相　　談

（金）、８（金）、21（木）、28（木）10時～15
時◇会場＝合同庁舎５階第３会議室◇
申し込み＝前日までに久慈地方振興局
消費生活相談室（☎53－4981）へ
―社会保険相談―◇日時＝①８／20
（水）10時30分～16時30分②８／21（木）
９時～15時◇会場＝アンバーホール
※年金に関する相談も行います

▷日時＝８月１日（金）10時～15時
▷会場＝山形総合センター１階相談室
▷内容＝就職相談、履歴書の書き方、
　面接の受け方、求人情報の提供など
▷申し込み＝事前に申し込みください

　中心市街地に居住するため、他の地
域の方などが下記種類の住宅を新築す
る場合に補助金を交付します。詳しく
はお問い合わせください。

就職支援の無料出張相談

中心市街地の住宅新築を補助

ジョブカフェ久慈 ☎53－3344

建築住宅課 ☎52－2120

◇申し込み＝相談日当日８時30分から
市民課（☎52－2117）へ
―人権相談―◇日時＝８／25（月）10時
～15時◇会場＝市役所第３会議室◇相
談員＝高屋敷眞喜子委員
―行政相談―◇日時＝８／26（火）10時
～15時◇会場＝市役所第３会議室◇相
談員＝川口キクヱ委員
―消費者問題法律相談―◇日時＝８／
22（金）10時～16時◇会場＝中央公民館
◇相談員＝県消費者信用生活協同組合
の相談員◇申し込み＝事前に申し込み
ください。同組合（☎019-653-0001）
―多重債務者相談―◇日時＝８／１

無料相談のお知らせ

市民公開健康講演会

▷日時＝８月４日（月）14時～
▷会場＝市長室

▷日時＝10月19日（日）10時～
▷会場＝◇岩手産業文化センターアピ
　オ（滝沢村）◇盛岡大学（滝沢村）
▷受験資格＝保健・医療・福祉分野で
　５年以上、900日以上（一部10年・1,800
　日以上）の実務経験を有する方
▷申し込み＝７月25日（金）～８月５
　日（火）　※申込書は元気の泉、久
　慈地方振興局にあります

募　　集
市長と話そう

介護支援専門員の実務研修受講試験

まちづくり振興課 ☎52－2116

岩手県長寿社会振興財団 ☎019－629－2300

久慈医学談話会（久慈病院内） ☎53－6131

お知らせ

▷日時＝７月31日（木）13時30分～
▷会場＝アンバーホール小ホール
▷内容＝◇あなたもできるとっさの救
　急処置◇最新の画像診断◇予防接種、
　新型インフルエンザのはなし　※久
　慈病院医師による健康相談も実施

日    時 相談員 会　場
８月６日 (水)
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士

市役所
第３会議室

８月21日 (木)
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

８月27日 (水)
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

▷日時＝８月１日（金）11時～
▷会場＝久慈グランドホテル
　※献花用の花は会場に用意します

戦没者追悼式を行います
社会福祉課 ☎52－2119

▷講習日＝９月８日（月）
▷会場＝市防災センター
▷申し込み＝８月８日（金）まで

危険物取扱者保安講習
久慈消防本部 ☎53－0119

▷日時＝７月29日（火）18時30分～
▷会場＝同公民館
▷演題＝久慈城主・備前守直治の最期
▷申し込み＝７月25日（金）まで

歴史講演会を開催します
大川目公民館 ☎55－3250

▷期間・対象・定員

無料職業訓練の受講募集
ハローワーク久慈 ☎53－3374

▷日時＝８月24日（日）10時～11時
▷会場＝市民体育館サブアリーナ
▷対象＝未就学児とその保護者
▷参加料＝無料
▷持ち物＝内履き、タオル、飲み物

なかよし親子ビクスの参加募集
申し込み・問い合わせ先…市内各保育園

　社会保険手続き、給与計算など
▷申し込み＝７月22日（火）～８月20
　日（水）まで

　農作業用の動力耕うん機などに使用
する場合、軽油引取税が免税されます。
この免税の対象に委託を受けて農作業
を行う方が追加されました。免税を受
けるには農業委員会で交付する耕作証
明書を添えて県に申請することが必要
です。詳しくはお問い合わせください。

農作業用の軽油引取税の免税申請
農業委員会事務局 ☎52－2159

種  類 補　助　額
住    宅 建設費の10％・100万円限度

兼用住宅 住宅部分の建設費の10％・
100万円限度

賃貸住宅 １戸当たりの建設費の10％
（10戸まで）・50万円限度

コース 期間 対象・定員
３カ月 ９／５～12／４ 求職者８人

５カ月 ９／５～
　　翌年２／４

求職者６人
※概ね35歳未満

▷会場＝久慈職業訓練協会
▷内容＝パソコンを活用した文書作成、

新鮮なウニとすてきな海女が待ってます！
問い合わせは商工観光課（☎52－2123）へ

青少年の非行問題に取り組む全国強調月間　―７月～８月―
毎月第３日曜日は「いわて家庭の日」です。親子・家族のきずなを深める日にしましょう

追加募集！地域コミュニティ振興事業

　市は、市内の団体が取り組むまち
づくり活動に補助金を交付します。
■対象事業＝他の補助金や助成金を
　受けていないもので、目的が次の
　いずれかに該当するもの…①地域
　の一体感の醸成などの地域振興②
　歴史、文化の継承活動や保存③環
　境保全や活用④地域の人材育成―
　など
■補助率・限度額
事業の内容 補助率 限度額
ソフト事業 ３／４以内 100万円ハード事業 ２／３以内

■手続き＝申請書類は、まちづくり
　振興課で配布。市のホームページ
　からもダウンロードできます
申し込み＝８月14日（木）まで

詳しくは、まちづくり振興課（☎52ー
2116）へ

̶ 応援します！元気な地域づくり ̶
介護保険料の減額制度

　介護保険料の所得段階が第２～３段階
の方で、次の要件に該当する方は減額の
対象になります。
■減額の要件（すべてに該当する方）

■減額の金額
　♦第３段階の方→第２段階へ（4,680円減）
　♦第２段階の方→第１段階へ（7,020円減）
■申請に必要なもの

■申請・問い合わせ先

投票日７／31㈭　岩手海区漁業調整委員会委員選挙
　８月７日に任期満了になる岩手海区漁業調整委員会委員の選挙が次のとおり行わ
れます。投票できる方は市選挙管理委員会に所定の申請を行い、選挙人名簿に登録
された方です。
　また、仕事や旅行などで投票日に投票できない方は「期日前投票」ができます。
詳しくは市選挙管理委員会事務局（内線472）へ。
■選挙の告示＝７月22日（火）　■投票日＝７月31日（木）７時～18時
■開票＝７月31日（木）19時～・市役所３階大会議室
■期日前投票＝市役所１階第３会議室・7月23日（水）～30日（水）８時30分～20時

投票区 投票所の場所 対　象　地　区
第１投票区 久喜公民館 宇部町（三崎･小袖･小袖沢を除く）
第２投票区 小袖漁村センター 三崎･小袖･小袖沢
第３投票区 二子公民館 長内町（田高１丁目を含む）、小久慈町
第４投票区 中央公民館久慈湊分館 旧久慈町･大川目町･山根町･山形町
第５投票区 農村環境改善センター 夏井町
第６投票区 侍浜地区農村センター 角柄･堀切･外屋敷･本町･向町･北野･保土沢
第７投票区 横沼公民館 横沼・白前
第８投票区 麦生農村センター 本波・麦生
第９投票区 桑畑公民館 桑畑

情報公開制度を利用ください

開示 部分
開示

非開
示

不存
在

取り
下げ 計

33件 １件 ０件 ３件 ２件 39件

個人情報保護条例の実施状況

北限の海女フェスティバル
８月３日（日）10時～15時　会場・小袖漁港周辺

申請はお早めに
詳しくは、久慈広域連合介護保険課（☎
61－3355）、市介護支援課（☎61－1112）へ

　◆世帯員全員が住民税非課税◆世帯の
　年間収入が120万円以下◆住民税課税
　者に扶養されていない◆預貯金の合計
　額が200万円以下◆固定資産などの資
　産が一定の基準以下

　◆印鑑◆介護保険料納入通知書◆収入
　額を証明できる書類◆家計状況が分か
　るもの（預貯金通帳など）

　◇市長…246件◇議会…５件◇教育委
　員会…66件◇選挙管理委員会…４件◇
　監査委員…６件◇農業委員会…２件◇
　固定資産評価審査委員会…２件◇水道
　事業管理者の権限を行う市長…３件◇
　合計…334件

　◇市長…34件◇議会…１件◇教育委員
　会…１件◇選挙管理委員会…２件◇合
　計…38件




