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★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。

相　　談

　まちなかのお店を巡ってスタンプを
集めると、すてきな賞品が当たる抽選
に参加できます。期間は12月23日（祝）
まで。台紙は参加店、やませ土風館に
設置しています。この機会にまちなか
を楽しく歩いてみませんか。

まちなかスタンプラリー開催中！
久慈商工会議所 ☎52-1000

◇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＝平成21年１／14
（水）10時～15時◇会場＝市役所１階第
３会議室◇相談員＝間加壽子委員
―行政相談―◇日時＝平成21年１／21
（水）10時～15時◇会場＝市役所２階特
別会議室◇相談員＝黒沼正雄委員
―消費者問題法律相談―◇日時＝平成
21年１／16（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
県消費者信用生活協同組合（☎019-65
3-0001）へ
―多重債務者相談―◇日時＝平成21年
１／８（木）、21（水）、22（木）、29（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
―年金相談―◇日時＝①平成21年１／
21（水）10時30分～16時30分②１／22
（木）９時～15時◇会場＝アンバーホ
ール

無料相談のお知らせ
　取り扱う業務は窓口関係業務です。
ただしパスポート、住基カード、公的
個人認証の申請受け付け、交付は行い
ません。
▷日時＝12月30日（火）９時～13時

年末に市役所窓口を臨時開設
市民課 ☎52－2117

お知らせ

日    時 相談員 会　場
平成21年１月７日（水）
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士

市役所１階
第３会議室

平成21年１月15日（木）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

平成21年１月19日（月）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

　何かとあわただしい年末年始は犯罪
が起きやすい時期です。家や車の施錠、
子どもからは目を離さないなど、忙
しい時期にこそ防犯を徹底しましょう。
地域の犯罪を防ぐには地域の目が必要
です。みんなで見守りましょう。
■地域安全運動展開中～１／３㈮■

年末年始の防犯徹底！
市民課 ☎52－2117

▷日時＝平成21年１月４日（日）10時
　～18時

屋内温水プールの無料開放
市社会福祉協議会 ☎53－3380

　毎年、冬になるとインフルエン
ザが流行します。十分な睡眠やバ
ランスのとれた食事はインフルエ
ンザにかかりにくい体を作ります。
外出後はうがいや手洗いを行いイ
ンフルエンザを予防しましょう。
マスクをしないで、せき・くしゃ
みをするとウイルスが２～３ｍ飛
ぶといわれています。せきエチケ
ットで流行拡大を防ぎましょう。

　調理業務に従事する調理師は２年ご
とに就業地の保健所に届け出が必要で
す。久慈保健所に用紙がありますので
提出をお願いします。
▷期間＝平成21年１月５日（月）～15
　日（木）まで

調理師業務従事者届を忘れずに
久慈保健所 ☎53－4987

　平成21年１月１日現在で市内に事業
用償却資産を所有している方は申告が
必要です。申告期限は平成21年２月２
日（月）まで。お早めにお願いします。
■家屋を取り壊したときは家屋取壊届
出を税務課に提出してください（家屋
＝居宅、物置、車庫など）

固定資産税の償却資産申告
税務課 ☎52－2114

　十和田湖などで死亡したハクチョウ
から病原性の高いウイルスを確認。ウ
イルスは渡り鳥などによって大陸から
持ち込まれた可能性が高いといわれて
います。鳥類を飼っているご家庭は鳥
小屋に野鳥などが侵入しないよう予防
対策をしましょう。詳しくは下記まで。
◆鳥など家きん類…県北家畜保健衛生
所◆愛玩鳥…久慈保健所（☎53-4987）

鳥インフルエンザ等の発生予防を
県北家畜保健衛生所 ☎0195-49-3006

▷申請できる方＝20歳以上（平成元年
　４月１日以前生まれ）の市民で10㌃
　以上の農地を耕作する農業経営者か
　同居の配偶者、親族で年間60日以上
　耕作に従事している方
▷申請＝１月９日（金）までに各行政
　連絡区長か農業委員会事務局へ
▷申請書の配置場所＝選挙管理委員会
　・農業委員会事務局、各市立公民館、
　山形総合支所、ＪＡ新いわて支所（久
　慈・山形）、各行政連絡区長

農業委員会委員選挙人名簿の登載申請
選挙管理委員会事務局 内線472

▷日時・会場＝平成21年１月13日（火）
　14時～・市長室

募　　集
市長と話そう

まちづくり振興課 ☎52－2116

▷日時＝平成21年１月13日（火）10時～
▷会場＝宇部町和野伝承館（バス送迎
　あり。希望者は９時30分までに市役
　所正面に集合）
▷定員・参加料＝30人・1,200円
▷申し込み＝12月25日（木）まで

豆腐作りに挑戦しませんか？
農政課 ☎52－2121

▷応募資格＝平成21年４月１日現在、
　15歳以上17歳未満の男子
▷試験種目＝◇１次試験…筆記試験　
　（５教科、作文）◇２次試験＝口述
　試験、適性検査、身体検査
▷試験日＝平成21年１月10日（土）
　※会場は受験者に連絡
▷申し込み＝平成21年１月６日（火）
　まで

自衛隊生徒・陸上自衛隊の募集
自衛隊久慈連絡所 ☎53－5419

▷日時＝平成21年１月４日（日）８時
　45分～
▷会場＝アンバーホール
■分列行進（10時～11時ころ）に伴い
市街地で交通規制が行われます。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。

消防出初め式を開催
消防防災課 ☎52－2173

▷日時＝平成21年１月３日（土）～５
　日（月）７時～11時
▷会場＝元気の泉

出稼ぎ者の健康診断
商工観光課 ☎52－2123

商工観光課 ☎52－2123

※山形診療所（☎72－2033）でも行い
ます。希望者は同診療所に問い合わせ
ください

　12月27日（土）～翌年１月４日（日）までごみ処理場への直接搬入はでき
ません。ただし年末は次のとおり家庭系の燃えるごみの特別収集を行います。
どうぞご利用ください。
　１月１日（木）、２日（金）に割り当てられている燃えないごみの回収日
は次のとおり変更になりますのでご注意ください。問い合わせは、久慈広域
連合清掃課（☎53-5318）へ。

■燃えるごみの特別収集
収集日 収集する地区
12／29
（月）

◆久慈（源道、湊町上中下、湊小学校前を除く）◆夏井（半崎を除く）
◆大川目…長久保◆侍浜…角柄◆山形…川井・繋

12／30
（火）

◆長内◆小久慈◆大川目（長久保、根井、滝を除く）◆夏井…半崎◆
宇部（大渡、小倉、滝の沢、長坂、馬寄を除く）◆侍浜（角柄を除く）
◆久慈…源道・湊町上中下・湊小学校前◆山形…小国・関・霜畑

12／31
（水）

◆山根◆大川目…根井・滝◆宇部…大渡・小倉・滝の沢・長坂・馬
寄◆山形…来内・荷軽部・日野沢・戸呂町

検診名 受診料
多項目検診（腹囲、ＬＤＬ含む） 2,200円
肝炎ウイルス検診（対象者） 800円
大腸がん検診（希望者） 400円
胃がん検診（希望者） 1,200円

■燃えないごみ回収日の変更（翌年）
変更対象地区 変更前 変更後

◆長内…大尻・下長内・新長内・玉の脇・中長内・東広美町・
平沢・広美町・二子・元木沢 １／１

（木）
１／８
（木）◆宇部…小袖・小袖沢・三崎

◆久慈…枝成沢・栄町・沢里・寺里・畑田 １／２
（金）

１／９
（金）◆大川目…長久保

ごみ収集 年末年始変わります

せきエチケットとは？
◆せき・くしゃみの際は、ティッ
　シュなどで口と鼻を押さえ、周
　りの人から顔をそむけましょう
◆鼻汁・たんなどを含んだ使用後
　のティッシュはすぐにごみ箱に
　捨てましょう
◆せき・くしゃみが出る人はマス
　クを着用しましょう。せきをし
　ている人にはマスクの着用を促
　しましょう

―ワクチン接種はお早めに―
　ワクチン接種は効果が出るまで
に２週間ほどかかります。早めに
接種してください

■保健推進課（☎61－3315）

■税務課（☎52－2114）
　次のＡまたはＢのどちらかすべ
てに該当する方は家屋敷課税の対
象です。12月22日（月）までに税
務課へ申告をお願いします。

Ａ 本年１月１日現在、久慈市に
住民登録がない
本年度の市県民税が久慈市で
課税されていない
市内に自分や家族が住むこと
を目的としたアパートや住宅
などがある（※補則）

※アパートや住宅は常に住んでい
　る必要はありません
※台所やトイレなどが共同の下宿
　や寮は該当しません

Ｂ 本年１月１日現在、久慈市に
住民登録がある
本年度の市県民税は他市町村
から課税されている
市内に自分や家族が住むこと
を目的としたアパートや住宅
などがある（※補則）
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　詳しくは12月中旬に各世帯に回覧するチラシをご覧ください。定額給付金
に関する問い合わせは、まちづくり振興課（☎52－2116）へ。

定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐
欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

やませ土風館でフリーマーケット開催
12月23日（祝）９時～13時

■問・みちのくリサイクル運動市民の会（☎0178-22-5629）
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