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※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

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

らしの
情報暮

I N FO RMAT I ON

久慈病院
☎53-6131

　三陸鉄道では、通常運転時より列
車本数が少ないために不便をかけて
いる通学利用者を対象に、4月１日
から１年間限定で通学片道定期乗車
券を販売します。通学の片道で、バ
スや他の交通手段を利用している人
はぜひご利用ください。
▶種別…①１カ月②３カ月③６カ月
▶�価格…通常の通学定期乗車券の4
割引

▶販売場所…三陸鉄道久慈駅ほか
　※指定された方向への乗車のみ利用可
問三陸鉄道　☎0193-62-8900

　市では、地域づくり活動を自主的
に行う団体を支援する地域コミュニ
ティ振興事業を4月から変更。さら
に使いやすくなりました。対象とな
る事業や申請方法など、詳しくはお
問い合わせください。
【主な変更点】
▶�ハード・ソフトの事業区分がなくな
りました
▶�補助率が対象経費の４／５以内に上
がりました
▶�同一事業は５年まで継続できます

問まちづくり振興課　☎52－2116
問ふるさと振興課　☎72－2111

　三陸北部森林管理署久慈支署では、
緑豊かな地域をつくる植樹祭を開催。
カラマツなどの苗木の植樹を体験し
てみませんか。
▶�日時…５月31日㈮10時30分～12時
30分

▶会場…山形町小国字豊口国有林内
▶集合場所…森林管理署久慈支署
　※送迎バスで移動（８時30分発）
▶募集人数…20人（参加費無料）
▶申込期限…５月10日㈮
問三陸北部森林管理署久慈支署� ☎53-3391

三鉄の通学片道定期

◇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…５／28㈫13時30分～16時◇
会場…第３会議室（手前）◇相談員
…人権擁護委員（間加壽子委員）◇
連絡先…生活環境課☎54-8003
―行政相談―
◇日時…５／14㈫13時30分～16時◇
会場…第３会議室（手前）◇相談員
…行政相談委員（大沢リツ子委員、
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…５／15㈬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
―年金相談・予約制―
◇日時…①５／15㈬②29㈬10時30分
～16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
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…５／23㈭10時～15時◇会場

日　　　　時 相談員
①5/8㈬10:30〜15:30 齊藤　拓弁護士
②5/17㈮10:30〜15:30 山口研介弁護士
③5/30㈭10:30〜15:30 工藤光機弁護士

―法律相談・予約制―

相談

…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
―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…５／21㈫13時～15時◇会
場…消費生活センター（市役所東側）
◇申し込み…同センター☎54-8004

　補装具（整形外科）の交付・修理
の要否判定や、補装具が体に合わな
い場合は適合判定が受けられます。
▶�日時…５月24日㈮10時30分～12時
　※受け付けは11時まで

▶会場…元気の泉
▶申込期限…５月10日㈮
問社会福祉課�☎52-2119

　障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（障害
者総合支援法）が4月１日に施行。
難病の方なども、新たに障害福祉
サービスなどを受けることができま
す。詳しくはお問い合わせください。
問社会福祉課　☎52－2119

　予算特別委員会の審議内容や東日
本大震災からの復旧・復興に関する
県議会の取り組みを報告するほか、
県議会への意見などを伺います。
　どなたでも自由に参加できます。
▶日時…4月25日㈭18時30分～
▶会場…九戸村公民館
問県議会事務局議事調査課�☎019－629－6021

　久慈市懲戒処分等の公表基準に基
づく昨年10月１日から本年３月31日
までの処分は次のとおりです。

問総務課　☎52-2112

障害者総合支援法が施行

本音で語ろう県議会

市 職 員 の 懲 戒 処 分

地域づくり活動団体を支援

国有林で植樹しよう！

教育委員
会議の予定

▶日時…４月２5日㈭　１5時３０分〜
▶会場…市役所３階第１会議室
※傍聴可。日程は変更する場合有り� 問総務学事課 ☎5２−２１5４

診療体制のご案内

▶�期間…５月11日㈯～６月10日㈪ま
での１カ月
▶�内容…市が貸与するはかりで、期
間中に購入した商品の内容量が表
示どおりかを検査し、日誌に記録
して報告　※５月10日㈮13時30分か
ら市役所で説明会を開催

▶�定員・謝金…５人・5,000円（応募
多数の場合は未経験者優先）
▶申込期限…4月30日㈫
問生活環境課　☎54-8003

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申込期限…開始日の２週間前
問久慈職業能力開発センター� ☎53-6261

　経済産業省では、東北電力の電気
料金値上げの申請内容を審査するた
め、国民の意見を募集しています。
　東北電力の申請書類など、詳しく
は経済産業省ＨＰの「お知らせ」－
「意見募集」をご覧ください。
▶募集期限…５月９日㈭必着
▶�意見提出方法…郵送、電子メール�
ま たは電子政府の総合窓口
「e-Gov」の意見提出フォーム�
（http ://search .e -gov.go . jp/
servlet/Public）
問資源エネルギー庁電力・ガス事業部

☎03-3501-1511

▶�科名…ＯＡ実務科（パソコンでの
文書作成・計算処理、職場実習）
▶期間…５月21日㈫～９月19日㈭
　※講習３カ月、職場実習１カ月
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員…求職者14人
▶申込期限…4月26日㈮
問ハローワーク久慈　☎53-3374

　補助できる数には限りがあります。
お早めに申請してください。

▶�補助対象区域…公共下水道事業整
備区域と、漁業集落排水事業実施
区域を除いた区域
問下水道課　☎52-2152

　市では、住宅用太陽光発電システ
ムの設置費用の一部を補助します。
▶�対象…市内に住所を有し、市税の
滞納がない人が居住する住宅
▶�対象経費…市内業者と契約して設
置する最大出力10Kw 未満の太陽
光発電システムに要する経費
▶補助額…最大出力 (Kw) ×５万円
　※限度額20万円
▶申込期限…平成26年２月28日㈮　
ただし予算の範囲内で受付
　※設置前の手続きが必要です
問産業開発課　☎52-2369

診療科名 診療実施日など
呼吸器科 火・水曜午前のみ受付
脳神経外科 金曜は休診
消化器科 水曜午前は休診
整形外科 木曜は休診
麻酔科 休診
血液内科 毎月第１木曜午前のみ受付
歯科 予約制
精神科 火 ･木 ･金午前のみ受付

耳鼻咽喉科 月・木午前のみ受付

　下記の診療科の外来診療は、平日の
午前中のみとなります（午後は予約の
診療）。なお、右表の診療科は診療実
施日が異なります。ご注意ください。

お知らせ

身 体 障 害 者 の 相 談

月日 ３月８日
事由・処分 道路交通法違反・解雇
職・ 年 齢 非常勤嘱託職員・50 代男性

募集

商 品 の 計 量 モ ニ タ ー 職 業 訓 練 の 受 講 生

浄 化 槽 設 置 に 補 助 金

住宅用太陽光発電に補助金

無 料 で ス キ ル ア ッ プ

電気料金「国民の声」を募集

浄化槽の大きさ 補助金額
５人槽 130㎡（約 40 坪）以下 41 万円
７人槽 130㎡（約 40 坪）超 51 万 4,000 円

10 人槽 台所と浴室が２カ所以上
※２世帯・大家族住宅用 68 万 6,000 円

コース 期間 定員
第二種電気工事士 
筆 記 試 験 準 備 ５／ 13 ㈪～ 15 ㈬ 10

電 子 納 品 ５ ／ 21 ㈫・22 ㈬ 10

　

　

　４月５日現在、決定している
イベントをお知らせします。

※おらほーるの予定はありません　
期日 イベント名 料金

１８（土）
１０：００

久慈高校創立70周年
記念講演会

無

２5（土）
１４：００

三陸鉄道復興チャリティー
山本潤子スペシャルライブ

有

問アンバーホール ☎52－2700

２０1３.４.1５号　２

　市は３月１２・１３日に９４カ所の
放射線量率の測定を実施。地上
高１㍍での測定結果は０.０３〜
０.０８マイクロシーベルトで、国
の基準を大幅に下回っています。

測定位置 平均値
３月測定 ２月測定

１㍍ ０.０5４ ０.０４８
5０㌢ ０.０55 ０.０４８
５㌢ ０.０5８ ０.０55

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

問生活環境課 ☎54－8003

G.W イベント情報

INFORMATION

　ゴールデンウイークは、家族
みんなで「久慈」を楽しもう！
期日 内容など

4/28・29    ���
（日・月）

親子で楽しむイベント満載！
久慈春まつり
■会場…中町イベント広場
問久慈商工会議所☎52-1000

5/3~5
（金〜日）

花と緑の展示即売
久慈環境緑化まつり
■会場…やませ土風館
問生活環境課☎54-8003

5/3 ～ 6
（金〜月）

イベントとうまいもんが山盛り
土風館まつり
■会場…やませ土風館
問市観光物産協会☎66-9200

�5/4・5
（土・日）

新鮮な海の幸 お届け！
二子朝市
■会場…玉の脇漁港前
問市漁協二子生産部☎53-5280

5/5
（日）

郷土料理と芸能でおもてなし
水車まつり
■会場…桂の水車広場
問山根六郷研究会☎53-5281

放射線量率の測定結果

５月

■新採用１人
【建設部】

▶建築住宅課…大畑友弘

４月１日付
市 職 員 の人事異動

イベント
情　報

アンバーホール
・おらほーる

毎月 29日は
山形村短角牛の日

毎月 29 日は「JA 産直花野果」「道の駅くじ」「道の駅
白樺の里やまがた」で新鮮な山形村短角牛のお肉を販
売します。問 JA 新岩手内短角牛肥育部会☎ 52-1548

①循環器科②放射線科③外科④形成外科
⑤泌尿器科⑥小児科 ( 火曜午後は検診など )
⑦皮膚科⑧眼科⑨産婦人科⑩神経内科

４月 29 日㈪ 11 時 30 分より「JA 産直花野果」「道
の駅白樺の里やまがた」で、べご汁のお振る舞い
をします。先着 100 食！ぜひお越しください。




