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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

　町内会や地域の皆さんによる通学路
等の除雪ボランティア活動が多く行わ
れる時期となりました。早朝の除雪作
業は、児童・生徒の通学時間帯と重な
ることもあります。作業者、歩行者と
も十分に注意をし、事故防止にご協力
をお願いします。※活動する際は万が
一に備えて「ボランティア保険」など
の保険に加入することをお勧めします

　軽自動車、バイク、小型特殊車両を
廃車、譲渡した場合は15日以内に手続
きするよう法律で定められています。
軽自動車税は毎年４月１日現在の所有
者に課税されます。３月中に手続きし
ないと来年度も税金がかかってしまい
ますので早めに手続きを済ませましょ
う。車台・ナンバーがなく廃車できな
い場合は税務課までご相談ください。

　給与、公的年金等のみの収入で還付
申告となる方を対象とした指導会です。
▷日時＝２月７日（土）10時～16時
▷会場＝久慈プラザホテル３階
▷持ち物＝◇印鑑◇源泉徴収票（給与、
　公的年金等）◇生命保険、地震・損
　害保険の控除証明書◇社会保険の領
　収書・証明書◇還付先の口座番号

除雪作業中の事故にご注意を！

軽自動車など変更手続きお早めに

還付申告書の無料作成指導会

まちづくり振興課　　☎52－2116

税務課　　　　　　　☎52－2114

東北税理士会久慈支部 ☎52‒3471

―人権相談・行政相談―

―消費者問題法律相談―◇日時＝２／
20（金）10時～16時◇会場＝中央公民館
◇申し込み＝事前に県消費者信用生活
協同組合（☎019‒653-0001）へ
―多重債務者相談―◇日時＝２／５
（木）、13（金）、19（木）、26（木）10時～15
時◇会場＝合同庁舎◇申し込み＝振興
局消費生活相談室（☎53-4981）へ
―年金相談―◇日時＝①２／18（水）10
時30分～16時30分②２／19（木）９時～
15時◇会場＝アンバーホール
―交通事故巡回相談―◇日時＝１／28
（水）13時～15時◇会場＝合同庁舎◇申
し込み＝前日までに振興局（☎53-49
81）へ※申し込みがない場合は中止
―母子家庭等法律相談―◇日時＝①２
／５（木）10時～15時②２／６（金）９時
30分～14時30分◇会場＝合同庁舎◇申
し込み＝振興局福祉課（☎53‒4982）

無料相談のお知らせ

　高齢者や障がい者の住環境整備、介
護保険による住宅改修などに関する研
修会です。ぜひご参加ください。
▷日時・会場＝２月４日（水）13時30
　分～16時・市役所３階大会議室
▷申し込み＝１月30日（金）まで

やさしい住環境づくりのための研修会
岩手県建築住宅課 ☎019‒629‒5934

　農業委員会では山林や原野化した農
地を調査し、再び農地に復元できるか
どうかを判定しました。農地に復元で
きないと判定した土地の所有者等には
３月までに「非農地通知書」を送付し
ます。受け取った方は法務局で地目変
更登記申請の手続きをお願いします。
▷手続き方法＝「同通知書」を申請書
　に添付し、通知書内「地目・農地基
　本台帳」欄記載の地目に変更してく
　ださい　※登録免許税は非課税です

　１月１日から国民健康保険被保険
者の出産育児一時金が３万円加算され、
38万円になりました。一時金の申請に
は領収書か請求書の写しが必要です。
▷加算される場合＝産科医療補償制度
　に加入する医療機関等での出産（同
　制度には岩手・青森県内にあるすべ
　ての医療機関が加入しています）

　商標・特許の基礎知識と特許検索方
法を学ぶセミナーです。
▷日時＝１月27日（火）13時30分～
▷会場＝久慈職業能力開発センター
▷定員＝15人程度

地目変更手続きを忘れずに

出産育児一時金が３万円アップに

無料で学ぼう！商標・特許の基礎知識

農業委員会事務局　　☎52－2159

国保年金課　　　　　☎52－2118

岩手県知的所有権センター ☎019-656-4114

お知らせ

日    時 相談員 会　場
２月６日（金）
13時～15時30分

高橋牧夫
弁護士

市役所１階
第３会議室

２月12日（木）
10時30分～15時30分

渡辺正和
弁護士

２月23日（月）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

弁護士

相談 日    時 相談員 会場

人権 ２月16日（月）
10時～15時

香木　正
委員

市役所
１階
第３会
議室行政 ２月27日（金）

10時～15時
落合初次
郎委員

種　　別 受付期間
物品購入・業務委託 受付中～２／27（金）
市営建設工事・建設関連業務 ２／２（月）～３／31（火）
小規模工事 ２／２（月）～３／２（月）

―法律相談―

　市は市営建設工事、測量等建設関連
業務、物品購入、業務委託等を発注す
る場合、競争入札または随意契約で行
っています。平成21年度、22年度にお
いて、これら入札や見積りに参加を希
望する方は下記により申請ください。
※現在の登録者も申請が必要です

▷申請書＝財政課、山形総合支所ふる
　さと振興課で配布。市ホームページ
　にも掲載しています
▷提出先＝財政課（市役所２階）

　申し込みは１月23日（金）まで。
■児童相談・２月３日（火）
▷内容＝◇療育手帳、障がい児保育な
　どの福祉制度◇児童の性格など
▷会場＝元気の泉
■知的障がい者相談・２月18日（水）
▷内容＝◇療育手帳の相談、判定◇福
　祉制度など
▷会場＝中央公民館

入札・見積り参加者の資格審査申請児童・障がい者の巡回無料相談
財政課　　　　　　　☎52－2113社会福祉課　　　　　☎52－2119

▷期日＝１月24日（土）、25日（日）
▷内容＝◇展示（10時～17時※25日は
　16時まで）◇茶会（25日10時～16時）
　◇合唱・器楽・吹奏楽（25日13時～
　15時10分）
▷会場＝アンバーホール

▷日時＝１月30日（金）～２月２日
　（日）10時～18時
▷会場＝やませ土風館・風の館
▷内容＝◇三鉄の歴史や車両などのパ
　ネル展示◇三鉄クイズ（全問正解者
　に抽選で景品をプレゼント。ただし
　景品がなくなり次第終了）

　さまざまな郷土芸能を一度に楽しめ
る芸能祭。市内の団体のほか田野畑村
の大宮神楽（県指定無形民俗文化財）
も出演します。お見逃しなく！
▷日時＝２月１日（日）11時～
▷会場＝アンバーホール

久慈地区高等学校総合文化祭

ご覧あれ！25年の歩み「三陸鉄道展」

必見！郷土芸能祭（入場無料）

久慈東高校　　　　　☎53－4489

久慈地方振興局企画振興課 ☎53‒4981

社会文化課　　　　　☎52－2700

▷日時＝２月５日（木）13時30分～
▷会場＝合同庁舎６階大会議室
▷申し込み＝１週間前まで募　　集

講演聴いて平泉を知ろう！
岩手県観光課　☎019－629－5572

市地域包括支援センター ☎61‒1112

　12月20日、冬恒例の三陸鉄道「こ
たつ列車」の運行がスタートしまし
た。こたつで暖まりながら冬景色を
楽しめるとあって列車は今年も大人
気。初日から満席となった車内では
大勢の乗客が和みの時間を満喫して
いました。
　列車は「なもみ」の登場やお菓子
の振舞いなどサービス満点。皆さん
もぜひ冬の三鉄をお楽しみください。
列車は全席指定。予約は三陸鉄道久
慈駅（☎52－0177）まで。
▼期間＝３月１日までの土日祝日
▼時間＝◇上り…久慈駅発12時15分
　　　　◇下り…宮古駅発15時10分
▼料金＝普通運賃に別途指定席料金
　がかかります

■所属・募集人数＝地域包括支援セ
　ンターほか・４人程度
■受験資格＝次のすべてに該当する
　心身ともに健全で老人福祉等に理
　解と熱意を有する方◆昭和30年４
　月２日以降に生まれた方◆介護支
　援専門員の資格を有する方◆普通
　自動車運転免許を有する方
■申込期間＝１月15日（木）～29日
　（木）まで　※当日消印有効
■申込方法＝申込用紙は地域包括支
　援センターで交付。郵便で請求す
　る場合は封筒の表に「非常勤職員
　試験申込書請求」と朱書きし、あ
　て先と郵便番号を明記した上、120
　円切手を張った返信用封筒を同封
　してください
■試験日時・場所＝申し込み取りま
　とめ後、本人に通知します

申し込み・問い合わせ

地域包括支援センター
〒028‒0014 久慈市旭町8‒100‒1

☎６１－１５５７

非常勤嘱託職員を募集
―介護支援専門員―

ニッコリ笑顔。暖かいと表情も和やか

あったか列車で出発進行 !
三陸鉄道こたつ列車が運行中

▷日時＝２月２日（月）14時～
▷会場＝市長室　

　「市男女共同参画計画の見直し案」
について意見を募集します。資料は本
庁、各支所、図書館に備え付けてあり
ます。詳しくは問い合わせください。
▷募集期間＝２月３日（火）まで
▷提出方法＝氏名、住所等を明記し持
　参、郵送、FAX（52-3653）で提出

▷日時＝２月18日（水）10時～
▷会場＝宇部町和野伝承館（バス送迎
　有り。希望者は９時30分までに市役
　所西口に集合）
▷定員・会費＝先着30人・1,200円
▷申し込み＝２月９日（月）まで

▷日時＝１／25（日）、２／１（日）、
　２／15（日）10時30分～15時
▷会場＝平庭高原スキー場
▷対象＝一人でリフトに乗車できる小
　学生以上の市民
▷定員＝◇スキー30人◇ボード10人
▷申し込み＝１月22日（木）まで

市長と話そう

男女共同参画にご意見を

伝授します！手づくりみその作り方
 スキー・ボード講習会に参加しよう

まちづくり振興課 ☎52－2116

まちづくり振興課 ☎52－2116

農政課　　　　　　　☎52－2121
市体育協会　　　　　☎61－3353

区　　　分 時間額 発　効　日
岩
手
県
産
業
別
最
低
賃
金

鉄鋼業、金属線製品製造、その他
の金属製品 701円

平成20年12月27日電子部品等製造、電気機械器具製
造、情報通信機器製造 685円

光学機器、レンズ、時計・同部分品製造 688円
各種商品小売業 697円 平成21年２月１日
自動車小売業 707円 平成20年12月27日
鉄鋼業 715円（日額5,714円）平成20年12月10日

岩手県最低賃金 628円 平成20年10月30日
■問い合わせ先　二戸労働基準監督署（☎0195－23－4131）

　県の最低賃金が
右のとおり改正さ
れました。すべて
の事業主は労働者
に最低賃金以上を
支払わなければな
りません。

守ろう！
最低賃金

ち
ょ
こ
っ
と
ま
ち
の
わ
だ
い

申し込みは市民課（☎52‒2117）へ


