INFORMATION

暮

らしの
情報

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

★本 庁 舎
★山形総合支所
★宇部支所
★侍浜支所
★山根支所

☎52−2111
☎72−2111
☎56−2111
☎58−2111
☎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

相談員

会

場

５月７日（金）
平本丈之
10時30分〜15時30分 亮弁護士 市役所１階
５月14日（金）
高橋牧夫 第３会議室
13時〜15時30分

子ども手当は次代の社会を担う子
どもの成長を応援する制度です。
▶対象…中学生までの子（平成７年
４月２日以降生まれ）を養育して
いる方。対象者には４月中に案内
を送付します

▶支給額…月額１万３千円
▶支給月…前月分までの手当を年３
回（６・10・２月）支給
※制度の詳しい内容は広報５月１日
号でお知らせします
子育て支援課 ☎52−2169

弁護士

石田吉夫 市役所２階
５月26日（水）
10時30分〜15時30分 弁護士 特別会議室

◇申し込み…相談日当日に生活環境
課（☎54−8003）へ
―人権相談―
◇日時…５月20日㈭13時30分〜16時
◇会場…市役所１階第３会議室◇相
談員…上川原勇委員
―合同行政相談―
◇日時…５月25日㈫13時〜16時◇会
場…市役所３階第１会議室、市役所
１階第３会議室◇相談員…行政機
関、行政相談委員、弁護士会
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時・会場…①５／７㈮10時〜16
時・ 市 役 所 ２ 階 第 ４ 委 員 会 室 ② ５
／21㈮10時 〜16時・ 中 央 公 民 館 ◇
申し込み…生活環境課 ( ☎54‑8003) へ
―多重債務者相談―
◇日時…①５／12㈬、②５／26㈬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
―社会保険・年金相談―
◇日時…５／12㈬10時30分〜15時30
分◇会場…アンバーホール

３ 広報くじ№99

子ども手当スタート

申請 現在、中学２年生・３年生を
必要 養育している方

―法律相談―
時

お知らせ

申請 現在、児童手当を受給してい
不要 る方

相談
日

TOWN TOPICS

固定資産価格の縦覧
固定資産税価格の帳簿を縦覧して
います。手数料は無料です。
▶縦覧帳簿…土地価格等縦覧帳簿、
家屋価格等縦覧帳簿
▶縦覧できる方…①市内に所在する
土地または家屋の固定資産税の納
税者②固定資産税の納税管理人③
納税者の代理人（委任状が必要で
す）
▶縦覧期間…４月30日㈮まで（土日
祝日を除く）
▶縦覧会場…税務課、山形総合支所
住民生活課
税務課 ☎52−2114

消防団の協力事業所
市は消防団活動に積極的に協力し
ている事業所などを認定し、消防団
協力事業所表示証を交付していま
す。１月〜３月に認定した事業所な
どは次のとおり。①宮城建設㈱②㈱
細谷地③㈱小山組④㈱金子デーゼル
商会⑤下舘建設㈱⑥㈱藤森測量設計
⑦㈲谷地林業⑧久慈地方森林組合
消防防災課 ☎52−2173

浄化槽設置に補助金

航空自衛隊の演奏会

木造住宅の耐震診断

公共下水道事業認可区域と集落排
水事業区域を除いた区域に設置する
浄化槽に補助金を交付します。

▶日時…５月15日㈯13時30分〜
▶会場…アンバーホール※入場無料
▶入 場 整 理 券 …４月19日 ㈪ 〜 配 布
【配布先】①生活環境課②山形総
合支所③各支所④各地区公民館⑤
アンバーホール⑥おらほーる
生活環境課 ☎54−8003

▶対象…市内に対象住宅を所有する
市税などを滞納していない方
▶対象住宅…次のすべてに該当①昭
和56年５月31日以前に着工され、
増築等していない一戸建て住宅②
在来軸組工法で建築された木造２
階建て以下の住宅③過去に耐震診
断を受けていない住宅
▶診断費用…3,000円（費用３万円
のうち市が２万７千円を負担）
▶募集件数…20件
▶必要書類…申込書、建設年度が確
認できる書類（建築確認など）
▶申し込み…12月15日㈬まで
【耐震改修工事に補助金を交付】
耐震診断の判定値が1.0未満と診
断された住宅の、耐震改修（補強）
工事に補助金を交付します。詳しく
はお問い合わせください。
▶補助金額…工事費の２分の１以内
・限度額60万円 ※募集５件
▶申し込み…12月15日㈬まで
建築住宅課 ☎52−2120

住宅の延べ床面積

規模

130㎡（約40坪）以下 ５人槽
130㎡（約40坪）超

補助金額
41万円

７人槽 51万4,000円

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

▶手続き…設置工事の開始前に申請
（工事施工業者に依頼できます）
※設置基数に制限があります
下水道課 ☎52−2152
山形総合支所産業建設課 ☎72 2129

住宅公社の清算終了
平成21年３月31日で解散した岩手
県住宅供給公社の清算業務が平成22
年３月18日で終了しました。公社か
ら購入した不動産に関するご相談は
下記までお願いします。
県建築住宅課 ☎019−629−5933

教育委員会議の日程
▶日時…４月20日㈫15時30分〜
▶会場…市役所３階第１会議室
※どなたでも傍聴できます
総務学事課 ☎52−2154

あーとびる ･ 麦生開館
旧麦生小・中学校が「あーとびる・
麦生」に生まれ変わりました！施設
内には県内作家の作品を中心に約
160点の絵画などを展示しています。
見学無料。ぜひお越しください。
▶開館日時…毎週土日10時〜17時
特別企画展「中小路啓二」作品展
５／16〜６／30開催
事務局・竹高勤さん ☎0194 65 2106

もぐらんぴあ企画展
「シーラカンスと古代生物展」を
開催。本物のはく製シーラカンス（展
示６月20日まで）を
ぜひご覧ください。
▶期間…４月24日㈯
〜６月27日㈰まで
もぐらんぴあ ☎53 9600

役立つ情報盛りだくさん ! お金とくらしのセミナーを開催します

募集
男女共同参画学ぼう
講座に参加して、男女共同参画を
学んでみませんか。
▶対象…20歳以上の市民
▶日程…５月21日㈮〜11月４日㈭月
１回程度・全８回
▶会場…アイーナ（盛岡市）
▶受講料・定員…無料（テキスト代
1,500円）・県内50人
▶申し込み…４月30日㈮まで
※先着５人まで市の公用車で送迎
子育て支援課 ☎52−2169

職業訓練の受講生

自衛隊の幹部候補生

▶科名…ビジネスパソコン科
▶内容…パソコンを活用した文書・
計算処理、ビジネスマナーなど
▶期間…５月19日㈬〜９月15日㈬９
時〜15時50分
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象・定員…求職者12人
▶申し込み…４月23日㈮まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374

自衛隊の一般・技術幹部候補生を
募集します。応募資格は平成23年４
月１日現在、22歳〜25歳の方です。
▶試験日・会場…５月15日㈯・岩手
共済ビル（盛岡市・予定）
▶試験種目…筆記（一般教養・専門）
▶申し込み…５月10日㈪まで
自衛隊久慈連絡所 ☎53−5419
久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

４月からの外来診療体制

久慈病院の外来診療は原則、平日午
前中です。平日午後は予約のみの受け
付けとなっています。該当する診療科
は次のとおりです。
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
※右の診療科の受け付けは、上記と異
なりますのでご注意ください

■４月23日㈮14時〜

■久慈グランドホテル

診療科名
呼吸器科
脳神経外科
消化器科
整形外科
麻 酔 科
血液内科
歯
科
精 神 科
耳鼻咽喉科

左と異なる内容
火・水曜午前のみ受付
金曜は休診
水曜午前は休診
木曜午前は休診
休診
隔週木曜午前のみ受付
午前・午後予約のみ受付
火・木・金曜午前のみ受付
月・木曜午前のみ受付

日野沢発の生そば好評

美味の秘訣は笑顔！心がこもっています

山形町日野沢の舘石会（蒲野正
明会長）は２月から３月にかけて、
十割手打ち生そばのゆうパック発
送に初挑戦しました。注文数は、
２月８日から３月19日までの受注
期間で約900箱と大好評。 自慢の
生そばを全国に届けました。
３月20日は、10人が日野沢水車
パークで作業し、約60箱を準備し
ました。蒲野会長は「おいしいそ
ばを生のまま届けたいと思い始め
ました。今度は年越しそばに向け
て注文を取れるよう準備したいで
す」と笑顔。次々と舞い込んだ注
文に手応えを感じていました。

防火に貢献７人を表彰

受賞者と関係者の皆さん

久慈地区幼少年婦人防火委員会
表彰式が３月24日、防災センター
で行われ、市内から７人が表彰さ
れました。受賞者は次のとおりで
す。（敬称略）
【クラブ員表彰】▶坂下未 波 （日
野沢少年消防クラブ）【クラブ指
導者表彰】▶成田裕 子 （久慈湊保
育園幼年消防クラブ）▶西野敦子
（平山保育園幼年消防クラブ）▶佐
藤美幸（ひばり保育園幼年消防ク
ラブ）▶工藤香 緒 理 （同）▶小平
澤由 男 （日野沢少年消防クラブ）
▶二ツ神一 洋 （同）
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