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▶入札日時…７月14日㈬10時
▶会場…市役所３階第１会議室
▶申し込み…７月５日㈪～12日㈪
　17時まで
▶最低売却価格…２万8,000円～
　（表内２は３万円～）
問財政課　☎52－2113

売ります！ポンプ車

救助訓練を公開 !

PICKUP　INFORMATION

【仕様】小型動力ポンプ付積載車

※１～３共通…Ｂ－３級

　消防救助技術県大会（６月25日・
矢巾町）に向けた久慈消防本部の
訓練を公開します。団体で見学の
際は事前にお申し込みください。
▶期間…６月15日㈫～23日㈬
　10時～12時　※日曜日を除く
▶場所…久慈消防本部庁舎訓練場
問久慈消防本部　☎53－0119

　６月26日㈯～９月25日㈯まで岩手
の環境や産業、文化などに関する公
開講座を全10回開催します。
▶会場…県立大学滝沢キャンパス
▶申し込み…講座開催５日前まで
問岩手県立大学地域連携室☎019‒694‒3330

３　広報くじ№103

　６月27日㈰に久慈中学校などで開
催する市消防団特別点検では、合図
のための煙火を打ち上げます。皆さ
んのご理解をお願いします。
▶時間…７時15分～12時45分の間、
　必要に応じて打ち上げます
問消防防災課　☎52－2173

消防特別点検で煙火

▶時間…９時～16時
▶申し込み…２週間前まで
問久慈職業能力開発センター☎53‒6261

無料でスキルアップ 県立大学の公開講座

　県は「新しい環境基本計画（素
案）」への意見を募集中。寄せられ
た意見などを踏まえ、12月に計画を
策定する予定です。意見の提出方法
など詳しくはお問い合わせください。
▶募集期間…７月８日㈭まで
問県環境生活企画室☎019‒629‒5329

県環境計画への意見

　県議会では、障がいのある方々も
参画できる社会をつくるための条例
制定を検討しています。現在、検討
資料とするため「障がい者差別に当
たると思われる事例」を募集中。詳
しくは県議会ＨＰをご覧になるか下
記までお問い合わせください。
▶募集期間…７月30日㈮まで
問県議会事務局議事調査課☎019‒629‒6021

差別ない社会のため

▶手数料…１種類につき5,200円（他
　の免許所持者は3,900円）
▶申し込み…試験日の２週間前まで
問振興局保健福祉環境部☎53－4987

狩猟免許試験を実施

★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 F O RMAT I O N

相談
―法律相談―

お知らせ

　県介護支援専門員実務研修受講試
験を行います。申込書は６月18日㈮
から元気の泉、社会福祉課、山形福
祉室で配布。申込期間は７月22日㈭
～８月２日㈪です。
▶試験日時…10月24日㈰10時～
▶試験会場…岩手産業文化センター
　アピオ、盛岡大学
▶受験資格…保健 ･ 医療・福祉分野
　で５年900日以上（一部10年1,800
　日以上）の実務経験がある方
問地域包括支援センター☎61－1557

介護支援専門員試験

募集

６／30まで不正改造車を排除する運動を展開中　■不正改造車に関する情報・相談は、東北運輸局岩手運輸支局☎019‒637‒2912へ

　下水道施設の台帳を作成するため
現地調査を行います。公道に設置さ
れた下水道管やマンホールのほか、
民地に設置した公共ますの測量も行
います。宅地などに立ち入ることも
ありますので皆さんのご理解、ご協
力をお願いします。　※調査は委
託。調査員は身分証明書を携帯
▶調査期間…６月15日㈫～10月15日
　㈮
▶調査地域…桑畑、小袖、旭町、寺
　里、田高、新築町、幸町
問下水道課　☎52－2152

下 水 道 の 現 地 調 査

　職場でのコミュニケーションの大
切さについて講演会を開催します。
▶日時…６月25日㈮13時30分～
▶会場…合同庁舎６階大会議室
問ジョブカフェ久慈　☎53－3344

社会人スキルアップ

久慈病院からのお知らせ
☎53－6131 最新Ｘ線診断受けられます

▶日時…６月24日㈭15時30分～
▶会場…市役所３階第１会議室
※傍聴可。日程は変更になる場合あり
問総務学事課　☎52－2154

教育委員会議の予定

　Ｘ線診断とはＸ線単純写真、Ｃ
Ｔ画像、透視画像などから人体の
異常なところをみつけ出すことを
いいます。
　３年前から進めた更新作業で、
ほとんどの装置が新しくなり、最

適な画像情報が得られるようにな
りました。
　緊急時の検査はもちろん、乳房
撮影などの精密検査が飛躍的に向
上しています。安心して検査を受
けてください。

　市立図書館では６月22日㈫～25日
㈮、開館中に点検を行います。点検
中の書棚の図書は利用できません。
ご理解、ご協力をお願いします。
問市立図書館　☎53－4605

図 書 館 の 蔵 書 点 検

　各科の見学や体験ができます。ど
うぞ気軽にご参加ください。
▶日時…７月４日㈰13時～
問二戸高等技術専門校☎0195‒23‒2227

二戸高技専門校を公開

▶職種…薬剤師、管理栄養士、助産
　師、看護師、理学療法士ほか
▶受験資格…４月１日現在、36歳未
　満の方
▶試験日…７月11日㈰
▶試験会場…盛岡市、八戸市ほか
▶申し込み…６月30日㈬まで
問岩手県医療局職員課☎019‒629‒6322

県立病院の採用試験
　二戸年金事務所の年金相談が７月
から予約制になります。予約の際に
は、相談者と配偶者の氏名、基礎年
金番号、電話番号、相談内容などを
確認させていただきます。
▶７月の相談日時…７月21日㈬10時
　30分～15時30分
※相談会場は予約時に確認ください
※相談の際は、年金手帳など本人確
認ができるものを持参ください。代
理の場合は委任状が必要です
問二戸年金事務所　☎0195‒23‒4111

年金相談が予約制に

　母子家庭の母子や寡婦、父子家庭
の父子が対象の無料法律相談です。
事前にお申し込みください。
▶日時…①７月８日㈭10時～15時②
　９日㈮９時30分～14時30分
▶会場…合同庁舎相談室
問振興局保健福祉環境部☎53－4982

母子家庭などの相談

◇申し込み…事前にひまわり基金法
律事務所（☎61－1818)
―人権相談―　◇日時…７月６日㈫
13時30分～16時◇会場…山形総合支
所◇相談員…馬場憲也委員
―行政相談―　◇日時…７月27日㈫
13時30分～16時◇会場…市役所２階
特別会議室◇相談員…黒沼正雄委員、
大沢リツ子委員
―くらしとお金の安心相談会―　◇
日時…①７／２㈮10時～16時②７／
16㈮10時～16時◇会場…市役所２階
第４委員会室◇申し込み…生活環境
課（☎54－8003）へ
―多重債務者相談―　◇日時…①７
／８㈭、②22㈭10時～15時◇会場…
合同庁舎◇申し込み…事前に振興局
消費生活相談室（☎53－4981）

日    時 相談員 会　場
７月９日（金）
10時30分～15時30分

平本丈之
亮弁護士

市役所２階
特別会議室

７月16日（金）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

７月28日（水）
10時30分～15時30分

石田吉夫
弁護士

海女キャラの愛称募集
　北限の海
女イメージ
キャラクタ
ーの愛称を
募集します。
お一人で複
数の応募も
可能です。

年式 車検 走行距離
1 平成４年式 なし 8,733㎞
2 平成３年式 平成23年３月 12,324㎞
3 平成４年式 なし 12,246㎞

生活環境課からのお知らせ
☎54ー8003 ６／18貸金業法が変わります

　消費者金融など貸金業者の業務
などを規制する「貸金業法」。借
りすぎ、貸しすぎを防ぐために改
正された貸金業法が、６月18日か
ら施行されます。
　主な内容は次のとおりです。詳
しい内容は、広報７月１日号でお
知らせします。

①貸金業者から借りられるお金の
　総額が、年収の３分の１までに
　なります
②借り入れの際、原則、年収を証
　明する書類が必要になります
　※専業主婦（主夫）の方は、配
　偶者の同意書なども必要です
―詳しくは金融庁ＨＰで―

研修コース 期間 定員
パワーポイント2007 ７／21㈬・22㈭ 15
アクセス入門 ７／28㈬・29㈭ 15

試験日時 会場 免許の種類
７／11㈰
９時～17時

県立大学
（滝沢村） 網猟、わな猟、

第一種銃猟、
第二種銃猟９／５㈰

９時～17時
県消防学校
（矢巾町）

詳しくは市ＨＰをご覧ください。
▶募集期間…７月15日㈭まで
問北限の海女フェスティバル実行委
　員会（商工観光課内）　☎52－2123

６月28日（月）
13時30分～16時30分

峯田幹大
弁護士

市役所２階
第４委員会室

７月21日（水）
13時30分～16時30分

峯田幹大
弁護士

山形総合支所
第１講習会室

◇申し込み…相談日当日に生活環境
課（☎54－8003）

　


