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市政懇談会がスタート

１
１／熱い思いを語る小笠原部屋頭（左）
あゆ む

２／最年少で同部屋新弟子の谷地歩夢くん
（荷軽部小２年）も「まめぶをもっと全
国の人に知ってほしいです」と意見発表

３

市民の皆さんの意見や提言

を市政に反映させるため︑毎

年開催している市政懇談会が

カ所で

11

２月４日にスタートしました︒

昨年度までは市内

懇談会を開いていましたが︑

本年度は︑市の地域コミュニ

ティ振興事業を活用している

団体や︑各町内会長を対象に

開催︒初回は荷軽部地区集落

▶内容…市政への提言や意見交換
▶対象…市内在住の方などで構成す
る団体（参加人数は５〜15人程度）
▶会場…申込団体が設定した場所
▶申し込み…希望日の３週間前まで
まちづくり振興課☎52−2116

センターで︑久慈まめぶ部屋

出前トーク市長と話そう

は﹁今後も久慈市をどんどん

Ｐ Ｒ し て い き ま す ﹂ と 意 欲︒

皆さんも市長と懇談しませんか？

︵小笠原巨樹部屋頭︶と懇談

しました︒

13

山内隆文市長は﹁市の活性化

に向けた情熱を感じました︒

人が参加︒

まめぶ汁を通した市のＰＲ活

地域が自ら輝くための活動を︑

同部屋からは

動の成果や︑初出場が決まっ

市も応援できるように頑張り

日には

日は横

た北海道・東北Ｂ︱１グラン

29

ます﹂とエールを送りました︒

２月７日︑９日︑

28

日・青森市︶

に向けた今後の課題などにつ

各町内会長と懇談︒

16 10

プリ︵５月 ︱

いて︑山内隆文市長とひざを

日には田屋町内

沼町内会︑

会とも懇談を開く予定です︒

交えて熱く語り合いました︒

懇談を終え︑小笠原部屋頭

18

３／会員全員が意欲的。市全体の活性化に
向けて山内市長に提案をするなど、終始、
活発な意見交換が行われました

２

ひざ交え
熱く語る

平成23年（2011年） №119
〔ホームページアドレス〕
http://www.city.kuji.iwate.jp/

市と侍浜町が協定締結

支え合い活動に

地域一体
協定書を掲げる桑田会長、久慈会
長、山内市長、村岡会長（左から）

市と侍浜町の３団体は２月４日、災害時要援護者名簿の共有
について個人情報保護に関する協定を締結しました。
調印式には、侍浜地区町内会連合会の村岡驕一会長、侍浜地
区民生児童委員協議会の久慈匡弘会長、侍浜町振興協議会の桑
田鉄男会長など22人が出席。山内隆文市長と３団体の会長が協
定書に調印しました。
これまでに５町内会が同協定を締結しましたが、町単位での
締結は初。侍浜町は地域一体となって支え合い活動を進めます。

INFORMATION

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

一人親家庭などの悩み
一人親家庭の方や寡婦対象の弁護
士無料相談会です。（要申し込み）
▶日時…①３月15日㈫10時〜15時②
16日㈬９時30分〜14時30分
▶会場…合同庁舎
振興局保健福祉環境部☎53 4982

―法律相談―
日
時
相 談 員
①３／４㈮13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
②３／11㈮10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
③３／23㈬10：30〜15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

◇会場…①③市役所２階特別会議室
②同３階第１会議室◇申し込み…当
日８時30分〜生活環境課☎54−8003
―人権相談―
◇日時…３／17㈭13時30分〜16時◇
会場…市役所２階特別会議室◇相談
員…大橋栄太郎委員
―行政相談―
◇日時…３／30㈬13時〜16時◇会場
…市役所２階特別会議室◇相談員…
大沢リツ子委員、落合初次郎委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時・会場…①３／４㈮10時〜16
時・中央公民館②18㈮10時〜16時・
市役所２階第４委員会室◇申し込み
…生活環境課☎54−8003
―多重債務者相談―
◇日時…①３／10㈭②24㈭10時〜15
時◇会場…合同庁舎◇申し込み…事
前に振興局経営企画部☎53−4981へ
―年金相談―
◇日時…①３／２㈬②16㈬10時30分
〜15時30分◇会場…要確認◇申し込
み…二戸年金事務所☎0195‑23‑4111
―福祉のお仕事相談―
◇日時…①３／９㈬②23㈬10時〜14
時◇会場…ジョブカフェ久慈
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選挙人名簿の縦覧

市内在住者の子どもやきょうだい
で、学費の工面が困難と認められる
高校生以上に奨学金を貸与します。
▶奨学金月額…①高校生２万円②大
学生３万円（短大、専門学校含む）
▶申し込み…３月31日㈭まで
総務学事課 ☎52−2154

縦覧場所は市選挙管理委員会事務
局（市役所１階・議会棟側）。縦覧
時間は８時30分〜17時です。
【永久選挙人名簿】
▶内容…３月１日現在で、本市の永
久選挙人名簿に新たに登録された
方の氏名、住所、生年月日など
▶期間…３月３日㈭〜７日㈪
【農業委員会委員選挙人名簿】
▶内容…本年１月１日現在で調整さ
れたもの
▶対象…農業経営者、農業従事者な
どで一定の要件を満たす方
▶期間…２月23日㈬〜３月９日㈬
市選挙管理委員会事務局☎内線472

無料で学べる救命方法

カラスや野犬などの駆除

中学生以上30人を対象に救急講習
会を開催します。受講料無料。当日
は印鑑をお持ちください。
▶種別…普通救命講習Ⅰ
▶日時…３月13日㈰９時〜12時
▶会場…防災センター
▶申し込み…３月11日㈮まで
久慈消防署 ☎53−0119

３月１日㈫〜20日㈰に有害鳥獣駆
除を実施します。カラスや野犬、野
猫による被害がある場合は２月28日
㈪までにご相談ください。
▶場所…市街地を除く市内全域

募集
高校生以上に奨学金

相談

お知らせ

三鉄スウィーツひなまつり号
春がテーマのスウィーツ３種類と、
おひな様作りなどが楽しめます。定
員は40人。申し込みはお早めに！
▶日時…２月26日㈯・久慈駅10時発
▶参加費（運賃込み）…①中学生以
上2,700円②４歳〜小学生1,700円
③親子（①＋②）3,300円
三陸鉄道久慈駅 ☎52−0177

二戸で健康セミナー
「がんになりやすい人、なりにく
い人」などを学べるセミナーを開催。
事前にお申し込みください。
▶日時…３月４日㈮13時〜
▶会場…二戸市シビックセンター
二戸保健所 ☎0195 23 9206

※県条例でイヌの放し飼いは禁止されて
います。また、ネコは室内飼育に努める
ことになっています。野犬、野猫と間違
えて捕獲するおそれもありますので、放
し飼いはしないでください

生活環境課 ☎54−8003

市民公開健康講演会
医師や看護師などによる健康に役
立つ講演会。リハビリ、感染予防、
腰痛予防について講演します。
▶日時…２月23日㈬13時30分〜
▶会場…アンバーホール
久慈医学談話会（久慈病院内）☎53 6131

市議会定例会の予定
◇本会議…２／21㈪◇一般質問…３
／２㈬・３㈭◇常任委員会…３／４
㈮◇予算特別委員会…３／８㈫〜10
㈭◇本会議…３／15㈫
議会事務局 ☎52−2188

市の４施設
管理者を指定

暮

らしの
情報

【おわびと訂正】 広報２月１日号９㌻上「魅力の架け橋に意欲！」の文中に「わ日」
と文字化けした部分がありました。正しくは
「10 日」
です。おわびして訂正いたします。

市に代わって下記の４施設を管理する「指定管理者」を指定し
ました。指定期間は４月１日から平成28年３月31日までの５年間
（海女センターは平成26年３月31日までの３年間）。詳しくは財政
課（☎52−2113）または各担当課にお問い合わせください。
担当課

商工観光課
☎52−2123

施設の名称

海女センター
勤労青少年ホーム

中心市街地
観光交流センター
活性化推進室
（やませ土風館風の館）
☎52−2123

指定管理者

小袖北限の海女の会
特定非営利活動法人
やませデザイン会議
㈳久慈市観光物産協会

農政課
産地形成促進施設
久慈市産地直売農家協会
☎52−2121 （もぐらんぴあレストショップ）

鳥インフルの発生予防

大川目むがぁすむがす祭り

国内で高病原性鳥インフルエンザ
が発生中。野鳥は、さまざまなウィ
ルスを持っている場合があります。
市内での発生を防ぐため、次のこと
にご協力をお願いします。
①野鳥への餌付けや接触はしない
②養鶏場には立ち入らない
③野鳥が死んでいたら下記に連絡

大川目小３年生が昔話。テレビ「ま
んが日本むかしばなし」の素材とな
った昔話も映像と方言で披露します。
▶日時…２月26日㈯10時〜
▶会場…大川目公民館
大川目公民館 ☎55−3250

※通常、鳥インフルエンザが鳥から人に
感染することはありません。鶏肉や鶏卵
を食べて感染することもありません

▶日時…２月26日㈯13時20分〜
▶会場…アンバーホール
▶内容…「障がい者の地域生活の現
状と課題」・ＮＰＯ法人岩手県精
神保健福祉連合会 髙橋修理事長
久慈市社会福祉協議会☎53 3380

振興局保健福祉環境部☎53 4987
市林業水産課☎52 2122

最低制限価格を見直し
市営建設工事の入札について設定
していた最低制限価格の基準などを
見直しました。
また新たに建設関連業務委託契約
の入札にあたって最低制限価格を設
けることになりました。
▶見直しの適用…平成23年４月１日
以降に指名を行う入札から
財政課 ☎52−2113

ご活用
ください

津波防災
情報図
第二管区海上保安本部では、地
震によって引き起こされる津波の
状 況 を ま と め た「 津 波 防 災 情 報
図」と「津波アニメーション」を
作成し、公開しています。
情報図は、進入図と引潮図の２
種類で、昨年12月には久慈港分を
整備。情報図とアニメーションは
同本部ホームページからダウン
ロードできますので、どうぞご活
用ください。
八戸海上保安部 ☎0178 33 1222
事故など海上の緊急通報は 118番へ

結いっこ講演会を開催

３／１〜７建築物防災週間
３月１日−７日は建築物防災週間
です。防災対策が特に必要な建築物
を中心に査察を実施し、安全管理状
況などの確認や指導を行います。
期間中は、振興局土木部で地震や
火災など建築物の防災相談を受け付
けます。気軽にご相談ください。
振興局土木部 ☎53−4990

３月から眼科が原則予約制に
眼科の外来診療について、３月１
日㈫から原則、 予約した方のみの
診療とさせていただきます。
再来の方で予約をしていない方
につきましては、 原則受け付けで
きなくなりますので、 ご了承をお
願いします。

PICKUP INFORMATION

久慈病院
☎53−6131

ただし新患、 救急、 お薬がなく
なった方、 他の医療機関や院内か
ら紹介された方などは、 これまで
どおり予約外でも診療いたします。
患者さんにはご不便をお掛けい
たしますが、 ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

ご存知
ですか？

犯罪被害
給付制度
「犯罪被害給付制度」とは、通
り魔犯罪など不慮の犯罪行為の被
害者に、国がお見舞金として給付
金を支給する制度です。対象とな
るのは次の方です。詳しくはお問
い合わせください。
▶対象…①亡くなられた方の遺族
②重大な負傷や疾病を受けた方
③身体に障がいが残った方
久慈警察署 ☎53−0110
犯罪被害の相談
こちらで受け付けています
■岩手県警察本部
①犯罪被害一般 ☎019−653−0110
②性犯罪被害
☎0120−797874
③少年犯罪被害 ☎019−651−7867
■いわて被害者支援センター
☎019−621−3751
※受付時間…平日13時〜17時
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だより
だより

●休日当番医・当番薬局●
期 日

２月15日号

当番医・薬局
㊩前田整形外科・内科医院

No.119
植物油、大豆インクを使用しています

（☎52−4051）
薬 菊屋薬局本町店
○
６日
（日）
（☎53−3022）
薬 みどり薬局
○
（☎61−3911）
㊩小林外科医院
（☎53−4010）
薬 中央薬局
○
13日
（日）
（☎52−0231）
薬 サンケア薬局県立久慈病院前店
○
（☎61−1888）
㊩市川内科医院
（☎53−2010）
20日
（日） ○
薬 クイーン薬局
（☎53−5505）
薬 キング薬局
○
（☎61−1360）
㊩鳥谷医院
（☎53−2808）
薬 ホソタ薬局
21日
（月） ○
（☎53−1193）
春分の日
薬 サンケア薬局県立久慈病院前店
○
（☎61−1888）
㊩久慈享和病院
（☎53−2323）
27日
（日） 薬
○みどり薬局
（☎61−3911）
薬
※㊩…休日当番医、○…休日当番薬局
休日当番医、休日当番薬局は変更になる場合
がありますので、事前にご確認ください

☆元 気 の 泉（☎６１−３３１５）
☆久慈保健所（☎５３−４９８７）

●健診・相談・献血●
期 日

健診名（相談名）

会 場

時間（受付時間）

◇久慈地区合同庁舎
◇市防災センター
◇久慈享和病院

２日
（水） 全血献血
３歳児健診
対象：平成19年12月生まれ

元気の泉

９：00〜10：30
11：30〜13：00
14：30〜16：00

受付

12：45〜13：30

事前に自宅で目と耳の検査を行ってください

３日
（木） 産業保健センター個別 久 慈 医 師 会（ 市
役所分庁舎２階） 13：00〜15：00

健康相談

対象：50人未満の事業所に勤務する方 ☎53 0114

ボランティアルームサ
13：30〜15：30
ロンたぐきり（栄町）

こころの相談
４日（金）（傾聴します）
８日（火）

エイズ迅速検査・相談、
久慈保健所
肝炎ウイルス検査

受付

14：00〜16：00
17：00〜19：00

骨髄バンク登録

受付

14：00〜16：00

久慈保健所

※予約制・前日まで

11日（金） 発達とことばの相談
対象：乳幼児

元気の泉

10：00〜14：00 ※予約制・

16日（水） １歳児相談
対象：平成22年３月生まれ

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付

13：00〜13：30

受付

13：00〜13：30

４〜５カ月児相談
17日（木）

対象：平成22年10月生まれ

６カ月児健診
対象：平成22年８月生まれ

1歳６カ月児健診
対象：平成21年８月生まれ

18日（金） 精神保健福祉相談

元気の泉
久慈保健所

申し込みは２月21日（月）まで
※歯ブラシ持参
※絵本のプレゼントあり

幼児フッ素塗布を行いますので、歯磨き
をしてきてください。（歯ブラシ持参）

受付 13：30〜 ※予約制・前日まで

ふくしサロン 10：00〜15：00
こはくのまちの保健室 「しあわせＳＵＮ」 看護師に健康上のお悩みを相
☎61 3933

再生紙を使用しています

※熱があるなどインフルエンザの症状が疑われる場合、体
調が悪い場合は元気の泉までご連絡ください。乳幼児の健
診などは翌月でも受けられます
※お子様の相談、健診には母子健康手帳と、問診表 ( 記入
したもの ) をお持ちください。受付時間をお守りください
※相談・健診は、お一人３時間前後時間が掛かりますので、
あらかじめご了承ください
◆１カ月児健診、３〜４カ月児健診、９〜 11 カ月児健診は、
赤ちゃん手帳の受診票を持参して、指定医療機関で受診し
てください◆こころの相談、生活習慣病予防など保健師や
栄養士の相談は随時行っていますので、電話で予約してく
ださい

人口と世帯数
●人 口
男
女
●世 帯

…
…
…
…

平成23年1月31日現在
38,168 人 （−12）
18,426 人 （− 3）
19,742 人 （− 9）
15,207世帯（＋ 6）
（ ）内は前月比

１月のデータ
■市内の火災
○発生件数 … ２件（ 2／＋ 2）
○死傷者数 … ０人（ 0／± 0）

発行／久慈市

談してください

21日（月） 全血献血

◇久慈ショッピングセンター
①10：30〜12：30 ②14：00〜16：30

22日（火） 全血献血

◇元気の泉
９：00〜10：30
◇久慈グランドホテル
11：30〜13：00
◇ユニバース久慈・川崎町店 14：30〜16：00

県発達障がい者支援セン
23日（水） ター「ウィズ」出張相談

元気の泉

（家族などの生活や発達の相談）

平日

こころとからだの相談

■救急活動
○出動件数 … 84件（
⎧交通事故 … 1件（
病 … 63件（
⎨急
⎩そ の 他 … 20件（
■市内の交通事故など
○発生件数 … 64件（
⎧ 人身事故 …
2件（
⎨
⎩ 物損事故 … 62件（
○死 亡 者 …
0人（
○負 傷 者 …
2人（
○飲酒運転
検挙者数 …
0人（

84／＋
1／−
63／＋
20／−

2）
4）
8）
2）

64／−
2／−
62／−
0／±
2／―

18）
3）
15）
0）
5）

受付

10：00〜17：00

※予約制（☎019 601 2115）へ
学校や施設等も相談可

こころとからだ ９：00〜17：00 ※まずはお
の相談センター 電話ください ☎53−3652
■ごみの状況
○年間処理費見込み…３億３千万円
○総量 … 1,144㌧ (1,144／＋131）
◇１人１日当たりの排出量…967㌘
（前年同期＋ 120）
( ) 内は１月からの累計／前年同期との比較

0／− 1）

納期のお知らせ
国民健康保険税 ―８期
後期高齢者保険料―８期
納期２月28日
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