
　 INFORMATION

６月アンバーホール
� ・おらほーる

イベント
開催予定

３　広報くじ№14９

★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 FO RMAT I ON

相談 お知らせ

募集

コース 期間 定員
プランター製作 ６/５㈫〜６㈬ １０
ガーデニング基礎(春) ６/１２㈫〜１３㈬ １5
内部監査員養成セミナー ６/１９㈫〜２０㈬ １０
ＪＷ−ＣＡＤ基礎 ６/２６㈫〜２７㈬ １０
ＪＷ−ＣＡＤ応用 ７/３㈫〜４㈬ １０

広報５／1号
おわびと訂正

広報５月１日号２０㌻「わがやのアイドル」記事内に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。訂正しておわびいたします。
大渡柊馳くん(４カ月)大渡永五郎さん、美和子さんの孫(夏井町)

つどいの広場臨時休館のお知らせ
　しあわせＳＵＮつどいの広場では、児童がより安全で快適に遊べるよう、保育室の
床面を改修するため臨時休館します。期間は５月２６日㈯〜６月８日㈮まで。
※隣接するしあわせＳＵＮご近所介護ステーションは通常通り営業します。

問子育て支援課 ☎5２−２１６９

　

　５月１０日現在、６月のイベン
トの予定はありません。催し物
は追加になる場合もありますの
で、お問い合わせください。
問アンバーホール☎52−2700

　市は４月１8日〜２０日に、市内
の全小・中学校など計１３７カ所
の放射線量率を測定しました。
　地上高１㍍での測定結果は最
少０.０4マイクロシーベルトで、
最大でも０.０8マイクロシーベル
ト。国が定める放射性物質によ
る汚染を調査すべき基準「毎時
０.２３マイクロシーベルト」を大
幅に下回っています。詳しい測
定結果は６月１日号に掲載予定
です。

測定位置 平均値
４月測定 ３月測定

１㍍ 0.058 ０.０48
5０㌢ 0.059 ０.０5０
５㌢ 0.066 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

放射線量率の測定結果

　市では、企業等が市内に所有
する工場またはその敷地に省エ
ネ機器等を設置する費用を助成
します。ただし市内の販売店、
施工業者等と契約し未使用品を
購入・設置する場合に限ります。
申請書類は市ホームページまた
は産業開発課で配布します。
▶対象経費…下記の機器の設置
に要する経費とします。
①最大出力１０kW以上の太陽光
　発電システム
②LEＤ照明
▶補助額…下記により算出した
　金額で、限度額は１００万円と
　します。(予算の範囲内)
①太陽電池の最大出力(kW)に
　５万円を乗じて得た額
②LEＤ照明の補助対象経費の
　４分の１。

問産業開発課☎52−2369

企業等の省エネ機器
設置費用の補助

２０1２.５.1５号　２

久慈病院
☎5３−６１３１ドクターヘリが運行開始！

　ドクターヘリは、救急医療用の医療
機器や薬剤等を装備したヘリコプター
です。搭乗訓練を受けた救急医療の専
門医と看護師が同乗し、要請を受けた
救急現場に向かい、重症患者を医療機
関に搬送します。今までは救急車や防
災ヘリなどで患者を救急センターなど
医療機関に搬送してから治療が始まり
ましたが、ドクターヘリは救急現場や

機内で治療をスタートできるのです。
心筋梗塞や脳血管障害など一刻も早い
治療を必要とする重症患者の救命率の
向上が期待されます。
　岩手県では各地で試験運航が行われ
(久慈地区は５月１日に実施)、５月８
日から本運航が始まりました。今後、
ドクターヘリについての記事を連載し
ていきます。

　陸上自衛隊岩手駐屯地では、県民
の皆様との交流を図る機会として、
駐屯地の一般公開を行います。
▶日時・会場…6月10日㈰8時30分
　〜15時・陸上自衛隊岩手駐屯地(滝
　沢村)
▶内容…音楽隊による演奏や装甲車
　の体験搭乗、装備品展示など
問陸上自衛隊岩手駐屯地☎０１９−６88−4３１１

岩手駐屯地一般公開

　労働保険料は年度当初に概算で保
険料を納付し、翌年度に確定保険料
を計算し、精算する方法を採ってい
ます。申告と納付の期限は7月10日
㈫です。期限までに、最寄りの銀行
または郵便局で手続きを終えるよう
にしましょう。
問二戸労働基準監督署☎０１９5−２３−4１３１
問久慈公共職業安定所☎5３−３３７4

労働保険料の申告納付を

　6月1日現在で市の永久選挙人名
簿に新たに登録された人の氏名、住
所、生年月日などを記載した書面の
縦覧を次により行います。
▶期間…6月3日㈰〜7日㈭8時30
　分〜17時
▶会場…市選挙管理委員会事務局
(市役所1階・議会棟側)
問選挙管理委員会事務局☎内線4７２

永久選挙人名簿の縦覧

　県医療局では、診療放射線技師を
若干名募集中です。詳しくは問い合
わせください。
▶受験資格…次のすべてに該当①診
　療放射線技師の有資格者②昭和42
　年4月2日以降生まれ
▶試験日…6月9日㈯
▶試験地…盛岡市ほか
▶受付期間…6月1日㈮まで
問県医療局　☎０１９−６２９−６３２２

放射線技師の特別募集

　上水道給水区域内の漏水調査を行
います。調査は夜間に及んだり、敷
地内に立ち入ることもありますので、
皆さまのご協力をお願いします。
※調査員は腕章と身分証明書を携帯
▶期間…12月10日㈪まで
問水道事業所　☎5２−２１8９

水 道 水 の 漏 水 調 査

▶開催日…5月21日㈪・7月20日㈮
▶受付時間…10時〜11時・13時〜14時
▶会場…盛岡地区合同庁舎
※開催日以外に審査できません。詳
　しくは問い合わせください
問県生涯学習文化課☎０１９−６２９−６１8２

銃砲刀剣類登録審査会

▶日時…5月24日㈭16時〜
▶会場…市役所3階第1会議室
※傍聴可。日程は変更する場合があ
　ります。
問総務学事課　☎5２−２１54

教育委員会議の予定

　みんなで病院の周辺をきれいにし
ませんか。用具・油代・事故などは、
参加者の責任でお願いします。
▶日時…6月10日㈰6時〜7時
※他の日時を希望する方は事前にご
　連絡ください
問大沢貞義さん　☎０９０−5844−4１３２

久慈病院の草を刈ろう

　県警察本部では滝沢村などを会場
に警察官の採用試験を行います。
【警察官Ａ】
▶受験資格…昭和54年4月2日以降
　生まれで大学卒(見込み含む)
▶試験日…7月8日㈰
▶受付期間…5月31日㈭まで
【警察官Ｂ】
▶受験資格…昭和58年4月2日から
　平成7年4月1日生まれ※大学卒
　(見込み含む)を除く
▶試験日…9月23日㈰
▶受付期間…8月1日㈬〜31日㈮
問県警察本部　☎０１９−６5３−０１１０

警 察 官 の 採 用 試 験

　県民の森では、自然とふれあうイ
ベントの参加者を募集中。詳しくは
お問い合わせください。

県民の森で環境学習

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶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

　応急手当に関する知識や技術を学
んでみませんか。心肺蘇生法の手順
や自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の
使用方法も受講できます。
▶日時…6月10日㈰9時〜12時
▶会場…防災センター
▶対象・定員…中学生以上・30人(当
　日は印鑑をお持ちください)
▶申し込み…6月8日㈮まで
問久慈消防署　☎5３−０１１９

救急方法を学ぼう！
　労働安全衛生法に基づく各種免許
試験の学科試験が実施されます。

各種免許の特別試験

※予約が必要です
▶参加料…1,000円
▶集合場所…県民の森学習館
問森林ふれあい学習館☎０１９5−７8−２０９２

◇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
ら受け付け・生活環境課☎54−8003
―特設人権相談―
◇日時…6／1㈮10時〜15時◇会場
…長内公民館◇相談員…人権擁護委
員全委員(9人)◇連絡先…生活環
境課☎54−8003
―行政相談―
◇日時…6／21㈭13時30分〜16時◇
会場…市役所1階・第3会議室◇相
談員…行政相談委員(黒沼正雄委員、
大沢リツ子委員)◇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…①6／12㈫②6／26㈫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
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…6／28㈭10時〜15時◇会場
…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

日　　　　時 相談員

①６/８㈮13:００〜1５:3０ 山口研介弁護士

②６/13㈬1０:3０〜1５:3０ 工藤光機弁護士

②６/２０㈬1０:3０〜1５:3０ 峯田幹大弁護士

―法律相談・予約制―

―年金相談・予約制―
◇日時…①6／13㈬②6／27㈬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
―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…6／11㈪10時〜14時◇会場
…ジョブカフェ久慈(久慈市勤労青
少年ホーム内)◇連絡先…岩手県社
会福祉協議会(担当・長畑)☎080
−1651−6203

※受験申請書は上記提出先で無料配
　布
▶試験日…8月19日㈰
▶会場…岩手産業文化センター
▶参加費…6,800円
▶受付期間…6月18日㈪〜22日㈮
問東北安全衛生技術センター☎０２２３−２３−３１8１

試験の種類 受験申請書提出先
クレーン・デリック運転士

(公財)岩手労働
基準協会
０１９−６8１-９９１１

移動式クレーン運転士
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
潜 水 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士 ㈳日本ボイラ

協会岩手支部
０１９-６２4-5１３９

二 級 ボ イ ラ ー 技 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

行事名 日時 定員
たのしい薪づ
くり講習会

６月２３日㈯
８時45分〜１5時３０分 １5人

七滝滝壺自然
観察会

6月２4日㈰
８時45分〜１4時 ２０人


