
市は、放射性物質の空間放射線

量を独自調査した結果、除染目安

の１時間当たり１マイクロシーベ

ルト（１μSv/h）を下回りました。

■測定日 １０月６日

■場所 小学校７校（大更、東大

更、松野、寄木、柏台、安代、田

山）、中学校２校（西根、西根第

一）、あしろ保育所畑分園

■測定結果 ０.０４～０.０８μSv/h

詳しくは、市役所市民課環境衛

生係（・内線１１３７）まで。

広報はちまんたいに誤りがあり

ました。深くお詫びし訂正します。

◎第１３７号（１０月２０日発行）

■２㌻（小野寺幸子さんの行政区）
さち こ

誤：荒木田→正：上野駄

◎第１３８号（１１月４日発行）

■４㌻（西根病院の収益的支出）

誤：７億２８９万円→正：６億８，０６３万円

■９㌻（大倉山ジャンプ大会）

悪天候のため中止となりました。

■１４㌻（支援金の写真説明）

誤：１０月２日開催の市芸術祭舞

台発表→正：９月１１日開催の市芸

能発表会

■２１㌻（交通事故件数など）

数字が欠落していました。

県では、県庁地デジ電話相談窓

口を設置しました。

■電話相談窓口設置期間 ２４年５

月３１日まで（土・日曜日、祝日、

年末年始期間を除く)

■受付時間 午前８時半から午後

５時まで

■相談電話番号 ０１９-６２９-５３１４

（県庁地域振興室）

皆さんが納める市税は、行政

サービスのための貴重な財源です。

納期内納付をお願いします。

市では、１１月、１２月を収納強化

月間と定め、納付のお願いに未納

者宅を訪問することになりました。

なお、納付が難しいなど、納税

に関する相談を随時受け付けして

います。お気軽にご相談ください。

詳しくは、市役所収納課（・

内線１２５２～１２５５）まで。

中学校卒業予定者など（平成７

年４月２日から９年４月１日生ま

れの男子）を対象に、陸上自衛隊

高等工科学校の生徒を募集します。

■応募期限 推薦１２月１６日、一

般２４年１月６日

■試験日 推薦２４年１月７日～

９日ごろ、一般２４年１月１４日

詳しくは、自衛隊盛岡募集案内

所（０１９-６４１-５１９１）まで。

知

詳しくは各担当、各機関に問い合わせを
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市内学校の空間放射線量
除染の目安下回る結果に

陸自高等工科学校
生徒を募集します

■お知らせ号編 集 後 記
広報はちまんたいをご覧いただき、いつも

ありがとうございます。前回（北口）のピンチ

ヒッターで急きょ担当した１１月本号は、何カ

所も間違えてしまい皆さんにご迷惑をお掛け

しました。一度にこれだけ間違えたのは、議

会だよりの４年間を含め、広報担当１２年目で

初めてです（たぶん…）。なお、次回発行の

１２月本号から、お知らせ欄など定例コーナー

５㌻分も担当することになりました。これか

らも、よろしくお願いします。（津志田）

地デジに関する悩みは
県庁電話相談窓口まで

市税の期限内納付に
ご協力お願いします
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夫さん（県立児童館いわて子ど
お

もの森前館長）が記念講演を行いまし

た」（１０月１９日、市老人クラブ女性の集い）

「会場の市総合福祉センター周辺に、

バザーや野菜即売などのテントが並

びました」（１０月３０日、市福祉まつり）

「ボールが卓球より大きく、幅広い年

代で楽しめます」（１０月２３日、安代若者

センターで市ラージボールフェスタ）

「北東北の１２１チームが参加」（１０月15、

16の両日、市総合運動公園体育館で第２２

回ＦＭ岩手杯ソフトバレーボール大会）

累計９月項 目

４４５人身事故

３２６３５物損事故

６１８負 傷 者

１０死 者

５０飲酒運転

おわびと訂正

東日本大震災被災者の負債を相

続しないためには、１１月３０日ま

でに相続放棄の手続きが必要です。

手続き方法は問い合わせください。

詳しくは、盛岡家庭裁判所相続

放棄係（０１９-６２２-３４５７）または、

岩手弁護士会無料電話相談（

０１２０-７５５-７４５）まで。

自分や家族の心の悩み、ひきこ

もり、認知症、飲酒の問題などに

ついて、次のとおり専門医による

相談会を行います（相談には事前

の申し込みが必要です）。

■日時 １２月５日、午後１時半

から４時まで

■場所 西根地区市民センター

■申込期限 １１月３０日

詳しくは、市役所保健課保健係

（・内線１１５４）まで。

東北財務局盛岡財務事務所では、

多重債務巡回無料相談会を開催し

ます（予約制）。

■日時 １２月１３日、午前１０時か

ら午後５時まで

■場所 東北財務局盛岡財務事務

所（盛岡市内丸、盛岡合同庁舎１

号館３階）

■相談予約期限 １２月６日

詳しくは、東北財務局多重債務

相談窓口（０２２-２６６-５７０３）まで。

県県央保健所では、１時間で分

かるエイズ休日無料検査を行いま

す。匿名、予約不要、秘密は守り

ます。お気軽にお越しください。

■日時 １２月４日、午前１０時か

ら正午まで

■場所 県県央保健所（県民会館

向かい）

詳しくは、県県央保健所（

０１９-６２９-６５７３）まで。

安比塗漆器工房では、お正月道

具展と年末感謝セールを行います。

■日時 お正月道具展は１１月２３日

から１２月２９日まで（月曜日定

休）、年末感謝セールは１１月２６日

・２７日、午前９時半から午後

５時まで

■場所 安比塗漆器工房

詳しくは、安比塗漆器工房（

６３-１０６５）まで。

県最低賃金が改定され、１１月１１

日から１時間６４５円 （通勤手当や

時間外手当などを除く）になりま

した。事業主は、パート・アルバ

イトを含む労働者に、最低賃金額

以上の賃金を支払う義務があるほ

か、最低賃金額を理由に、一方的

な賃金の引き下げはできません。

詳しくは、岩手労働局賃金室

（０１９-６０４-３００８）まで。

ＮＰＯ法人ソーシャルサポート

センターもりおかでは、大切な家

族を自死で亡くした人が悲しみだ

けでなく、「誰かに話しを聴いて

ほしい」「同じ体験をした人と気

持ちを分かち合いたい」などの思

いを語り合う「わかちあいの会」

を開催します（参加は無料。開催

日前日までに申し込みください）。

■日時 １２月１３日、２４年１月２４

日、２月２１日、３月１３日、

午後５時半から７時まで

■場所 ソーシャルサポートセン

ターもりおか（盛岡市本町通）

申し込みなど詳しくは、ソー

シャルサポートセンターもりおか

（０１９-６５２-８２２１）まで。

市では、平成２４年版の県民手帳

などの販売をあっせんしています。

■販売をあっせんする物 岩手

県民手帳（６００円）、岩手県能率

手帳（７００円）、農業日誌（１，４００

円）、ファミリー日誌（１，４００円）、

新農家暦（４９０円）

■販売期間 １２月２２日まで

■販売窓口 市役所総務課、松

尾・安代総合支所地域振興課、田

山支所 （現金と引き換え）

なお、県民手帳と能率手帳は、

ブックバーン西根店 （平舘）でも

販売しています。

詳しくは、市役所総務課広報統

計係 （・内線１２１７）まで。

はちまんたい広報07

こころの健康相談を開催
気軽に申し込みください

１時間当たり県最低賃金
６４５円に改定されました

震災に係る相続放棄の
手続きは１１月３０日まで

１時間で結果が分かる
エイズ無料検査を実施

あこがれの安比塗漆器を
買い求めるチャンスです
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県民手帳や農業日誌など
新年版を販売あっせん中

大切な人亡くした悲しみ
共に分かち合いませんか

多重債務で悩む人対象に
巡回無料相談会行います

「畑郷土芸能保存会の皆さんが、小屋

の畑田植え踊りを披露しました」（１０

月３０日、市芸術祭安代会場舞台発表）

「元人権擁護委員の遠藤弘
ひろ

見さん（写
み

真中央）と井上公
きみ

子さんに、法務大臣
こ

から感謝状」（１０月２７日、市役所応接室）

「市食生活改善推進員の指導を受け、

３年生が木綿豆腐やおからサラダ

作りに挑戦」（１０月２７日、寄木小学校）

「澤口ハルさん（写真中央）の指導

で、平舘高校の生徒がムラサキ染

めに挑戦」（１０月２１日、平舘高校）
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