
市は、市社会福祉協議会や市建

設協同組合などの協力で、除雪が

困難な人（ひとり暮らし老人、高

齢者夫婦世帯、障がい者世帯な

ど）のため、雪かきや雪下ろし相

談窓口を設けました。

◎住宅周辺の雪かき（屋根など危

険箇所を除く）

▼松尾地区 松尾地区スノーバス

ターズ（市社会福祉協議会本所内、

７４-４４００）

▼安代地区 安代地区スノーバス

ターズ（市社会福祉協議会安代支

所内、７２-２８１１）

▼市内 市シルバー人材センター

（市総合福祉センター内、６４-

１５１１）＝１時間当たり１,０８０円

◎屋根の雪下ろしや住宅周辺・生

活路の除排雪

▼市内 市建設協同組合（７０-

２２１１）＝一般家庭でも依頼可能。

料金はお問い合わせください。

詳しくは、市役所地域福祉課福

祉総務係（・内線１１６２）、松尾

総合支所地域振興課市民福祉係

（・内線２１０２）、安代総合支所

地域振興課市民福祉係（・内線

３１１２）まで。

最新情報は、市ホームページに

掲載しています。

詳しくは、陸上自衛隊岩手駐屯地

司令業務室（０１９-６８８-４３１１）まで。

盛岡地方法務局など５官署が、

次のとおり新庁舎に移転します。

■移転先 盛岡第２合同庁舎 （盛

岡駅西通一丁目９-１５）

■移転予定日 盛岡地方法務局

（０１９-６２４-１１４１）と仙台入国管

理 局 盛 岡 出 張 所（０１９-６２１-

１２０６）は１２月２６日、盛岡労働基

準監督署（０１９-６２１-５１１５、移転

後は０１９-６０４-２５３０）と岩手行政

評価事務所（０１９-６２２-３４７０）は

２４年１月１０日、岩手労働局（

０１９-６０４-３００１）の中央通庁舎は１

月１６日、内丸庁舎は１月２３日

県議会では、「本音で語ろう県

議会」を次のとおり開催します。

■日時 １２月２０日、午後６時半

から８時半まで

■場所 雫石町中央公民館

詳しくは、県議会事務局議事調

査課（０１９-６２９-６０２１）まで。

総務省では、地上デジタル放送

が視聴できない低所得世帯に

チューナー１台を無償給付します。

■対象者 ＮＨＫ放送受信料全額

免除世帯または市民税非課税世帯

■申込期限 ２４年３月３１日

詳しくは、総務省地デジチュー

ナー支援実施センター（０５７０-

０２３７２４）まで。

知

詳しくは各担当、各機関に問い合わせを

八幡平市役所 察76-2111
松尾総合支所 察74-2111
安代総合支所 察72-2111

ホームページはこちら

http://www.city.hachimantai.lg.jp/
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除雪困難な世帯の
ご相談に応じます

■お知らせ号編 集 後 記
ことし最後の広報はちまんたいをお届けし

ます。ことしは歴史に残る大変な年でしたね。

未曽有の大災害に対し、本市でも民間を含め

さまざまな支援が行われました。田老第一中

学校の生徒たちから届いたメッセージには、

「始業式でカレーの炊き出しをありがとうご

ざいました」「今までの給食で一番おいし

かったです」と、感謝の言葉がつづられてい

ました。この炊き出しは、震災直後で満足な

食事も取れなかった生徒たちをどんなに元気

づけたことでしょう。ほかにも、広報でお伝

えできなかった支援活動は数多いと思います。

支援活動に携わった方々に感謝するとともに、

被災者をはじめとする全ての皆さんが、笑顔

を取り戻す日が早く訪れるのを心から願って

います。では皆さん、良いお年を！（津志田）

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

本音で語ろう県議会
雫石町で開催します

盛岡地方法務局などの
５官署が新庁舎に移転

詳しくは、市役所総務課広報統計係詳しくは、市役所総務課広報統計係（（・・内線内線１２１８１２１８）まで）まで。。

報

広

広告募集広告募集中中
そのほかの事業所

（税込み）
市内に店舗を置く

事業所（税込み）
広告の区分

１枠１２,２８５円１枠１１,０５６円１種１号広告
（本号カラー） １枠２４,５７０円１枠２２,１１３円２種

１枠１０,６４７円１枠９,５８２円１種２号広告
（本号２色） １枠２１,２９４円１枠１９,１６４円２種

１枠１０,６４７円１枠９,５８２円１種３号広告
（お知らせ号） １枠２１,２９４円１枠１９,１６４円２種

岩手駐屯地の訓練予定（１２月後半）

音響使用火器など時間月日

大爆破１０時～１６時１２/１８

大爆破８時～１７時１９

地デジ放送視聴できない
低所得世帯に支援します

第８回岩手「道の駅」い～はと

～ぶスタンプラリーを開催します。

■開催期間 ２４年４月８日まで

（応募は４月９日消印有効）

■賞品 県内「道の駅」を５カ所

以上利用した数に応じ抽選で特産

品、全３０駅制覇で完走証明書進呈

詳しくは、国土交通省岩手河川

国道事務所（０１９-６２４-３１９６）まで。

㈲西根ファクトリー（㈱サン

コーソーイング西根工場内）では、

パート社員を募集します。

■職種・募集人数 現場事務

（エクセルなどのパソコン操作）

１人、裁断・縫製作業若干名

■応募要件 とも高卒以上、

普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

■勤務時間 午前８時２０分から午

後５時２０分まで

■応募方法 電話予約の上、面接

詳しくは、㈲西根ファクトリー

（７６-３３００、松浦）まで。

「法テラス・東日本大震災相談

実例Ｑ＆Ａ集」（全２５５㌻）を無料

で差し上げます。希望者は、市役

所総務課、各総合支所地域振興課、

田山支所においでください。

詳しくは、市役所総務課地域安

全係（・内線１２１５）または法テ

ラス岩手（０５０-３３８３-５５４６）まで。

県では、「これからのくらし仕

事支援室」を開設しています。

生活、仕事、お金、こころ、生

きることに関する苦しみや悲しみ

を分かち合い、気持ちに寄り添い、

それらの解決を目指しています。

相談は無料、秘密は厳守します。

お気軽にご相談ください。

■日時 毎週月曜日から金曜日ま

で（祝日除く）、午前１０時から午

後５時まで

■場所 盛岡菜園センタービル５

階（盛岡市菜園一丁目）

■相談電話番号 ０１９-６２６-１２１５

詳しくは、これからのくらし仕

事支援室（０１９-６２６-１２１５）まで。

県では、「いわて県民計画第２

期アクションプラン」（案）につ

いて、地域説明会と意見募集を行

います。

■資料閲覧場所 県庁や合同庁舎

のほか、県ホームページに掲載

■地域説明会日時・場所 １２月１９

日、午後１時半から３時まで、

盛岡地区合同庁舎８階講堂Ｂ

■意見募集期間 １２月２０日まで

■意見提出方法 住所、氏名を明

記の上、郵送（〒０２０-８５７０、岩手

県政策推進室）、ファクス（０１９-

６２９-５２５４）または、電子メール

（AA０００１@pref.iwate.jp）で提出

詳しくは、県庁政策推進室（

０１９-６２９-５５０９）まで。

市は、１２月２９日から２４年１月

３日までの年末年始期間、住民

票発行や、上水道栓の開閉作業を

含む通常の業務を休みます（死亡

届など戸籍に関する届け出や、上

水道の漏水情報は受け付けます）。

なお、年末年始前後は市役所窓

口が混み合いますので、各種相談

や手続きはお早めにお願いします。

詳しくは、市役所各課まで。

県高齢者総合支援センターでは、

高齢者のなんでも相談「シルバー

１１０番」を開設しています（予約制）。

相談は無料、秘密は厳守します。

■日時 毎週月曜日から金曜日ま

で（祝日除く）、午前９時から午

後５時まで

■相談電話番号 ０１２０-８４-８５８４
フリーダイヤル

詳しくは、県高齢者総合支援セ

ンター（０１９-６２５-７４９０）まで。

新農業人フェア （農業を始めた

い人の相談会）を開催します。

■日時 ２４年 １月７日、午前１１

時から午後３時まで

■場所 いわて県民情報交流セン

ター「アイーナ」８階８０４号会議室

■内容 個別相談、セミナーなど

■参加費 無料

詳しくは、県農業公社就農支

援課（０１９-６２３-９３９０）まで。

はちまんたい広報07

いわて県民計画（案）に
ご意見お寄せください

震災に関する法律相談
実例集を差し上げます

道の駅でスタンプラリー
抽選で特産品当たります

㈲西根ファクトリーでは
従業員を募集しています

生活や仕事に関する悩み
無料相談に応じています

年末年始期間は市役所の
通常業務をお休みします

高齢者のなんでも相談
シルバー１１０番を開設

【広 告】

新しく農業を始めたい人
気軽に何でも相談しよう
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