◆

【発

行】

岩手労働局では、下表のとおり就職支援に関する出張相談を開催します。
サンビレッジ高田
10 月 5 日(水)
高田高第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
午前 11 時
要谷公民館
～午後 2 時
9 月 30 日(金) 午前 11 時 滝の里団地北側仮設住宅 10 月 6 日(木)
～午後 2 時 細根沢地区仮設住宅
小友コミセン
午前 10 時
10 月 7 日(金)
10 月 3 日(月)
～午後 2 時
矢作中仮設住宅
9 月 29 日(木)

陸前高田市企画部協働推進室
平成２３年９月２８日

モビリア

<

サンビレッジ高田
商工会仮事務所
ニ日市第２仮設住宅
滝の里団地北側仮設住宅
細根沢地区仮設住宅

午前 10 時 広田コミセン
～午後 2 時 米崎小仮設住宅
▽内容 就職相談（求職の受け付け・職業相談）、求人情報の検索・提供、雇用調整助成金制度の周知、
雇用保険失業給付手続方法の周知、管轄ハローワークとの連携、訓練・生活支援給付金の案内、
各種技能講習修了証の再交付申込方法の周知など
詳しくは、岩手労働局職業安定部職業安定課（０１９－６０４－３２０３）まで。
10 月 4 日(火)

一関駅前（５番）
12:35
19:10
：
千厩駅前
13:12
19:47
：
気仙沼駅前（JR 駅舎側） 13:49
20:24
：
国道福伏
14:20
20:55
国道要害
14:21
20:56
上双六
14:22
20:57
上長部
14:23
20:58
丑沢
14:24
20:59
気仙中学校前
14:25
21:00
高田第一中学校前
14:29
21:04
陸前高田市役所前
14:31
21:06
鳴石団地前
14:33
21:08
サンビレッジ高田
14:37
21:12
：
ｻﾝﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前
15:00
21:35
注）：の部分にもバス停があります。

◆
対面通行
神崎
今泉交差点

通行止め

1 3

0192‐54‐2111

１０月１日から一関行きの特急バスが、気仙沼駅、千厩駅を経由する経路に変更になります。
また、経路の変更に伴って時刻も変更となり、盛駅前、陸前高田ドライビングスクール入口、摺沢駅前
の停留所は廃止になりますのでご注意ください。
詳しくは、岩手県交通大船渡営業所（☎０１９２－２６－３７３０）または、企画政策課政策推進係（内
線１７３）まで。

岩手県労働委員会では、賃金、解雇、転勤、パワハラなどに関する労使間のトラブルでお困りの方のた
めに、無料労働相談会を開催します。
労働者、事業主の皆様からの御相談をお待ちしています。
▽日時・場所 １０月 １日（土）午後１時～午後４時 北上地区合同庁舎・宮古地区合同庁舎
１０月２３日（日）午後１時～午後４時 大船渡地区合同庁舎・二戸地区合同庁舎
１１月 ６日（日）午後１時～午後４時 花巻地区合同庁舎・釜石地区合同庁舎
詳しくは、岩手県労働委員会事務局（０１９－６２９－６２７６）まで。

姉歯橋

>

おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報を放
送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、平日は午前９時、正午、午後３時の３回放送
しています。広報と合わせてそちらも利用してください。

◆

岩手県では、以下の期間、気仙川堤防の調査を実施し
ます。この間、堤防道路を通行止めとし、現在一方通行
となっている道路を対面通行としますので、ご理解とご
協力をお願いします。
▽期間 １０月３日（月）～１０月７日（金）１７時～
２４時の間
詳しくは、県大船渡土木センター河川港湾課（２７
－９９１９）、または、市建設課（内線２５１）まで。
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気仙川

ｻﾝﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前
：
サンビレッジ高田
鳴石団地前
陸前高田市役所前
高田第一中学校前
気仙中学校前
丑沢
上長部
上双六
国道要害
国道福伏
：
気仙沼駅前（JR 駅舎側）
：
千厩駅前
：
一関駅前

5:40

15:20

6:03
6:07
6:09
6:11
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20

15:43
15:47
15:49
15:51
15:55
15:56
15:57
15:58
15:59
16:00

6:48

16:28

7:26

17:06

8:05

17:45

◆

◆

９月１６日、１７日に開催した危機管理教育研究所が主催する震災で親を亡くした子どもに２，０００
円入りの財布を贈呈するプロジェクトの第２回開催日が決定しました。
▽日程 １１月２３日（水）（時間・場所は、決定次第お知らせします）
▽対象 震災時に市内に居住していた１９歳以下（平成２４年４月１日現在）の子ども（または保護者）
詳しくは、危機管理教育研究所代表国崎（０８０－３２０８－４２３５、午前９時～午後６時まで）

津波で壊れた住宅の補修工事などのために、市が貸し出した仮設トイレの中には、リース会社に返却し
なければならないものがあり、返却を要するトイレは、他のトイレと交換する必要があります。
つきましては、返却するトイレかどうかを確認する作業を行いますので、市から仮設トイレを借りてい
る人は、都市計画課までお知らせください。
詳しくは、都市計画課（内線２６３）まで。

◆

◆

▽日時 １０月１５日（土）午前１０時～正午
▽場所 陸前高田市立横田中学校
▽内容 ちびっこ運動会（参加無料）手作りおもちゃのプレゼントもあります。
▽持ち物など 上履き（大人のみ）、汗ふきタオル、飲み物、動きやすい服装
※申し込み・問い合わせは、１０月７日（金）までに、市子育て支援センター「あゆっこ」(０９０－
３９２２－４２５２)、または、広田保育園内「にこにこ」(０１９２－５６－４６００)まで。

１０月３日（月）から２１日（金）まで、米崎町・横田町・矢作町・気仙町・竹駒町の各コミセンで特
定健康診査（被災者健康診査）などを実施しますので、自身の健康づくりのためにぜひ受診しましょう。
詳細な日程は、個人あての通知などをご覧ください。
今年度の特定健康診査などは、岩手医科大学による「東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査研
究事業」（国の事業）と共同で実施します。
詳しくは、健康推進課保健係（内線２３２・２３３）まで。

◆

◆

▽日時 １０月９日（日）午後１時から
▽会場 竹駒コミセン
※奥洲交通で仮設住宅から会場までの無料送迎を行います。また、当日午前１１時より、竹駒小学校、滝
の里工業団地仮設住宅から会場まで送迎します。その他の仮設でも送迎の希望があれば、お問い合わせく
ださい。送迎の希望は、菅野（０９０－３６４７－８６９７）まで。

陸前高田青年会議所、陸前高田市共催の「たかたの未来は、僕らが描く」の作品が、絵画、標語合わせ
て約１，０００点も寄せられたため、作品の展示作業と仕分け作業に予定よりも多くの時間が必要となり、
当初予定していた、展示会を当初の予定より１週繰り下げて実施します。
▽日時 １０月８日（土）～９日（日）午前１０時～午後４時
▽会場 陸前高田市役所第３仮庁舎会議室

◆

◆

【診察】
診察】毎週木曜日に米崎コミセンでこころのケア外来を開設しています。(受付時間は午後２時～４時)
【相談】
相談】
①こころのケアチーム相談日…次の時間帯にこころのケアチーム（０９０－７２２０－００１４）
に電話をしてください。水曜日：午後２時～午後４時、木曜日：午前９時～午後４時、金曜日：午前９
時～正午
②金曜日の午後６時～９時までの電話相談はこもれびの会も利用できます。
こもれびの会（☎０９０－９０３７－５２３２、または、☎０８０－１６９７－８４２２）
③関係機関での相談（窓口および電話）

１０月の移動図書館車「やまびこ号」の運行についてお知らせします。
▽１０月５日（水）

陸前高田市社会福祉課
障がい福祉係
大船渡保健福祉環境センター
保健課

0192-54-2111
0192-27-9913

障害者・児童相談支援センター 0192-21-1305
児童家庭支援センター

0192-21-3130

岩手県精神保健福祉センター

019-629-9617

月～金曜日
8：30～17：15
月～金曜日
8：30～17：15
月～土曜日
9：00～17：00
月～土曜日
9：00～19：00
月～金曜日
9：00～16：00

保健師による相談
訪問での対応可
１８才以下とその家族の相
談
災害時ストレス健康相談

④こころの相談
大船渡保健福祉環境センターでは、毎週木曜日午後１時３０分～４時まで「こころの相談室」を開催
しています。申込先は（☎２７－９９１３）まで。
詳しくは、社会福祉課障がい福祉係（内線２０２）まで。

◆
公共下水道、下矢作地区農業集落排水処理施設、矢の浦地区および広田地区漁業集落排水処理施設は、
それぞれの浄化センターが仮復旧し、震災前と同じように使用できるようになっています。今後とも次の
点に注意して使用くださるようお願いします。
① トイレでは、トイレットペーパー以外の紙は流さないでください。また、タバコやガム、生理用品な
ども流さないでください。
② 台所では、油や野菜くず、残飯などを流さないでください。
③ 洗濯では、リンを含まない洗剤を使いましょう。
④ ガソリン、シンナー、石油などは爆発する危険性がありますので、絶対に流さないでください。

◆
▽日
時 １０月９日（日）午後１時から（開場１２時３０分）
▽会
場 高田小学校体育館
▽入 場 料 無料（座布団とスリッパを持参してください）
詳しくは、陸前高田市青年団体協議会橋詰（０９０－１４９１－５８６６）まで。

◆
シルバー人材センターの固定電話が復旧しました。電話番号は以前と同じ５４－４８８８番です。
また、６０歳以上の健康で働く意欲のある人の入会をお待ちしています。
▽交通安全講習会の開催
日時（場所）：１０月７日（金）午後１時３０分から（シルバー人材センター ふれあい工房１階）
内
容 ：岩手県交通警察本部交通企画課交通安全対策係の皆様による寸劇「高齢者の交通安全」
定
員 ：７０人（定員になり次第締め切ります）
対 象 者 ：市内在住の６０歳以上の人
詳しくは、シルバー人材センター(５４－４８８８)まで。

◆
市では、下表のとおり登録面接会を開催します。
１０月６日（木）
午前９時３０分～午後２時
気仙町二日市第２仮設住宅談話室
▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、事業者の求人登録（情報収集）等
※仕事に就いていない人、迷っている人、今後の不安など、何なりとご相談ください。
詳しくは、オフィス小川（０８０－２８２０－７９２０、担当：吉田司）まで。

10:20～10:50
竹駒小学校
13:10～13:40
小友小学校・小友中学校
13:50～14:10
小友保育所
▽１０月１２日（水）

14:30～14:50
15:10～15:40

米崎保育園・高田保育所
モビリア仮設住宅

10:20～10:50
高田小学校
11:00～11:30
希望ヶ丘病院
13:10～13:40
矢作小学校
▽１０月１９日（水）

14:00～14:30
15:00～15:30

矢作保育所・阿部商店前
石橋屋商店（生出地区）

10:20～10:50
長部小学校・気仙小学校
13:10～13:40
横田小学校
13:45～14:10
横田保育園
▽１０月２６日（水）

14:30～14:55
15:10～15:40

下矢作保育園
スポーツドーム仮設住宅

10:20～10:50
米崎小学校
14:30～15:00
長部保育所
13:10～13:40
広田小学校･広田中学校 15:20～15:40
米崎中学校仮設住宅
13:45～14:10
広田保育園
16:00～16:20
米崎中学校
※１１月以降の運行時間・場所については改めてお知らせします。
詳しくは、生涯学習課（内線３０１）まで。

◆
岩手県が、９月２０日に実施した県産米の放射性物質調査（本調査）の結果、市内産米から放射性セシ
ウムは検出されませんでした。
よって、市内産米の安全性が確認されたことから、出荷・販売・譲渡・贈答に対する規制はありません。
詳しくは、農林課（内線２８１）まで。

◆
岩手弁護士会による無料弁護士相談を開催しています。相続、保険、借家、その他支援の他、私的整理
ガイドライン（二重ローン）に関する相談を受け付けます。当日相談も予約も可能です。
平成２３年９月から当面の間
毎週、火、木、土曜日 午前１０時から午後５時（受付は、午後４時まで）
高田町字鳴石（鳴石西公園脇）陸前高田弁護士センター
○電話予約は、５４－５０９２まで。（センター受付 月から土曜日 午前１０時から午後５時）
○電話相談は、０１２０－７５５－７４５まで。（月から土曜日 午後１時から４時）

◆

in

園芸家の柳生真吾氏が、全国の園芸愛好家の皆さんから集められたスイセンの球根一つ一つにメッセー
ジが添え、先着１，０００人に無料で配布します。
▽日時 １０月１０日（月）午前１１時～午後３時
▽場所 高田小学校校庭下高田病院跡地
▽内容 柳生真吾氏の講習会や県内のガーデニング講師による園芸教室、相談会
詳しくは、希望の花いわて（０９０‐６２５５‐６７９０）まで。

◆
一関年金事務所では、年金などに関する社会保険相談会を開催します。
▽日時 １０月４日（火）・２０日（木）午前１０時３０分～午後３時３０分
▽会場 米崎中学校
詳しくは、一関年金事務所（０１９１－２３－４２４６）まで。

◆
▽払戻時間 午前１０時～午後２時まで
▽払戻場所 陸前高田商工会仮事務所（エコタウン鳴石内）
詳しくは、陸前高田商工会事務局（５５－３３００）まで。

