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肺がんや中皮腫と
診断された人へ

　
　家族に肺がんや中

ちゅうひしゅ

皮腫などと診断されたり、亡くなら
れた人はいませんか？その病気、その症状は石綿（アス
ベスト）が原因かもしれません。石綿による疾病と認定
された場合、各種給付を受けることができますので、心
当たりのある人は、近くの労働基準監督署または岩手労
働局労災補償課へ相談ください。
■問い合わせ　二戸労働基準監督署（☎23-4131）

二戸労働基準監督署　　　　　　   　　　☎23-4131

味彩の会で
手作り豆腐

　おいしい豆腐を手作りしてみませんか。伝承会・味彩
の会では「家庭でできる」豆腐作りをします。誰でも参
加できますので気軽にどうぞ。　
■日時　２月17日（金）　
　　　　午前10時～午後０時30分
■場所　村山村開発センター
■内容　豆腐作り
■参加費　500円程度
■申込期限　２月10日（金）
■申し込み・問い合わせ
　村生活改善グループ事務局（☎42-2111内線243・下
川原）

村生活改善グループ事務局    　　☎42-2111内線243

相談員が伺います
心の悩み健康相談

　心の悩み・健康相談に伺います。心配事や不安になり
やすい事など、何でも相談ください。
■日時　２月10日（金）　午前９時30分～正午
■場所　村山村開発センター
■問い合わせ　地域活動支援センターのぞみ（☎32-2921）

地域活動支援センターのぞみ 　　　 　　☎ 32-2921

一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出掛けるのがおっくう、眠れないなどありませんか？話
してみましょう。気持ちが楽になるかも、気軽にどうぞ！
■日時　２月７日（火）　午前９時30分～11時30分
■場所　江刺家ふるさとセンター
■申込期限　２月６日（月）
■申し込み・問い合わせ
　住民生活課保健衛生班（☎42-2111内線122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

話しませんか？
おしゃべりサロン

　お茶を飲みながら話しませんか？家庭や体の事・介護
の事など心配事から、世間話でも構いません。
　一人で悩まず、仲間づくりに来てください。保健師・
傾聴ボランティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　２月８日（水）　
　午前10時～11時30分
■場所　街の駅「まさざね館」
■内容　血圧測定、参加者の
交流
■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班
（☎42-2111内線122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122



●発行／岩手県九戸村　〠 028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内 10-11-6　☎ 0195（42）2111 内線 168   FAX 0195（41）1005
　村ホームページ：http://www.vill.kunohe.iwate.jp/　E メール：kunohe@vill.kunohe.iwate.jp　●編集／総務企画課庶務財政班

村のこよみ 1・2 月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
1・19 ㊍ 村長杯ゲートボール大会 8：30 屋内ゲートボール場
21 ㊏ 九曜塾「キャンプⅡ」～22日まで 県北青少年の家
23 ㊊ 幼児教室 9：30 保健センター

村老連レクリエーション大会 9：30 ＨＯＺホール

24 ㊋
生涯学習アカデミー・女性教室合同講座
「講演会」 14：00 ＨＯＺホール

ふるさと山根カルタ大会 14：30 山根集落センター
25 ㊌ 子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター
28 ㊏ 九曜塾「戸の兄弟まちスキー交流会」 9：00 村営くのへスキー場
29 ㊐ 村教育振興運動集約集会・ＰＴＡ研究大会 8：45 ＨＯＺホール

2・1 ㊌ 岩手芸術祭小中学校巡回美術展～２日まで 9：00 ＨＯＺホール
4 ㊏ 村営くのへスキー場ナイター感謝デー 16：00 村営くのへスキー場
5 ㊐ 村づくり推進のつどい 9：30 ＨＯＺホール
6 ㊊ 戸田小学校全校かんじき体験 戸田小学校
7 ㊋ 保健師の出前相談 9：30 江刺家ふるさとセンター
8 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」 10：00 街の駅「まさざね館」

子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター
10 ㊎ デイケア 9：30 保健センター
11 ㊏ 村小中学校スキー大会 9：00 村営くのへスキー場
12 ㊐ 村民読書感想文コンクール表彰式 9：00 ＨＯＺホール

　健全化判断比率と資金不足比率について、前年度であ
る平成27年度決算に基づく九戸村の比率を次の通り公
表します。

【算定結果】
　九戸村の平成27年度決算に基づく健全化判断比率に
ついては、いずれにおいても、早期健全化基準および財
政再生基準を上回る比率はありませんでした。実質公債
費率は前年度より0.9ポイント改善されています。
◎実質公債費比率とは？
　自治体の一般会計に占める借金だけでなく、出資する
公営企業への繰り出しや、他の自治体と共同で設置して
いる一部事務組合などの借金なども反映させた実質的な
公債費（地方債の元利償還金）が財政に及ぼす負担を表
す指標です。
◎将来負担比率とは？
　地方公共団体の一般会計などの借入金や将来支払って
いく可能性のある負担など、現時点での残高を指標化し、
将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示したもの
です。
◎資金不足比率とは？
　公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である営業
収益（料金収入など）の規模と比較し指標化したもので、
経営状況の健全度を示すものです。

≪地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１
項の規定によるもの≫

比率の名称 実質赤
字比率

連結実
質赤字
比率

実質公
債費比
率

将来負
担比率

九戸村の数値 － － 3.9 －
早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 30.00 35.0

　（単位：％）

≪地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第
１項の規定によるもの≫

比率の名称 資金不足
比率

九戸村水道事業会計の数値 －
九戸村農業集落排水事業特別会計の数値 －
九戸村下水道事業特別会計の数値 －
九戸村索道事業特別会計の数値 －
経営健全化基準 20.0

≪実質公債費比率・将来負担比率の推移≫
H24 H25 H26 H27 H28

実質公債費比率
（３カ年度平均） 11.2 8.5 6.7 4.8 3.9

将来負担比率 － － － － －

公表します

実質公債費比率・将来負担比率

　（単位：％）

（注）表中「－」は実質赤字額または連結実質赤字額がないこ
とを表示しています。

（注）表中「－」は資金不足額がないことを表示しています。

　（単位：％）

（注）表中「－」は将来負担すべき実質的な負債額がないこと
を表示しています 。表中の年度は公表年度です。

　

復興計画の説明会

　岩手県では、岩手県東日本大震
災津波復興計画「復興実施計画（第
３期）」（１次案）に係る地域説明会
を開催します。
■日時　２月14日（火）
　　　　午前11時～正午
■場所　二戸地区合同庁舎
※他日時、他会場あり
■問い合わせ　岩手県復興局復興
推進課　（☎019-629-6945）


