ＫＵＮＯＨＥ
小 さ く て も 活 力 と 笑 顔 溢 れ る
し あ わ せ の 郷 九 戸 村

広報

お知らせ版

くのへ

No.148

相

新型コロナウイルス感染症

談

暮らしの悩み
相談会を開催

路線バス運転士が陽性
乗客は保健所に連絡を
久慈保健所管内で、路線バス運転士の陽性者が確認さ

2020.8.19

仕事が長く続かない、生活費に困窮しているなどのさ

れました。次のバスに乗車していた人は、二戸保健所に

まざまな悩みを相談しませんか。
（二戸市社会福祉協議

■路線バス名 スワロー号

■日時 ８月 28 日（金） 午前 10 時～正午

連絡してください。

会が県から委託を受けて実施しています）

■発着日 ８月 12 日（水）

■場所 村総合福祉センター

【発】
二戸駅：午後２時 15 分【着】
久慈駅：午後３時 25 分
■問い合わせ 二戸保健所（☎ 23-9202）
お

知

ら

■相談員 二戸市社会福祉協議会相談支援員

■問い合わせ 住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111 内線
201）

せ

相

医療費現物給付化
中学生まで対象に
村では中学生の医療費助成の制度改正を行い、８月か

ら現物給付化することになりました。

談

相続等の悩み
お気軽に相談
村社会福祉協議会では、村民の皆さまの悩みに対応す

【従来】
①自己負担額支払い②領収書を添付して役場窓口

るため、心配ごと相談所を開設します。弁護士による無

【現物給付】
①医療費助成受給者証を医療機関窓口に提示

■日時 ９月９日（水） 午後１時 30 分～午後３時

に申請書提出③助成金を指定口座に振り込み――。

料法律相談となっています。

②自己負担額支払いと役場窓口での申請が不要――。

※相談時間は１人あたり 30 分です

■問い合わせ 住民生活課国保住民班（☎ 42-2111 内
線 212、担当：櫻庭）
お

知

ら

せ

村敬老会について
９月 15 日（火）の折爪荘は入所者のみで行い、

19 日（土）
の３地区式典祝賀会は実施しません。

なお、長寿・米寿・喜寿記念品と長寿年金は贈呈

し、祝賀会の代替として食事券を給付します。

■問い合わせ 住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111
内線 201）

■場所 村総合福祉センター

■内容 相続、多重債務、離婚問題、悪質商法、法律に
関することなど
■定員 ３人

■その他 後日改めての相談および弁護士依頼に係る費
用などについては、相談者の負担となります。また、相
談内容についての秘密は守られます。

■申し込み・問い合わせ 村社会福祉協議会（☎ 411200）

※事前予約が必要です。また、定員になり次第、締め切
ります。

◆この事業は、皆さまからご協力いただいた
赤い羽根共同募金で運営されています。

募

集

お

入居者募集します
村営住宅川向団地

知

ら

せ

村道・県道一部区間
通行止めにご協力を

■募集要項

◎村道道地丸木橋線

…１戸

部区間において、全面通行止めとします。

【募集住宅】 村営住宅第１川向団地（木造平屋２ＬＤＫ）
【入居時期】 ９月中旬～下旬

【家賃】 世帯の所得および入居世帯員構成に応じて決定
します（入居後も変動あり）
。

【敷金】 家賃の３か月分

【連帯保証人】 村内に居住する２人が必要となります。
■入居資格

①現に同居し、
または同居しようとする親族がある人（婚
姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
人。その他婚姻の予約者を含む。
）

村道道地丸木橋線のり面工事の施工に伴い、村道の一

■期間 令和２年８月 24 日（月）
～翌３月 26 日（金）

※工事が完了次第、通行止め解除予定です。また、工事

の状況によっては、通行止めを一時解除する場合があ

ります。

■施工業者 有限会社戸田組（☎ 42-2321）

■問い合わせ 農林建設課地域整備班（☎ 42-2111 内
線 282）

葉の木沢バス停

②現に住宅に困窮していること

③政令で定める収入基準に適合していること
④国税・地方税など滞納していないこと

通行止め区間

■募集期間 ８月 19 日（水）
～９月２日（水）

◎県道５号（一戸山形線）

※土日祝除きます。また、先着順ではありません。

の一部区間において、通行止めとなります。

①入居申込書（役場農林建設課にあります）

■う回路 県道 24 号（二戸九戸線）

午前８時 30 分～午後５時 30 分

■必要書類

②住民票
（入居希望者全員の本籍、
続柄が表示されたもの）
③令和２年度所得証明書（入居希望者全員分）

県道一戸山形線は、大雨による路面崩落により、県道

■期間 当面の間

■問い合わせ 二戸土木センター（☎ 23-9209）

④令和元年度納税証明書（入居希望者全員分）

募

■申し込み・問い合わせ

県立病院職員
採用試験実施

※できるだけ本人が来て申し込みをしてください。
42-2111内線283）
お

知

農林建設課地域整備班（☎

ら

せ

村社会福祉協議会
マスクポスト設置
村社会福祉協議会では、村総合福祉センター内にマス

クポストを設置し、未使用の使い捨てマスクや布製マス
クを募集しています。

寄付いただいたマスクは、高齢者

世帯などに配布させていただきます。
皆さまの温かいご協力をお願いし

ます。

■問い合わせ 村社会福祉協議会（☎ 41-1200）

集

■試験職種・採用予定人員

①薬剤師（若干名）
②診療放射線技師（同）
③臨床検査技

師
（13 人程度）
④臨床工学技士
（若干名）
⑤理学療法士
（同）

⑥作業療法士（同）
⑦言語聴覚士（同）
⑧管理栄養士（同）

⑨公認心理師（同）
⑩調理師（同）
⑪助産師Ａ（５人程度）
⑫看護師Ａ（若干名）
⑬助産師Ｂ（５人程度）
⑭看護師Ｂ

（15 人程度）

■申込締切 ９月４日（金）

■筆記試験日 ９月 20 日（日）

■場所 アートホテル盛岡（盛岡市）

■問い合わせ 県医療局職員課（☎ 019-629-6322）

※受験資格や試験方法などについて、詳しくは県医療局
ホームページで確認ください。
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