
「第４次釡石市子どもの読書活動推進計画」を策定しました
　子どもたちが読書活動に魅力を感じ、主体的に取り組むことができる環境づくりを進めるため、「子どもの読書
活動推進計画」を改訂しました。

１　子どもが本に親しむ環境づくり
２　家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進
３　読書活動に関する啓発・広報の推進
４　読書活動に関する設備、資料及び諸条件の整備・充実
５　関係機関との連携・協力で広げる読書活動のネットワーク

基本方針

本との出会い
広がる世界

計画期間　 令和２年度～
令和６年度

基本理念

これまでの取り組みとその検証

【家庭】
　対象年齢に応じた取り組みや積極的な周知啓発に
よって活動の理解が深まりました。しかし、年齢が上
がると読書をする子どもの割合が減少する傾向がある
ため、今後も発達段階に応じた取り組みが必要だと考
えられます。

【地域】
　ボランティアなどの取り組みや、学校と図書館の連
携によって、読書活動の重要性が認知されました。今
後は、さらにボランティア会員を獲得し、会員のスキ
ルアップやネットワーク形成に向けた関係機関の連携
が必要だと考えられます。

【学校など】
　各校やボランティアの皆さんの積極的な活動によっ
て、子どもたちが図書室を訪れやすくなりました。中
学校や高校におけるボランティアの活用の促進と、司
書教諭の適正な配置、図書担当職員の負担軽減、有資
格者の育成が今後の課題です。

【市立図書館】
　親子や子どもたち同士で積極的に図書館を利用する
姿が見られました。今後も、学校や地域と連携した読
書の普及・啓発を進めていく必要があります。また、
子どもたちと本をつなぐ取り組みの充実や、質・量の
バランスのとれた図書整備が今後の課題です。

子どもも大人も！
「読み聞かせ」の大切さ

かまいしの生涯学習

ちょこっと コラム生涯学習まちづくり出前講座
新メニューを紹介します

　「読み聞かせは頭に良い」と言われ
ていますが、その良さを脳科学の観点
から研究した人がいます。元東京医科
歯科大学大学院教授の故・泰
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　研究結果によると、読み聞かせは、
脳の感情や情動に関わる部分に働きか
け、子どものさまざまな感情を育てる
効果があることが分かっています。ま
た、読み聞かせをしているとき、大人
も脳の前頭前野が活発に働いていると
いう結果も出ています。

　「生涯学習まちづくり出前講座」には、生活や健康、文化歴史など
のメニューがあり、行政や民間団体の職員などを講師として派遣して
います。本年度、新しく13個のメニューを追加しました。各種団体の
会合や学校行事などにご利用ください。
　申し込み方法など詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、
市まちづくり課（☎27-8454）にお問い合わせください。
担当団体・部署 新規メニュー

東北電力㈱岩手支店 テーブルトーク（エネルギー、環境問題など）
自衛隊岩手地方協力
本部

自衛隊の仕事について、自衛隊の装備品・写真展
示、自衛隊に関するDVD鑑賞

釡石地方森林組合 相続したけど？どのように森林を管理したらよ
い、森林の持つ公益的機能について　他２件

（同）ユーラスエナジー
釡石 風力発電所サイトの見学

市健康推進課 かまいしの健康づくりについて　No.５（たばこ）
市子ども課 児童虐待の防止について
市文化振興課 史跡・遺跡・資料館めぐり、昭和の道具

市立図書館のマスコット　ホンホン

「おうち時間」に家族で
読み聞かせはいかがですか？

No.1

※新型コロナウイルスの感染状況により、講師の派遣を中止する場合があります

子育て支援センターで行われ
た絵本の読み聞かせ

デザイン：石ノ森章太郎
生涯学習のマスコット“マナビィ”

生涯学習情報誌

学びと実践が循環する生涯学習社会をめざして

令和２年５月15日号

No.90
発行：市まちづくり課 生涯学習係　☎27-8454

釡石ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

　男女共同参画サポーター（岩手
県知事認定）を養成する講座で
す。市は、受講者の交通費の一部
を助成します。
期間　６月～11月中旬（予定）
全５回12講座
場所　いわて県民情報交流セン
ター アイーナ（盛岡市）他
対象　市内に居住または勤務など
をしている18歳以上の人
定員　３人
費用　1,500円（テキスト代）
申込方法　受講申込書と事前アン
ケートに記入の上、お申し込みく
ださい。申込書は市総合政策課で
配布する他、市のホームページか
らダウンロードできます
申込期限　６月29日㈪
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、内容が変更になる場
合があります
申し込み・問い合
わせ　市総合政策
課（☎27-8413）

【募集】「男女共同参画サポーター
養成講座」受講者

　日本の工業の実態を明らかにす
ることを目的とした調査です。調
査結果は中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用され
ます。
対象　従業員４人以上の全ての製
造事業所
調査基準日　令和２年６月１日
（調査票は５月中に統計調査員が
配布します）
調査事項　事業所数、従業者数、
製造品出荷額、原材料使用額など
※調査票の記入内容を目的以外に
使用することは、絶対にありませ
ん
問い合わせ　市総合政策課（☎
27-8413）

2020年工業統計調査を
実施します

　地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはＪアラートのテスト
です」と試験放送が流れます。
日時　５月20日㈬11時ごろ
問い合わせ　市防災危機管理課
（☎27-8441）

防災行政無線による
情報伝達試験を行います

　新型コロナウイルス感染症によ
る影響のため、６月21日㈰に開
催を予定していた競技会を中止し
ます。
問い合わせ　市消防課（☎22-
2525）

令和２年度釡石市消防団
操法競技会を中止します

　県から義援金の追加配分があり
ましたので、市に寄せられた義援
金を加え、追加交付します。
交付日　５月20日㈬
対象　第１時配分金の交付対象者
義援金の配分額
・ 死亡された人　17万5,000円
・  負傷した人（１カ月以上の入院
加療）　９万円
・  負傷した人（１カ月以上の療
養）　１万円
・ 全壊　16万7,500円
・  半壊（大規模半壊を含む）　
８万4,000円
・  一部損壊（床上浸水、一部床
上）　２万500円
・  一部損壊（床下浸水）　１万
1,000円
※金額は県と市の配分額の合計
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

令和元年台風第19号
災害義援金を追加交付します

　新型コロナウイルス感染症によ
る影響のため、次の講座を中止し
ます。
・  ５月～７月　初級英会話講座
（前期）※後期の開催は、別途
お知らせします
・  ５月～７月　外国語広場
・ ６月　立正大学デリバリーカ
レッジ
問い合わせ　市まちづくり課（☎
27-8454）

各種生涯学習講座中止の
お知らせ

　産業界での自主的な労働災害防
止活動を推進し、職場での安全意
識の高揚と安全活動の定着を目的
とした週間です。本年は特に新型
コロナウイルス感染症対策につい
て、十分留意しながら取り組みま
しょう。
準備期間　６月１日㈪～30日㈫
全国安全週間　７月１日㈬～７日
㈫
問い合わせ　岩手労働局健康安全
課（☎019-604-3007）

令和２年度全国安全週間

　東日本大震災による被災者や関
係する地域住民、支援者などを対
象とした心の復興事業を実施する
団体などに対し、その事業費の一
部を補助します。
対象事業　被災者の積極的な参画
の下、コミュニティー形成と一体
となった被災者の心のケアや生き
がいづくりなどを推進する事業
応募対象　市内に事業所を有して
いる民間企業、シルバー人材セン
ター、NPO法人、その他の法人
または団体など
補助金額　１団体　上限100万円
募集期間　５月18日㈪～29日㈮
（土・日曜日を除く）
※応募要件、補助対象経費、提出
書類など詳しくは、市のホーム
ページをご覧になるかお問い合わ
せください
問い合わせ　市ま
ちづくり課（☎27-
8454）

【募集】
釡石市心の復興事業
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問い合わせ　図書館（☎25-2233）

２日㈫
平田災害公営住宅前 9:00～ 9:30
平田地区生活応援センター 9:40～ 10:10
平田こども園 10:30～ 11:00
県水産技術センター 12:00～ 12:30

５日㈮
浜町 篠原浩さん宅前 9:15～ 9:45
源太沢公園前 10:00～ 10:30
昭和園クラブハウス 10:45～ 11:15
働く婦人の家 11:30～ 12:00
中小川 カサ･デ･ファミリア 13:20～ 13:50

６日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
市役所車庫前駐車場 9:50～ 10:20
大只越市営住宅付近 10:30～ 10:50
釡石情報交流センター駐車場 11:00～ 11:30
県営上平田アパート4号棟前 13:00～ 13:30
上平田 教職員アパート付近 13:45～ 14:15

９日㈫
栗橋地区生活応援センター 10:00～ 10:30
上栗林地区集会所前 10:45～ 11:15
釡石地区合同庁舎 12:00～ 12:30
中妻地区生活応援センター 13:40～ 14:10

10日㈬
唐丹公民館前 10:30～ 11:00
大平町 望洋ケ丘集会所前 11:25～ 11:50
大平下水処理センター前 12:00～ 12:30
釡石市福祉作業所 14:15～ 14:45

11日㈭
県営両石アパート 9:00～ 9:30
かまいしワーク･ステーション 9:50～ 10:20
鵜住居保育園 10:35～ 11:05
五葉寮 11:15～ 11:45
澤口製パン前 13:00～ 13:30
鵜住居公民館前 13:45～ 14:15

16日㈫
唄貝 チビッコ広場前 10:20～ 10:50
洞泉市営住宅前 11:00～ 11:30
洞関地区コミュニティ消防センター前 11:40～ 12:10
仙人の里 14:00～ 14:30

17日㈬
かまいしこども園 9:00～ 9:30
グループホームやかた 9:40～ 10:10
只越復興住宅1号棟前 10:20～ 10:50
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:15～ 13:45
そんぽの家 GH釡石平田 14:00～ 14:30

18日㈭
平田駅前 9:30～ 9:50
あいぜんの里 10:00～ 10:30
デイサービスセンター善 10:40～ 11:10
上平田ニュータウン集会所前 11:20～ 11:50
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30
松原公園付近 13:45～ 14:15
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14:30～ 15:00

19日㈮
鵜住居幼稚園・鵜住居小学校 9:30～ 10:30
鵜住居町 日向アパート前 10:40～ 11:10
栗林小学校前 12:50～ 13:40
栗林町仮設団地前 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

24日㈬
大畑団地集会所前 9:50～ 10:15
甲子林業センター駐車場 10:30～ 11:00
甲子地区生活応援センター 11:15～ 11:45
旧尾崎小学校前 13:50～ 14:20

６月の休館日
１日、８日、15日、22日、

29日、30日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

６６月巡回日程月巡回日程
※交通事情により多少のずれが生じることがあります

申し込み・問い合わせ
市総合政策課 オープンシティ推進室　☎27-8463

TEL 0193-27-5713　FAX0193-31-1170
E-mail : kokusai@city.kamaishi.iwate.jp
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　We have opened a consultation service 
for foreigners living in Kamaishi. When you 
need our support, please call or visit us. A 
translation device is used for consultation in 
languages other than Japanese and English 
so please rest assured.
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International Exchange Division, Kamaishi 
City Office
Seaplaza Kamaishi 2nd floor, 22-1 Suzuko 
（next to Kamaishi station）

外
がいこくじんそうだんまどぐち

国人相談窓口
Consultation Service for Foreigners 　新婚世帯を対象に、新居の家賃や引っ越し費用を

補助します。
対象　次の①～④の要件を全て満たす世帯
① 令和２年１月１日～令和３年２月28日㈰までに入
籍した世帯
②夫婦の所得を合わせて340万円未満の世帯
③夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下の世帯
④ 釡石市に住民登録があり、市税などの滞納が無い
世帯
補助費用
・ 新居の住居費（新居の購入費、家賃、敷金・礼金
など）
・ 新居への引っ越し費用（引越業者に支払った費用）
※土地購入費、リフォーム、増改築費用を除く
補助金額　１世帯当たり上限30万円
申請期限　令和３年２月28日㈰
※必要書類など詳し
くは市のホームペー
ジをご覧いただく
か、お問い合わせく
ださい

新婚生活を応援します

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation
各 種相談各 種相談

釡石市の人口と世帯（4月）
男 15,450人（－ 37人）
女 17,060人（－ 62人）

合　計 32,510人（－ 99人）
世　帯 16,225世帯（－ ５世帯）

※（　）は前月比

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　５月27日㈬、６月10日㈬10
時～15時
場所　市消費生活センター
定員　先着６人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

公証相談（要予約）
日時　６月４日㈭10時～12時
場所　市消費生活センター
定員　先着４人
申し込み　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）
岩手県発達障がい者支援センター
「ウィズ」出張相談会（要予約）

日時　６月10日㈬、７月15日㈬10
時～17時
場所　市保健福祉センター９階
対象　自閉症やアスペルガー症候群
などの発達障がいがある人とその家
族など
内容　生活の中での困り事へのアド
バイスや関係機関の情報提供
申し込み　岩手県発達障がい支援セ
ンター（☎019-601-3203）
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　６月16日㈫10時～15時
場所　市消費生活センター
定員　先着６人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

交通事故相談（要予約）
日時　６月17日㈬13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　交通事故相談員
定員　先着３人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

休日当番医・薬局・歯科医（６月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

７ 日
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

14 日
平野内科医院 只越町 ☎22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

21 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

28 日
藤井クリニック

只越町
☎27-8857

ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
７ 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
14 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785
21 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
28 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182

夜間納税相談
期日　５月22日㈮、25日㈪～28日㈭
時間　17時15分～19時15分
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

休日納税相談
日時　５月23日㈯、24日㈰９時～
15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

今月の
納　 税

【軽自動車税（種別割）】
納期限＝６月１日㈪

　全ての復興住宅に東日本大震災で被災していない人も入居できるように
なりました。ただし、震災で住宅を失った世帯などが優先されます。
◆入居者を募集する市営住宅

住宅名 募集戸数 住宅名 募集戸数
野田市営 　　３Ｋ：１戸 日向復興 　３ＤＫ：１戸
野田復興 　３ＤＫ：１戸 小白浜復興１号棟 １ＬＤＫ：１戸
大町復興１号棟 ２ＬＤＫ：１戸 片岸復興（戸建て） １ＬＤＫ：２戸
大町復興３号棟 １ＬＤＫ：１戸 大石復興（戸建て） １ＬＤＫ：１戸
大町復興４号棟 ２ＬＤＫ：１戸 箱崎白浜復興（戸建て）１ＬＤＫ：１戸
天神復興 １ＬＤＫ：１戸 箱崎復興 ２ＬＤＫ：１戸
大渡復興 ２ＬＤＫ：１戸
○単身でも２LDKおよび３DKに申し込みができます
受付期間　５月25日㈪～６月５日㈮９時～17時（土・日曜日を除く）
申込方法　 入居要件の確認が必要ですので、まずはお問い合わせくだ

さい
入居指定日　７月１日㈬
※入居指定日以降に入居した場合でも、家賃はこの日から発生します
※申し込み多数の場合は、抽選となります

市営住宅の入居者を募集します

　放射性廃棄物等の持込み拒否に関する宣言（平成元年９月26日議決）
に基づき、放射性廃棄物等を原因とする放射線による障害から市民の生
命と財産を守るため、放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例（案）
を取りまとめました。この条例（案）に対する意見を募集します。
募集期限　５月27日㈬
意見を提出できる人
・ 市内に居住または通勤、通学している人
・ 市内に事業所などを持っている個人、法人など
提出方法
　提出意見とその理由、住所、氏名、電話番号、勤務先
または通学先（市外の人のみ）を明記し、持参、郵送、
FAX、メールで提出してください。
【提出先】市広聴広報課　〒026-8686　只越町３-９-13
　FAX22-2678　 koutyou@city.kamaishi.iwate.jp

「放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例（案）」への意見を募集します

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所
大町１-４-７　大町復興住宅４号棟１階　☎55-5742

問い合わせ　 市総合政策課 企画調整係　☎27-8413
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