
今月のインフォメーション

対象　おおむね65歳以上の寝た
きりなどで寝具の衛生管理が難し
い人、重度の身体障がいがある人
料金　【かけ布団、敷き布団、
毛布の３点：640円】【寝台用
マットレス（スプリングマット不
可）、ベッドパッド、かけ布団、
毛布の４点：860円】
※希望者には代替寝具を貸し出し
ます。生活保護世帯は無料で利用
できます
※シルク綿、綿入れ丹

たんぜん
前、綿入れ

はんてんは、水洗いができないた
め利用できません
申込期間　５月７日㈪～18日㈮
申し込み・問い合わせ　市高齢介
護福祉課（☎22-0178）

寝具の洗濯、乾燥、
消毒サービス

寝具寝具の洗濯、乾燥、寝具の洗濯、乾燥、
消毒サービス消毒サービス消毒サービス

日時　５月13日㈰13時～
場所　鵜住居地区生活応援センター
内容　第１回ワークショップでい
ただいた意見を基に修正した計画
図に対し、意見を伺います
問い合わせ　市都市整備推進室
（☎27-8437）

片岸公園片岸公園片岸公園片岸公園
第２回ワークショップ第２回ワークショップ第２回ワークショップ

　市消費生活センターは、「とも
に築こう豊かな消費社会～誰一
人取り残さない～」をスローガ
ンに、商品やサービスの契約、解
約、販売方法などに関する相談を
はじめ、消費生活に関する出前講
座を実施しています。気軽にご相
談ください。
問い合わせ　市消費生活センター
（☎22-2701）

５月は「消費者月間」です５月５月は「消費者月間」です５月は「消費者月間」です

　中堅社員としての役割、組織活
動の基本、仕事の進め方などにつ
いて学びます。
日時　５月22日㈫～23日㈬９時
～16時
場所　県立宮古高等技術専門校
対象　おおむね入社３～10年の
人（先着20人）
受講料　無料
申込期限　５月14日㈪
申し込み・問い合わせ　県立宮古
高等技術専門校（☎0193-62-
5606、FAX0193-64-6596、
 CD0006@pref.iwate.jp）

【募集】【募集】【募集】
５月能力開発セミナー５月能力開発セミナー５月能力開発セミナー

　地震や津波、武力攻撃などの発
生時に備え、情報伝達訓練を行い
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16日㈬午前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
情報伝達訓練

防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による
情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練

　市は、釡石港の背後に、避難路
（グリーンベルト）を整備してい
ますが、県では、この避難路を港
湾機能と一体とした土地利用を
することから、臨港地区に含める
ための都市計画変更を予定して
います。この変更に関する素案を
公表し、次のとおり説明会を開催
します。
【素案の閲覧】
期間　５月８日㈫～22日㈫９時
～17時
閲覧場所　県都市計画課（盛岡
市）、県沿岸広域振興局土木部、市
都市計画課
【説明会】
日時　５月22日㈫18時30分～
場所　市役所第４庁舎３階 第７会
議室
問い合わせ　県都市計画課（☎
019-629-5889）、市都市計画課
（☎27-8435）

都市計画臨港地区の変更に都市都市計画臨港地区の変更に都市計画臨港地区の変更に
関する素案の公表と説明会関する素案の公表と説明会

　子どもや家庭、子どもの健やか
な成長などについて皆さんで考え
ましょう。
期間　５月５日（土・祝）～11日㈮
標語　「あと一歩 力になるよ その
思い」
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

こどもの日から児童福祉週間こどもの日から児童福祉週間こどもの日から児童福祉週間

日時　５月～12月の土曜日（全
15回、他発表会）①10時30分～
12時または②13時～14時30分
場所　中妻北地区コミュニティ消
防センター
対象　小学校４年生～中学生（定
員15人）
受講料　年間１人1,000円
申込期限　５月８日㈫
申し込み・問い合わせ　杵家会釡
石支所（鈴木☎090-2979-3718）

【募集】第10回伝統文化
長唄三味線子 教室
【募集】第10回伝統文化【募集】第10回伝統文化【募集】第10回伝統文化
長唄三味線子ども教室長唄三味線子ども教室長唄三味線子ども教室

危機対応学トークイベント
　現在、危機対応研究センターは、戦災や震災などの記憶
の継承について考える研究プロジェクトを進めています。今
回は、皆さんと釡石の「社会の記憶」について考えます。
日時　５月19日㈯15時～16時30分
場所　釡石情報交流センターラウンジ
テーマ　「オーラル・ヒストリーで社会の記憶を紡ぎ直す」
出演者　【 モデレーター】東京大学社会科学研究所教

授 玄田有史さん、教授中村尚史さん
　　　　【 ゲスト】法政大学キャリアデザイン学部教

授 梅崎修さん
対象　どなたでも参加できます
参加費　無料
申込期限　5月17日㈭　※当日参加もできます
申し込み・問い合わせ　市総合政策課（☎27-8413）

農業委員会の活動点検、評価と
活動計画案への意見募集

意見提出できる人　市内に住所がある人、市内に勤務
している人、市内の学校に通学している人、市内に事業
所などを持っている個人や法人など
資料設置場所　市市民課、市教育センター、市保健福
祉センター、各地区生活応援センター、図書館、市農業
委員会、市広聴広報課、市ホームページ
募集期限　５月18日㈮
提出方法　郵送、持参、FAX、メール、市のホーム
ページ、「みんなの声の箱」へ投函のいずれかで提出
ください
※詳しくは市のホームページをご覧ください
提出先　市広聴広報課（〒026-8686只越町3-9-
13、FAX22-2678、 koutyou@city.kamaishi.
iwate.jp）

　日本赤十字社は、自然災害や大
事故が発生した被災地へ、直ちに
医療救護班を派遣し、継続的に支
援します。市でも、東日本大震災
の際に、開設された救護所で多く
の支援活動が行われました。こう
した活動の財源は、日本赤十字社
の活動に賛同する皆さんからの寄
付金で賄われています。
　市は、５月の赤十字運動月間に
合わせて活動資金を募集します。
行政連絡員が各家庭や事業所を訪
問しますのでご協力ください。
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

【募集】【募集】
日本赤十字社の活動資金日本赤十字社の活動資金

最低賃金　時間額738円
発効日　平成29年10月１日
※岩手県特定（産業別）最低賃金
が、平成29年12月30日に次のと
おり改正されました
【鉄鋼業、金属線製品、その他の
金属製品製造業：809円】【光学機
械器具・レンズ、時計・同部分品製
造業：790円】【電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業：775円】【百
貨店、総合スーパー：780円（新
設）】【自動車小売業：819円】【各
種商品小売業：767円】
問い合わせ　岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019-604-3008）

岩手県の最低賃金が岩手県の最低賃金が岩手県の最低賃金が
改正されました改正されました

開催日　５月21日㈪、７月20日
㈮、９月20日㈭、11月20日㈫、平
成31年１月21日㈪、３月20日㈬
※開催日以外は審査できません
時間　10時～11時、13時～14時
場所　盛岡地区合同庁舎 講堂Ｃ
持ち物　登録する銃砲刀剣類、岩
手県収入証紙（新規登録１点につ
き6,300円）、刀剣類発見届出済証
問い合わせ　県生涯学習文化財課
（☎019-629-6182）

銃砲刀剣類登録審査会銃砲刀剣類登録審査会

【都市計画課】
募集人員　事務補助１人
応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人、普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
雇用期間　５月30日～11月29日
業務内容　市営住宅と復興公営住
宅に関する事務補助
【栗橋地区生活応援センター】
募集人員　事務補助１人
応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人
雇用期間　５月30日～11月29日
業務内容　各種証明書の発行など
の窓口業務
【学校給食センター】
募集人員　事務補助１人
応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人、普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
雇用期間　６月１日～11月30日
業務内容　小中学校給食の食数管
理事務など
【水道事業所】
募集人員　事務補助１人
応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人
雇用期間　６月１日～11月30日
業務内容　料金の徴収や転居など
に伴う電話連絡受付など
【共通事項】
賃金　日額6,665円
応募方法　ハローワーク釡石（☎
23-8609）へお申し込みください
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

【募集】【募集】【募集】
市の臨時職員市の臨時職員

　演奏会の開催に併せて、開演中
に火災を想定した避難訓練も実施
します。
日時　５月19日㈯16時～18時
（開場15時30分）
場所　釡石市民ホールTETTO 
ホールＡ
入場料　無料
※申し込みは不要です。満席の際
は、入場できない場合があります
問い合わせ　釡石市民ホールTETTO 
（☎22-2266）

陸上自衛隊第９音楽隊陸上自衛隊第９音楽隊陸上自衛隊第９音楽隊陸上自衛隊第９音楽隊
釡石市演奏会釡石市演奏会

　平成30年３月９日の大雨で被
害を受けた事業者の早期復旧のた
め、復旧経費の一部を補助します。
補助対象者　市内に本店、支店、
営業所を置き、次の全てに当ては
まる事業者
・平成30年３月９日の大雨で事
業用の施設設備が被災した
・市税を全て納めている
対象経費　
⑴被災した施設設備の修繕経費、
代替取得経費、清掃委託経費
⑵浸水被害を防ぐための設備の取
得経費
補助率　対象経費の１/２以内（上
限20万円）
必要書類　①り災証明書②復旧費
用が確認できる書類（見積書、領
収書など）③法人の登記事項証明
書または住民票の写し④市税の納
税証明書⑤被災資産を所有してい
たことが分かる書類（被災時の写
真、償却資産明細など）
申請期限　10月31日㈬
申請先・問い合わせ　市商業観光
課（☎27-8421）

金３月９日大雨被害復旧補助金３月９日大雨被害復旧補助金３月９日大雨被害復旧補助金

行政相談
日時　５月17日㈭13時30分～
16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦
情や要望の受け付け
問い合わせ　岩手行政監視行政
相談センター（☎0570-090110）
なんでも相談会
日時　５月12日㈯10時～15時
場所　シープラザ釡石２階
内容　遺産相続手続き、遺言、住
宅再建の補助金、事業継承や起
業についてなどの相談受け付け
問い合わせ　岩手県行政書士会
事務局（☎019-623-1555）
震災身元不明者などに関する
相談会
日時　５月20日㈰10時～15時
場所　釡石警察署
内容　震災で行方不明になって
いる人に関する相談、身元不明
者の似顔絵や顔写真、当時着用
していた衣類の写真を公開
問い合わせ　釡石警察署（☎0193-
25-0110）
電話相談「こころ相談ホットライン」
（全国心理業連合会）
日時　土、日曜日、10時～21時
相談電話番号　全国心理業連合
会（☎090-2971-4014）
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