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広報

ほらっ！
！あそこにいるよ
「釜石市自然・生活環境展」
（釜石市民ホール）
や各所で清掃活動
が実施された環境月間に併せて、震災後、初となる野鳥観察会を
開催。子どもから大人まで参加した25人は、釜石野鳥の会
（臼澤良
一会長）
の皆さんの指導の下、鳴き声を頼りにエナガやヤマガラな
ど13種類の野鳥を見つけました。
［６月17日
「山野の鳥」
観察会／福祉の森ひろば］

巣箱に出入りするシジュウカラ
もいました
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和解までの経過

これを受け７月３日︑仙台高
指摘を踏まえ︑取り組むべき

任を真摯に受け止め︑問題点の

しん し

等裁判所で和解に関する協議が
行政上の課題と施策を明らかに

年

日号の広報かまいしで皆さ

審の印紙代相当額︶
を支払う
改めて示し︑より一層安全︑安

んへお伝えした市の取り組みを
心なまちづくりに取り組んでま
いります︒

た方々の思いを胸に刻み︑各課題に今後
とは本意ではないことから︑市

市としても遺族と訴訟で争うこ

いとの﹁和解の勧告﹂があり︑
を通じて各自の負担とする

④訴 訟 費 用 は ︑ 第 一 審 ︑ 第 二 審

一体 と なって ︑災 害 意 識 の 醸

点として鵜住居駅西側に建設する市民

体育館の設計を進めてきました。６月

29日には鵜住居駅前で地域住民やス
ポーツ団体関係者、工事関係者、市など
約40人が出席して工事安全祈願祭が行
われました。

新しい市民体育館は鉄骨造（一部鉄筋

アリーナは約35ｍ×約42ｍの1,459㎡

席は車いす用６席を含む776席で、旧市民体育館にあった常設ステージは設けず移動式ステージで対応、
ケットボール２面、バドミントン８面、卓球16面、ソフトテニス２面などが確保できる見込みです。観客

釜石市魚市場に隣接して整備する

「魚河岸にぎわい創出施設」の工事安
全祈願祭が、６月29日、水産関係者や

地元町内会、工事関係者、市など約40

人が参加して行われました。

魚河岸地区周辺のにぎわい創出を目

指すフロントプロジェクト３において、

海と魚のにぎわい拠点と位置付けるこ

④追 悼 慰 霊 碑 の 建 立 ︵ 釜 石 祈 り
のパーク︶

海産物を使った料理を提供する飲食店

が４店舗入居する他、虎舞などの郷土

芸能や海に関する展示スペース、屋外

トイレも設ける予定で、平成３１年２月

完成予定、４月ごろのオープンを見

込んでいます。

⑤市 ︑住 民 組 織 ︑市 民 の 三 者 が

積1,273㎡の鉄骨造２階建て。地元の

完成イメージ図

これまでも行政としての重い責

魚河岸にぎわい創出施設の建設に着工

民への周知啓発

も真摯に取り組み続け︑﹁未来の命を守
は和解を受け入れることとしま
市は︑鵜住居地区防災セン

民体育館に代わる、新しいスポーツ拠

市の取り組み

る責任﹂を果たすべく︑さらに一層︑安
した︒また︑先の釜石市議会６

など災害への備えに関する市

③避 難 場 所 ︑ 避 難 行 動 の 在 り 方

強化

①職員の危機管理意識の向上

に定めるものの他に何らの法

控訴人らと被控訴人との間に

仙台高等裁判所に控訴していま
的な債権債務が無いことを相

②組 織 と し て の 危 機 管 理 体 制 の

したが︑裁判所から行政として
互に確認する

は︑本件に関し︑本和解条項

③控 訴 人 ら お よ び 被 控 訴 人 は ︑

いずれも放棄する

②控 訴 人 ら は ︑ そ の 余 の 請 求 を

月

今回の和解を機に︑平成

なまちづくりを進めています︒

り返さないように︑安全︑安心

し︑このような犠牲を決して繰

行われ和解が成立しました︒

鵜住居地区防災センターに係る訴訟に和解しました
鵜住居地区防災センターに係る民事訴
年９月︑東日本大震災

の津波で指定避難所ではない鵜

平成

解勧告を受け︑控訴人との間で和解が成
住居地区防災センターへ逃げ込
①被控訴人︵釜石市︶
は︑控訴人ら

訟につきましては︑仙台高等裁判所の和
立いたしました︒和解の内容につきまし
んだ家族が津波の犠牲になった

万９５００円︵第一審︑第二

25

和解の内容

ては︑和解金として原審および控訴審の
に対し︑和解金として︑合わせて

年４

年５月︑遺族の一部が

の施設は、敷地面積3,432㎡、延床面

全︑安心なまちづくりへの取り組みを強

いしぶみ

の在り方を考える碑にしてほし

平成

ものでした︒

の請求はいずれも棄却﹂という

月︑盛岡地方裁判所から﹁原告

第一審の判決は︑平成

族２組が市に損害賠償を求めた

知を怠ったためなどとして︑遺

のは︑市が正しい避難場所の周

その他に何らの法的な債権債務が無いこ
とを相互に確認するというものです︒
市といたしましては︑鵜住居地区防災
センターで︑東日本大震災による津波の
際︑多くの犠牲者が出たという事実を重
く受け止め︑それを教訓にこれまでも︑
同じような悲劇を二度と繰り返さない︑
犠牲者を出さないことを目指した安全︑
安心なまちづくりを進めてきました︒

48

成 を 誓 い 合 う﹁ 防 災 市 民 憲

［問い合わせ］ 市生涯学習文化スポーツ課 スポーツ推進係

☎22‑8835

ターに避難した多くの地域住民

ルドカップ開催後の12月からを見込みます。

月定例会に提案した和解に関す

程度で、６人制バレーボール２面、バス

ました︒

ラグビーワールドカップ2019™開催前の平成31（2019）年８月に完成する予定で、一般利用はワー

化してまいります︒

野 田 武 則

赤ちゃん休憩室、多機能トイレ、冷暖房設備を完備します。

章﹂の制定

和 解 成 立 を 機 に ︑改 め て 亡 く な ら れ
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☎27‑8421
［問い合わせ］ 市商業観光課 商業まちづくり係

釜石市長

㎡、延べ床面積3,518㎡程度となります。

が犠牲となったことについて︑

市は、東日本大震災で被災した旧市

2
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完成イメージ図

収入印紙代相当額を控訴人に支払うが︑

コンクリート造）で、敷地面積約6,700

る議案は︑賛成多数で可決され

市民体育館の建設に着工

KICKOFF! KAMAISHI 8.19

リポビタンD 釜石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY
チケットをお持ちの人が
入場できます
※好評によりチケットは完売しました
※当日券の販売はありません

■８月19日㈰のスケジュール

釜石鵜住居復興スタジアムが
いよいよ完成します
ラグビーワールドカップ2019™日本大会まで１年余りとなりました。
平成27年3月に開催都市に決定した岩手県・釜石市。全国12の開催都市の中で唯一、スタジアムがな
い中での開催決定でした。全国の皆さんからの温かい支援を受けながら、平成29年４月に着工した釜石
鵜住居復興スタジアムが、７月末にいよいよ完成します。

【メイングラウンド】
CONFIDENTIAL

KAMAISHI MAKES WOW ! / さあ、世界を驚かせよう。

9時〜 0竣工式
KAMAISHI CITY

※関係者のみとなります

《開場 ９時30分》
※開場後は、チケットをお持ちの人のみが入場できます
※入場ゲート…鎧坂橋ゲートの1カ所となります

■釜石鵜住居復興スタジアムの概要

10時〜 キッズラグビー
「ダンスで日本を元気に! 夢の課外授業 中学生 Rising
Sun Project 2018」
開校式にEXILEのÜSAさんとTETSUYA
さんが釜石東中学校を訪れ、生徒たちにダンスを直接指導し
ました
（4月24日）

釜石シーウェイブスジュニア他ジュニア
チームの試合
袋井ジュニアラグビーチーム、鵜住居小な
どのタグラグビー交流試合
12時〜 レジェンドマッチ
新日鐵釜石OB 対 神戸製鋼OB
13時〜 オープニングイベント
歌手 平原綾香さんが「Jupiter」などを歌唱
EXILE ÜSA（ウサ）さん、TETSUYA（テツ
ヤ）さんと釜石東中学校全校生徒によるダ
ンスパフォーマンスの披露
14時〜 メモリアルマッチ（40分ハーフ）

東京都内で本イベントについて発表され、夢の対戦が実現。
スタジアムの完成を祝い、市民の一体感を強め、全国に向け
て情報発信をします
（5月15日）

釜石シーウェイブスRFC
対 ヤマハ発動機ジュビロ

■メイングラウンド以外でのイベント
10時30分〜13時 各種ラグビー体験【サブグラウンド】

5
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広報かまいし

■釜石市ラグビーこども未来基金への寄付を
受け付けています
全国各地の多くの皆さんから寄付をいただき、あり
がとうございます。寄付金はスタジアム建設などの施
設整備の他、ラグビーワールドカップ2019釜石開催
のPR、ラグビーを活用したまちづくりに使われます。
市は引き続き、釜石市ラグビーこども未来基金への寄
付を受け付けています。詳しくは市のホームページを
ご覧ください。
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei̲joho/
shokai/rugby̲city/detail/1195345̲3208.html

６月30日現在
■問い合わせ

市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局
☎27‑8420

総額

鵜住居
バス停

45

至片岸町

号線
住居2

通行止め
区間

市道鵜

鵜住居

釜石鵜住居
復興スタジアム

根浜海岸

至箱崎町

線

崎半島

市道箱

724件

3億315万3,786円

鵜住居川水門
（工事中）

鵜住居川→

ＪＲ
山田
線
︵運
休中
︶

平原綾香さんが、合唱をしている釜石東中学校の生徒の前に
サプライズで登場。オープニングイベントで披露する
「いつか
この海をこえて」
などを生徒と一緒に歌い、8月19日の再会を
約束しました
（6月28日）

これから行う仮設施設の整備や、良好なグラウンドを維持
管理し最高の状態で大会を迎えるため、大会開催までスタジ
アムや諸施設の一般利用を制限します。
市民の皆さんには、しばらくの間ご不便をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
利用受付開始日や料金などは後日お知らせします。

号

フードバザール（各種飲食などの販売）

■ラグビーワールドカップ2019日本大会開催までスタ
ジアム・諸施設の一般利用を制限します

国道

10時〜15時30分

鎧坂橋

鵜住居小学校
釜石東中学校

ウィルチェアラグビー※車いすラグビー
ストリートラグビー
タッチラグビー

よろいざかばし

位置 鵜住居町第18地割５番１（旧鵜住居小学
校・釜石東中学校跡地など）
岩手県交通バス停「鵜住居」から徒歩約10分
（鉄道供用開始後…「鵜住居駅」から徒歩約７分）
整備面積 約90,000㎡
主な施設
●球技競技場（メイングラウンド、サブグラウ
ンド）
メイングラウンド本設観客席 約6,000席
（メインスタンド・バックスタンド 各約
3,000席）
※ラグビーワールドカップ2019開催時のみ仮
設席（10,000席）を追加
●管理事務棟（メインスタンド中央部・３階建）
１階 シャワー室、更衣室、医務室、レフェ
リールーム、トイレ
２階 テラス
３階 展望デッキ
●駐車場（東側142台、西側102台）
●屋外トイレ（2カ所） など

恋の峠

広報かまいし 2018.7.15
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会

内

８月19日㈰12時45分開演（12時開場）

時

釜石市民ホール

場

TETTO

ホールＡ

無料

入場料

市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局

☎27‑8420

三陸防災復興プロジェクト2019
プレイベント

観覧者
募 集

来年６月から８月まで、県沿岸部13市町村
で行われる「三陸防災復興プロジェクト2019」のプレイ
ベントを、釜石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY
に併せて開催します。
８月18日㈯16時30分〜18時
釜石市民ホールTETTO

ホールＡ

※入場無料。ただし、整理券が必要です

■内容

大槌高校「復興研究会」による活動発表

三陸防災復興プロジェクト2019実施宣言
釜石商工高校「虎舞」の披露
釜石高校

合唱・合奏

平原綾香さんのトーク＆ミニライブなど

■申し込み方法（定員600人、全席自由）

住所、氏名、電話番号、FAX番号、応募人数を記入の上、

メール、FAXまたは往復はがきで、７月31日
㈫までにお申し込みください。１通につき最
大２人まで申し込みできます。

詳しくは、三陸防災復興プロジェクト2019

推進課のホームページをご覧ください
■申し込み・問い合わせ

三陸防災 復 興プロジェクト2019 実 行 委 員会 事 務 局プレ

イベント係

〒020-8566

FAX019‑651‑2428

2018.7.15

ますので、会場周辺への路上駐車、無断駐車もご遠慮ください。なお、シャトルバスと臨時駐車場の利用は事前
予約（有料）が必要です。市民の皆さんにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※会場周辺の交通規制は、広報かまいし８月１日号でお知らせします

来場方法

鈴子シャトルバス発着所
（釜石消防署脇）

駒木町

※スタジアムまで約20分

釜石消防署
岩手銀行

教育センター
シープラザ釜石

釜石駅

コンビニ
283

平田臨時駐車場
（約1,080台）

IBC内

☎019‑623‑3131

sanriku2019@ibc.co.jp

※スタジアムまで約25分

ラグビーワールドカップ2019
国際交流入門講座

◆日時

８月１日㈬９時30分〜17時

広報かまいし

参加者
募 集

◆対象

どなたでも参加できます

釜石市民ホールTETTO

◆場所

鉄の歴史館

第４

釜石大槌地域
産業育成センター

平田小

https://www.kandagaigo.ac.jp/s̲summer/
◆問い合わせ

至野田町

松倉駅

釜石市
球技場

語大学、京都外国語大学、神戸市外国語大学、東京外
国語大学、長崎外国語大学、名古屋外国語大学）
が主催
し、
（公財）
ラグビーワールドカップ2019組織委員会、

県立釜石病院

←至遠野市

3 ‑③

大槌臨時駐車場
（約300台）

至山田町
→
城山公園

※スタジアムまで約15分
45

大槌町役場

講座事務局（神田外語大学内）☎090‑1126‑5324
※この講座は、全国外大連合
（関西外国語大学、神田外

岩手大釜石
キャンパス

※スタジアムまで約40分

釜石高

ください

岩手県
水産技センター

松倉臨時駐車場
（約550台）

Ｂコース：ラグビーワールドカップについて、世

国際交流入門講座のホームページからお申し込み

第２

3 ‑②

英語、英会話、全国外大連合の講師による授業

無料

第３

↓至唐丹町

283

◆申し込み

第１

スーパー

平田駅

Ａコース：ラグビーに関する授業、おもてなしの

◆参加費

釜石大観音
沿岸南部
クリーンセンター

コンビニ

◆コース

界の英語、英会話、緊急時の英語対応

↑至嬉石町

ホテル
シーガリア
マリン

45

ラグビーの基礎知識を深め、外国
語を使ったおもてなしやコミュニケーション
能力の向上を目指し、ラグビーワールドカップ
2019が開催される12都市で開講します。

市、市教育委員会の共催で行います
7

へご来場の際は、公共交通機関やシャトルバスをご利用ください。また、会場周辺の道路は当日交通規制となり

3 ‑①

関 連 イ ベ ント の ご 案 内

■場所

８月19日のオープニングイベント当日は、会場周辺に一般来客用駐車場がありません。市内からスタジアム

←至中妻町

問い合わせ

■日時

〜ご理解とご協力をお願いします〜

2

第１部 12時55分〜13時55分
レジェンドマッチ「新日鐵釜石OB 対 神戸製鋼OB」
平原綾香さんなど豪華ゲストが登場するオープニングセレモニーの模様をダイ
ジェストでVTR放映
第２部 13時55分〜16時
メモリアルマッチ「釜石シーウェイブスRFC 対 ヤマハ発動機ジュビロ」を生
中継

容

ご来場の際は公共交通機関、シャトルバスをご利用ください

パブリックビューイングを開催

チケットをお持ちでない皆さんに、スタジアム完成オープニングイベントの模様を中継でご覧い
ただくため、別会場でパブリックビューイングを開催します。
申し込みは不要です。どなたでもご参加できますので、お気軽にお越しください。ご来場の際
は、公共交通機関や近隣の有料駐車場のご利用をお願いします。
日

チケットをお持ちの皆さんへ

リポビタンD 釜石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY

チケットを
お持ちでない人は
ぜひ！

KICKOFF! KAMAISHI 8.19

リポビタンD 釜石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY

→
至山田町

大槌駅

公共交通機関を利用する
岩手県交通㈱の路線バスをご利用ください
●会場最寄りのバス停 鵜住居（下車後、会場まで徒
歩約10分）
シャトル１DAYパス…鈴子町からのシャトルバス
〔要事前予約〕
●発着所 釜石消防署脇駐車場※駐車はできません
●運行 行き ９時〜14時（30分ごとに運行）
帰り 13時発、14時発、15時発、15時30分〜
17時30分（30分ごとに運行）
●料金 500円（往復）
パーク＆ライド１DAYパス…臨時駐車場（３カ所）
からのシャトルバス〔要事前予約〕
●駐車場 ①平田（平田埋め立て地）②松倉（県立釜
石病院付近）③大槌（大槌町役場付近）
※位置図のとおり
●運行 行き ９時〜14時（30分ごとに運行）
帰り 13時発、14時発、15時発、15時30分〜
17時30分（30分ごとに運行）
●料金 バス代（往復）500円
駐車場代（車１台につき一律）1,000円
駐車場を利用しない場合は、バス料金のみの
お支払いとなります
※シャトルバスの発着所は、各駐車場の近隣となります

シャトルバスと臨時駐車場の事前予約方法
シャトルバスと臨時駐車場の利用は、イベントのチ
ケットを購入した人のみが対象です。利用には事前予約
が必要ですので、専用の申し込みサイトからお申し込み
ください。
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/rugby0819
【申込期限】
８月10日㈮18時
【シャトルバス・臨時駐車場に関する問い合わせ】
東武トップツアーズ㈱岩手中央支店 ☎0197‑65‑
3232

コンビニ
シーサイド
タウンマスト
↓至釜石市

問い合わせ

市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局

☎27‑8420
広報かまいし 2018.7.15
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平成30年度国民健康保険税のお知らせ

国民健康保険（国保）の加入者間の保

（課税限度額）

険税負担の公平性確保と、保険税負担の

改正前
改正後

軽減を図るため、国保税の課税限度額と
軽減判定の対象となる世帯の基準所得
金額が見直されました。

医療給付費分
54万円
58万円

後期高齢者支援金分
19万円
19万円

介護納付金分
16万円
16万円

（軽減措置の拡大）

■課税限度額の引き上げ

軽減
７割
５割
２割

国保税は、医療給付費分、後期高齢者
支援金分、介護納付金分（40歳から64
歳の人）の合計額が世帯主に課税されま

基準所得金額（改正前）
33万円以下
33万円＋27万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下
33万円＋49万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下

⬇

す。そのうち医療給付費分の課税限度額
が引き上げられました。
■世帯の所得に応じた軽減措置の拡大
世帯主と世帯の国保加入者、および旧
国保加入者（国保加入者が75歳を迎え
るなどの理由により後期高齢者医療制度
に移行した人）の前年所得金額の合計額

軽減
７割
５割
２割

33万円以下
33万円＋27.5万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下
33万円＋50万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下

割額と平等割額の軽減措置を行っていま
す。そのうち、５割軽減と２割軽減の対象
世帯の基準所得金額が見直され、軽減の
対象が拡大されました。

①世帯主が国保に加入していなくても世帯主の所得は軽減判定の対象とな
ります
②前年所得の申告が済んでいないと、所得が確定しないため軽減を受ける
ことができません。無収入の人や遺族年金、障害年金のみの収入の人も必
ず申告をしてください
③所得更正や加入者の異動などがあった場合は、軽減判定の見直しを行う
ことがあります

【問い合わせ】 市税務課 市民税係

国民健康保険高齢受給者証
対象

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者

高齢受給者証には、医療機関で支払う一部負担金の
割合が記載されています。その割合は、前年の所得、
年齢、世帯状況により毎年判定します。今回送付する新
しい高齢受給者証には、「２割（特例措置により1割）」、
「２割」、「３割」のいずれかが記載されていますのでご
確認ください。
問い合わせ

市市民課 国保年金係

☎27‑8450

後期高齢者医療被保険者証
対象

75歳以上の人と65歳以上で一定の障がいがあ
る人

後期高齢者医療被保険者証には、一部負担金の割合
（１割または３割）が記載されています。その割合は前
年の所得と世帯状況により毎年判定します。
○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証も
更新します
後期高齢者医療被保険者証の負担割合が１割となった
人で、市民税非課税の世帯の人には、「限度額適用・標準
負担額減額認定証」を交付します。継続して該当する人
には新しい認定証を送りますので、手続きは不要です。
対象者は、病院で支払う一部負担金や入院中の食事代金
が安くなります。
9
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○後期高齢者医療保険料について
本年度の保険料は、前年中の所得を基に計算します。
保険料は個人ごとに決まります。保険料の基準（保険料
率）は、２年ごとに見直し、県内均一です。本年度の保
険料率は、次のとおりです。
保険料（限度額62万円）＝均等割額（3万8,000円）＋所
得割額（基礎控除後の総所得金額等×7.36％）
※保険料には、世帯（世帯主と被保険者）の所得に応じ
た軽減制度があります

ブロック塀の点検のチェックポイント

□ ２

□ ３
□ ４
□ ５
□ ６

塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から2.2m以下か
塀の厚さは十分か
塀の厚さは10cm以上か
塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は、厚さが15cm以上必要です
控え壁はあるか（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの５分の１以上突出した控え壁があるか
基礎があるか
コンクリートの基礎があるか
塀は健全か
厚さ
塀に傾きや、ひび割れはないか
塀に鉄筋は入っているか 〈専門家に相談しましょう〉
塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されている
縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか
基礎の根入れ深さは30cm以上か（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

問い合わせ

市市民課 医療給付係

☎27‑8450

鉄筋

高さ

控え壁
根入れ
出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会2013.1より一部改

そ せきぞう

□
□
□
□
□
□

１
２
３
４
５
６

塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か
塀の厚さは十分か
塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか
基礎があるか
塀に傾き、ひび割れはないか
基礎の根入れ深さは20cm以上か 〈専門家に相談しましょう〉

皆さんの禁煙チャレンジを支援します!
喫煙は脳卒中、肺がんなどの疾患の原因の一つです。
市は、市民の健康を増進し、疾患予防対策の一環として、新たに禁煙に取り組む皆さんに禁煙パッチな
どを給付し、禁煙への取り組みを支援します。

各医療制度※の対象世帯で、所得が限度額内の
人（未就学児は所得制限なし）

対象者には、医療費受給者証と医療費受給者証交付（更
新）申請書を発送します。申請書の記載内容に変更がある
場合は、市に届け出てください。
所得、受給資格が確認できない人には案内を送ります
ので、必要書類を持参して手続きしてください。
※所得要件などで対象外となる場合は、対象外となった
初年度のみ通知します
※対象の医療制度
・子ども医療
・ひとり親家庭医療
・重度心身障がい者医療
・身体障がい者３級医療
・就学前心身障がい児医療

ひび割れ

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀のチェックポイント

医療費受給者証
対象

☎27‑8435

ブロック塀などについて、次の項目を点検し、一つでも不適合があれば危険なので改善が必要です。
まず外観で１〜５をチェックします。一つでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

☎27‑8417

７月下旬に国民健康保険高齢受給者証などを発送します

【問い合わせ】
市都市計画課 建築住宅係

６月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、塀の倒壊により死亡事故が発生しました。
建築基準法の構造基準を満たしていないブロック塀や、老朽化で品質が低下しているものなどは、地震時に倒壊によ
る二次災害を及ぼす危険性があります。
ブロック塀の所有者、管理者の皆さんは「ブロック塀の点検のチェックポイント」を活用し、適切な維持管理に努め
てください。安全点検の結果、危険性が確認された場合は、速やかに付近の通行者への注意表示を行うとともに、建築
士などの専門家に相談の上、適切な補修や撤去などの安全対策を行うようお願いします。

□ １

基準所得金額（改正後）

◆注意事項

が基準所得金額以下になる場合は、均等

ブロック塀を点検し安全対策を

支援の流れ

①まずは、面接
○支援希望の動機、喫煙状況、ニコチン依存症の診断テストを実施し、テストの結果「ニコチン依存症」と
判定された人を支援の対象者とします
※状況確認の結果、非喫煙者、既に他のニコチン製剤を使用している人、妊婦または妊娠していると思われ
る人、授乳中の人、重い心臓病の人、急性期脳血管疾患（脳梗塞など）、うつ病と医師に診断されている人は
対象外です
○禁煙宣言書を提出し、禁煙チャレンジ開始日を確定します
○禁煙の手引き、禁煙ダイアリーを配付し、禁煙に向けたアドバイスをします
※禁煙ダイアリーは3週間分を提出してください
○禁煙支援剤配付券を交付。禁煙支援剤（２週間分）は、市内調剤薬局の協力を得て配付します
②開始日から３週間目以降に電話で状況を確認します。禁煙に失敗した人には禁煙外来の受診を勧めます

対

象

40〜74歳の人

定

員

20人（先着順）

申し込み方法

市健康推進課へ電話でお申し込みください

【申し込み・問い合わせ】 市健康推進課 成人保健係

☎22‑0179
広報かまいし 2018.7.15
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平成30年度 釜石市食育推進事業

地域おこし研究員が着任しました
地域おこし協力隊制度を活用した釜石市地域おこし研究員として、慶應義塾大学大学院生の中
川優芽さんが６月に着任しました。中川さんは、釜石に２年間住んで、「防災」をテーマに、市
が持つ防災教育のノウハウや、東日本大震災の経験と教訓を通じた防災教育の理論と実践につい
て研究します。また、南海トラフ地震の危険性が高まっている、中川さんの出身地・静岡県の子
どもたちや教職員と、東日本大震災を経験した釜石市民との交流を通した、防災学習体験プログ
ラムの実施などに取り組んでいきます。
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
釜石市地域おこし研究員
ゆ

１年

め

中川優芽さん
■プロフィール 静岡県出身。学生時代、釜石をはじめとした被災沿岸地域に復興
支援活動を行いました。今年の３月に小学校教諭を退職し、同大学に入学。
■ひとこと 震災当時、ボランティアとして釜石を初めて訪問したときは、高校生で
した。始めは戸惑いながらも、毎年訪問を続けるうちに釜石の温かい人柄に触れ
て、また来たいと思うようになりました。今年から釜石に住み込みながら、防災教
育を軸に研究活動を行います。みなさん、よろしくお願いします。

〈地域おこし協力隊制度とは〉

〈地域おこし研究員とは〉

総務省が平成21年度から実施している、地方へ
の人材還流を目的とした支援制度。地域おこし協
力隊員は、実際に地方に移住し、地域イベントの
PRや商品開発、地域の見守りシステムの構築、地
域資源を活用した起業などの実践的な活動を行い
ます。

「釜石市と慶應義塾大学との地方創生に関する
連携協力協定」に基づき実施される初の取り組
み。復興や地方創生に向けた、新たなまちの活力
として、同大学院生が２年間、市に居住し、大学
院の講義を遠隔受講しながら、自らの研究テーマ
に基づいた研究や実践活動を行います。

【問い合わせ】 市オープンシティ推進室 戦略推進係

☎27‑8463

「もの忘れに関する相談会」のお知らせ
自分自身や家族に「もの忘れ」など、気になることはありませんか？
もの忘れなどの症状があり、気になっている人、家族に症状があり心配な人は、次のとおり相談会を
開催しますので、お気軽にご相談ください。
保健師や介護福祉士などが個別に相談に応じます。不安な気持ちを話してみませんか？
月

日

時

間

会

8月 2日㈭

10:00〜12:00

鵜住居地区生活応援センター

9月 5日㈬

10:00〜12:00

橋野地区多目的集会施設（橋野ふれあいセンター）

9月27日㈭

10:00〜12:00

甲子公民館

10月 3日㈬

10:00〜12:00

小川集会所ふれあいセンター

10月 4日㈭

10:00〜12:00

中妻地区生活応援センター

10月16日㈫

10:00〜12:00

唐丹公民館

10月25日㈭

9:30〜11:00

10月30日㈫

10:00〜12:00

平田集会所（平田地区生活応援センター）

11月 9日㈮

10:00〜12:00

平田ニュータウン集会所

11月29日㈭

13:30〜15:30

嬉石集会所

2018.7.15
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子どもの健やかな成長のためには、毎日の朝ご飯と、好き嫌いなく何でも食べることが
欠かせません。
市は、①栄養のお話 ②調理実習「主役の野菜を使った簡単ワンプレートメニューをつ
くろう！」③実演栽培「主役の野菜を育ててみよう！野菜の栽培方法の実演と家庭での実
践」の３つの内容で、食育の教室を行います。
夏休み期間の開催になります。この機会に家族みんなで食を楽しみましょう。たくさん
の参加をお待ちしています。

主役の野菜

ワンプレートメニューは
当日のお楽しみだよ！

?

主役の野菜ちゃん

〈日

時 〉 ８月１日㈬

〈会

場 〉 青葉ビル

〈対

象 〉 市内の小学生以下のお子さんとその保護者
先着20家族

10時〜14時
研修室１・２

〈参

加

費〉 一人300円（食材費）

〈持

ち

物 〉 エプロン、三角巾、軍手

〈 申し 込 み 方 法 〉 ７月25日㈬までに市健康推進課に電話でお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】 市健康推進課 成人保健係

☎22‑0179

第24回釜石はまゆりトライアスロン国際大会に関するお知らせ
期

９月２日（日）

日

場

所

根浜海岸特設会場

■競技

種

目

開始時刻

スタンダード

８時

リレー

８時

スプリント

８時10分

スイム1.5km

内

バイク38km

容

ラン10km

スタンダードの部の内容を2〜3人で分担して行う
スイム0.75km

バイク15km

ラン5km

７月31日（火）

申込期限

※参加申し込みについては、大会公式サイト（http://king61hamayuri.sakura.ne.jp/）をご確認ください
【交通規制へご協力のお願い】
大会当日は次の区間の一般車両の通行が規制されますので、ご協力をお願いします。

国道45号

恋の峠〜片岸町（三陸縦貫道
寺前交差点〜橋野バイパス

市道箱崎半島線
箱崎臨港道路

☎22‑2620

小さなシェフ

〜やさいはともだち！そだてて たべようあさごはん〜

ほたてちゃん

県道35号線

仙人インフォメーションセンター

【問い合わせ】 市地域包括支援センター
11

場

集まれ!!

釜石市
食育マスコット
キャラクター

参加者
募 集

恋の峠〜根浜

根浜〜箱崎

釜石北IC出口）

8：00〜10：30
8：00〜10：30
8：00〜10：30

8：00〜11：40

※広報かまいし８月15日号で競技コースと交通規制区間を地図でお知らせします

【大会運営ボランティア募集】
実行委員会では運営を手伝うボランティアを募集しています。期間は９月１日と２日の両日、またはいずれか
可能な日となります。申し込みは次の問い合わせまでご連絡ください。
【申し込み・問い合わせ】 釜石はまゆりトライアスロン国際大会実行委員会
king61kamaishi@gmail.com
☎・FAX 22‑6153
広報かまいし 2018.7.15
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カメムシ防除の際はミツバチ
への被害防止に努めましょう
水田での斑点米カメムシ防除の
農薬が原因と思われる、ミツバチへ
の被害が発生しています。農薬散
布の際は、水稲生産者と養蜂者で
十分話し合い、巣箱を移動するな
ど被害防止に努めましょう。地域の
防除時期などの詳細は、大船渡農
業改良普及センター（☎0192‑27‑
9918）またはＪＡいわて花巻（大槌
町☎42‑7715）へお尋ねください。

斑点米カメムシの一種
「アカスジカスミカメ」
の成虫

問い合わせ 市農林課
（☎27-8426）

戦没者遺児の皆さんへ
日本遺族会は「戦没者遺児によ
る慰霊友好親善事業」を実施しま
す。先の大戦で父などを亡くした
戦没者の遺児を対象に、旧戦域を
訪れ、慰霊追悼を行います。
実施地域 北ボルネオ・マレー半
島、マリアナ諸島、トラック・パ
ラオ諸島、フィリピン、ソロモン
諸島、ミャンマー・タイ、台湾・
バシー海峡、マーシャル・ギル
バート諸島、中国、西部ニューギ
ニア、東部ニューギニア、ミャン
マー
※地 域ごとに申 込 期 限 が ありま
す。詳しくはお問い合わせください
参加費 10万円
申し込み 岩手県遺族連合会（☎
019‑651‑8411）
問い合わせ 日本遺族会事務局
（☎03‑3261‑5521）

建退共制度
建設業を営む中小企業の振興を
目的とした退職金制度です。
加入事業者 建設業を営む人
対象者 建設業の現場で働く人
掛け金 日額310円
問い合わせ 建退共岩手支部（☎
019‑622‑4536）
13
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ちのお知らせ
Inf ormation

【募集】
夏の星空観察会の参加者

【募集】
手づくり絵本教室の参加者

日時 ８月８日㈬19時15分〜21時
※雨天中止
集合場所 大平墓地公園駐車場
※現地集合、現地解散
内容 天の川、「こと座」のベガ
など夏の大三角形の観察
持ち物 筆記用具、懐中電灯
※双眼鏡は貸し出します
申し込み・問い合わせ 市環境課
（☎27‑8453、FAX22‑2199）

日時 １回目（構成、下絵）：７
月27日㈮９時30分〜11時30分、
２回目（製本）：８月３日㈮９時
30分〜12時
※全２回で絵本が完成します
場所 図書館
募集人数 10人程度
※小学３年生以下は保護者の同伴
が必要です
申込期限 ７月20日㈮
申し込み・問い合わせ 図書館（☎
25‑2233）

【募集】
市の臨時職員
応募資格 パソコンの基本的な操
作ができる人
賃金 日額6,665円
応募方法 ハローワーク釜石（☎
23‑8609）へお申し込みください
【水産課】
募集人数 事務補助１人
雇用期間 ８月15日㈬〜平成31
年２月14日㈭
業務内容 事務作業、電話対応など
【税務課】
募集人数 事務補助１人
雇用期間 ８月22日㈬〜平成31
年２月21日㈭
業務内容 税証明発行業務、課税
業務など
問い合わせ 市総務課（☎27‑8411）

【募集】ハロートレーニング
（公共職業訓練）の受講生
訓練期間 ８月28日㈫〜12月21
日㈮
応募資格 ハローワークに求職手
続きをしている人
募集科 ＯＡ実務科
※ワード、エクセルを学習して再
就職を目指すコースです
受講料 無料
※テキスト代、保険料は自己負担
申込期限 ８月17日㈮
※ハローワーク釜石（☎23-8609）
へお申し込みください
問い合わせ 釜石職業訓練協会
（☎26‑7000）

釜石の未来へトライ!!

市職員採用試験
市は、東日本大震災からの復興を加速させ、復興後を見据えたまちづ
くりをしていくために活躍する人を募集しています。
第１次試験日
会場

９月16日㈰

募集職種、受験資格

岩手沿岸南部クリーンセンター（大字

の人を含む

平田）
申込書類

受験案内と申込書は、市総務課、

各地区生活応援センターで配布する他、市の
ホームページ（http://www.city.kamaishi.
iwate.jp/）からダウンロードできます
※郵送で申込書類を請求する場合は、封筒の
表に「採用試験申込書類請求」と朱書きし、
返信用封筒（角形２号に、205円切手を貼り付

【募集】
ヨット教室の参加者
日時 ７月29日㈰９時〜15時15分
場所 根浜海岸（フィッシャリー
ナ付近）
対象 釜石市と大槌町の小学３年
生〜大人（先着16人）
参加費 2,000円
※親子参加：3,000円、以降１人
増えるごとに1,000円追加
申込方法 FAX、郵送
申込期限 ７月20日（金）
申し込み・問い合わせ 釜石ヨッ
トクラブ（担当：三浦☎090‑
8789‑8610、FAX23‑2710、
〒026‑0055甲子町10‑280新日
鉄住金㈱白鵬寮）

けたもの）を同封の上、送付してください
受付期間

７月17日㈫〜８月17日㈮必着

一般事務（高校卒）２人程度
高校を卒業した人で、平成２年４月２日〜平
成13年４月１日に生まれた人
一般事務（社会人経験者）１人程度
高校卒業かつ７月31日㈫時点で民間企業な
どの職務経験が10年以上ある人で、昭和48年
４月２日以降に生まれた人
※「民間企業などの職務経験」の考え方につ

【直接持参する場合】月〜金曜日８時30分〜

いては、お問い合わせください

17時15分

一般事務（障がい者）１人程度

【郵送する場合】封筒の表に「採用試験申
込」と朱書きし、返信用封筒（長形３号ま
たは４号に82円切手を貼り付けたもの）を
同封の上、特定記録郵便または簡易書留で送
付してください。後日受験票を返送します

次の全てに該当する人
自力で通勤でき、介護者に頼らずに職務を
遂行できる人
身体障害者手帳または精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている人
筆記試験と口述の面接試験に対応できる人
高校卒業程度の学歴がある人で、昭和58年
４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
機械

１人程度

大学を卒業した人で、昭和63年４月２日〜平

【募集】ホームページ作成
セミナーの受講生
日時 ８月７日㈫〜８日㈬９時〜
16時
場所 県立宮古高等技術専門校
対象 パソコンの基本操作とロー
マ字入力ができる人（先着15人）
受講料 1,706円
申込方法 電話やFAXなどでお
申し込みください
※在職者優先
申込期限 ７月20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）

※「卒業」は平成31年３月までに卒業見込み

成９年４月１日に生まれた人
建築

１人程度

次のどちらかに該当する人
①大学を卒業した人で、昭和58年４月２日〜
平成９年４月１日に生まれた人
②高校卒業かつ１級建築士または２級建築
士の資格がある人で、昭和43年４月２日以降
に生まれた人
申し込み・問い合わせ

市総務課 職員係

☎27‑8411

〒026‑8686

只越町３‑９‑13

広報かまいし 2018.7.15
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まちのお知らせ Information

各種相談
住宅再建相談会
日時 ７月22日㈰10時〜12時30
分、13時30分〜16時
場所 青葉ビル１階 研修室
内容 公的支援制度、住宅融資、
住宅再建関係、岩手弁護士会によ
る相談
※「住まいの復興給付金」申請相談
会はありません
問い合わせ 市生活支援室（☎22‑
1171）
岩手弁護士会無料法律相談
（要予約）
日時 ７月25日㈬、８月８日㈬10
時〜15時
場所 市消費生活センター
定員 先着８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 ８月２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）
人権相談（要予約）
日時 ８月３日㈮13時〜16時
場所 市消費生活センター
対応 人権擁護委員
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 ８月７日㈫13時〜15時
場所 市消費生活センター
対応 県交通事故相談員
申し込み 市消費生活センター（☎
22‑2701）
出張年金相談（要予約）
日時 ８月９日㈭10時〜15時
場所 青葉ビル 研修室
内容 社会保険相談（事業所含む）、
国民年金・厚生年金相談
申し込み 基礎年金番号がわかる
ものを用意し、宮古年金事務所（☎
0193‑62‑1963）で電話受け付け
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時 ８月21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）
職場のハラスメント対応特別相談窓口
専門の相談員が解決のお手伝い
をします。気軽にご相談ください。
内容 ①セクシュアルハラスメント、
②マタニティーハラスメント、③パ
ワーハラスメント
問い合わせ 岩手労働局雇用環境・
均等室（①②：☎019-604-3010、
③：☎019-604-3002）
高齢者なんでも相談
法律や人生、認知症など専門分
野の先生が相談に応じます。
相談時間 月〜金曜日９時〜17時
相談先 シルバー110番（☎0120‑
84‑8584）
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東北福祉看護学校
（通信制２年課程）の学校説明会

図書館子どもまつりを
開催します

准看護師から看護師へ。働きな
がら看護師を目指しませんか。
日時 ８月29日㈬14時〜16時
場所 放送大学岩手学習センター
（岩手大学内、盛岡市）
問い合わせ 東北福祉看護学校（☎
022‑292‑2662、 tfns̲sodan@
tfu-ac.net）

日時 ７月21日㈯10時30分〜12時
場所 図書館 視聴覚室
内容 本をたくさん借りた児童ら
を表彰する多読賞の授与や絵本の
読み聞かせ、アニメ上映など
問い合わせ 図書館
（☎25‑2233）

【固定資産税２期】
今月の
【国民健康保険税１期】
納 税
納期限＝７月 31 日㈫

夜間納税相談窓口
期日 ７月27日㈮、30日㈪、31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）

釜石市の人口と世帯（６月）
男

16,223人（−

17人）

女

17,914人（−

32人）

34,137人（−

49人）

合

計

世

帯

16,654世帯（− 26世帯）
※（

）は前月比。

夏季火災予防特別警戒を
実施します
期間 ７月21日㈯〜８月20日㈪
【正しく使って楽しい花火】
① 燃えやすい物のある場所や風
の強いときは、花火をしないよう
にしましょう
② バケツなどに消火用水を準備
しましょう
③ 一度にたくさんの花火に火を
つけないようにしましょう
④ 必ず大人の人と一緒に遊びま
しょう
【火の取り扱いについて】
お盆中は、火の取り扱いが多くな
ります。十分注意しましょう。また、
建物周囲には可燃物などを置かな
いよう｢火の用心｣をお願いします。
問い合わせ 釜石消防署（☎22‑
2526）

休日当番医・薬局・歯科医（８月）
休日

当番医

所在地

電話番号

国立釜石病院

定内町

☎23‑7111

11

小泉医院

中妻町

☎23‑5157

12

道又内科小児科医院

大槌町

☎42‑2500

19

堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町

☎22‑1005

26

神林医院

甲子町

☎23‑6635

休日

当番薬局

所在地

電話番号

小佐野町

☎21‑3355

5

5

中田薬局小佐野店

11

ハロー薬局

中妻町

☎23‑8455

12

ひょっこり薬局

大槌町

☎27‑5220

19

只越調剤薬局

只越町

☎22‑3353

26

中田薬局松倉店

甲子町

☎23‑1230

当番歯科医

所在地

電話番号

大町

☎22‑6480

休日
5

※診療時間は9時〜12時

工藤歯科クリニック

12

おおつちじょうない歯科医院

大槌町

☎42‑8418

19

藤井デンタルクリニック

只越町

☎27‑8841

26

おいかわ歯科医院

港町

☎22‑5800

「海の日」
海をきれいにしましょう

狩猟免許試験と事前講習会を
実施します

７月16日
（月・祝）
は「海の日」
です。海の恩恵に感謝し、きれい
な海にしていきましょう。
問い合わせ 釜石市「海の日」実
行委員会事務局（市水産課内☎
27-8427）

狩猟は、農林業などに被害を与
える有害な鳥獣の個体数を調整す
る重要な役割を果たしています。
ぜひ、この機会に取得してみませ
んか。
日時 ９月９日㈰９時〜17時
場所 釜石地区合同庁舎
免許種類 わな猟免許、第一種銃
猟免許
申込期間 ７月23日㈪〜８月24
日㈮
申し込み・問い合わせ 県沿岸広
域振興局保健福祉環境部（☎27‑
5523）
【狩猟免許事前講習会】
日時 ８月26日㈰８時50分〜17時
場所 釜石地区合同庁舎
申し込み・問い合わせ （公社）岩
手県猟友会（☎019‑622‑2358）

国立釜石病院市民講座
日時 ７月26日㈭18時〜20時30分
場所 チームスマイル・釜石PIT
内容 血管伸展性検査（先着12
人）、講演「2019年をきっかけに
釜石はどうかわりますか」ラグビ
ワールドカップ2019推進本部事
務局 増田久士さん、講演「あな
たの知らない脳の話」国立釜石病
院院長 土肥守さん
参加費 無料
問い合わせ 国立釜石病院（☎23‑
7111）

お盆前のくみ取りは
お早めに!!
お盆前は便槽のくみ取りの申し
込みが多くなります。希望する人
は、早めにお申し込みください。
申込期限 ８月１日㈬
申し込み 釜石清掃企業㈱（☎
23‑7520）
問い合わせ 市環境課（☎278453）

中小企業退職金共済制度
（中退共）
中小企業のための退職金制度です。
【安全】掛け金の一部を国が助成
【有利】掛け金は全額非課税、手
数料不要
【簡単】外部積立型で管理が簡単
※パートや家族従業員の人も加入
できます
※詳しくはホームページ（http://
chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください
問い合わせ （独行）勤労者退職金
共済機構 中小企業退職金共済事
業本部（☎03‑6907‑1234）

移動図書館
「しおかぜ」
１日㈬

野田町 仮設団地
9：10 〜 9：35
野田町 第2仮設団地
9：40 〜 10：05
甲子町 第2仮設団地
（大畑南） 10：30 〜 11：00
大畑団地集会所前
11：10 〜 11：40
SMC㈱釜石 第４工場
12：15 〜 12：45
甲子林業センター駐車場
13：30 〜 14：00
甲子地区生活応援センター前 14：10 〜 14：40

３日㈮

８月巡回日程

９日㈭

旧小川小学校 甲子町第３仮設団地
中小川 カサ･デ･ファミリア前
昭和園クラブハウス
源太沢公園前
SMC㈱釜石 第1工場
働く婦人の家
桜木町サポートセンター付近

11日㈯

9：10 〜 9：40
9：50 〜 10：20
10：40 〜 11：10
11：20 〜 11：50
12：15 〜 12：45
13：30 〜 13：50
14：10 〜 14：40

キクコーストア釜石松倉店前
洞泉 市営住宅前
旧大松小学校前
大松地区コミュニティ消防センター前
唄貝 チビッコ広場前
仙人インフォメーションセンター付近
洞関地区コミュニティ消防センター前

9：10 〜 9：40
10：05 〜 10：35
10：45 〜 11：15
11：25 〜 11：50
12：55 〜 13：20
13：30 〜 13：55
14：05 〜 14：35

青葉ビル
9：10 〜 9：40
大只越 市営住宅付近
9：45 〜 10：15
県営上平田アパート4号棟前 10：35 〜 11：05
上平田 教職員アパート駐車場 11：10 〜 11：40
上中島町 仮設団地談話室前 13：00 〜 13：30
野田団地 あおぞら児童公園付近 13：40 〜 14：10
松倉新日鉄アパート前（３号棟付近） 14：20 〜 14：50

かまいしこども園
天神町 仮設団地
只越 復興住宅 1号棟前
平田 復興公営住宅前
県水産技術センター
旧尾崎小学校前

9：10 〜 9：40
9：45 〜 10：15
10：25 〜 11：00
11：20 〜 11：50
12：00 〜 12：30
13：50 〜 14：20

松原公園付近
9：15 〜 9：35
かまいしワーク･ステーション 10：00 〜 10：30
五葉寮前
10：45 〜 11：15
鵜住居公民館前
11：25 〜 11：55
鵜住居 田郷地区（仮設C･D棟）13：00 〜 13：25
鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟）13：30 〜 13：55
澤口製パン前
14：00 〜 14：30

７日㈫

８日㈬

平田 第6仮設団地前
岩手大学 釜石キャンパス
あいぜんの里
上平田ニュータウン集会所前
大平下水処理センター駐車場
岩手トヨペット㈱釜石支店
釜石福祉作業所
図書館

9：20 〜 9：50
10：00 〜 10：30
10：45 〜 11：15
11：20 〜 11：50
12：00 〜 12：30
13：30 〜 13：50
14：30 〜 14：45

15日㈬

16日㈭

栗橋地区生活応援センター前
上栗林地区集会所前
釜石地区合同庁舎
国立釜石病院駐車場
小川町 太平工業アパート駐車場

10：00 〜 10：30
10：45 〜 11：15
12：00 〜 12：30
13：40 〜 14：05
14：20 〜 14：40

17日㈮

大平町 大平集会所
大平町 望洋ケ丘集会所前
唐丹公民館前
本郷 小池タマさん宅駐車場
花露辺 復興住宅前
平田駅前

9：20 〜 9：45
9：55 〜 10：20
10：50 〜 11：20
11：30 〜 11：55
13：10 〜 13：40
14：10 〜 14：40

鵜住居町 日向アパート前
鵜住居小学校
鵜住居児童館
栗林小学校前
砂子畑集会所前
栗林町 仮設団地前

9：30 〜 10：00
10：10 〜 10：50
10：55 〜 11：25
12：40 〜 13：30
13：35 〜 14：00
14：05 〜 14：30

21日㈫

24日㈮

桜木町仮設団地
9：20 〜 9：40
鈴子町 ステーションホテル駐車場 10：00 〜 10：30
釜石情報交流センター駐車場 10：40 〜 11：00
SMC㈱釜石 第2工場
12：15 〜 12：45
釜石小学校
13：00 〜 13：15
大渡町 工藤駐車場（釜小入り口） 13：35 〜 13：55
マイヤ野田店駐車場
14：55 〜 15：20

28日㈫

新浜町 旧水産試験場
9：20 〜 9：45
浜町 篠原浩さん宅前
9：50 〜 10：15
魚市場駐車場（市営ビル前が工事中のため） 10：20 〜 10：40
平田地区生活応援センター前 11：00 〜 11：30
みずかみ平田店付近
11：40 〜 12：10
荒川 復興住宅前
13：30 〜 13：55
片川集会所前
14：05 〜 14：30

※交通事情により多少のずれが生じることがあります

８月の休館日…６日、13日、20日、27日

問い合わせ

図書館（☎25‑2233）
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第１回昔の鵜住居を語る会
〜鵜住居の忘れてはならない昔の話〜
６月20日［鵜住居公民館］

鵜住居公民館事業「昔の鵜住居を語る会」が開催されました。郷土
の歴史に詳しい講師の浦山文男さんは、鵜住居の地名の由来、漁業の
発展に寄与した小林三十郎などの功績、鵜住居地区の各地名の由来や
文化財、艦砲射撃時に救護所となった常楽寺の話など、語る会の初回
として鵜住居地区全体の昔の話を広く紹介しました。２回目以降は
テーマに沿って、掘り下げた話が展開される予定です。

浦山さんは、 文献を参照した詳しい資料か
ら史実に基づき説明
か

し

わ

浅葉克己さんと佐藤可士和さんのふるさとポスター教室
６月23日［チームスマイル・釜石PIT］

橋野鉄鉱山創業160周年記念事業
「みんなの橋野鉄鉱山」

橋野高炉跡が国指定史跡に指定された６月３日。地元住民ら約50
人が参加して、ごみや木枝拾いに汗を流した後、岩手大学理工学部准
教授の小野寺英輝さんによる講演が行われました。「近代製鉄を縁の
下で支えた者たち」と題した講演では、幕末から明治初期にかけての
世界的な時代背景と、大島高任の活躍を支えた人々を紹介。特にも大
島福治（高任の弟）の活躍が高任の功績の支えになったと話し、聴衆
は高任の人脈の広さに感心しました。

６月３日［釜石大観音］

第8回キャンドルナイト with ひとつの街
６月24日［希望と笑顔のこすもす公園］

あきら

今年は、盛岡で飲食店を経営する、釜石出身の伊勢央 さんの呼び掛けで集まっ
た、盛岡と紫波の飲食店などの出店もあり、家族連れなど大勢の人でにぎわいまし
た。日中には、宝探しゲームが催され、子どもたちが公園内に隠された石を元気よ
く探し駆け回る姿も。また、日が落ちると、公園内はキャンドル灯りの幻想的な空
間に変わり、音楽ライブに出演したコスミス（釜石の音楽ユニット）の幽玄な音色
に参加者は酔いしれました。
東日本大震災の犠牲者の鎮魂と未来への希望を願い灯されたキャンドル

小川鹿踊り保存会が勇壮な舞を捧げました

６月４日［釜石市民ホールTETTO］

市内の教育関係者や一般の人を対象とした防災講演会が開かれまし
た。東京大学特任教授の片田敏孝さんが「地域と連携した防災教育が
子どもを変える地域を変える」と題して講演。片田さんは「地域の中
で子どもたちを育む環境を整えることが防災教育につながる」と呼び
掛け、参加した約210人の教職員らは、学校と地域が一体となった防
災教育の重要性に理解を深めました。

学舎植樹祭〜尾崎半島を緑豊かな森に再生させよう！

鷹巣山東側］

昨年発生した尾崎半島の林野火災を受け、尾崎半島トレッキングの
参加費や、燃えた木で作ったグッズの売り上げの一部を募金として集
めてきた尾崎100年学舎。その募金を活用して、釜石地方森林組合共
催で植樹を行い、参加者17人はカラマツとコナラの苗木を約250本
植えました。また、地元の釜石湾漁協白浜浦女性部の炊き出しによる
昼食が提供され、猛暑の中、活動した参加者の労をねぎらいました。

リアス式海岸特有の地形で石の多さに手間
取るも、一本一本の木がしっかり根付くよ
うに植樹しました
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※同森林組合では４月から７月にかけて10回の植樹を行い、釜石高校や市内外の企業など
延べ120人が参加しています（面積約1.9㌶、約3,900本）
。同森林組合や同学舎では、今後
も植樹をはじめとする森林再生に係る活動を行う予定です

防災教育の在り方を訴える片田さん
き がんてい

伊能忠敬没後200年記念事業 奇巖亭散策と整備

６月26日［チームスマイル・釜石PIT］

６月30日［尾崎半島

石応禅寺は、今年で40回目となる「炎の祭典」を開催。祭壇が２つ
設けられ、石応禅寺の僧侶が読経した後、点火しました。不浄煩悩を
焼き尽くし、諸願成就を願う「祈願の炎」と、ご先祖や無縁さま、水
子、三陸津波犠牲者などの供養を行い、ご先祖さまのご加護に心の平
穏を得られるように念じる「供養の炎」
。僧侶は祈願のお札を火に投
げ入れ、参列者は焼香、拝礼しました。集まった150人の一般参観者
は、燃え上がる炎に平穏を祈りながら祭事を見守りました。

６月９日［唐丹町

腕に重りをつけて、ゆっくり上げ下げする
体操

炎の祭典

釜石市防災講演会

いきいき100歳体操交流会

市は、高齢者の自立した生活を支援するために「いきいき100歳体
操」の普及活動を進めています。交流会には、普段から体操をしてい
る市内各地区10団体、約90人が参加し、保健師による「介護予防に
ついて」の講演の後、釜石のぞみ病院理学療法士の千葉悟さん指導の
下、100歳体操を実践。各団体の普段の活動について情報交換も行わ
れ交流を深めました。

二又橋のガードレールも装い新たに、訪れ
る観光客を出迎えます

第40回釜石大観音例大祭

高木さんは「選ばれて嬉しい。自信になり
ました」と話しました

話題

６月３日［橋野鉄鉱山インフォメーションセンター他］

「釜石の魅力を市外にアピールする」
をテーマに公募されたポスター
において、日本を代表するアートディレクターの浅葉克己さんと佐
藤可士和さんによる公開講評が行われました。高校生と一般から28
作品が出品され、釜石高校２年の高木悠さんがグランプリに輝きまし
た。浅葉さんは「一つ一つ丁寧で、ばらばらにはならなくて良かっ
た」
。佐藤さんは「描き切れているのが良かった」
と評価しました。
※浅葉克己賞は釜石商工高校２年の藤井隆稀さん、佐藤可士和賞は釜石商工高校３年の會田
紫月さんがそれぞれ受賞
き ごう
※根浜海岸にある
「津波記憶石」
は、浅葉さんが揮毫しています

まち の

市教育委員会の文化財担当者から葛西と伊
能との関わりについて説明を受け、当時の
様子に思いを巡らせました

奇巖亭跡］

日本で初めて実測で日本地図を作成した伊能忠敬が死去して200年
を記念した事業。唐丹出身の天文学者・葛西昌丕の隠居屋敷である奇
巖亭周辺の散策と整備に、地元住民など約20人が汗をかきました。
葛西は、伊能の業績を江戸時代に記したものとしては唯一の「奥州気
仙郡唐丹村測量の碑」や「星座石」を作成した郷土の偉人。奇巖亭跡
は唐丹湾を望む高台にあり、天気がいい日は対岸の大石地区が見えま
す。

釜石市消防団消防操法競技会

６月17日［釜石消防庁舎隣り］

震災後２回目となる消防操法競技会。ポンプ車の部には６チーム、
小型ポンプ車の部には４チームが出場し、ホースの延長や放水の動作
など、早さ、確実な動作、安全性を競いました。ポンプ車の部の優勝
第６分団第１部（鵜住居町中心部）
、準優勝第６分団第８部（鵜住居
町新田）
、３位第７分団第１部（栗林町）と、小型ポンプの部優勝は
第６分団第５部（鵜住居町川目）
、準優勝第７分団第３部（橋野町中
村）
、３位第５分団第４部（甲子町洞泉）
の６チームは、７月１日に遠
野市で行われた遠野・釜石地区支部消防操法競技会に出場しました。

小型ポンプの部は４人１チームで素早く的
確にホースを延ばします

広報かまいし 2018.7.15
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保健だより

乳幼児健康診査

健診(予防接種)内容
１カ月児健診

日 時
８月中

３〜４カ月児健診

個別健診

１歳６カ月児健診

８月中

３歳児健診
集団健診

２歳児いい歯健診
４歳６カ月児発達検査

８月29日㈬ 受付13:00〜13:15

８月 2日㈭ 受付 8:45〜 9:30
８月23日㈭ 受付 9:00〜 9:30

各種教室・集団予防接種
内 容
①パパママ準備教室

（※1）

②ベビーマッサージ
（※2）

※①のみ

もぐもぐごっくん教室
【初期】（※２）
かみかみごっくん教室
【中・後期】（※２）

四種混合・不活化ポリオ
（※３）

持ち物

日

内

平成30年５月生

〈小児科〉
県立釜石病院
国立病院機構釜石病院
釜石しょうけいクリニック
〈歯 科〉市内歯科医院
市保健福祉センター
９階

場

８月８日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）
８月22日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）
８月９日㈭
（受付13:15〜13:45）

容

日

栄養相談

対 象 者
平成30年７月生

所

平成29年11月生

平成29年１月生
平成27年１月生
平成30年２月生
平成28年１月生
平成26年１月生
対

象

者

８月23日㈭

青葉ビル研修室
1・2
市保健福祉センター
９階

※２母子健康手帳、バスタオル

個別通知

“結核”は過去の病気では
ありません

なし

結核は、結核菌によって発生する感染
症の一つです。空気感染により広がって

おおむね5〜6カ月児

８月６日㈪

おおむね7〜12カ月児

８月20日㈪

いく結核は、一般的に肺の内部で増え
て、せき、たん、呼吸困難などの症状が

出ます。また、肺以外にも腎臓、骨、脳
など体のあらゆる部分に影響が出ること
もあります。結核菌に感染した場合、必
ずしもすぐ発症するわけではなく、体内
に留まった後活動を開始し、発症するこ
とがあります。
※平成28年、全国で新たに結核の診断を
受けた人は１万7,625人、結核による死
亡者数は1,889人でした。新しく結核の

当日受付

※３母子健康手帳

時
場 所
対 象 者
申込期限
①14:00〜14:50
市保健福祉センター 市内に住所がある20歳以
８月20日㈪
②15:00〜15:50
８階
上の人
③16:00〜16:50

母子健康手帳の交付日…８月３日、10日、17日、24日、31日（祝日を除く毎週金曜日、受付時間13:30〜15:00）

釜石保健所開設相談

問い合わせ…市健康推進課（市保健福祉センター2階）☎22‑0179

内 容
精神保健相談（こころの相談）
エイズ相談・検査
性感染症検査（性器クラミジア病原体検査・梅毒検査）
肝炎検査（B・C型）
HTLV−1相談（ヒトT細胞白血病ウイルス-1型相談）
骨髄バンク登録

実施日
８月28日㈫

13:30〜14:30

※予約制

14:30〜15:00

※予約制

問い合わせ…釜石保健所保健課
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②日本は、先進国の中では結核が多い国
③結核は、高齢者に多い
④岩手県の結核罹患率は、47都道府県中11
位（東北６県では２番目に多い）
⑤人口10万人当たりの岩手県の罹患率は
10.3人、釜石地域では約20人。実は、釜石
では身近な問題です
（人）

20
16

人口10万人当たりの罹患率
17.2 16.9
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せきエチケットを守る
①せき、
くしゃみをすると

結核の症状を知る
・せきが２週間以上続く

を覆いましょう

・発熱

していない状態）に発見

・急に体重が減る

染を防ぐことができ、自分

きは、ティッシュで口と鼻
②使用したティッシュはご

み箱に捨て、手をせっけん

でよく洗いましょう

③せき、
くしゃみなどの症
状がある人はマスクを

しましょう

・たんが出る
・体がだるい

早めに対処する
市や職場などの胸部検

診で症状が出る前（排菌

できれば、他の人への感

※これらの症状がある場

自身も軽症で済む場合が

しょう

核のまん延を防止するた

合は医療機関を受診しま

あります。早期発見で結

めに、検診を受けましょう

秀樹
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田澤

90

①全国の登録者は４万2,299人

結核の感染を広げないために

☎25‑2710

釜石ファミリークリニック

95

Ｂ型とＣ型慢性肝炎・肝硬変の
抗ウイルス治療について

国内最大級の感染症であるＢ型ウイルス肝炎と
Ｃ型ウイルス肝炎は長年の経過で慢性肝炎から肝
硬変に移行し︑肝がんを発症したり︑肝不全や食
道静脈瘤破裂などで不幸な転機をとる疾患です︒
Ｂ型肝炎は約 ％が自然治癒しますが︑約５％
が肝炎を発症し︑慢性肝炎から肝硬変に進行しま
す︒また︑Ｃ型肝炎では急性の経過で治癒するも
のは約 ％で︑感染例の約 ％が慢性肝炎から肝
硬変に移行します︒ウイルスを保持していながら
発症していない人でも︑組織学的には肝炎を発症
している場合があります︒また︑肝機能検査が正
常範囲内であっても慢性肝炎や肝硬変の場合があ
ります︒
抗ウイルス治療にはインターフェロン治療やイ
ンターフェロンフリー治療︑核酸アナログ製剤治
療があります︒Ｂ型慢性肝炎には核酸アナログ製
剤治療とインターフェロン治療が行われます︒ま
た︑Ｂ型肝硬変には核酸アナログ製剤治療が行わ
れます︒核酸アナログ製剤を投与するとＨＢＶ
ＤＮＡは検出されなくなることがほとんどです
が︑ HBs
抗原がなかなか陰性化されず︑継続投与
が必要となることが課題です︒Ｃ型慢性肝炎や肝
硬変に対してはインターフェロンフリー治療が第
一選択で︑ウイルス学的著効率︵ＳＶＲ︑血液検
査の結果が陰性︵−︶になること︶は ％台と高
い治療効果が得られています︒インターフェロン
治療と比較し副作用はほとんどなく︑慢性肝炎や
肝硬変の進行を防ぐことができ︑肝がんの発生を
低下させます︒
Ｂ型肝炎やＣ型肝炎の患者さんは︑どのような
治療法が効果的なのか︑肝炎かかりつけ医や消化
器内科医にご相談ください︒
30

☎22−0179

国内の現状（平成28年現在）

診断を受けた人の中では、80歳以上が約
り かんりつ
40％と、高齢者の罹患率が高くなってい
ます

実施時間
13:30〜16:00 ※予約制

８月２日㈭

【問い合わせ】市健康推進課

自分は
「関係ない」
「大丈夫」と思っていませんか？

あり

８月８日㈬

接種を受ける当日の年齢が７歳
６カ月未満の子ども
※平成24年８月生以降は除く

保 健 案内板

あり

申込期限

８月11日
（土・祝）
①妊娠6〜7カ月の妊婦
市保健福祉センター
① 9:30〜11:30（受付9:20〜 9:30）
および配偶者
９階
②10:00〜11:30（受付9:50〜10:00）
②おおむね4〜12カ月児

※１母子健康手帳、母子健康手帳副読本

市開設相談

時

所

県内小児科

８月中〜９月中

９〜10カ月児健診

６カ月児健診・BCG接種

場

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です。
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2018「かまいし第九の会」合唱メンバーを
募集します

旧釜石鉱山事務所
や

昨年12月に完成したばかりの釜石市民ホールで、記念すべき
40回目のコンサートを行いました。東日本大震災の後も途切れる
ことなく続けてきた「かまいしの第九」を一緒に歌いませんか。
釜石市や大槌町など近隣にお住まいで、練習に参加できる人で
あれば申し込み可能です。

2018

７ 15
No.1692

■発会式・練習
日時 ７月21日㈯15時30分〜17時30分（受付15時〜）
場所 釜石市民ホールTETTO スタジオＡ
■練 習（７月21日以降の日程）
７月28日㈯15時30分〜17時30分 釜石教育会館
８月２日㈭19時〜21時 中妻公民館
※８月２日以降については、各地区生活応援センターなどに置いて
いるチラシをご覧ください
※会費、チケット代などの実費負担があります
■申し込み方法
８月11日（土・祝）までに、申込書をFAX、またはメールで実
行委員会へお送りください。申込書は釜石市民ホールTETTO、
市教育センター、各地区生活応援センターなどに備え付けます。

夏休み特別企画

ま

「鉱山の宝探し」を開催します
釜石鉱山には、鉄鉱石など数多くの岩石
があります。その岩石の種類を学び、標本
箱を作ってみませんか。
■日時

７月30日㈪10時〜12時

■集 合 場 所

旧 釜 石 鉱 山 事 務 所 （甲 子 町

1‑90‑2）※９時50分までにお集まりくだ
さい

■内容

標本箱作り
【講師】釜石鉱山㈱代表取締役社長
山澤

■定員

30人（どなたでも参加できます）

■参加料

大人300円、小・中学生100円

■申し込み方法

申し込み・問い合わせ

茂行さん

７月17日㈫〜26日㈭の間

に、市世界遺産課へ電話またはメールで
お申し込みください
※定員になり次第、締め切ります
申し込み・問い合わせ

発行

編集

「かまいし第九」実行委員会 ☎・FAX 23‑8047（電話は９時〜18時）
kamaishinodaiku@yahoo.co.jp

市世界遺産課 ☎22‑8846
hashino@city.kamaishi.iwate.jp

釜石市
広聴広報課

釜 石 市に 定 住 する人を支 援します
市は、釜石市内への定住を促進するため二つの補助制度を設けて、転入する人を支援します。
対象となるのは、転勤などによる一時的な移住ではなく、釜石市に住み続ける意思があり、
市内に住宅を賃借、取得して定住する人です。
定住奨励金

〜住宅を賃借する人向け〜

ホームページ

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/

■補助金額
１人世帯
12万円×２年（計24万円）
転入届出日の年齢が34歳以下の女性１人世帯
24万円×２年（計48万円）
転入届出日の年齢が60歳以下の人が２人以上いる
世帯 24万円×２年（計48万円）
※２年目は、再度交付申請が必要です
※２年目の補助金額は、１年目の金額を上限に、現況
確認の上、決定します
■対象 次の要件を全て備えている世帯が対象です
①釜石市に定住（申請日から３年以上居住）する意
思がある人
※転勤などによる一時的な移住を除く
②平成30年６月22日以降に釜石市に転入届を提出
した人
※大槌町からの転入を除く
③市内に住宅を借りて入居する人
※社宅など事業主から借りた住宅、公営住宅、Ｕ・Ｉ
ターン者向け借り上げ住宅などを除く
④法人、団体、個人事業主に雇用されている人
⑤転入届出日の年齢が60歳以下の人
⑥国家公務員、地方公務員ではない人
⑦定住者住宅取得補助金の交付を受けていない人

定住者住宅取得補助金

〜住宅を取得する人向け〜

■補助金額
高校生以下の子と同居する世帯
住宅の取得費用の１/２以下の額（最大100万円）
以外の世帯
住宅の取得費用の１/２以下の額（最大50万円）
■対象 次の要件を全て備えている世帯が対象です
①釜石市に定住（申請日から３年以上居住）する意
思がある人
※転勤などによる一時的な移住を除く
②平成30年６月22日以降に釜石市に転入届を提出
した人
※大槌町からの転入を除く
③釜石市内に住宅を取得して入居する人
④転入届出日の年齢が60歳以下の人
⑤国家公務員、地方公務員ではない人
⑥定住奨励金の交付を受けていない人
⑦被災者のための住宅再建支援制度を活用して住宅
を取得していない人
申請方法、必要書類など詳しくは、市総合政策課定住
推進室へお問い合わせいただくか、市のホームページを
ご覧ください。申請内容に偽りがあったときは、補助金
を返還してもらうことがあります。
問い合わせ

市総合政策課 定住推進室

☎27‑8413

広報かまいし 2018.7.15
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