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【図書館】
募集人数　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　平成31年１月４日㈮
～３月31日㈰
業務内容　窓口業務や資料整理な
どの業務補助
賃金　日額6,665円
申し込み　ハローワーク釡石（☎
23-8609）
問い合わせ　市総務課（☎27-8411）

【募集】市の臨時職員【募集】市の臨時職員【募集】市の臨時職員

　林業の知識や技術を体系的に習
得できます。
研修期間　１年間
場所　県林業技術センター（矢巾
町）
受講料　年額11万8,800円（予
定）※別途、教科書代、実習代な
どが必要です。給付金制度あり
対象　林業への就職希望者など
応募資格　昭和54年４月２日以
降に生まれた人で、高校卒業（見
込み）の人
募集期間　12月3日㈪～21日㈮
選考日　平成31年1月12日㈯
※詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　県林業技術センター
研修部（☎019-697-1536）

【募集】平成31年度【募集】平成31年度【募集】平成31年度【募集】平成31年度
いわて林業アカデミー研修生いわて林業アカデミー研修生

日時　平成31年１月４日㈮18時
場所　ホテルサンルート釡石
定員　先着200人
会費　１人4,000円
申し込み　会費を添えて市総務課
秘書係へ
申込期限　12月17日㈪
問い合わせ　市総務課秘書係（☎
22-2111　内線112）

平成31年釡石市新年交賀会平成31年釡石市新年交賀会平成31年釡石市新年交賀会平成31年釡石市新年交賀会

　パソコンやスマートフォンから
「宝くじ公式サイト」で宝くじを
購入できるようになりました。抽
せん結果の確認や当せん金の受け
取りなどもインターネット上でで
きます。
公式サイト
https://www.takarakuji-official.jp/
問い合わせ　宝くじコールセン
ター（☎0570-01-1192　月～金
曜日10時30分～18時30分　※祝
日、年末年始を除く）

「宝くじ公式サイト」で「宝くじ公式サイト」で「宝くじ公式サイト」で
宝くじを販売しています宝くじを販売しています宝くじを販売しています

　弁護士が中立・公正な立場で当事
者間の紛争解決のお手伝いをしま
す。まずは電話でご予約ください。
受付時間　月～金曜日９時～17
時（祝日、年末年始を除く）
費用　無料
※相談になじまない場合もあります
問い合わせ　交通事故紛争処理
センター仙台支部（☎022-263-
7231）

題で
お困りの人へ

交通事故の損害賠償問題で交通事故の損害賠償問題で交通事故の損害賠償問題で
お困りの人へお困りの人へ

　労働保険は政府が管理、運営
する強制的な保険です。労働者
（パート、アルバイトを含む）を
１人でも雇っていれば加入する必
要があります。
問い合わせ　岩手労働局総務部
労働保険徴収室（☎019-604-
3003）、釡石労働基準監督署（☎
23-0651）、釡石公共職業安定所
（☎23-8609）

労働保険に加入しましょう
事業主の皆さんへ事業主の皆さんへ事業主の皆さんへ

労働保険に加入しましょう労働保険に加入しましょう

　年末は、くみ取りの申し込みが
多くなります。年末のくみ取りを
希望する人は早めにお申し込みく
ださい。
申込期限　12月10日㈪
申し込み　釡石清掃企業㈱（☎23-
7520）
問い合わせ　市環境課（☎27-8453）

年末のくみ取りはお早めに年末のくみ取りはお早めに年末のくみ取りはお早めに

　北朝鮮当局による人権侵害問
題への認識を深め、国際社会と
連携した実態解明とその抑止を
目的としています。
　警察は「北朝鮮による拉致容疑
事案及び拉致の可能性を排除でき
ない事案」について、関係機関と
連携を図りながら捜査、調査を
行っています。
問い合わせ　釡石警察署（☎25-
0110）

12月10日～16日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12月10日～16日は12月10日～16日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間北朝鮮人権侵害問題啓発週間北朝鮮人権侵害問題啓発週間

価格（消費税込み）岩手県民手帳：
700円、岩手県能率手帳：800円
販売期限　平成31年１月22日㈫
※各手帳のサイズや内容はお問い
合わせください
問い合わせ　市総合政策課（☎27-
8413）

2019年版岩手県民手帳・2019年版岩手県民手帳・2019年版岩手県民手帳・2019年版岩手県民手帳・
岩手県能率手帳を販売しています岩手県能率手帳を販売しています

支給日　12月11日㈫
対象月　８月～11月分
※支給額や支給要件など詳しくは
お問い合わせください
問い合わせ　市子ども課（☎22-5121）

児童扶養手当を支給します児童扶養手当を支給します児童扶養手当を支給します児童扶養手当を支給します

【橋野鉄鉱山インフォメーション
センター　☎54-5250】
冬期休館期間　12月10日㈪～平
成31年３月31日㈰
※12月９日㈰までは無休。開館
時間：９時30分～16時30分。入
館料：無料
※橋野鉄鉱山は、冬季は積雪のた
め、見学が困難です
【旧釡石鉱山事務所　☎55-5521】
冬期休館期間　12月10日㈪～平
成31年３月31日㈰
※12月９日㈰までは火、水曜日
休館。開館時間：９時30分～16
時30分（最終入館16時）。入館
料：大人300円、小中学生100円
問い合わせ　市世界遺産課（☎22-
8846）

【冬期休館情報】橋野鉄鉱山インフォ【冬期休館情報】橋野鉄鉱山インフォ
メーションセンター、旧釡石鉱山事務所メーションセンター、旧釡石鉱山事務所 ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
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《訂正とおわび》
　広報かまいし11月15日号15ページ
「第41回『かまいしの第九』演奏会を
開催します」の記事中、入場料「高校
生以下800円」は正しくは「500円」
でした。また、20ページ「姉妹都市
ディーニュ・レ・バン市訪問報告」の
記事７行目「釡石出身」は、正しくは
「ディーニュ・レ・バン市出身」でし
た。訂正しておわびします。

　以前、林業の仕事に従事し、当
時林退共制度に加入していた人
で、退職金請求手続きをした心当
たりのない人は、お気軽にお問い
合わせください。
問い合わせ　（独）勤労者退職金
共済機構林業退職金共済事業本部
（☎03-6731-2889）

忘れていませんか　林業退職金忘れていませんか　林業退職金忘れていませんか　林業退職金
共済制度（林退共）の退職金請求共済制度（林退共）の退職金請求

応募資格　岩手県出身者で大学
院、大学、短期大学、専修学校（専
門課程）に通学する向学心に富み、
社会性を備えた身体健康な人
募集人員　男女各15人程度
選考方法　書類審査と面接
盛岡面接日（場所：アイーナ）と
受付期間　①面接日：平成31年
２月16日㈯／受付期間：１月21
日㈪～２月12日㈫②面接日：平
成31年３月８日㈮／受付期間：
２月18日㈪～３月４日㈪
※応募方法や東京面接（随時）な
ど詳しくはホームページ（http://
www.gakuseikaikan-iwate.
or.jp/）をご覧いただくか、お問
い合わせください
問い合わせ　（公財）岩手県学生援
護会　岩手県学生会館（〒171-
0043　東京都豊島区要町2-5-5
☎03-3972-4783）

【募集】平成31年度岩手県【募集】平成31年度岩手県【募集】平成31年度岩手県【募集】平成31年度岩手県
学生会館（学生寮）入寮生学生会館（学生寮）入寮生

人権擁護委員による出張相談会
日時　12月７日㈮10時～15時
場所　中妻公民館
内容　性別や国籍による差別、職
場での嫌がらせ、いじめ、家庭内
暴力など
問い合わせ　市生活安全課（☎
27-8451）

なんでも相談会
日時　12月８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
など
問い合わせ　岩手県行政書士会事
務局（☎019-623-1555）

休日納税相談
日時　12月15日㈯、16㈰９時～
15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-
8417）

住宅再建相談会
日時　12月16日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時
場所　青葉ビル
内容　公的支援制度、住宅融資、
住宅再建関係、弁護士相談、「住
まいの復興給付金」申請相談など
問い合わせ　市生活支援室（☎
22-1171）※次回は１月27日㈰
に青葉ビルで開催

行政相談
日時　12月20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
問い合わせ　岩手行政監視行政相
談センター（☎0570-090110）

青葉通り子どもの相談室
日時　月・火・木・金曜日10時
～17時 ※電話相談　月～金曜日
10時～17時 ※祝日、12月29日
㈯～平成31年１月３日㈭を除く
場所　青葉ビル
内容　子育てに関する不安や悩み事
相談先・問い合わせ　同相談室
（☎080-5737-1206）

ふくしトピック⑥　ひとにやさしい駐車場利用証制度をご存じですか？
　県は歩行が困難な人の外出を
支援するため、一定の要件に該
当する人に利用証を交付してい
ます。利用証をお持ちの人は、
県と協定を締結した施設の、車
いす用駐車区画を優先的に利用
できます。（例：市役所第一庁
舎、釡石地区合同庁舎、県立釡
石病院など）
●対象　歩行困難などにより車
いす用の駐車場を必要とする人
●必要書類　申請書の他、次の
書類が必要です
○障害者手帳（身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳）をお持ちの人：各障
害者手帳
○要介護認定の結果が「要介護

1」以上の人：介護保険被保険
者証
○出産予定日前後12週間以内ま
たは出産後12週間以内の妊産
婦：母子健康手帳
○難病のため医療費助成を受け
ている人：特定医療費（指定難
病）受給者証
○けがや病気のため一時的に車
いすなどを使用する人：身分証
明書と６カ月以内に発行された
歩行困難についての医師診断書
※代理の人が手続きをする場合
は、手続きする人の身分証明書
が必要です
※障がいの等級などによって対
象外となることがあります。詳
しくはお問い合わせください

申し込み・問い合わせ　県沿岸広域振興局 保健福祉環境部 福祉課　☎25-2713

講習期間　平成31年１月11日㈮
～22日㈫のうち７日間
場所　釡石高等職業訓練校他
対象　普通運転免許を持つ55歳以
上で、求職中の人
定員　10人
受講料　無料
申込期限　12月26日㈬17時
※平成31年１月８日㈫13時から
釡石高等職業訓練校で受講説明会
（参加必須）を開催します
申し込み・問い合わせ　日建学院
盛岡校（☎019-659-3900）

【募集】厚生労働省岩手労働局委託【募集】厚生労働省岩手労働局委託
フォークリフト運転講習受講者フォークリフト運転講習受講者

　平成29年度釡石市情報公開制
度の利用状況は次のとおりです。
請求方法など詳しくはお問い合わ
せください。
【市長への請求】
請求件数 開示 非開示
31件 26件 ４件

【その他の機関への請求】
請求件数 開示 非開示
７件 ７件 ０件

※請求件数には取り下げ件数を含
む。開示には一部開示を含む
問い合わせ　市広聴広報課（☎
27-8419）

の利用状況をお知らせします
平成29年度釡石市情報公開制度平成29年度釡石市情報公開制度
の利用状況をお知らせしますの利用状況をお知らせします
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