
釡石市の人口と世帯（３月）
男 15,867人（－ 149人）
女 17,570人（－ 158人）

合　計 33,437人（－ 307人）
世　帯 16,424世帯（－ 85世帯）

※（　）は前月比

休日納税相談
期日　４月20日㈯、21日㈰
時間　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

夜間納税相談
期日　４月24日㈬、25日㈭、26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）

今月の
納　 税

【固定資産税１期】
納期限＝５月７日㈫

８日㈬
あいぜんの里 10:45～ 11:15
上平田ニュータウン集会所前 11:25～ 11:55
大平下水処理センター駐車場 12:05～ 12:35
岩手トヨペット㈱釡石支店 13:30～ 13:50
釡石福祉作業所 14:30～ 14:45

９日㈭
栗橋地区 生活応援センター前 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

10日㈮
キクコーストア釡石松倉店前 9:10～ 9:40
唄貝 チビッコ広場前 10:05～ 10:35
大松地区コミュニティ消防センター前 11:20～ 11:50
洞泉 市営住宅前 13:00～ 13:25
洞関地区コミュニティ消防センター前 13:35～ 14:05

11日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
大只越 市営住宅付近 9:50～ 10:20
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
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）13:45～ 14:15

14日㈫
かまいしこども園 9:10～ 9:40
天神町 仮設団地 9:50～ 10:20
只越 復興住宅 1号棟前 10:30～ 11:00
平田 復興公営住宅前 11:20～ 11:50
県水産技術センター 12:00～ 12:30
旧尾崎小学校前 13:50～ 14:20

15日㈬
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 11:30～ 12:00
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 14:10～ 14:40

16日㈭
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･ファミリア前 13:20～ 13:50
桜木町サポートセンター付近 14:00～ 14:30

17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
釡石情報交流センター駐車場 10:45～ 11:05
大渡町 工藤駐車場（釡小入り口） 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:00～ 13:30

21日㈫
大平町 望洋ケ丘集会所前 9:20～ 9:45
唐丹公民館前 10:00～ 10:25
平田駅前 10:50～ 11:20
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30

22日㈬
甲子町 第2仮設団地（大畑南） 9:10～ 9:35
大畑団地集会所前 9:45～ 10:10
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前 11:15～ 11:45

24日㈮
鵜住居町 日向アパート前 9:30～ 10:00
鵜住居小学校 10:10～ 10:50
鵜住居幼稚園 10:55～ 11:25
栗林小学校前 12:40～ 13:30
栗林町 仮設団地前 13:35～ 14:00
砂子畑集会所前 14:15～ 14:40

28日㈫
浜町 篠原浩さん宅前 9:20～ 9:45
松原公園付近 10:20～ 10:40
平田地区生活応援センター 11:00～ 11:20
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45

移動図書館「しおかぜ」 ５月巡回日程

図書館　５月の休館日
１日、６日、７日、13日、20日、27日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

※交通事情により多少のずれが生じることがあります

《訂正とおわび》
　広報かまいし４月１日号２ページ「奨
学金を貸与します」の記事中「歯科技
師」は正しくは「歯科技工士」でした。
また、５ページ「開通記念講演会」の記
事中「㈱青木土木代表取締役社長」
は正しくは「㈱青紀土木代表取締役社
長」でした。訂正しておわびします。

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　東日本大震災で住宅を失った
世帯を対象に入居者を募集しま
す。 

住宅名 募集戸数

上中島1号棟 １LDK：１戸
２LDK：４戸

野田 ３DK  ：１戸
只越3号棟 ２LDK：１戸
天神 ２LDK：１戸
大只越2号棟 ２LDK：１戸
浜町 ２LDK：２戸
※単身世帯は２LDK、３DKの申
し込みはできません
※ペットの飼育はできません
※申し込みの要件など詳しくはお
問い合わせください
申し込み・問い合わせ　（一財）
岩手県建築住宅センター沿岸支所
（☎55-5742　月～金曜日、祝
日を除く9時～17時）

【募集】
復興公営住宅の入居者

　任期は平成34年3月までです。
【農業委員】 ※敬称略

氏名 担当地区
小笠原房子 栗林町
鹿沼久悦 鵜住居町
佐々木かよ 橋野町
佐々木四郎 甲子町
佐々木智勇 甲子町
鈴木賢一 唐丹町
二本松誠 鵜住居町
藤原元助 橋野町
前川訓章 栗林町
宮田キナヱ 上中島町
【農地利用最適化推進委員】

氏名 担当地区
小澤修 鵜住居町
川崎公夫 栗林町
菊池康夫 橋野町
久保公正 唐丹町
佐々木耕太郎 甲子町
※平田地区は唐丹地区委員が担当
問い合わせ　市農業委員会事務局
（☎22-0166）

農業委員、農地利用最適化
推進委員が決定しました

県営平田アパート
（復興公営住宅）
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各種相談各種相談
住宅再建相談会

日時　４月21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）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　４月24日㈬、５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　５月９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　５月10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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　５月14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）

宮古児童相談所巡回相談
日時　５月14日㈫10時～15時
場所　市保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育について
の助言・指導、必要に応じて医学的・
心理学的判定を実施
申込期限　４月26日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

出張年金相談（要予約）
日時　５月16日㈭10時～15時30分
場所　青葉ビル 
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　基礎年金番号が分かるも
のを用意し、宮古年金事務所（☎
0193-62-1963）で電話受け付け

交通事故相談（要予約）
日時　５月21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）

休日当番医・薬局・歯科医（５月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

1 水
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455

2 木
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

3 金
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

4 土
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

只越調剤薬局 ☎22-3353

5 日
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

6 月
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

12 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

19 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

26 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

おおぞら薬局 ☎31-2030
休日 曜日 当番歯科医 ※診療時間９時～12時 所在地 電話番号
5 日 瓦田歯科医院分院 小川町 ☎23-6275
12 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
19 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
26 日 釡石ひまわり歯科クリニック 大町 ☎22-4182

平田地区旧釡石商業高校跡地周辺で
道路拡幅工事などを施工しています

問い合わせ　市都市整備推進室 区画整理係　☎27-8437

　道路拡幅工事および
公園の整備、復興公営
住宅入り口付近の排水
路の改修工事を行って
います。
　現場の状況によって
一時的に工事区間の道
路の通行止めをする可
能性があります。安全の
ため工事期間中は、仮
設団地内を通る迂

う
回
かい
路

の通行にご協力をお願
いします。
　迂回路は、安全性に
配慮して一方通行の区
間があります。

工事期間
12月下旬まで
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