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第２次募集　医療・福祉関係の学生対象　奨学金を貸与します
　市は、将来市内の施設で医療・福祉などの従事者として就職しよ
うとする学生に対し、奨学金の貸し付けを行います。この奨学金は
貸付期間に相当する期間、市内の施設で医療、福祉などに従事した
場合、返還が免除されます。
◆対象職種
　①医療分野…看護師、歯科衛生士、歯科技工士、精神保健福祉士
　②介護分野…社会福祉士、介護福祉士
　③保育・教育分野…保育士、幼稚園教諭、保育教諭
◆募集人員
　①②の分野 各３人、③の分野 １人
◆応募期限　9月30日㈪
◆貸付額　毎月５万円
　※申請書類など詳しくはお問い合わせください
　※貸付決定には審査があります
◆申し込み・問い合わせ
　①市地域医療連携室　☎22-0179
　②市高齢介護福祉課 高齢介護係　☎22-0178
　③市子ども課 次世代育成係　☎22-5121

募集期限　７月31日㈬
応募資格　県内に居住する原則18
歳以上の在宅の視覚障がい者、肢
体不自由者、聴覚障がい者（一定
の要件あり）
※補助犬の給付は無償。共同訓練
の費用や食費などの諸経費は自己
負担です
申し込み・問い合わせ　市地域福
祉課（☎22-0177）

【募集】身体障がい者
補助犬の給付候補者

【漢方薬講座】
日時　８月17日㈯10時～11時30分
内容　漢方薬の講話を聞き、葛根
湯を作ります
定員　40人
【知育菓子教室®】
日時　８月17日㈯13時～14時
内容　知育菓子を教材にした実験
教室
対象・定員　小学生50人
【共通】
場所　鵜住居公民館
費用　無料
申込期限　８月５日㈪
申し込み・問い合わせ　鵜住居地
区生活応援センター（☎28-2470）

【募集】
クラシエ「公民館イベント」参加者

日時・内容　①７月31日㈬「ス
トレスとこころの健康」②８月6
日㈫「こころに寄り添うコミュニ
ケーション」③８月28日㈬「自
殺予防の取組みについて」④９月
３日㈫「不安や悩みを抱えている
方への接し方について」他
※時間はいずれも13時30分～
場所　釡石地区合同庁舎
対象　傾聴ボランティア活動を希
望する人や関心のある人
費用　無料
申込期限　７月24日㈬
申し込み・問い合わせ　釡石保健
所保健課（☎25-2710）

【募集】傾聴ボランティア
養成講座受講者

日時　７月29日㈪10時～12時
集合場所　旧釡石鉱山事務所（9
時50分までに集合）
内容　「岩石の種類を学ぶ」釡石
鉱山㈱代表取締役社長 山澤茂行
さん、岩石の標本箱作り
定員　30人（どなたでも）
費用　大人300円　小・中学生
100円
申込期間　７月16日㈫～24日㈬
申し込み・問い合わせ　市世界遺
産課（☎22-8846）

【募集】旧釡石鉱山事務所
「鉱山（やま）の宝探し」参加者

【発会式】
日時・場所　８月１日㈭19時～
21時　中妻公民館
【練習】
日時・場所　①８月10日㈯15時
30分～17時30分 小佐野コミュニ
ティ会館②８月22日㈭19時～21
時 中妻公民館
※以降の日程は、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、楽譜など実費負担あり
申し込み・問い合わせ　「かまい
し第九」実行委員会（木下☎23-
8047　受付９時～18時）

【募集】2019「かまいしの第九」
の会メンバー

日時　７月28日㈰13時～15時
場所　青葉ビル
内容　岩手大学准教授　堀久美さ
んによる講演。性別による役割分
担意識について、身近な出来事を
例にみんなで考えます
定員　40人程度
費用　無料
申込期限　７月25日㈭
申し込み・問い合わせ　市総合
政策課 男女共同参画室（☎27-
8413）、NPO法人カリタス釡石
（☎27-9030）

【募集】
女性活躍推進セミナー参加者

日時　７月20日㈯、21日㈰10時
～15時
場所　青ノ木ラベンダー園（橋野
鉄鉱山インフォメーションセン
ター隣）
内容　ラベンダー１束300円で販
売（刈り取り体験料含む）
問い合わせ　栗橋地区まちづくり
会議事務局（☎57-2111）

はしの四季まつり
～ラベンダーまつり～

問い合わせ　市税務課 市民税係　☎27-8417

問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　☎27-8462

令和元年度国民健康保険税のお知らせ

釡石市議会議員選挙立候補手続き説明会を開催します

　親子で磯遊びを楽しみませんか。
※雨天中止
日時　８月４日㈰10時～12時
場所　愛の浜海水浴場（両石町）
対象　就学前の子と保護者
費用　無料
服装　濡れてもいい服装、アクア
シューズ（濡れてもいいスニー
カー）、帽子
持ち物　着替え、タオル、飲み
物、弁当（お持ちの場合は水中
ゴーグル、虫かご、網）
申込期限　７月29日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【募集】「かまいし森のようちえん
2019夏」参加者

　国民健康保険（国保）の加入者間の保険税負担の公平確保と保険
税負担の軽減を図るため、国保税の見直しが行われました。

　９月８日㈰に釡石市議会議員選挙が執行されます。立候補手続き
などに関する説明会を開催しますので、立候補を予定している人は
出席してください。
　なお、説明会には１人の立候補予定者につき、立候補予定者、総
括主宰者、選挙運動関係者のうち２人まで出席できます。
日時　８月４日㈰10時30分～
場所　釡石・大槌地域産業育成センター（大字平田）

※ 旧国保加入者…75歳を迎えるなどの理由により後期高齢者医療制
度に移行した国保加入者

課税限度額の引き上げ
　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す。このう
ち、医療給付費分の課税限度額が引き上げられました。

注意事項
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。必ず申告をしてください
③ 国保加入者に異動があった場合などは、軽減判定の見直しを行い
ます
その他
　納期ごとの分割金額の端数計算を見直し、各納期の税額を平準化
しました。

世帯の所得に応じた軽減措置が拡大
　国保税の軽減判定の対象となる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。

（課税限度額）
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

改正前 58万円 19万円 16万円
改正後 61万円 19万円 16万円

（改正前）
軽減 基準所得金額
７割 33万円以下
５割 33万円＋27.5万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下
２割 33万円＋50万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下

（改正後）
軽減 基準所得金額
７割 33万円以下
５割 33万円＋28万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下
２割 33万円＋51万円×（国保加入者数＋旧国保加入者数）円以下

日時　９月21日㈯９時～
場所　雫石総合運動公園陸上競技
場（雫石町）
種目　60m走、玉入れなど
対象　昭和35年４月１日以前に
生まれた人
申込期限　７月22日㈪
申し込み・問い合わせ　市高齢
介護福祉課（☎22-0178）、市老
人クラブ連合会事務局（☎27-
8112）

【募集】第31回岩手県いきいき
シニアスポーツ大会参加者

日時　１回目（構成、下絵）：７
月26日㈮９時30分～11時30分、
２回目（製本）：８月２日㈮９時
30分～12時
場所　図書館２階視聴覚室
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
費用　500円（材料費）
申し込み・問い合わせ　図書館
（☎25-2233）

【募集】
手づくり絵本教室参加者

日時　７月20日㈯10時～15時
場所　県水産技術センター
内容　プランクトンのプラバンス
トラップづくり、海の生き物クイ
ズ、調査船「岩手丸」の見学など
問い合わせ　県水産技術センター
（☎26-7914）

県水産技術センター
一般公開デー
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１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

２日㈮
浜町 篠原浩さん宅前 9:20～ 9:45
松原公園付近 10:00～ 10:20
平田地区生活応援センター 10:40～ 11:00
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45

６日㈫
かまいしこども園 9:00～ 9:30
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

８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

９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

10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 10:45～ 11:15
上平田 教職員アパート駐車場 11:20～ 11:50
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㈬
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

21日㈬
かまいしワーク･ステーション 9:30～ 10:00
五葉寮前 10:20～ 10:50
鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟） 11:05～ 11:30
鵜住居 田郷地区（仮設C･D棟） 11:35～ 11:55
澤口製パン前 13:00～ 13:30
鵜住居公民館前 13:40～ 14:10

23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

27日㈫
鵜住居町 日向アパート前 9:30～ 10:00
鵜住居幼稚園 10:10～ 10:50
鵜住居小学校 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㈬
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

29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

移動図書館「しおかぜ」 ８月巡回日程

図書館　８月の休館日
５日、12日、13日、19日、26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

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　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　釡石清掃企業㈱（☎
23-7520）
問い合わせ　市環境課（☎27-
8453）

お盆前のくみ取りは
お早めに!!

　県と市は、青少年の健全育成と
非行防止対策を推進するため、青
少年育成委員を設置しています。
※任期　令和３年３月31日まで
【県青少年育成委員】
寺田恵美子さん（釡石中学校区）
鈴木みどりさん（甲子中学校区）
下村惠壽さん（唐丹中学校区）
福田博さん（大平中学校区）
市川淳子さん（釡石東中学校区）
【市青少年育成員】
佐々木春美さん
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

青少年育成委員を紹介します

　総合的な子育て支援のため、８
月１日から小学生も医療費助成制
度の「現物給付」の対象となりま
す。
変更内容　県内医療機関の窓口で
の負担が自己負担額までとなりま
す。
※必ず７月下旬に郵送する受給者
証を医療機関に提示してくださ
い。県外受診や受給者証を提示し
なかった場合は、今までどおり償
還払いとなります
問い合わせ　市市民課医療給付係
（☎27-8450）

医療費助成制度　8月1日から
小学生の給付方法が変わります

実施時期　８月１日㈭～(実施地
域によって異なります)
実施地域　東部ニューギニア、ト
ラック・パラオ諸島、マリアナ諸
島、フィリピン、ミャンマーなど
対象　戦没者の遺児
参加費　10万円
申し込み　（一財）岩手県遺族連合
会（☎019-651-8411）
問い合わせ　(一財)日本遺族会事
務局（☎03-3261-5521）

【募集】「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」参加者

　県の砂浜再生事業で再生した砂
浜を一部利用し、海開きを行いま
す。
遊泳可能期間　７月20日㈯～8月
12日（月・祝）10時～16時
※７月20日㈯９時15分から安全
祈願祭を行います
※天候や砂浜の状態などにより、
遊泳禁止になる場合があります
問い合わせ　市商業観光課（☎
27-8421）

7月20日㈯根浜海岸海水浴場
海開き（一部区間）

日時　８月３日㈯10時～14時
場所　日向ダム
内容　ダム施設一般開放、湖面パ
トロール、木工教室、ニジマスつ
かみ取り
費用　無料
問い合わせ　県沿岸広域振興局土
木部（☎27-5572）

日向ダム湖畔の集い

各種相談各種相談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　７月24日㈬、８月７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１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
日時　８月２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）

出張年金相談（要予約）
日時　８月８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　８月20日㈫13時～15時
場所　市消費生活センター
定員　先着３人
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）
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）

釡石市の人口と世帯（６月）
男 15,830人（－ 25人）
女 17,487人（－ 14人）
合　計 33,317人（－ 39人）
世　帯 16,420世帯（－ 20世帯）

※（　）は前月比

休日納税相談
日時　７月28日㈰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　７月29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）

今月の
納　 税

【固定資産税２期】
【国民健康保険税１期】
納期限＝７月31日㈬

休日当番医・薬局・歯科医（８月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

４ 日
はまと神経内科クリニック

鵜住居町
☎29-1212

リリーフ薬局 ☎29-1555

11 日
国立釡石病院 定内町 ☎23-7111
中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355

12 月
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

18 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

25 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891
休日 曜日 当番歯科医 ※診療時間９時～12時 所在地 電話番号
４ 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
11 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
18 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480
25 日 藤井デンタルクリニック 只越町 ☎27-8841

７月下旬に国保高齢受給者証などを発送します
国民健康保険高齢受給者証
　対象　70歳以上75歳未満の国保加入者
　 　医療機関に支払う一部負担金の割合(※1)「２割」または「３
割」が記載されています。
■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
　 　医療機関に支払う一部負担金の割合(※1)「1割」または「3
割」が記載されています。
　● 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証／限度額適
用認定証も更新します

　 　病院で支払う一部負担金や入院中の食事代が安くなる認定証で
す。継続して該当する人には新しい認定証を送ります。
【後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証】
　 対象　負担割合が１割の人で、非課税世帯の人
【後期高齢者医療限度額適用認定証】
　 対象　負担割合が３割の人のうち、課税所得が145万円以上690
万円未満の人
　●後期高齢者医療保険料について
　 　保険料は前年の所得を基に計算し、個人ごとに決まります。保
険料の基準は県内均一で、２年ごとに見直します。
■問い合わせ　市市民課 医療給付係　☎27-8450
医療費受給者証
　 対象　各医療制度の対象世帯（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）
　〇申請内容に変更がある場合は届け出が必要です
　〇 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
要書類を持参し手続きをしてください

　〇 所得による制限があります。対象外となった世帯には、初年度
のみ通知します

■問い合わせ　市市民課 医療給付係　☎27-8450
※１　一部負担金の割合は、前年の所得と世帯状況により毎年判定します
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