市営住宅などの入居者を募集します
●入居者を募集する市営住宅など
住宅名

募集戸数

【市営住宅】洞泉

３Ｋ：１戸

【市営住宅】野田

３Ｋ：１戸

【改良住宅】ニュータウン

３Ｋ：１戸

【復興住宅】日向復興住宅

２DK：１戸
３DK：８戸

【復興住宅】片岸復興住宅（戸建て）

１LDK：１戸

【復興住宅】箱崎復興住宅（戸建て）

２LDK：１戸

〇洞泉、野田、ニュータウンにエレベーターはありません
〇片岸、箱崎復興住宅（戸建て）は、ペットの飼育が可能です
〇今回、入居者を募集する復興住宅は、被災していない人も申し込
みできます
●受付期間
９月30日㈪〜10月11日㈮ 土・日曜日、祝日を除く
●入居予定日
11月1日㈮
※この日に入居しない場合も、この日から家賃は発生します
●申込方法
所定の手続きが必要ですので、まずはお問い合わせください
●その他
申し込み多数の場合は、抽選となります
入居の際には、連帯保証人が必要です
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（受付時間９時〜17時）
大町１‑４‑７ 大町復興住宅４号棟１階 ☎55‑5742

計量器定期検査を実施します
商店で取引用に使用するはかりや学校や病院などで体重測定に使
用するはかりなどは、計量法で定期検査を受けることが義務付けら
れています。該当者は必ず受検してください。
はかり、計量器定期検査通知書（はがき）、印鑑、手

○持参するもの
数料
○検査日程
期

日

時

間

場

所

11：00〜11：20 栗林小学校前
10月
13：30〜13：50 栗橋公民館前
28日㈪
14：30〜16：30 片岸集会所
9：00〜11：30 唐丹町漁協 購買部前
10月
13：30〜14：30 小佐野コミュニティ会館
29日㈫
15：30〜16：30 洞関地区コミュニティ消防センター前
10月
9：00〜11：30 沿岸広域振興局 正面玄関ロビー
30日㈬ 13：30〜16：00 釜石・大槌地域産業育成センター前
10月
9：00〜11：30
シープラザ釜石 ２階 アイディアフロア
31日㈭ 13：30〜15：30
問い合わせ
13
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☎27‑8451

【募集】第18回
「北方領土の日」
ポスターコンテスト作品

2019年 第22回３鉄まつり
を開催します

２月７日は北方領土の日です。
北方領土を広く周知し、関心を高
めるためのポスターデザインを募
集します。
応募期限 10月18日㈮
※応募方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください
問い合わせ 北海道総務部北方領
土対策本部（☎011‑204‑5069）

三陸鉄道㈱、JR東日本、岩手開
発鉄道㈱の３社による合同企画で
す。
日時 ９月21日㈯10時〜15時
場所 盛駅前（大船渡市）他
内容 沿線園児ダンス大会、三鉄
車両運転体験（※）、レールスター
乗車体験など
※要予約。対象は小学４年生以上
で小学生は保護者同伴。体験料
8,000円。定員５人
問い合わせ 三陸鉄道㈱大船渡派
出所（☎0192‑27‑9669）

総務省 統一QR「JPQR」
普及事業 実施中！
現金を使わずに買い物ができる
スマホ決済をご存じですか。現在
のスマホ決済は、各社がばらばら
に参入し、消費者から使いにくい
という声があります。今回、総務
省の主導で、各社の二次元コー
ドを一つにまとめた統一コード
「JPQR」の実証実験が始まりま
した。一つの二次元コードで最大
7社の決済サービスを利用できま
す。この機会にスマホ決済をご利
用ください。
期間 ８月１日㈭〜令和２年１月
31日㈮
エリア 岩手県、長野県、和歌山
県、福岡県の全域
※詳しくはホームページ（https://
jpqr-start.jp）をご覧ください
問い合わせ 県経営支援課（☎
019‑629‑5545）

9月の休館・臨時開館の
お知らせ
【鉄の歴史館 ☎24‑2211】
休館日 毎週火曜日※ただし、９
月24日㈫は臨時開館
【旧釜石鉱山事務所 ☎55‑5521】
休館日 毎週火・水曜日※ただ
し、９月24日㈫と25日㈬は臨時
開館
【橋野鉄鉱山インフォメーションセ
ンター ☎54‑5250】
休館日 無休
※現地ガイド付き橋野鉄鉱山シャ
トルバス（釜石駅前発、鵜住居駅
経由）を土・日曜日、祝日運行
中。９月24日㈫〜26日㈭は特別
運行します。時間や料金について
はお問い合わせください
橋野鉄鉱山シャトルバス申し込み・
問い合わせ ㈱ 岩手旅行社 （☎
31‑1300）

鵜住居納涼祭
Let's BON Dance 2019
日時 ９月23日（月・祝）17時〜20
時
場所 うのすまい・トモス内
内容 盆踊り大会（餅・パン・菓
子まきもします）
問い合わせ 鵜住居商店会（事務
局長佐々木☎090‑2271‑4251）

えんむすびマルシェ夜市を
開催します
ラグビーワールドカップ2019™
岩手・釜石会場の試合に合わせて
開催します。
日時 ９月25日㈬、10月13日㈰
両日とも15時〜20時30分
場所 釜石大観音仲見世通り
出店 岩間鉄工所、sofo cafe、
高橋葡萄園、はちすずめ菓子店他
問い合わせ 釜石大観音仲見世
リノベーションプロジェクト
（宮崎☎
090‑4857‑5693）

働く婦人の家まつりを
開催します
【スポーツ交流会】
日時 ９月28日㈯10時〜20時30
分
内容 卓球、バウンドテニス、バ
ドミントン
【各自主グループの舞台発表会】
日時 10月５日㈯13時〜15時30
分
内容 合唱やダンス、太極拳など
問い合わせ 市働く婦人の家（☎23‑
2017）

ま

ちのお知らせ
Information

【募集】
釜石市総合振興審議会委員

住宅関係の補助金などの
募集期限を延長します

市は、総合的な計画の策定と市
政の重要事項について調査審議す
るため、
「釜石市総合振興審議会」
を設置しています。復興まちづくり
や次期釜石市総合計画に市民の皆
さんの意見を反映させるため、同審
議会の委員を公募します。
募集人数 ２人程度
任期 委嘱の日から２年間
対象 ①市内に在住または在勤す
る18歳以上の人（令和元年９月１
日現在）②年３回程度、平日昼間
に開催する審議会に出席できる人
※高校生、市議会議員、市職員は
除く
応募期限 ９月25日㈬
応募方法 応募用紙と同意書に必
要事項を記入の上、市総合政策課
へ提出。応募用紙は市総合政策
課、市市民課、各地区生活応援セ
ンターに備え付ける他、市のホー
ムページからダウンロードできま
す。
問い合わせ 市総合政策課（☎27‑
8413）

市が実施する次の住宅関係の事
業の募集期限を９月30日㈪から
10月31日㈭に延長します。助成
を希望する場合、契約や工事前に
手続きが必要ですので、あらかじ
めご相談ください。
●安全安心リフォーム工事助成事業
募集件数 先着８件
●木造住宅耐震診断等事業
募集件数 先着５件
●木造住宅耐震補強工事助成事業
募集件数 先着１件（予算の範
囲内）
問い合わせ 市都市計画課（☎27‑
8435）

【募集】
ほいくしカフェ参加者
潜在保育士の再就職を支援しま
す。保育に関する情報提供や再就
職した保育士から働き方などの話
を聞きます。お子さん連れの参加
も歓迎です。
※託児はありません
日時 10月４日㈮10時30分〜12
時
場所 上中島こども園 子育て支
援室
対象 保育士資格を持ち、現在、
保育士として働いていない人
費用 無料
申込期限 10月３日㈭
申し込み 岩手県保育士・保育
所支援センター（☎019‑637‑
4544）

【募集】
「いわて震災小説2020」掌編小説
作品の要件 東日本大震災および
震災以降の情景や心の動き、未来
に向けての思いなどをテーマとし
た未発表の掌編小説。2,000字以
内。応募は１人１編とする
対象 県内在住または在住経験者
など岩手ゆかりの人
応募期限 10月31日㈭消印有効
※入選作品は「いわて震災小説
2020」として発行
※応募方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください
問い合わせ NPO法人いわてアー
トサポートセンター（☎019‑604‑
9020）

９月は
船員労働安全衛生月間です
船舶所有者、船員の皆さんは各
船で安全衛生の点検を行い、災
害、疾病の撲滅に積極的に取り組
みましょう。
スローガン 「元気に乗船 無事故
で下船 笑顔で帰宅のゼロ災害」
問い合わせ 東北運輸局岩手運輸
支局宮古庁舎（☎0193‑62‑3500）
広報かまいし 2019.9.15
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人権相談
日時 10月４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 10月10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
多重債務弁護士無料相談
（要予約）
日時 10月15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）
交通事故相談（要予約）
日時 10月29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
定員 先着３人
申し込み 市消費生活センター（☎
22-2701）

一人で悩まず、まずは相談
消費者ホットライン188
契約や悪徳商法によるトラブ
ル、製品を使用しての事故など
の相談は、消費者ホットライン
「188」（局番なし）にお電話く
ださい。お近くの消費生活セン
ターや国民生活センターなどの相
談窓口におつなぎします。
問い合わせ 市消費生活センター
（☎22-2701）

合同労働相談会
（予約優先）
日時 10月６日㈰10時〜15時（受
付は14時まで）
場所 アイーナ（盛岡市）
内容 パワハラ、退職、解雇など
労働問題全般
対応 弁護士、社会保険労務士など
申し込み 岩手労働委員会事務局
（☎0120-610-797）
※電話相談 同日９時〜16時
岩手労働局職員が対応します（☎
0120-980-783、☎019-6043002）
全国一斉!法務局休日相談所
（予約優先）
日時 10月６日㈰10時〜16時
場所 ①盛岡地方法務局本局②盛
岡地方法務局宮古支局
内容 登記、相続、戸籍、近隣問
題、いじめ・差別問題など
対応 弁護士、司法書士、土地家
屋調査士、公証人など
※同法務局本局では、相続セミ
ナーを同日10時30分から開催しま
す（無料・先着30人）
申し込み ①同法務局本局（☎
019-624-9861）②宮古支局（☎
0193-62-2337）

休日

曜日

６

日

13
14

期日 ９月26日㈭、27日㈮、30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）

22

休日納税相談

27

釜石市の人口と世帯（８月）
男

15,779人（−

女

26人）

17,433人（−

8人）

合

計

33,212人（−

34人）

世

帯

16,393世帯（−

6世帯）
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行政書士 暮らしと事業の
無料相談会
日時 10月１日㈫10時〜15時
場所 プラザおでって（盛岡市）
内容 相続、遺言、土地の活用、各
種書類の作成など
※電話相談は同日10時〜16時
問い合わせ 岩手県行政書士会事
務局（☎019-623-1555）
公証相談
（要予約）
日時 10月３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（☎019363-4431）

休日当番医・薬局・歯科医（10月）

20

今 月 の 【国民健康保険税３期】
納 税 納期限＝９月 30 日㈪

岩手弁護士会無料法律相談
（要予約）
日時 ９月25日㈬、10月９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）

【募集】北方領土に関する全国
スピーチコンテスト作品

片岸地区の街区公園整備説明会・
意見交換会（２回目）を開催します

国民健康保険被保険者証は
10月1日に更新されます

（独）北方領土問題対策協会は、
北方領土について広く認識し、返
還に対し関心を高めてもらうた
め、中学生を対象としたスピーチ
コンテストを実施します。
作品の要件 400字詰め原稿用紙
４枚程度、未発表で自作のもの
応募期限 10月31日㈭
※詳しくはホームページをご覧く
ださい
問い合わせ 令和元年度北方領土
に関する全国スピーチコンテスト
事務局（☎03‑5966‑5784）

日時 ９月21日㈯18時〜
場所 片岸集会所
問い合わせ 市都市整備推進室
（☎27‑8437）

新しい保険証は９月下旬に住民
登録をしている住所に郵送しま
す。なお、次の場合は市市民課国
保年金係または各地区生活応援セ
ンター（釜石地区を除く）で手続
きをしてください。
①勤め先の社会保険などに加入し
ているが、国民健康保険被保険
者証が届いた場合
持参する物：社会保険などの保
険証または資格取得証明書、印
鑑
②マル学の被保険者証をお持ちの
場合
持参する物：在学証明書（原本）
または学生証（写し可）、印鑑
※国民健康保健税を滞納している
世帯で「資格証明書」「短期被保
険者証」に該当する場合は、個別
に案内します
問い合わせ 市市民課（☎27‑8450）

日
月・祝
日
火・祝
日

休日

曜日

６

日

13

日

20
27

当番医・当番薬局
堀耳鼻咽喉科眼科医院
パルム薬局
釜石のぞみ病院
はまゆり調剤薬局
小泉医院
ハロー薬局
神林医院
中田薬局松倉店
藤井小児科内科クリニック
菊屋薬局
はまと神経内科クリニック
リリーフ薬局
当番歯科医

所在地
只越町
大渡町
中妻町
甲子町
大槌町
鵜住居町

電話番号
☎22‑1005
☎22‑3353

☎23‑5157

移動図書館「しおかぜ」

10月巡回日程

※交通事情により多少のずれが生じることがあります

１日㈫
かまいしこども園

9:00〜 9:30

天神町 仮設団地

9:50〜 10:20

☎27‑8462
11日㈮

18日㈮

源太沢公園前

10:00〜 10:30

キクコーストア釜石松倉店前

昭和園クラブハウス

10:45〜 11:15

唄貝 チビッコ広場前

働く婦人の家

11:30〜 12:00

大松地区コミュニティ消防センター前 10:45〜 11:05

9:10〜 9:40
10:05〜 10:35

中小川 カサ･デ･ファミリア前 13:20〜 13:50

洞泉 市営住宅前

桜木町サポートセンター付近 14:00〜 14:30

洞関地区コミュニティ消防センター前 13:35〜 14:05

12日㈯

11:15〜 11:45

23日㈬

青葉ビル

9:10〜 9:40

桜木町仮設団地

9:20〜 9:40

10:30〜 11:00

☎23‑8455

大只越 市営住宅付近

9:50〜 10:20

鈴子町 ステーションホテル駐車場 10:00〜 10:30

平田 復興公営住宅前

11:20〜 11:50

県営上平田アパート4号棟前 10:45〜 11:15

釜石情報交流センター駐車場 10:45〜 11:05

☎23‑6635

県水産技術センター

12:00〜 12:30

上平田 教職員アパート駐車場 11:20〜 11:50

大渡町 工藤駐車場（釜小入り口） 12:15〜 12:45

旧尾崎小学校前

13:50〜 14:20

上中島町 仮設団地談話室前 13:00〜 13:30

釜石小学校

☎23‑1230
☎42‑7788
☎42‑3526
☎29‑1212
☎29‑1555
電話番号

大字平田

☎36‑1182

近藤歯科医院

大槌町

☎42‑7667

かっし歯科医院

甲子町

☎25‑2785

日

ささき歯科医院

鵜住居町

☎29‑1222

日

鈴木歯科医院

中妻町

☎23‑5908

やえがし歯科医院

市選挙管理委員会事務局

只越 復興住宅 1号棟前

所在地

※診療時間９時〜12時。13日㈰のみ
13時〜16時も診療します

日時 10月３日㈭15時〜
場所 釜石保健所犬抑留所（鵜住
居町２‑44‑７）※申し込み不要
問い合わせ 釜石保健所（☎27‑
5523）

11月10日㈰に釜石市長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。
日時 10月６日㈰ 10時30分〜
場所 市役所第４庁舎 ３階 第７会議室

☎31‑2300
☎24‑3671

動物慰霊祭を開催します

釡石市長選挙立候補手続き説明会を開催します

問い合わせ

夜間納税相談

日時 ９月29日㈰９時〜15時
場所 市役所税務課
問い合わせ 市税務課（☎27‑8417）

各種相談

３日㈭

松倉新日鉄アパート前（3号棟付近） 13:45〜 14:15

栗橋地区生活応援センター前 10:00〜 10:30

16日㈬

上栗林地区集会所前

10:45〜 11:15

かまいしワーク･ステーション

釜石地区合同庁舎

12:00〜 12:30

五葉寮前

４日㈮
浜町 篠原浩さん宅前
松原公園付近

9:20〜 9:45
10:00〜 10:20

平田地区生活応援センター 10:40〜 11:00
SMC㈱釜石 第1工場

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

鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟） 11:05〜 11:30

甲子地区生活応援センター前 11:15〜 11:45
30日㈬

鵜住居 田郷地区（仮設C･D棟） 11:35〜 11:55
澤口製パン前
鵜住居公民館前

13:00〜 13:30

大平町 望洋ケ丘集会所前

13:40〜 14:10

唐丹公民館前

10:05〜 10:30

平田駅前

10:50〜 11:20

17日㈭
鵜住居町 日向アパート前

9:30〜 10:00

10:45〜 11:15

鵜住居幼稚園

10:10〜 10:50

上平田ニュータウン集会所前 11:25〜 11:55

鵜住居小学校

10:55〜 11:25

大平下水処理センター駐車場 12:05〜 12:35

栗林小学校前

12:40〜 13:30

岩手トヨペット㈱釜石支店 13:30〜 13:50

栗林町 仮設団地前

13:35〜 14:00

釜石市福祉作業所

砂子畑集会所前

14:15〜 14:40

14:30〜 14:45

甲子町 第2仮設団地（大畑南）
10:25〜 10:55

12:15〜 12:45

９日㈬
あいぜんの里

9:45〜 10:15

13:00〜 13:30
25日㈮

9:20〜 9:45

岩手大学 釜石キャンパス 13:00〜 13:30

図書館 10月の休館日
７日、14日、15日、21日
22日、28日
問い合わせ

図書館（☎25‑2233）

）は前月比

広報かまいし
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