各種相談
人権擁護委員による出張相談会
12月４日㈬〜10日㈫の「人権週間」
にあわせて、相談会を開催します。
日時 12月８日㈰10時〜15時
場所 鵜住居公民館
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14日㈯10時〜15時
場所 シープラザ釜石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）

令和2年釜石市新年交賀会

図書館クリスマス会＆
図書展を開催します

令和２年１月５日㈰から釜石市郷土資料館
入館料が有料になります

日時 令和２年１月６日㈪18時〜
場所 ホテルサンルート釜石
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（市役所第１庁舎２階）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111）

【図書館クリスマス会】
日時 12月14日㈯10時30分〜12時
場所 図書館２階視聴覚室
内容 DVD上映、人形劇上演
（あすなろキャラバン）など
【クリスマス図書展】
期間 12月14日㈯〜25日㈬
場所 図書館１階展示ホール
問い合わせ 図書館
（☎25‑2233）

釜石市郷土資料館の施設の充実
と維持管理のため、これまで無料
だった入館料を有料にします。ご
理解をお願いします。
有料化開始日 令和２年１月５日㈰
入館料（１人当たり） 個人200円／
団体100円（20人以上）
※乳幼児、小中学生、高校生、障
害者手帳をお持ちの人は無料
問い合わせ 市生涯学習文化ス
ポーツ課（☎22‑8835）

消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します
本年10月１日に消費税率が10％に引き上げられると同時に、消
費税の軽減税率制度が実施されました。全ての事業者に関係する制
度のため、次のとおり説明会を開催します。
■対象 事業者（法人・個人を問いません）
■内容 消費税の軽減税率制度の内容や申告方法について
■日程

行政相談
日時 12月19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）

東日本大震災被災者対象
住宅再建相談会
日時 12月22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）※次回開催 令和２年２月16
日㈰予定

宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時 令和２年１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 育への助
言、必要により医学的・心理学的判定
申込期限 12月25日㈬
申し込み・問い合わせ 市子ども課
（☎22‑5121）

電話相談「こころ相談ホットライン」
(全国心理業連合会)
日時 土・日曜日10時〜21時
相談先 全国心理業連合会（☎090‑
2971‑4014）
休日納税相談
日時 12月14日㈯、15日㈰９時〜
15時
場所 市役所税務課
問い合わせ 市税務課（☎27‑8417）
7
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月日
12月11日㈬

時間

場所・定員

10時〜11時30分

釜石税務署２階会議室
定員30人

14時〜15時30分

※申し込み不要。各回とも15分前から受け付けます
※資料は当日配布します
問い合わせ

釜石税務署（法人課税部門） ☎25‑3104

中小企業事業者の皆さんへ
「業務改善助成金」
のご案内
中小企業が設備投資などにより生産性の向上を図り、事業場内で
最も低い労働者の賃金を30円以上引き上げた場合に、設備投資など
に要した費用の一部を助成します。
※設備投資など…新たな機械設備の導入、人材育成・教育訓練費など

対

象

助成金額
申請期限
問い合わせ

労働者数30人以下で、事業場内の最低賃金額と岩手県最
低賃金（790円）の差が30円以内の事業場
賃金引上げ対象労働者数により50万円〜100万円
令和２年１月31日㈮
岩手働き方改革推進支援センター ☎0120‑198‑077
岩手労働局雇用環境・均等室 ☎019‑604‑3010

ふくしトピック⑮

12月３日㈫〜９日㈪は障がい者週間です

「障がい者週間」は、障害者基本法に基づき内閣府が設定してい
ます。障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的としており、国や地方公共団体でさまざ
まな取り組みが行われます。
市はこの週間にちなみ、図書館で「バリアフリー図書展」を開
催しています。点字図書や障がいの理解を深める関連図書の他、
障がい当事者が作成した新聞などを展示します。この機会に図書
館に足を運んでみてはいかがでしょうか。
★バリアフリー図書展 開催期間 12月12日㈭まで
場
所 図書館１階 展示ホール
問い合わせ

市地域福祉課 障がい福祉係
図書館 ☎25‑2233

☎22‑0177

【募集】
市の臨時職員
【図書館】
雇用期間 令和２年１月４日㈯〜
３月31日㈫
募集人数 １人
業務内容 窓口業務や資料整理な
どの業務補助
応募資格 パソコンの基本的な操
作ができる人
賃金 日額6,900円
申し込み ハローワーク釜石（☎
23‑8609）へ
問い合わせ 市総務課
（☎27‑8411）

未就園児のための屋内型遊び場
「ちびっこひろば」
を開催します
ダンボール遊具やミニトランポ
リン、ボールプールなどで思いっ
きり遊びましょう。
日時 12月19日㈭10時30分〜12時
場所 釜石市民体育館
対象 0歳〜おおむね３歳の子と
保護者
※必ず保護者同伴のこと
持ち物 体育館用シューズ
問い合わせ 東日本大震災いわ
て子ども支援センター（☎019‑
681‑2514）

12月10日㈫〜16日㈪
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処が国際社会を挙げて取り
組むべき課題とされる中、この問
題についての関心と認識を深める
ことが大切です。
警察は、全ての拉致容疑事案な
どの全容解明に向け、関係機関と
緊密な連携を図りつつ、全力を挙
げて関連情報の収集・捜査・調査
を行います。
問い合わせ 釜石警察署（☎250110）

ま

ちのお知らせ
Information

釜石市「海の写真・絵画
コンクール」作品展示会

【募集】新成人への
はなむけの言葉

全ての応募作品を展示します。
色とりどりの「釜石の海」をぜひ
ご覧ください。
期間 12月７日㈯〜15日㈰
場所 イオンタウン釜石２階イベ
ントスペース
問い合わせ 釜石市「海の日」実
行委員会事務局（市水産課 ☎27‑
8427）

「釜石市成人のつどい」で新成人
に贈るはなむけの言葉を募集しま
す。メッセージは会場に掲示する
他、一部を式典で紹介します。
式典日時 令和２年１月12日㈰
14時〜
場所 釜石市民ホールTETTO
応募内容 400字以内、形式自由
応募方法 住所、氏名、電話番号
を記入し、郵送または持参
応募期限 12月20日㈮必着
応募先・問い合わせ 市生涯学習
文化スポーツ課（〒026‑0031鈴
子町15‑２、☎22‑8835）

年末のくみ取りは
お早めに
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 釜石清掃企業㈱（☎
23‑7520）
問い合わせ 市環境課（☎27‑8453）

釜石地区被災者相談支援センター
をご利用ください
日時 月〜金曜日（祝日、年末年
始を除く）８時30分〜15時30分
（月曜日は14時30分まで）
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所 市役所第５庁舎１階
【専門家相談スケジュール】
専門家

期日

弁護士

12月５日㈭、
12日㈭、19日㈭、
26日㈭

司法書士

12月６日㈮、
20日㈮

12月18日㈬
ファイナン ※予約することで随
シャルプラ 時相談できます。訪
ンナー
問相談も実施してい
ます
問い合わせ 釜石地区被災者相
談支援センター（☎0120‑836‑
730通話料無料、☎080‑5734‑
5494）

トークイベント
「輝け!!未来へ!!東北のパラの星」
日時 12月14日㈯12時〜13時30分
場所 釜石東中学校体育館
出演 乙武洋匡さん、齋藤由希子
さ ん（ や り 投 げ ）、 萩 野 真 世 さ
ん（ 車 い す バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 女
子）、村田奈々さん（水泳）
入場料 無料（事前申込制・自由
席）
申込期限 12月９日㈪17時必着
※メールまたは往復はがきで申し
込み。詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ 釜石情報交流セン
ター（☎27-8751）

第42回「かまいしの第九」
演奏会
「オーケストラと歌おう」の
コーナーでは、釜石中学校２、３
年生が歌います。
日時 12月15日㈰13時30分〜
（開場12時30分）
場所 釜石市民ホールTETTO
入場料 一般前売り1,500円（当日
1,800円）／高校生以下800円
チケット取り扱い場所 釜石市民
ホール、シーサイドタウンマスト
問い合わせ 「かまいし第九」実行
委員会（☎23‑8047）
広報かまいし 2019.12.1
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