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移動図書館「しおかぜ」

４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

３日㈮
浜町 篠原浩さん宅前 9:15～ 9:45
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 13:20～ 13:50

４日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
★市役所車庫前駐車場 9:50～ 10:20
大只越市営住宅付近 10:30～ 10:50
釡石情報交流センター駐車場 11:00～ 11:30
鈴子町 ステーションホテル駐車場 13:00～ 13:30
松原公園付近 13:45～ 14:15

７日㈫
平田災害公営住宅前 9:00～ 9:30
平田地区生活応援センター 9:40～ 10:10
★平田こども園 10:30～ 11:00
県水産技術センター 12:00～ 12:30

８日㈬
唐丹公民館前 10:30～ 11:00
大平町 望洋ケ丘集会所前 11:25～ 11:50
大平下水処理センター前 12:00～ 12:30
★そんぽの家 13:40～ 14:10
釡石市福祉作業所 14:30～ 14:45

９日㈭
★県営両石アパート 9:00～ 9:30
かまいしワーク･ステーション 9:50～ 10:20
★鵜住居保育園 10:35～ 11:05
五葉寮 11:15～ 11:45
澤口製パン前 13:00～ 13:30
鵜住居公民館前 13:45～ 14:15

14日㈫
栗橋地区生活応援センター 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
★中妻地区生活応援センター 13:40～ 14:10

15日㈬
かまいしこども園 9:00～ 9:30
★グループホームやかた 9:40～ 10:10
只越復興住宅 １号棟前 10:20～ 10:50
SMC㈱釡石 第１工場 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:15～ 13:45

16日㈭
平田駅前 9:30～ 9:50
あいぜんの里 10:00～ 10:30
★デイサービスセンター善 10:40～ 11:10
上平田ニュータウン集会所前 11:20～ 11:50
岩手大学釡石キャンパス 13:00～ 13:30
県営上平田アパート４号棟前 13:40～ 14:10
上平田 教職員アパート付近 14:15～ 14:45

17日㈮
鵜住居幼稚園・鵜住居小学校 9:30～ 10:30
鵜住居町 日向アパート前 10:40～ 11:10
栗林小学校前 12:50～ 13:40
栗林町仮設団地前 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

21日㈫
唄貝 チビッコ広場前 10:20～ 10:50
洞泉市営住宅前 11:00～ 11:30
洞関地区コミュニティ消防センター前 11:40～ 12:10
★仙人の里 14:00～ 14:30

22日㈬
大畑団地集会所前 9:50～ 10:15
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 11:15～ 11:45
旧尾崎小学校前 13:50～ 14:20

図書館　４月の休館日
６日、13日、20日、27日、30日問い合わせ　図書館（☎25-2233）

問い合わせ　市都市整備推進室 都市拠点復興係　☎27-8437
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＊★青字は４月からの新規巡回場所です
＊次の場所は、４月から廃止になります
岩手トヨペット㈱釡石支店、大渡町工藤駐車場
付近、キクコーストア釡石松倉店前、松倉新
日鉄アパート前（３号棟付近）、桜木町仮設団
地、鵜住居田郷地区（仮設A、B棟）、甲子町第
２仮設団地（大畑南）、大松地区コミュニティ
消防センター前、天神町仮設団地

資格　満18歳以上の県内在住者
任期　委嘱した日から令和３年３
月31日㈬まで
活動内容　①食品表示状況のモニ
ター・報告②不適正な食品表示の
情報提供③研修会への参加
応募期限　３月31日㈫必着
※応募方法など詳しくはお問い合
わせください
問い合わせ　県県民くらしの安全
課（☎019-629-5322）

【募集】令和２年度岩手県
食品表示ウォッチャー

対象　被災者生活再建支援金「基
礎支援金」を受給している世帯
で、住宅を建設・購入する場合、
補修する場合、賃貸住宅（公営住
宅を除く）に住む場合
※既に賃貸で加算支援金を受給し
ている世帯が新たに住宅を建設・
購入する場合、差額分を申請でき
ます
申請期限　令和３年４月10日㈯
※基礎支援金の申請は、令和２年
４月10日㈮で終了します
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

被災者生活再建支援金「加算支援金」
の申請期限を延長します
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只越町 港町
国道45号高架橋下などの夜間通行止めのお知らせ

各 種相談各 種相談

釡石市の人口と世帯（２月）
男 15,607人（－ 23人）
女 17,214人（－ 42人）
合　計 32,821人（－ 65人）
世　帯 16,257世帯（－ 33世帯）

※（　）は前月比

空き家活用相談会（無料）
期日・場所　①３月17日㈫中妻地区
生活応援センター ②３月23日㈪小佐
野コミュニティ会館
時間　いずれも９時～11時
対象　市内に空き家をお持ちの人
問い合わせ　市総合政策課（☎27-
8413）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　３月25日㈬、４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　４月２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　４月３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　４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
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　４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）

休日当番医・薬局・歯科医（４月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

５ 日
釡石しょうけいクリニック

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001

12 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

パルム薬局 ☎22-3353

19 日
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

26 日
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455

29 水・祝
釡石しょうけいクリニック

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001
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 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
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 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702

夜間納税相談
期日　３月27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）

休日納税相談
日時　３月28日㈯、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）

休日当番歯科医変更のお知らせ
　３月22日㈰の休日当番歯科医は、山崎歯科クリニックから、やえがし歯
科医院（☎36-1182）に変更となります。

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所
　　　　　　大町1-4-7　大町復興住宅4号棟1階　☎55-5742

　毎週火曜日正午から25分間、
釡石の旬な話題を放送してきた釡
石はまっこラジオを終了します。
最終回は３月31日㈫。最後まで
どうぞお楽しみください。
問い合わせ　市広聴広報課（☎27-
8419）

釡石はまっこラジオ
（FM放送79.2MHz）を終了します

開館期間　４月１日㈬～12月８日
㈫９時30分～16時30分（最終入
館16時）※毎週火、水曜日休館
入館料　小・中学生100円、一般
300円
問い合わせ　市世界遺産課（☎22-
8846）

４月１日～ 旧釡石鉱山事務所の
見学を再開します

　全ての復興住宅に東日本大震災で被災していない人も入居できるよう
になりました。ただし、震災で住宅を失った世帯などが優先されます。

受付期間　３月23日㈪～４月３日㈮（土・日曜日を除く）９時～17時
申込方法　入居要件の確認が必要ですので、まずはお問い合わせください
入居指定日　４月20日㈪
※この日に入居しない場合でも、家賃はこの日から発生します
※申し込み多数の場合は、抽選となります

◆入居者を募集する市営住宅
住宅名 募集戸数 住宅名 募集戸数

洞泉市営 ３K：１戸 天神復興 １LDK：１戸
大町市営 １DK：１戸 大石復興（戸建て） １LDK：１戸
大只越市営 ２DK：１戸 箱崎白浜復興（戸建て）１LDK：１戸
コミュニティ ３DK：２戸 小白浜復興１号棟 １LDK：１戸
ニュータウン ３K：１戸 日向復興 ２DK：１戸

３DK：２戸
野田復興 ３DK：１戸 鵜住居復興２号棟 １LDK：１戸
只越復興４号棟 ２LDK：１戸 鵜住居復興（戸建て） ２LDK：１戸
※単身での２LDKおよび３DKの申し込みはできません

市営住宅の入居者を募集します
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