
事業を再建する

補助金

【中小企業再建支援補助金】 【中小企業振興資金融資制度の
被災事業者支援枠】

既存の補助制度の対象となっていない被災した事業用資産を復旧する 融資を受けて設備に使う

利子補給

融資を受ける

補助率：1／2
上限100万円

・移転元の撤去費用　　　　　
・再建先の施設整備費用　など

小口資金（設備使途）
利子2％分を補助
実質利率0.7％～0.9％

【中小企業被災資産復旧事業費補助金】
補助率：1／2

上限額：1,000万円
（交付対象経費が１億円以上の場合2,000万円）

・被災した施設設備の復旧費用

令和３年３月31日㈬
融資実行分まで
制度適用可

申請期限
令和３年１月29日㈮

申請期限
10月30日㈮

東日本大震災からの事業再建を支援します
～再建支援制度のお知らせ～

浄化槽の設置を検討している皆さんへ

「浄化槽設置費補助金制度」をご活用ください

　市は、東日本大震災により被害を受けた市内中小企業者の再建を支援するため、施設設備の復旧費に対する補
助制度や市独自の補助制度などを実施しています。

　浄化槽の普及促進のため、浄化槽補助対象区域の一般住宅や店舗兼用住宅に設置する浄化槽の設置費用
の一部を補助します。

補助対象区域　公共下水道事業計画区域と栗林・唐丹集落排水処理区域を除いた市内全域。詳細な対象区
域は市下水道課で確認できます
対象　次の全ての要件を満たしている人
① 自らが居住することを目的とした住宅に浄化槽
を設置する人、または浄化槽を新たに設置する
住宅を建築する人

② 市内に居住する人または補助金請求書提出時点
で住民登録を行う人

③納期到来済みの市税を滞納していない人
④令和３年２月末日までに工事が完了する人
⑤10人槽以下の浄化槽を設置する人
補助金額　設置費用の７割に相当する額を補助します。補助限度額は次のとおりです

５人槽 ７人槽 10人槽
61万6,000円 77万1,000円 102万9,000円

申請方法　補助金交付申請書に必要な書類を添えて、市下水道課へ申請してください。浄化槽設置施工業
者が手続きを代行することもできます

※詳細は市のホームページをご覧になるか、お問い合わせください

問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

申し込み・問い合わせ　市下水道課 施設係　☎22-1061

※ 工事の計画段階で、補助対象区域に該当するこ
とを必ず確認してください

※ 浄化槽工事着手前に市に申請し、交付決定を
受ける必要があります。工期に余裕を持って
申請してください

※設置済みの浄化槽は補助対象外です
※ 事業所、事業目的などの場合は補助対象外です
※ 予算がなくなり次第、終了します

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

職種・人数　①自動車運転手（図
書館）１人②外国語指導助手（学
校教育課）１人③スクールソー
シャルワーカー（学校教育課）１
人
任用期間　６月１日㈪～令和３年
３月31日㈬
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件や応募方法など詳しく
は市のホームページ
をご覧ください
問い合わせ　市総務
課（☎27-8411）

【募集】
会計年度任用職員

区画　１区画10.3坪
月額使用料　３万6,050円※共益
費、水道使用料金は別途
申込方法　エントリーシート、納
税証明書、り災証明書（該当する
場合）を提出してください
申込期限　５月７日㈭
※詳しくはお問い合わせください
申し込み・問い合わせ　㈱かまい
しDMCうのすまい・トモス事務
局（☎27-5666）

【募集】
鵜の郷交流館のテナント

対象　戦没者などの死亡当時のご
遺族で、令和２年４月１日におい
て「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等救護法に
よる遺族年金」などの受給権者が
いない人
支給内容　額面25万円、５年償
還の記名国債
請求期限　令和５年３月31日㈮
※対象となる人の順位や請求方法
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　市地域福
祉課（☎22-0177）

戦没者のご遺族の皆さんへ
特別弔慰金が支給されます

公演予定日　令和３年２月中旬
題材　地域の歴史、芸術文化の振
興や先人の偉業、困難から立ち上
がった人々
条件　上演時間２時間程度で、子
どもから大人まで10人～20人程
度が出演する作品
応募期限　７月31日㈮
※応募方法など詳しくはお問い合
わせください
応募先・問い合わせ　釡石市民劇
場実行委員会（久保☎090-7798-
2307）、市文化振興課（☎27-
5714）

【募集】令和２年度
第34回釡石市民劇場脚本

　水道未普及地域で、飲料水確保
困窮者が新規で飲用井戸の整備を
行う場合に、整備に要する経費に
対し、補助金を交付します。
補助額　交付対象経費の10分の
10。上限100万円
申請期限　令和３年１月31日㈰
※予算がなくなり次第終了します
※工事着工前に申請が必要です。
提出書類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　市生活環
境課（☎27-8453）

釡石市水道未普及地域
対象事業補助金　ゴールデンウィークを利用して

引っ越しする人は、電話などで早
めに申し込みましょう。
申込期限　使用開始や中止の３日
前（土・日曜日、祝日を除く）ま
で
受付時間　月～金曜日（祝日を除
く）８時30分～17時15分
※中止の届け出が無い場合は、退
去しても基本料金が発生します
※復興公営住宅や仮設住宅の場合
も届け出が必要です
申し込み・問い合わせ　市水道事
業所（☎23-5881）

水道の使用開始・中止の
届け出はお早めに

実施期間　５月18日㈪～29日㈮
対象　おおむね65歳以上の寝た
きりの人や重度の身体障がい者で
寝具の衛生管理が難しい人
料金　①掛け布団、敷き布団、毛
布の３点：660円②寝台用マット
レス（スプリングマット不可）、
ベッドパッド、掛け布団、毛布の
４点：880円
※生活保護世帯は無料です
※希望者には代替寝具を貸し出し
ます
※シルク綿、綿入れ丹前、綿入れ
はんてんは、水洗いができないた
め利用できません
申込期間　４月15日㈬～24日㈮
申し込み・問い合わせ　市高齢介
護福祉課（☎22-0178）

寝具の洗濯、乾燥、消毒
サービス

実施時期　８月～令和３年２月の
間で、２日～11日間
対象　巡拝先戦没者の遺族（配偶
者、父母、子、兄弟姉妹など）で
原則80歳以下の人
※実施時期、巡拝先、参加料など
詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

【募集】戦没者の遺族対象
慰霊巡拝参加者

　市内で採取された野生ワラビな
どから、一般食品の基準値を超え
る放射性物質が検出されていま
す。国によって現在も販売が制限
されています。
出荷制限を受けている市産農林産
物　野生ワラビ、コシアブラ、原
木しいたけ（露地栽培。個別検査
を行い制限解除されたものを除
く）、原木なめこ（露地栽培）、
野生きのこ類（全種類）、シカ
肉、クマ肉、ヤマドリ肉
【マナーを守って入山しましょう】
①入山の際は山の持ち主に許可を
得ましょう②たばこの吸い殻やご
みの投げ捨ては絶対に止めましょ
う③鈴などの音の出るものを携帯
し、クマに遭遇しないよう注意し
ましょう
問い合わせ　市農林課（☎27-
8426）

市内で山菜を採取する際は
注意しましょう
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移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

５５月巡回日程月巡回日程

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

１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

７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

９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

12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

13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　GH釡石平田 13:40～ 14:10
釡石市福祉作業所 14:30～ 14:45

15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

19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

20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

21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

26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

27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　５月の休館日　４日、11日、18日、25日

〈訂正とおわび〉　広報かまいし４月１日号11ページ「４月からコンビニで納
付できる料金など」の表中、「③保育料（副食費も含む）」の副食費と「④
すくすく親子教室利用料」は、コンビニでの納付ができません。訂正してお
わびします。なお、郵便局とゆうちょ銀行からは直接納付できます。

問い合わせ　市会計課（☎27-8447） 問い合わせ
市生活環境課 リサイクル推進係　☎27-8453

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

施設名 休館日
図書館 4月30日㈭、5月4日（月・祝）
働く婦人の家 4月29日（水・祝）、5月3日（日・祝）～6日（水・休）
釡石斎場 5月3日（日・祝）

◆次の施設は、４月29日（水・祝）～５月６日（水・休）の期間中無休です
　 釡石市民ホール、郷土資料館、鉄の歴史館、橋野鉄鉱山インフォメー
ションセンター、旧釡石鉱山事務所、釡石情報交流センター、シープ
ラザ釡石、いのちをつなぐ未来館、鵜の郷交流館、魚河岸テラス、道
の駅「釡石仙人峠」、根浜海岸観光施設、市球技場、市民交流セン
ター（体育館を除く）、釡石鵜住居復興スタジアム
◆ 次の施設は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面休館し
ています（４月７日現在）
　市民体育館、中妻体育館、市民交流センター体育館、市営プール
※平田公園野球場は工事のため、６月まで（予定）使用できません
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、施設の休館日が変わる
可能性があります

■一般ごみ
【収集が月・木曜日の地区】
４月30日㈭収集、５月４日（月・
祝）休み、５月７日㈭収集
【収集が火・金曜日の地区】
５月１日㈮収集、５月５日（火・
祝）休み、５月８日㈮収集
※ ５月７日と８日は１世帯最大
６袋収集します
■資源物（ペットボトル以外）
【毎月第１水曜日が収集の地区】
５月６日（水・休）収集します
■ペットボトル
【毎月第１土曜日が収集の地区】
５月２日㈯収集します
■岩手沿岸南部クリーンセン
ターへの持ち込み
受付日　４月30日㈭、５月１日
㈮、７日㈭、８日㈮
※ 期間中、衣類や蛍光灯、乾電
池などの市生活環境課・各地
区生活応援センターでの拠点
回収は実施しません
※ 詳しくは、ごみカレンダーを
ご覧ください

市内施設の休館日 4月29日（水・祝）～5月6日（水・休） ゴールデンウィーク中の
ごみの収集のお知らせ

各 種相談各 種相談

釡石市の人口と世帯（３月）
男 15,487人（－ 120人）
女 17,122人（－ 92人）
合　計 32,609人（－ 212人）
世　帯 16,230世帯（－ 27世帯）

※（　）は前月比

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　４月22日㈬、５月13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）

人権相談
日時　５月１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）

公証相談（要予約）
日時　５月７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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　５月12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（要予約）
日時　５月12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、
必要により心理学的判定
申込期限　４月27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21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

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

３ 日・祝
釡石整形外科クリニック

大渡町
☎31-1881

おおぞら薬局 ☎31-2030

４ 月・祝
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

５ 火・祝
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

６ 水・休
平野内科医院 只越町 ☎22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

10 日
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

17 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

24 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

31 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

休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
３ 日・祝 近藤歯科医院 大槌町 ☎42-7667
10 日 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
17 日 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
24 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
31 日 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315

夜間納税相談
期日　４月27日㈪、28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）

休日納税相談
日時　４月25日㈯、26日㈰９時～
15時
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＝４月30日㈭

問い合わせ　市水道事業所　☎23-5881

対象
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、水道料金など
の支払が困難な人（事業者を含む）
支払い期限を延長する料金
　水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、漁業集落排
水施設使用料
期限
　支払期限が令和２年２月末日から６月１日までの水道料金などを、令
和２年６月30日㈫まで延長します
申込方法
　市水道事業所にお電話ください
（月～金曜日９時～17時※祝日を除く）
　※新型コロナウイルス感染症の影響の状況を聞き取る場合があります
　※ 必要に応じて状況を確認できる書類を提出していただく場合があり

ます

新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが困難な人へ
水道料金などの支払い期限を延長します

東日本大震災被災者対象 住宅再建相談会　４月19日㈰
 問い合わせ　市生活支援室　☎22-1171
柳家細川流舞踊発表会「震災・復興支援チャリティーショー」　４月19日㈰
 ※延期後日時・場所　10月25日㈰11時～　釡石市民ホールTETTO

　問い合わせ　柳家細川流舞踊　伊東☎23-6106
令和２年度官公署長等名刺交換会　４月下旬

 問い合わせ　釡石商工会議所 総務課　☎22-2434

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の催しを中止します
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