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釜石には 愛 がある

広報

さあ、始めよう！ 私の健康チャレンジ生活！
〜新・かまいし健康チャレンジポイントスタート！〜

「かまいし健康チャレンジポイント」は、検診（健診）を受けたり、健康イベントなどに参加すると、いきいき
健康チャレンジカードにポイントがたまり、満点（60ポイント）に到達すると特典（商品券1,000円分）と交換で
きる取り組みです。
市は、新型コロナウイルス感染症予防にも対応した市民の健康づくり活動を応援するため、何回で
もチャレンジできるようにする他、「新しい生活様式」の実践や、自宅でもできる活動もポイント対
象となるよう「新・かまいし健康チャレンジポイント」として内容を拡充しました。
○詳細は、市のホームページと広報かまいし８月15日号でもお知らせします

ここが新しくなりました

①チャレンジ回数の上限がなくなりました
②ポイント対象活動が増えました⇨新しい生活様式の
実践（体温測定、手洗い、マスクの着用、３密の
回避）、自宅での健康づくり（体操、血圧・体重測
定）など
③各種検診（健診）ポイントが２倍になりました⇨２
ポイントから４ポイントに
④申し込み方法を追加しました⇨メールやFAXでも可

対象

18歳以上（高校生を除く）で、市内に住所または居
所を有する人

チャレンジ方法

① 参加登録をし、チャレンジカードを受け取る
【登録方法】参加申込書を、市健康推進課に持参または
郵送、FAX、メールで送ってください
※持参の場合は、各地区生活応援センターでも可
参加申込書は、市健康推進課、各地区生活応援セン
ターの他、市のホームページからもダウンロードできます

② ポイントをためる
健康づくりイベントへの参加や「新しい生活様式」の
実践などによりポイントがたまります
③ 特典と交換する
60ポイントたまったら、市健康推進課または各地区
生活応援センターで特典と交換します
※満点になったカードは１カ月以内に交換しましょう
④ ①に戻り再登録する
期間中は、何回でもチャレンジできます。お得に健康
生活を習慣化しましょう

実施期間

８月１日㈯から令和３年３月31日㈬まで
※現在使用中のカードは、継続して使用できます

申し込み・問い合わせ
市健康推進課
〒026-0025 大渡町３‑15‑26
☎22‑0179 FAX 22‑6375
kenkou@city.kamaishi.iwate.jp

たんだい しんしょう…強い勇気、大きな志と共に、細やかな思いやりの心で真の復興へ
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広報かまいし

ポイントをためて特典を
ゲットしよう

釜石市は従来から︑がん・心疾
患・脳血管疾患といった三大疾病の
死亡率が県内でも高く︑平均寿命が
短い︑また︑一人当たりの医療費が
高いという課題があります︒
そこで︑市民の皆さんの健康を保
持︑増進することを目指し︑平成
年度から﹁かまいし健康チャレンジ
ポイント事業﹂を行ってきました︒
昨年度は︑２５１０人が参加し︑
７２５人が満点を達成し︑特典を獲
得しています︒
今年は︑新型コロナウイルス感染
症の影響により︑感染症予防の制約
を受けながら地域での活動や日常生
活を送る必要があります︒そこで︑
毎日の検温やこまめな手洗いなど︑
﹁新しい生活様式﹂の実践に必ず取
り組んでいただき︑自宅での運動や
体重管理といった健康づくりの新習
慣に取り組むことでポイントがたま
る項目も追加しました︒また︑継続
して取り組んでいただけるよう何回
でも繰り返しチャレンジできること
にしました︒
新型コロナウイルスに不安を感じ
ている人もいらっしゃると思います
が︑今だからこそ︑自身の健康と向
き合う機会として︑また︑生涯にわ
たり元気な自分を目指して︑﹁新・
かまいし健康チャレンジポイント﹂
に積極的に挑戦していただきたいと
思います︒
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新型コロナウイルス感染症対策に関する情報

ひとり親世帯への臨時特別給付金を支給します
低所得のひとり親世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加
や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
給付額および給付対象
基本給付

１世帯あたり５万円、第２子以降１人につき３万円
令和２年６月分の児童扶養手当が支給された人
公的年金等※を受給していることで、令和２年６月分の児童扶養
手当の支給を受けていないひとり親の人
※公的年金等：遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※公的年金等を受給していることで児童扶養手当が受給できないため、児童扶養手当の
認定を受けていない人も対象となります
※令和２年５月末時点でひとり親、かつ平成30年分の収入または所得が定められた基準
額未満である人が対象です
⑶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少するなど、令和２
年２月以降の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている、ひとり親
の人
※扶養義務者の収入が減少した場合も対象となります

市民の皆さんへ
東京都をはじめとして全国各地で新型コロナウイルス感染症拡大の兆しが見えております。８月に入りますと、
帰省される方など、さらに多くの方の移動が見込まれますので、十分に留意する必要があります。市民の皆さん
には、県外へ移動する場合には、感染予防に十分留意し慎重な対応をお願いします。
また、来県された皆さんには、外出時にはマスクを着用するなど、感染予防に協力していただくようお願いし
ます。
釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長

⑴
⑵

対象

追加給付

１世帯あたり５万円
⑷ 基本給付対象⑴または⑵に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変し、収入が減少した人

対象

※収入の減少割合の大きさは世帯により異なるため、ご自身で収入が減ったと思う人はお問い合わせください
※生活保護受給者は、収入が減少した場合、保護費が増加するため対象になりません

業

の
容

販売期間

８月６日㈭〜10月20日㈫

利用期間

８月６日㈭〜10月31日㈯
対象となる世帯主宛に引き換えはがきを送ります。はがきと身分証明書を各販売場所に持
参し、購入してください。代理人が購入する場合は、代理人の身分証明書を併せて持参して
ください。
※引き換えはがきは８月５日㈬発送予定です

販売場所・
時
間

市市民課、各地区生活応援センター、市保健福祉センター、
新型コロナウイルス支援制度活用サポートセンター（釜石商工会議所２階）
、
釜石・大槌地域産業育成センター、沿岸広域振興局、ハローワーク釜石
※ 市ホームページからもダウンロードできます

ガイドブックの設置場所

問い合わせ
2020.8.1

新型コロナウイルス感染症対策本部（市健康推進課） ☎22‑0179

広報かまいし

市内取扱店舗で利用できる10,000円分の食事券・商品券を5,000円で販売します
※500円券20枚（食事券×12枚、商品券×８枚）を１冊とし、購入は１世帯につき１冊ま
でとします
※取扱店舗は、かまいしエール券購入時に同封する取扱店リストをご覧ください
８月１日時点で市内に住民登録をしている世帯の世帯主

申請方法

市は、「新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック（第１版）」を作成し、配布し
ています。
国、県、市などは、新型コロナウイルス感染症に関する支援として、さまざまな対策を進めていま
す。このガイドブックは、その支援策をまとめたものです。

則

販売対象者

⑴に該当する人の基本給付分は申請不要。該当者には、はがきで通知済みです。８月中に児
童扶養手当の受給口座に振り込みます
対象⑵〜⑷に該当する人は申請書類の提出が必要です。詳しくは市子ども課へお問い合わ
せください

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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事
内

購入方法

☎22‑5121

武

新型コロナウイルス感染症予防により甚大な影響を受けている市内飲食店、小売業者、
タクシー事業者などの経営の支援を行い、地域経済の活性化を図るために、８月６日から
市内の各取扱店舗で利用可能なプレミアム付き食事券・商品券を発売します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「新しい生活様式」に基づく感染症予防を徹
底の上、ご利用ください

８月３日㈪〜令和３年２月26日㈮

市子ども課

田

かまいしエール券（プレミアム付き食事券・商品券）

申請期間

問い合わせ

野

釜石市長

市商工観光課、各地区生活応援センター（釜石地区を除く）

月〜金曜日（祝日を除く）
８時30分〜17時15分

釜石観光総合案内所

９時〜18時（無休）

“特殊詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください‼
「かまいしエール券」を販売する前に、市が世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にありません
市が手数料などの振り込みやATM（現金自動預け払い機）の操作をお願いすることは絶対にありません
問い合わせ

市商工観光課

☎27‑8421 （一社）
釜石観光物産協会

☎27‑8172

釜石まつりを中止します
釜石まつりは、尾崎神社祭りと釜石製鉄所山神社祭りの合同
祭として10月16日㈮から18日㈰までの３日間開催する予定でし
たが、本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため次
の行事を中止します。
問い合わせ

市商工観光課

中止する行事
曳き船まつり

神輿合同市内渡御

☎27‑8421
広報かまいし
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令和２年度
釜石市フッ化物塗布事業

児童扶養手当の現況届を
提出しましょう

市は、市内在住の１歳から12歳まで（小学生）の
子どもたちのむし歯予防のため、歯を強くすること
を目的に、フッ化物塗布事業を実施します。
日時 ９月６日㈰10時〜15時
※１時間に30人の予約制（先着順）
場所 市保健福祉センター９階 研修室
対象 市内在住の１歳から12歳（小学生）
費用 無料
持ち物 母子健康手帳
申込期間 ８月３日㈪〜28日㈮（土・日曜日、祝日
を除く）
※歯磨きをしてからお越しください
※市内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合
は変更になる場合があります

児童扶養手当は、父母の離婚などにより
父または母と生計が別である児童を養育し
ている、ひとり親家庭などに支給される手
当です。
児童扶養手当の受給資格者（支給停止中
も含む）は、必ず期間内に現況届を提出し
てください。提出がない場合、11月分以降
の手当が支給されません。必要書類など詳
しくはお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ
市健康推進課 母子保健係 ☎22‑0179

提出期限
８月31日㈪
夜間受付窓口を開設します
８月24日㈪〜28日㈮ 1７時15分〜19時
提出先・問い合わせ
市子ども課 子ども福祉係（市保健福祉セン
ター２階） ☎22‑5121

家族などの大切な人を亡くした人々が、その体験や思いを語り合い、悲しみや心の痛みを分かち
合う場です。互いに支え合い、より生き生きと生きる自分を見出すことを目的に開催します。
内容 自死遺族同士の交流と分かち合い、こころ
のケアに関する情報提供など
費用 無料
申込期限 ８月24日㈪

家族や親族などを自死で亡くした人
８月25日㈫ 13時30分〜15時
釜石地区合同庁舎２階 相談室３
申し込み・問い合わせ

県釜石保健所 保健課

禁煙チャレンジ支援事業
市は、市民の健康を増進し、疾患予防対策の
一環として、新たに禁煙に取り組む皆さんに禁
煙支援剤などを配布し、禁煙への取り組みを支
援します。
対象 20歳〜74歳の喫煙者
非喫煙者、既に他のニコチン製剤を使用し
ている人、妊婦または妊娠していると思われる
人、授乳中の人、重い心臓病の人、急性期脳血
管疾患
（脳梗塞など）
、うつ病と医師に診断され
ている人は対象外
場所 市保健福祉センター２階
申し込み・問い合わせ
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広報かまいし

☎25‑2710

先着30人

（予定）からコンビニエンスストアで住民票の写しや各種証明書が取得で
きるコンビニ交付サービスを始めます。サービスの利用にはマイナンバー

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

カードが必要です。

○取得できる証明書

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書（戸籍全部・個人事項証明書）、戸籍附票の写
し、所得課税扶養証明書
※戸籍証明書、附票の写しについては、釜石市に住民登録がない人は事前に利用登録が必要です
○利用できる時間

６時30分〜23時（年末年始を除く）
※戸籍証明書、附票の写しは、８時30分〜17時15分（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）

○利用できる店舗

コンビニ交付サービスに対応したマルチコピー機が設置された全国のコンビニエンスストア

コンビニ交付サービスや９月から始まるマイナポイントの利用には、マイナンバーカードが必
要です。申請から交付までは約１カ月かかりますので早めの申請をお勧めします。

５月25日に通知カードは廃止されました
関係法令の改正で通知カード（紙のカード）が廃止されたことにより、通知カードの住所・氏名
の記載変更や再発行ができなくなりました。
廃止後にマイナンバーを証明するものは、マイナンバーが記載された住民票（有料）とマイナ
ンバーカードのみになります。（氏名および住所が変更されていない場合は、通知カードも引き
続き有効です。）
問い合わせ

費用：無料

申込期限 令和３年３月31日㈬
支援の流れ
①面接（予約制）
支援希望の動機、喫煙状況の確認やニコチン依
存症の診断テストを実施。
テストの結果「ニコチン依存症」と判定された
人を禁煙支援剤配布の対象者とし、禁煙に向けた
アドバイスなどを実施
②禁煙支援剤（２週間分）の配布
③開始から４週間目以降に電話で状況確認、禁煙に
失敗した人には禁煙外来の受診を勧めます

市健康推進課 成人保健係

市は、窓口の混雑緩和、休日・夜間のサービス向上を目的とし、９月

◎サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です

「釜石・大槌分かち合いの集い」
対象
日時
場所

マイナンバーカードを使って、
各種証明書がコンビニエンスストアで
取得できます

☎22‑0179

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です。

注意

市市民課 市民登録係

☎27‑8450

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります
マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気付かないうちに脱水になる
など、体温調節がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予
防と、マスク着用、換気などの「新しい生活様式」を両立させましょう。

涼しい服装や、日傘、帽子などで暑さを避けましょう
のどが渇いていなくても、こまめに水分を取りましょう
エアコン使用中もこまめに換気をしましょう
・日頃からの体調管理と暑さに備えた体づくりをしましょう
問い合わせ

市健康推進課 成人保健係

屋外で人と十分な距離（２ⅿ）
が離れている場合は、
マスクをはずしま
しょう

☎22‑0179
広報かまいし

2020.8.1

4

【募集】９月能力開発セミナー
受講者

ペットの適正な飼育管理を
お願いします

【募集】令和3年度いわて林業
アカデミー研修生

【コース名：ISO14001内部監査
員養成】
研修日時 ９月10日㈭、11日㈮
９時〜16時
定員 先着30人
教材費 無料
申込期限 ８月26日㈬
【コース名：グラフィック応用】
研修日時 ９月16日㈬９時30分
〜16時30分、17日㈭９時〜16時
定員 先着10人
教材費 2,728円
申込期限 ９月２日㈬
【コース名：ExcelＶＢＡ入門】
研修日時 ９月24日㈭、25日㈮
９時〜16時
定員 先着15人
教材費 2,068円
申込期限 ９月９日㈬
【共通】
場所 県立宮古高等技術専門校
申し込み・問い合わせ 県立宮古
高等技術専門校（☎0193‑62‑
5606）

【犬を散歩させるときはリード
（引
綱）をつけましょう】
４月以降、散歩中の犬による事
故が複数発生しています。犬を散
歩させるときは、必ずリードをつ
け、放さないでください。犬の突
発的な行動に対応できるように引
綱の点検や調整をしましょう。他
の人も散歩する場所ではリードを
短めに持つ、常に犬をコントロー
ルできる状態にしておくなど、飼
い主による確実な管理をお願いし
ます。
飼い猫の不妊去勢手術は済んで
いますか】
放し飼いの猫は、自由な交配に
より野良猫を増やすことにつなが
ります。望まない繁殖を防ぎ、管
理できる数を超えないよう、屋内
で飼育し、不妊去勢手術を行いま
しょう。
問い合わせ 釜石保健所 環境衛
生課（☎27‑5523）

林業への就職を志望する人を対
象に研修生を募集します。林業の
知識や技術を体系的に習得できま
す。
研修期間 １年間
場所 県林業技術センター
（矢巾町）
受講料 年額11万8,800円（予
定）※教科書代、作業服、保険料
などは実費負担。給付金制度あり
応募資格 昭和56年４月２日以
降に生まれた人で、高校卒業（見
込みを含む）した人
募集期間 推薦選考（高校新卒者
対象）
：８月３日㈪〜31日㈪、一般
選考：10月５日㈪〜11月20日㈮
※提出書類など詳しくはお問い合
わせください
問い合わせ 県林業技術センター
研修部（☎019‑697‑1536）

「岩手県立大学 デジタルオープン
キャンパス2020」を開設しました

中小企業退職金共済事業〜働く
みんなに、大きな安心〜

大学進学を検討中の高校生に向
けて県立大学の魅力を発信するサ
イトを開設しました。内容は各学
部の紹介動画、入試オンライン相
談会、学生によるページなどで
す。８月末まで随時更新しますの
で、ぜひご覧ください。
問い合わせ 県立大
学事務局企画室（☎
019‑694‑2005）

中小企業退職金共済制度（中退
共）は、国がサポートする中小企
業のための安全・有利・簡単な退
職金制度です。パートや家族従業
員も加入できます。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
問い合わせ （独）勤
労者退職金共済機構
中小企業退職金共
済事業本部（☎03‑
6907‑1234）

【募集】
「釜石・遠野・大槌地域
市民後見人養成講座」受講者
認知症、知的障がい、精神障が
いなどの理由により、判断能力が
十分でない人の財産管理や契約代
行を担う「市民後見人」の養成講
座を開催します。
期間 ９月４日㈮〜10月13日㈫
全11回
場所 チームスマイル・釜石PIT
対象 釜石市・遠野市・大槌町に
住所がある20歳以上の人で、全
11回の講座に参加できる人
定員 25人
費用 無料
申込期限 ８月25日㈫
申し込み・問い合わせ 釜石・遠
野地域成年後見センター（☎27‑
9910）

ふくしトピック⑲

「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」を募集しています
県は、障がい者に対する県民の理解を深め、共に生きる地域社会づくり促進のため、心のふ
れあいをテーマにした作文とポスターを募集しています。
【心の輪を広げる体験作文】
テーマ 出会い、ふれあい、心の輪―障がいのある
人とない人のふれあい体験を広げよう―
応募資格 小学生以上（特別支援学校の小学部の児
童を含む）
応募期限

８月31日㈪

応募用紙は県のホームページからダウンロードできます

申し込み・問い合わせ
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【障害者週間のポスター】
テーマ 障がいの有無にかかわらず誰もが能力を発
揮して安全に安心して生活できる社会の実現
応募資格 小学生、中学生（特別支援学校の小学
部、中学部の児童生徒を含む）

県保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020‑8570 盛岡市内丸10‑1 ☎019‑629‑5448

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（祝日を除く）
８時30分〜12時、13時〜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】
時間 10時〜12時、13時〜15時
専門家

期日

弁護士

８月６日㈭、13日㈭、
20日㈭、27日㈭、
９月３日㈭

司法書士

８月21日㈮

８月19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）
ご存じですか
建設業退職金共済制度

ま

ちのお知らせ
Information

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

防災行政無線による
情報伝達試験を行います

時間延長窓口 ８月12日㈬、26
日㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 ８月２日㈰９時〜12時
場所 市役所市民課
※戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します
問い合わせ 市市民課（☎27‑8450）

地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはＪアラートのテスト
です」と試験放送が流れます。
日時 ８月５日㈬11時ごろ
問い合わせ 市防災危機管理課（☎
27‑8441）

【募集】「令和2年度戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」参加者
実施時期 ８月24日㈪〜
（実施地域によって異なります）
実施地域 旧満州、旧ソ連、マリ
アナ諸島、トラック・パラオ諸
島、フィリピンなど
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）

建設業退職金共済制度は、建設
現場で働く人のために「中小企業
退職金共済法」に基づき、国が
作った制度です。
労働者の共済手帳に、働いた日
数に応じて事業主が掛金となる共
済証紙を貼り、その労働者が建設
業界で働くことを辞めたときに退
職金が支払われる業界全体での退
職金制度です。
加入できる事業主 建設業を営む人
対象となる労働者 建設業の現場
で働く人
掛金 日額310円
問い合わせ 建退共岩手県支部（☎
019‑622‑4536）

募金箱に寄せられた義援金は日
本赤十字社を通じ、全額が被災者
に届けられます。
設置期間 12月25日㈮まで（土・
日曜日、祝日を除く）
設置場所 市市民課、市地域福祉
課、各地区生活応援センター
問い合わせ 市地域福祉課（☎22‑
0177）

危険物取扱者保安講習

里親になりませんか

危険物の取扱者に、３年ごとの
受講が義務付けられている保安講
習を開催します。
講習日 ９月９日㈬
場所 釜石市民ホールTETTO
申込期限 ８月17日㈪
問い合わせ 釜石大槌地区行政事
務組合 消防本部 消防課（☎22‑
1642）

県内には、さまざまな理由から
家庭で暮らすことができなくなっ
た子どもたちがたくさんいます。
そのような子どもたちを自宅に迎
え入れ、養育する人が里親です。
里親に興味がある人は、最寄りの
児童相談所にご相談ください。
問い合わせ 宮古児童相談所（☎
0193‑62‑4059）

令和２年７月豪雨災害義援金に
ご協力をお願いします

「新農業人フェアinいわて」
（第１回）を開催します
農業を始めたい人向けの就農相
談会です。
日時 ８月22日㈯10時30分〜15時
場所 いわて県民情報交流セン
ター「アイーナ」（盛岡市）
内容 ①新規就農セミナー（10時
30分〜13時）②個別相談会（13時
〜15時）
※予約不要。詳しくはお問い合わ
せください
問い合わせ （公社）岩手県農業公
社 就農支援部 就農支援課（☎019‑
623‑9390）
「危機対応学トークイベント」
を延期します
広報かまいし７月15日号でお
知らせした危機対応学トークイ
ベントは、８月８日㈯に釜石市民
ホールTETTOで開催を予定して
いましたが、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため延期しま
す。開催時期は決定次第、広報か
まいしおよび市のホームページで
ご案内します。
問い合わせ 市総合政策課（☎27‑
8413）
こども救急相談電話
（岩手県医師会）
子どもの病気や事故への対処を
看護師がアドバイスします。
日時 年中無休19時〜23時
相談電話 ☎♯8000（局番なし）
☎019‑605‑9000
広報かまいし
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市が所有する東部地区水産業関連施設用地を分譲します
◎対象地位置図

約1,170㎡

約390㎡

岩手県発達障がい者支援センター
「ウィズ」
出張相談会
（要予約）

③

約640㎡
所在地
①〜③：東前町
④ ：新浜町１丁目

新浜町１丁目

④

約1,330㎡

釜石湾

釜石湾
凡例
対象土地

◎公募土地数 ４区画（東部地区の漁港施設機
能強化事業により整備した土地）
◎土地面積

約390㎡〜約1,330㎡

◎分譲価格 市が当該地の取得に要した費用を
基準額として算出した価格
※詳細はお問い合わせください

◎譲渡の決定方法
①１つの土地への申し込みが１人の場合は、
その人に決定
②１つの土地への申し込みが複数人の場合
は、市が定める優先順位により決定

③優先順位が同位の場合は、抽選により決定。
結果は、８月下旬に申込人全員にお知らせし

水産業関連施設を建築し、事業を営む

ます
※優先順位
優先１位：東日本大震災時点において市内で

◎受付期間 ８月３日㈪〜17日㈪ ９時〜17時
※土・日曜日、祝日を除く
※郵送の場合、８月17日㈪当日消印有効

用地として市に土地を売却した人
優先２位：東日本大震災時点において市内で
水産業を営んでおり被災した人

◎対象

ことを目的に土地の分譲を希望する人

◎申込方法 市都市整備推進室に備え付け、ま
たは市のホームページからダウンロードした
「水産業関連施設用地の公募に係る申請書」
に記入の上、必要書類を添えて、持参または

水産業を営んでおり被災した人、
かつ東日本大震災以降に公共事業

優先３位：市内で被災した人
優先４位：東日本大震災時点において市外で
水産業を営んでおり被災した人
優先５位：市外で被災した人

郵送によりお申し込みください
申し込み・問い合わせ
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“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ
「i‑サポ」
（要予約）
日時 ８月８日㈯、23日㈰12時〜
15時
場所 釜石情報交流センター
対象 県内在住、在勤の20歳以上
の独身者
費用 登録料１万円（２年間有効）
問い合わせ 同サポートセンターiサポ宮古（☎0193‑65‑7222）

①

②

各種相談

広報かまいし

日時 ８月19日㈬、９月９日㈬10
時〜17時
場所 市保健福祉センター９階
対象 自閉症やアスペルガー症候
群などの発達障がいがある人とそ
の家族など
内容 生活の中での困り事へのア
ドバイスや関係機関の情報提供
申し込み 岩手県発達障がい支援
センター（☎019‑601‑3203）
問い合わせ 市地域福祉課（☎
22‑0177）
行政相談

日時 ８月20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 ８月23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、
「住まいの復興給付金」申請相談など
※新型コロナウイルス感染症予防
のため中止する場合があります。
詳しくはお問い合わせください
問い合わせ 市生活支援室（☎
22‑1171）
宮古児童相談所巡回相談
（要予約）
日時 ９月７日㈪10時〜15時
場所 釜石いこいの家（国立釜石
病院付近）
内容 子どもの養育や療育への助
言・指導、必要により医学的・心
理学的判定を実施
申込期限 ８月24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）

市都市整備推進室 都市拠点復興係（市役所第５庁舎２階）
〒026‑8686 只越町３‑９‑13 ☎27‑8437

日時 土・日曜日10時〜21時
相談先 全国心理業連合会（☎
090‑2971‑4014）

まちのお知らせ Information

戦争により犠牲となられた方々を追悼し
恒久平和を祈り黙とうをささげましょう
市は、原爆投下の日（８月６日、９日）、釡石が２回目の艦砲射撃
を受けた日（８月９日）、終戦記念日（８月15日）にサイレンを鳴らし
ます。戦争により犠牲となられた方々を追悼し、恒久平和を祈り黙
とうをささげましょう。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため釜石市戦没者追
悼式を中止することに伴い、８月９日のサイレンの前に、市長の追
悼メッセージを防災行政無線で放送します。
日時 ８月６日㈭８時15分、９日㈰11時２分、15日㈯正午
問い合わせ
サイレンに関すること
市総務課 行政係 ☎27‑8411
追悼メッセージに関すること 市地域福祉課 地域福祉係 ☎22‑0177

人権擁護委員に佐藤さんが再任されました

７月１日付で、法務大臣から佐藤力さんが人権擁護委員に再任さ
れました。任期は３年間です。
人権擁護委員は、人権についての啓発や、地域の皆さんからの人
権相談に応じるなどの活動を行っています。家庭内や職場、学校で
の問題などお気軽にご相談ください。
●市の人権擁護委員（敬称略）
藤原 昌敎（橋野町）
佐々木八重子（甲子町）
佐藤
力（中妻町）
山﨑
詔子（小佐野町）
村上
清（鵜住居町）
佐久間 良子（唐丹町）
問い合わせ

市生活環境課 市民生活係

☎27‑8451

就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度
認定試験を実施します
病気などのやむを得ない理由により、義務教育諸学校に就学させ
る義務を猶予または免除された保護者の子が、中学校卒業と同等以
上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。
試 験 日 10月22日㈭
場
所 県立総合教育センター（花巻市）
次のいずれかに該当する人
①就学義務猶予免除者または就学義務猶予免除者で
あった人で、令和３年３月31日までに満15歳以上に
なる人
②保護者が就学させる義務の猶予または免除を受け
ず、かつ令和３年３月31日までに満15歳に達する人
受験資格
で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できない
と見込まれることについてやむを得ない事由がある
と文部科学大臣が認めた人
③令和３年３月31日までに満16歳以上になる人（①、
④に掲げる人を除く）
④日本の国籍を有しない人で、令和３年３月31日まで
に満15歳以上になる人
試験科目 国語、社会、数学、理科、外国語（英語）
受付期限 ９月４日㈮（当日消印有効）
※受験案内は、県教育委員会学校教育課で配布します
問い合わせ

市教育委員会学校教育課

☎22‑8833

広報かまいし
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わらび座ミュージカル

「ジパング青春記 〜慶長遣欧使節団出帆〜」
各地で好評を博しているミュージカルがついに釜石で上演。400
年前の慶長大地震・大津波から立ち上がり、夢を追いかけた若者と
三陸の人々の物語です。
宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源
として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、実施します。
時

10月18日㈰

場

所

釜石市民ホールTETTO ホールA

料

全席指定 一般3,000円、高校生以下1,500円 当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください
※新型コロナウイルス感染予防のため、客席を１席ずつ空けて420席に
制限して開催します

2020

日

8 1

入

場

No.1741

チ ケ ッ ト
取 り 扱 い

14時30分（開場14時）

2019年ツアー公演より（撮影／コンドウダイスケ）

８月８日㈯から発売
釜石市民ホール、東山堂釜石事業センター、イオンスーパーセンター釜石店他
問い合わせ

釜石市民ホールTETTO

☎22‑2266

お盆期間（8月10日〜18日）のごみ収集について
発行

編集

釜石市
広聴広報課

◎一般ごみ
【収集が月曜日と木曜日の収集地区】
収集日 ８月10日（月・祝）、13日㈭、17日㈪
※17日㈪のみ１世帯最大６袋収集
【収集が火曜日と金曜日の収集地区】
収集日 ８月11日㈫、14日㈮、18日㈫
※18日㈫のみ１世帯最大６袋収集
【橋野地区】
収集日 ８月14日㈮
※８月21日㈮は、１世帯最大６袋収集
問い合わせ
市生活環境課 リサイクル推進係

ホームページ

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

盆飾りの収集日は
８月16日㈰です

☎27‑8453

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/

宝樹寺

新開橋たもと（上中島方面西側）付近

西ノ澤不動尊前道路付近

小佐野橋たもと（新町方面南側）付近

階段下道路付近

石応禅寺

青葉通り側入り口前道路付近

薬師公園

階段下道路付近

大平町

大沢ストア付近

嬉石町

県営嬉石第2アパート東側ごみ集積所付近

鵜住居町

市営住宅向かい付近
鵜住居地区

藤喜酒店そば（旧仮設屯所敷地）付近

鵜住居地区生活応援センター前付近

問い合わせ
市生活環境課 リサイクル推進係

野田大橋たもと（野田方面東側）付近
旧野田団地公民館跡地の防火水槽付近
定内橋たもと（小佐野方面東側）付近

松倉橋たもと（釜石高校方面東側）付近

矢の浦橋たもと（松原方面東側）付近
上平田ニュータウン

◎衣類・蛍光灯や乾電池などの各地区生活応援セン
ター・生活環境課などでの拠点回収
受付日 ８月11日㈫〜14日㈮、17日㈪、18日㈫

五の橋たもと（中妻方面南側）付近

東前集会所前付近

浜町3丁目

◎岩手沿岸南部クリーンセンターへの持ち込み
受付日 ８月11日㈫〜14日㈮、17日㈪、18日㈫

中妻・小佐野・甲子地区

新浜町集会所前ごみ集積所

東前町

◎ペットボトル
【毎月第３土曜日が収集日の地区】
収集日 ８月15日㈯ ※通常どおり収集

当日の午前中に透明または半透明の袋に入れて出して
ください。線香やろうそくは出さないでください。
また、おさい銭は供えないでください。

釜石・平田地区

新浜町

◎資源物（ペットボトル以外）
【毎月第２・４水曜日が収集日の地区】
収集日 ８月12日㈬ ※通常どおり収集

☎27‑8453

松倉下ノ橋隣の人道橋たもと（県立釜石病院方面）付近
小川町
甲子町

小川集会所裏の人道橋付近
中小川集会所前付近

上の橋たもと（小川町方面）付近
大畑

大畑団地集会所前付近

大畑

不動橋たもと（国道側）付近

大畑

昇和自動車裏の四差路付近

洞関地区コミュニティ消防センター付近
広報かまいし
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