【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

2020.8.1

6

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

9

2020.8.1

“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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