
マイナポイントの予約と申し込みの
お手伝いをします

住民説明会を開催します

　マイナンバーカードの交付申請（市職員による写真撮影）のお手伝いもします。
◆10月の日程　※費用　無料
日 曜日 時間 場所
４ 日 10時～16時 イオンタウン釡石２階　イオンタウンホール
６ 火

 9時～12時
小佐野地区生活応援センター

８ 木 栗橋地区生活応援センター
10 土 10時～14時 マイヤ野田店(野田町)
11 日

 9時～12時
市役所第１庁舎　市民課

13 火 平田地区生活応援センター
17 土

10時～14時
マルイチサンパルク店(上中島町)

18 日 マイヤ釡石店(鈴子町)
20 火

 9時～12時
甲子地区生活応援センター

22 木 栗橋地区基幹集落センター
25 日 10時～14時 鵜住居地区生活応援センター
27 火  9時～12時 唐丹地区生活応援センター

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります
※ 希望するキャッシュレス決済サービスによっては、事前登録や決済サービスIDとパスワードが必要です。詳
しくは「マイナポイント事業」のサイトをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-
0178（ダイヤル後「５」番を選択）にお問い合わせください

※ 簡易郵便局を除く各郵便局、コンビニエンスストア（一部店舗を除く）、イオンタウン釡石、携帯電話会社の
販売店にも、予約と申し込みができる端末が設置されています

※ 持ち物など詳細については、お問い合わせください

　令和元年度台風災害の検証結果と各地区での対策、国が公表した津波浸水想定について説明します。
※ 感染症予防のため、来場前に各自で検温をお願いします。体温が37.5℃以上ある人は入場をご遠慮ください
◆開催日程　開始時刻18時30分
月 日 曜日 台風災害検証結果の説明対象地区 会　場

10

５ 月 中妻排水区【千鳥町、中妻町、八雲町】 中妻体育館

７ 水 東部地区（西側）【天神町、只越町、大只越町、
大町、大渡町】 青葉ビル

８ 木 東部地区（東側）【浜町、東前町】 チームスマイル・釡石PIT
12 月 佐須地区 佐須集会所
13 火 平田地区 釡石・大槌地域産業育成センター２階
14 水 両石地区 鵜住居地区生活応援センター
15 木 尾崎白浜地区 尾崎白浜集会所

※ 上の７地区以外の災害復旧事業の進
しん
捗
ちょく
状況や、県の砂防事業などの復旧計画、津波浸水想定については今後の

地域会議・市政懇談会などで順次説明します

問い合わせ　市総務課　☎22-5011

問い合わせ　復興推進本部　都市整備推進室　☎27-8437
市防災危機管理課　☎27-8441

　マイナポイントの予約
およびキャッシュレス事
業者の設定は自宅でもで
きます。詳しくは「マイナ
ポイント事業」のサイトを
ご覧ください。

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

令和元年度台風災害検証結果

日本海溝沿いの最大クラスの津波による浸水想定

　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするために５年ごとに実施す
る国の最も重要な統計調査です。10月１日現在、国籍や住民登録の有無に関係
なく、日本に住んでいる全ての人および世帯が調査対象です。
　10月７日㈬までに調査票の提出をお願いします。
　調査票が届いていない場合は、国勢調査釡石市実施本部までご連絡ください。

胃がん検診を受けましょう
胃がんにかかる人は依然として男女とも多いのが現実です

　10月13日から胃がん検診が始まります。忘れずに受検しましょう。受検票は10月上旬に発送予定です。
●検診について
　対象　　40歳以上の人（令和３年３月31日時点）
　検診内容　胃部レントゲン撮影（バリウム検査）
　検診料　　2,000円
　※70歳以上（令和３年３月31日時点）、市民税非課税世帯、生活保護受給者は無料
●追加申し込みについて
　３月31日までに申し込みできなかった人は、この機会に申し込んでください。
　申込期間　10月５日㈪～16日㈮　８時30分～17時15分（土・日曜日を除く）
　※過去の疾患や、健康状態によっては受検できない場合があります。受検に不安のある人は、ご相談ください
　※新型コロナウイルス感染症の発生状況により中止する場合があります
受付時間　７時～９時　※釡石湾漁業協同組合嬉石保管作業倉庫、魚河岸テラス会場のみ９時～10時30分

検診日 会場 検診車
台数 駐車場

10月13日 火 洞関地区コミュニティ
消防センター １台 あり

10月14日 水 松倉地区コミュニティ
消防センター ２台 なし

10月15日 木 昭和園クラブハウス ２台 あり

10月16日 金
大平集会所 １台 あり
平田地区生活応援
センター １台 あり

10月17日 土 昭和園クラブハウス ２台 あり

10月19日 月
唐丹地区生活応援
センター １台 少ない

本郷地区コミュニティ
消防センター １台 なし

10月20日 火
栗橋地区基幹集落
センター １台 あり

橋野地区多目的集会施設
（橋野ふれあいセンター） １台 少ない

10月21日 水 市保健福祉センター ２台 少ない
10月22日 木 日向・新川原集会所 ２台 少ない

10月23日 金
洞関地区コミュニティ
消防センター １台 あり

大松地区コミュニティ
消防センター １台 少ない

10月26日 月
上平田ニュータウン
集会所 １台 少ない

上平田集会所 １台 少ない

10月27日 火 市保健福祉センター １台 少ない
野田集会所 １台 なし

検診日 会場 検診車
台数 駐車場

10月28日 水

小佐野地区生活応援
センター ２台 なし

松倉地区コミュニティ
消防センター １台 なし

釡石湾漁業協同組合
嬉石保管作業倉庫
受付時間　9時～10時
30分

１台 あり

10月29日 木
小川集会所 ２台 なし
唐丹地区生活応援
センター １台 少ない

10月30日 金

昭和園クラブハウス ２台 あり
野田集会所 １台 なし
魚河岸テラス
受付時間　9時～10時
30分

１台 あり

11月4日 水
中妻地区生活応援
センター １台 あり

長内集会所 １台 少ない

11月5日 木
小佐野地区生活応援
センター １台 なし

向定内ひまわり集会所 １台 なし

11月6日 金 小川集会所 ２台 なし
野田集会所 １台 なし

11月8日 日 市保健福祉センター ２台 少ない

申し込み・問い合わせ
市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

問い合わせ　国勢調査釡石市実施本部　☎22-0123・22-0133

国勢調査  調査票の記入はお済みですか？

青色の封筒が目印です

…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
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