釜石には 愛 がある
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市長年頭あいさつ

年度中

年を迎えます︒市は震災後﹁住まいの再建﹂﹁なりわ
年となる令和

号では尊い人命を

年度にスタートする第六次釡石市総合計画で
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﹁トライし続ける不屈のまち﹂を目指して
新年あけましておめでとうございます︒市民の皆さんにおかれましては︑それぞれの思いを

11月28日に行われた「橋野鉄鉱山世界遺産登録５周年記念シンポジウム」
で、日本製鉄㈱が所蔵する文化財が市に寄贈されました。
日本製鉄㈱東日本製鉄所の大津芳久副所長（釜石地区代表）から野田市長
へ目録が贈呈され、市から大津副所長に感謝状を贈呈しました。

広報かまいし

胸に新春を迎えられたことと心よりお祝い申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑新型コロナウイルス感染症が暮らしや生活に大きな不安を与えた一
年でした︒終息を願いながら︑引き続き感染予防・地域経済への対策を行ってまいります︒市
周年メモリアルイベントの開催や橋野鉄鉱山の世界遺産登

周年︑釡石港のポートオブザイヤー２０１９選出など明るい出来事もありました︒ご理

一方︑ラグビーワールドカップ

民の皆様にはあらためて﹁新しい生活様式﹂の実践と冷静な対応をお願いします︒
録
月︑東日本大震災から

解・ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます︒
さて︑本年
いの再生﹂﹁基盤整備﹂を復興の柱と位置付けてきました︒発災から
の完遂を目指してまいりましたが︑一部︑住宅再建と基盤整備に遅れが出る見込みです︒令和
年度中にこれらを完了できるよう︑さらに気を引き締めて取り組んでまいります︒

また︑被災された皆様の﹁心の復興﹂は 年という区切りで終わるものではありません︒継続

加で取り組んでまいります︒

不屈のまち﹂をスローガンに﹁釜石の発展﹂と﹁一人ひとりの幸せ﹂の実現に向けて全市民参

は︑これからますます厳しさをます環境の中でも地域の強み・魅力を生かし﹁トライし続ける

明るい取り組みも多く予定されています︒令和

ンピック﹁復興﹃ありがとう﹄ホストタウン﹂の実施︑防災推進国民大会２０２１の開催など︑

本年は屋形遺跡︵唐丹町︶が国史跡に指定される見込みであることや︑オリンピック・パラリ

訓︑また最新の知見を生かし︑人命・財産を守る対策を行ってまいります︒

巨大地震モデル﹂では従来予想よりも浸水区域が広がる可能性も示唆されています︒過去の教

失うなど︑甚大な被害がありました︒また︑内閣府が公表した﹁日本海溝・千島海溝沿いの

さらに︑近年激甚化する自然災害への備えが必要です︒令和元年台風第

すべきものはこれからも取り組み︑最後のお一人まで寄り添ってまいります︒
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結びに︑これまで復興にご支援いただいた皆様への感謝を申し上げるとともに︑本年が皆様

☎

ます。
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にとって良い一年となるようご祈念し︑年頭のあいさつといたします︒

問い合わせ
市世界遺産課

ています。

釜 石 の 鉄 学 編 番外編

す。採掘場は高炉場の南約３kmにあり、鉄鉱石の層が所々

むしろ

てっ つい

19

歴史よもやま話

露出した箇所が見られ、採掘された箇所は窪地となってい
の穴から溶解した鉄が高炉手前の砂場にたまります。高炉前

の３人は熱除けの蓆を押さえ、手前の男は鉄に炭を振り掛け

16 ㎝

㎝

てつ くさび

３人の男が鉄槌や鉄楔で露出した鉄鉱石を採掘していま

出銑のシーンです。５人の男が棒で突いて炉に穴を開け、そ

とほぼ同じように遺構が検出されています。
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釜石

てっ こう ざん もと やま かな ほりはたらくの ず

ゆ ぐちまえはたらくの ず

には御日払所、山神社があります。発掘調査では本図の配置
ご ま いし

1
﹃ 紙本両鉄鉱山御山内並高炉之図﹄は
和紙にまとめて記載された絵図絵巻で︑
かか
製鉄の業務報告として盛岡藩お抱えの絵
師が描いたと推測されます︒
﹃ 南部家絵巻﹄とも呼ばれ︑かつては盛
岡藩主南部家が所蔵し︑後に富士製鐵㈱
に寄贈されました︒昭和 ︵１９７４︶
年に県指定文化財となりました︒
内容は︑大橋高炉と橋野高炉︑各採掘
場の位置や設備配置図︑個々の高炉やフ
イゴ︑水車などの装置の設計図が詳細
に描かれた︻設備編︼と︑採掘から製
鉄に至る工程が詳細に描写された︻作業
編︼の２巻で構成されています︒寸法は
︻設備編︼幅 ㎝ 長さ８６９
重量
２３６ｇ
図︵大橋３︑橋野 図︶収
録︻作業編︼幅 ㎝ 長さ６０６
重
量１７０ｇ
図収録となっています︒
絵巻には大橋高炉二番・三番高炉
が増設されていることから︑文久元
︵１８６１︶年以降の作であり︑さらに
はし の てっこうざんそう お
絵巻に収録されている﹁橋 野鉄鉱山惣御
やまうちりゃくず
山内略図﹂には﹁仮高炉当時不用﹂とあ
りますが︑この高炉は橋野に最初に建て
げん じ
られた実験高炉で元治元︵１８６４︶
年に大改修の
末︑三番高炉
となります︒
そのため︑文
久元年〜元治
元年の春の情
景を描いたも
のと推察され
ます︒

み がわら
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鉄鉱山元山金堀働之図

湯口前働之図

大門の右には鍛冶長屋と大工長屋、長屋、種砕水車場が、奥

き石、胡麻石（花崗岩）と６重構造となっています。二番高炉

は花崗岩が上まで積まれるため小さめの石材となっています。

に一番、二番高炉、仮高炉（当時不用）があります。中央部の

高炉は内側より堝瓦・身瓦（耐火れんが）、石灰、甘石、たた

橋野鉄鉱山高炉場の鳥瞰図です。二又沢の東側段丘上に

ゆ ぐちまえ の ず

立地し、沢から水路を引き、水路沿いに右（南）から左（北）

橋野二番高炉湯口前之図
橋野二番高炉ヲ分開シテ湯口ノ方ヨリ見ルノ図

るつぼがわら

広報かまいし
2021.1.1

3

「紙本両鉄鉱山御山内並高炉之図」を公開します
場 所 鉄の歴史館
日 時 １月８日㈮〜９日㈯ ９時〜17時（最終入館16時）
入館料 小中学生 150円 高校生 300円 一般 500円
※１月９日 ９時〜12時は名誉館長講演会を開催するため入場無料
お知らせ

橋野鉄鉱山惣御山内略図
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県指定文化財「紙本両鉄鉱山御山内並高炉之図」が寄贈されました
ず
の
ろ
や ま う ち ならびに こ う
お
ほ ん りょう て っ こ う ざ ん
し

日本製鉄㈱から

問い合わせ

岩手沿岸南部広域環境組合決算
■令和元年度決算の状況
歳入
歳出
歳入歳出差引額
翌年度へ繰越すべき財源
実質収支

使用料及び
手数料
1億2,151万円
（8.6％）

岩手沿岸南部広域環境組合は、釜石市、大船渡市、陸前高田
市、大槌町、住田町の３市２町からの負担金などにより、共
同で岩手沿岸南部クリーンセンターを運営し、ごみ処理業務を
行っています。
令和元年度組合会計の歳入・歳出決算は、次のとおりです。

14億499万円
14億236万円
263万円
0万円
263万円

繰越金
1,102万円（0.8％）
財産収入
1万円（0.0％）

岩手沿岸南部広域環境組合事務局
☎27‑7020

諸収入
55万円（0.0％）

歳

入

議会費
58万円（0.0％）

分担金及び負担金
12億7,190万円
（90.6％）

総務費
5,998万円
（4.3％）

公債費
4億8,510万円
（34.6％）

14億499万円

歳

出

14億236万円

衛生費
8億5,670万円
（61.1％）

意見を募集します

〜第六次釜石市総合計画（案）
〜

市は、令和３年度から令和12年度までを計画期間とする「第六次釜石市総合計画
（案）
」をまとめました。
この計画(案)について、広く市民の皆さんからの意見を募集します。

目指す釜石の将来像
一人ひとりが学びあい 世界とつながり未来を創るまちかまいし
〜多様性を認めあいながらトライし続ける不屈のまち〜
基本目標

計画の推進

○あらゆる人の幸せをみんなで考えつくるまち

○全市民参加でつくるまち
（協働によるまちづくりの推進）
○多様な連携と交流によるまち
（地方創生・多文化共生・広域連携の推進）
○効率的・安定的な行財政運営ができるまち
（行財政改革の推進）

○人と自然が共存し安心して暮らせるまち
○未来をつくる人と産業が育つまち

○地域と人のつながりの中でみんなが育つまち
■市町負担金内訳（災害ごみ処理負担金を除く）
住田町
大槌町 7,304万円
1億5,612万円 （5.8％）
（12.3％）

市町名
釜石市
4億4,370万円
（35.0％）

合計

陸前高田市
2億1,131万円
（16.7％）

■ごみ搬入量内訳

12億6,722万円
大船渡市
3億8,305万円
（30.2％）

（△はマイナス）

ごみ搬入量（t）

前年度比較（t）

増減率（％）

市

1 万 2,071.87

△ 560.63

△ 4.4

大船渡地区

9,915.22

△ 186.56

△ 1.8

陸前高田市

4,502.49

△ 19.38

△ 0.4

大

3,276.65

△ 128.33

△ 3.8

2 万 9,766.23

△ 894.90

△ 2.9

釜

石

槌
計

町

※大船渡地区は、大船渡市および住田町です

○令和元年度情報公開制度などの運用状況について
令和元年度において、岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例および岩手沿岸南部広域環境組合個人情報保護条例
に基づく開示請求および審査請求はありませんでした。

釜石市スポーツ合宿推進事業補助金を交付します
スポーツ合宿の誘致を促進し、市内スポーツ施設の有効活用、交流人口の増大および地域の活性化を図るた
め、スポーツ合宿を実施するスポーツ団体に対し補助金を交付します
●対象
スポーツの競技者および指導者の合計人数が10人以上で
構成される市外の団体
※当面、東北６県および新潟県の団体を対象とします
●対象事業
次の３点の全てに該当すること
①市内の体育施設を使用して行う合宿
②市内の旅館、ホテル、簡易宿所に宿泊
③連続して２泊以上宿泊し、延べ宿泊者数が20人以上
※次のいずれかに該当する場合を除く
営利目的、政治的または宗教的な活動
各種大会、会議などへの参加
公序良俗に反するとき
市または市の関係機関から他の補助金の交付を受けて
合宿を行うとき
申し込み・問い合わせ
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広報かまいし

●補助金の内容
・交通費補助…上限25万円
・宿泊費補助…上限10万円
※総額35万円が上限、同一年度内各団体１回
●申し込み
補助金交付申請書類に記入の上、合宿を開始
する15日前までに市スポーツ推進課に提出して
ください。交付申請書類は、市スポーツ推進課
に備え付ける他、市のホームページからダウン
ロードできます。なお、交付申請の期限は毎年
度２月末日です。
※補助金交付申請額が予算額に達
し次第、終了となります
※事業の詳細は、市のホームペー
ジをご覧ください

市スポーツ推進課 スポーツ推進係
〒026‑0031 鈴子町22‑1 シープラザ釜石2階

☎27‑5712

○過去に学びみんなが命を守れるまち

意見募集期間

１月12日㈫〜２月11日㈭

※計画（案）は市のホームページに掲載する他、市市民課、市教育センター、市保健福祉センター、図書
館、各地区生活応援センター、市総合政策課、市広聴広報課に備え付けます
※１月中旬以降に開催予定の市政懇談会（市内８カ所）で、「第六次釜石市総合計画（案）」
の概要につい
て説明します。日程などは、広報かまいし１月15日号でお知らせします
問い合わせ

市総合政策課 企画調整係

☎ 27‑8413

みんなで参加しよう!

復興五輪聖火リレーボランティア募集
東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会は、６月に本県で実施する
『オリンピック聖火リレー』のボランティアを募集します。
募集期間

１月４日㈪〜31日㈰

活 動 日

６月16日㈬〜18日㈮

活動場所

聖火リレーが実施される、県内の市町村

活動内容

聖火リレー沿道応援者の整理・誘導、セレモニー会場・会場周辺の来場者の整理など

応募方法

応募用紙に必要事項を記入の上、県実行委員会事務局にメールまたは郵送、持参して
ください。
応募用紙は、市国際交流課（シープラザ釜石２階）に備え付ける他、県および市の
ホームページからダウンロードできます。

県のホームページ

市のホームページ

※詳細は、ホームページに掲載している募集要項をご覧ください
申し込み・問い合わせ 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会事務局
ak0005＠pref.iwate.jp
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 県庁12階 ☎019-629-6496
広報かまいし

2021.1.1
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各種相談
“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 １月16日㈯、31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）

蜜蜂の飼育者は届け出を
忘れずに

【募集】令和２年度採用
会計年度任用職員

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

蜜蜂を飼育する人（計画を含
む）は、毎年１月１日現在の飼育
群数と年間の飼育計画を提出して
ください。趣味で飼育する人も対
象です。
様式は、県のホー
ムページからダウン
ロードできます。
提出期限 １月29
日㈮
提出先・問い合わせ 沿岸広域振
興局 農林部（☎25‑2704）

職種・人数 特別支援教育支援員
１人
任用期間 ２月１日㈪〜３月31
日㈬
申込期限 １月14日㈭
選考方法 書類審査、面接試験
※勤務条件、業務内容、応募資格、
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）

時間延長窓口 １月13日㈬、27日
㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 １月24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）

行政相談

日時 １月21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）
障がいがある人への不利益な取扱い
解消などの相談窓口
日時 月〜金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分〜17時15分
相談方法 市地域福祉課障がい福
祉係（☎22‑0177 市保健福祉セ
ンター２階）へ電話または直接お越
しください
高齢者なんでも相談
シルバー110番（無料）
日時 月〜金曜日（祝日、年末年始
を除く）９時〜17時
相談内容 高齢者に関わる心配事
や悩み事など。弁護士や司法書士、
介護経験者による専門相談もあり
ます。※専門相談は要予約
相談・問い合わせ 岩手県高齢者
総合支援センター
（☎0120‑84‑
8584（通話料無料）
、☎019‑625‑
0110）
こども救急電話相談（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
電話相談
「こころ相談ホットライン」
（全国心理業連合会）
日時 土・日曜日10時〜21時
相 談 先 全 国 心 理 業 連合 会（☎
090‑2971‑4014）
7
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釜石地区被災者相談支援センターをご利用ください
釜石地区被災者相談支援センターは、県や市の被災者支援制度な
どの問い合わせや、生活や住まいの再建にまつわる不安や悩みなど
を受け付けています。また、弁護士や司法書士などの専門家相談も
行っています。
日時 月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）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
【１月専門家相談スケジュール】時間：10時〜12時、13時〜15時
弁護士

7日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭

司法書士

15日㈮

ファイナンシャル
プランナー

20日㈬
※予約することで随時相談できます。
訪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

ふくしトピック㉔

障がいがある人の就労を支援します
釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センター キックオフは、
釜石市・大槌町に暮らす障がいを抱える皆さんの「働くこと」を支
援しています。就業支援員や生活支援員が雇用・福祉・行政機関と
連携しながら、一人一人が抱える課題に応じた仕事探しのお手伝
い、就職に向けた準備、訓練を行う場所の紹介、就職した後に長く
働くための支援などを行います。また、働く上で大切な生活上の困
り事や悩み事の相談にも応じ、一緒に解決できる方法を考えます。
障がい者本人だけではなく、家族や障がい者を雇用している企業
などからの相談も受け付けています。
相談受付時間
費用 無料

９時〜17時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

相談・問い合わせ 釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センター キックオフ
〒026‑0024 大町3‑10‑5 ☎55‑4181 FAX55‑4182

全国一斉B型肝炎訴訟
無料電話相談会
日時 １月23日㈯10時〜18時
対象 Ｂ型肝炎患者とその家族
相談電話 ☎022‑721‑3072、☎
022‑721‑3073
問い合わせ Ｂ型肝炎被害対策東
北弁護団事務局（小野寺友宏法律
事務所内 ☎0120‑76‑0152）

水道管の凍結にご注意ください
就寝前やお出かけ前には「水
抜き」を行い、水道管を凍結か
ら守りましょう。
問い合わせ

市水道事業所
☎23‑5881

ま

ちのお知らせ
Information

「土砂災害防止法基礎調査」を
実施します

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）

基礎調査とは、土砂災害防止法
に基づき「土石流」「急傾斜地の
崩壊」「地すべり」によって起こ
る土砂災害の恐れのある区域の地
形、地質、土地利用状況などを現
地調査するものです。
調査に当たり、調査員が土地に
立ち入る場合がありますので、ご
理解、ご協力をお願いします。
※調査員は岩手県発行の身分証明
書を携帯しています
調査期間 ３月まで
場所 大平町、鵜住居町第７地割
および第25地割付近（調査箇所
は追加となる場合があります）
問い合わせ 沿岸広域振興局 土
木部 河川港湾課（☎27‑5572、
FAX21‑1106）

高校、大学などへの入学時・在
学中にかかる費用を対象とした公
的な融資制度です。
融資額 子ども１人につき350万
円以内
固定金利 年1.68％（ひとり親家
庭などは年1.28％）※令和２年
11月２日現在
返済期間 15年以内（ひとり親
家庭などは18年以内）
申込時期 随時
保証 （公財）教育資金融資保証基
金（連帯保証人による保証も可能）
※詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い。「国の教育ロー
ン」で検索
問い合わせ 教育
ローンコールセンター（☎0570‑
008656（ナビダイヤル）、☎03‑
5321‑8656）

令和2年度釜石市中小企業退職金共済事業補助金
市内に事業所を有する中小企業者が、（独）勤労者退職金共済機
構と中小企業退職金共済契約（新規加入契約または掛金増額契約）
を締結した場合、その掛金に対し補助します。
◆補助の要件
（１）市内に事業所がある中小企業者であること
（２）補助金申請時、納期が到来している市税を完納していること
◆補助対象
令和２年１月から同年12月までに契約したもの（最大12カ月分）
※平成31年２月から令和元年12月までに契約したものも対象と
なる場合があります
◆補助額
従業員（釜石市民）１人につき、月掛金の20％、最大各月500円
※掛金増額の場合は、増額分について補助します
◆申請受付期間
１月４日㈪〜29日㈮９時〜17時（土・日曜日、祝日を除く）
◆申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、市商工観光課（市役所第３庁
舎１階）に持参するか、郵送してください
申請書類は市商工観光課に備え付ける他、市のホームページか
らダウンロードできます
※補助金の詳細については、お問い合わせください
申し込み・問い合わせ

無年金・低年金者を
無くすために
将来、無年金や低年金となる人
を無くすために、国民年金保険料
を長期間納めていない人へ、令和
２年12月末に催告文書を発送し
ました。
もう少しで年金の受給資格を満
たす人には、あと何カ月納付また
は免除の期間が必要かを記載した
文書を同封しています。将来の年
金受給に関わる大事な内容ですの
で、内容を確認の上、どのように
したらよいかお困りの場合は、年
金事務所に相談してください。
※免除申請は、２年１カ月前の月
分までさかのぼって申請できます
※令和元年度から所得未申告の場
合は、前年度所得が無かったもの
として審査されており、以前より
免除が認められやすくなりました
問い合わせ 宮古年金事務所（☎
0193‑62‑1963）

市商工観光課 商工業支援係 ☎27‑8421
〒026‑8686 只越町3‑9‑13
広報かまいし

2021.1.1

6

広報

県沿岸広域振興局からのお知らせ
りっこう

市内の水門・陸閘は安全かつ迅速・確実に自動閉鎖するシステムで稼働しています
ジェイ ア

ラ

ー

ト

国が発表する津波警報等（全国瞬時警報システム「Ｊ‑ＡＬＥＲＴ」からの信号受信）を契機として「水門・
陸閘自動閉鎖システム」で自動で市内の水門・陸閘へ閉鎖
の命令を送信し、閉鎖します。また、県庁や釜石地区合同庁舎
からも遠隔手動操作で
閉鎖できます。
11月７日に市内の水

全国瞬時警報システム

津波情報等が発表された場合、
水門・陸閘が自動で閉鎖します

2021

門・陸閘の閉鎖訓練を

1 1

行い、安全かつ迅速・
確実に閉鎖することを
確認しました。
スピーカー

No.1751

サイレン、音声により
注意を促す

アンテナ

津波警報が
発表されました
至急高台に
避難してください

衛生からの情報を
受信する

回転灯

光により注意を
促す

県庁
釜石合庁

合庁
市町村
消防署など

発行

編集

釜石市
広聴広報課

※図はイメージです。整備内容は、
施設ごとに異なります

問い合わせ

県沿岸広域振興局 土木部 復興まちづくり課

☎27‑5574

松飾りの収集は１月７日㈭です
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。
収集場所
ホームページ

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

釜石・平田地区

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

新浜町 新浜町集積所前ごみ集積所
東前町 東前集会所前付近
浜町３丁目 西ノ澤不動尊前道路付近
宝樹寺 階段下道路付近
石応禅寺 青葉通り側入口前道路付近
仙寿院 階段下道路付近
薬師公園 階段下道路付近
嬉石町 白山学童育成クラブ前付近
大平町 大沢ストア付近
矢の浦橋たもと（松原方面東側）付近
松原町 松原公園階段下付近
嬉石町側から市民交流センター過ぎのカーブ内側付近
嬉石町 県営嬉石第２アパート東側ごみ集積所付近
上平田ニュータウン 市営住宅向かい付近

中妻・小佐野・甲子地区

五の橋たもと（中妻方面南側）付近
新開橋たもと（上中島方面西側）付近
小佐野橋たもと（新町方面南側）付近
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
松倉下ノ橋隣の人道橋たもと（県立釜石病院方面）付近
甲子町 中小川集会所前付近
桜木町 山神社入口前付近
大畑団地集会所前付近
洞関地区コミュニティ消防センター付近
砂子渡公民館前付近
一の渡橋たもと（洞泉方面東側） 金刀比羅様前付近

鵜住居地区

鵜住居町 藤喜酒店（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

☎27‑8453
広報かまいし
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