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）
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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
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