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、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
【２月の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

4日㈭、18日㈭、
25日㈭

司法書士

19日㈮

17日㈬
ファイナン ※ 予 約 す る こ と で
シャルプラ 随 時 相 談 で き ま
す。訪問相談も実
ンナー
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）
国民年金保険料の口座振替・クレジット
カード納付の申し込みはお早めに
国民年金保険料の納付は、割引
のある前納による納付がお得で
す。口座振替による前納は、納付
書で前納する場合に比べて、割引
率が高くなっています。
口座振替・クレジットカード納
付による前納を希望する場合は、
申請書の提出期限が近づいていま
すので、お早めに手続きをしてく
ださい。
提出期限 ２月26日㈮
問い合わせ 宮古年金事務所（☎
0193‑62‑1963）
岩手県特定
（産業別）
最低賃金が
改正されました
発効日 令和２年12月31日
【産業別最低賃金】
鉄鋼業、金属線製品、その他の金
属製品製造業852円／光学機械器
具・レンズ、時計・同部分品製造
業829円／電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業820円／自動車
小売業863円／百貨店、総合スー
パー800円（据え置き）
※岩手県最低賃金は793円です
（令
和２年10月３日〜）
問い合わせ 岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019‑604‑3008）
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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

Inf ormat ion

③

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 ２月10日㈬、24
日㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 ２月14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 ２月17日㈬11時ごろ
問い合わせ 市防災危機管理課
（☎27‑8441）

令和元年11月〜令和２年10月の
住民票の閲覧状況を公表します
期間 ２月１日㈪〜12日㈮
場所 市役所市民課待合室、各地
区生活応援センター（釜石地区を
除く）
問い合わせ 市市民課（☎27‑
8450）
県立図書館巡回展
「おらほのことば〜橘正一 没後80年〜」
期間 ２月５日㈮〜14日㈰
※２月８日㈪、11日
（木・祝）
は休館
場所 図書館１階展示ホール
内容 盛岡市出身の方言学者・橘
正一の没後80周年に合わせた企
画展。県内で使われてきた方言に
関する県立図書館所蔵資料50点
を巡回展示します
問い合わせ 図書館（☎25‑
2233）
【募集】
「かまいし森のようちえん
2020冬」参加者
そり滑りに雪遊び、親子で冬を
楽しみませんか。
日時 ２月13日㈯10時30分〜12
時30分（受付：10時15分〜）
場所 釜石鵜住居復興スタジアム
対象 就学前の子と保護者
費用 無料
持ち物 飲み物、タオル、お持ち
の人はそり・スコップなどの雪遊
びの道具
申込期限 ２月10日㈬
申し込み・問い合わせ 市子ども
課（☎22‑5121）

県は、東日本大震災の津波によ
り半壊以上の被害を受けた被災者
が、新たに太陽光発電システムを
設置した場合に、経費の一部を助
成しています。
申請期限 ３月10日㈬必着
※補助額や申請方法
など詳しくは、県の
ホームページをご覧
ください
申し込み・問い合わ
せ 県環境生活企画室（☎019‑
629‑5271）

①

約630㎡

④

②

凡例
対象土地

釜石湾

７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140㎡〜約1,800㎡

◎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
◎対象

水産業関連施設を建築し、事業を営むことを目

的に土地の分譲を希望する人

◎受付期間

２月１日㈪〜15日㈪

※土・日曜日、祝日を除く

９時〜17時

※郵送の場合、２月15日㈪当日消印有効
◎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

高病原性鳥インフルエンザへの
対策について

申し込み・問い合わせ

⑥

約500㎡

約1,800㎡

約140㎡

えて、持参または郵送によりお申し込みください

高病原性鳥インフルエンザの発
生が国内で拡大しています。県
は、全ての家きん飼養施設に対し、
消毒薬（消石灰）を配布し、緊急
消毒を実施することとしました。
飼養羽数に関わらず、速やかに飼
養場所周辺の消毒（消石灰散布な
ど）の実施をお願いします。ま
た、家きん舎への侵入を防止する
ため、専用の靴の使用や手指の消
毒の徹底をお願いします。
消毒の実施方法や消石灰配布な
ど詳しくは、お問い合わせくださ
い。
問い合わせ 県県南家畜保健衛生
所（☎0197‑23‑3531）

約670㎡

約1,000㎡

◎公募土地数

岩手県被災家屋等
太陽光発電設備導入補助金

⑤

⑦

約700㎡

釜石湾
◎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、２月下旬に申込人全員にお知らせします
※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
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

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

釜石市事業継続緊急支援金を給付します
事業概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることで、特に経営がひっ迫している業種の事業者
を対象に事業継続緊急支援金を給付します。

対象事業者

市内で飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、カラオケ業、その他の生活関連サービス業（自動車運転代
行業、旅行業、冠婚葬祭業など）を営んでいる中小企業者のうち「令和２年12月〜令和３年２月の
いずれか１月」と前年同月の売り上げを比べ、一定割合以上減少している事業者。

給

2019年の経費の規模などに応じて、支援金を給付します。

付

額

申請期間

２月１日㈪〜３月５日㈮

※申請書などの書類は、市商工観光課と各地区生活応援センターに備え付ける他、市のホーム
ページからダウンロードできます。詳しくは、市のホームページをご覧ください
問い合わせ

市商工観光課 商工業支援係

市のホームページ

☎27‑8421
広報かまいし
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各種相談
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）
日時 ２月10日㈬、
３月10日㈬10時
〜16時
場所 青葉ビル
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）
“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 ２月13日㈯、
28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)

しごと・くらしサポートセンター
（イオンタウン釜石２階）

２月のセミナー（無料、定員各10人）
【市民向けセミナー】
■しごと講座：テレワークの始め方
日時 ①２月16日㈫ ②20日㈯ 各日とも10時30分〜11時30分
■くらし講座：子育てまるっと応援サロン
日時 ２月20日㈯ 11時30分〜12時30分
【事業者向けセミナー】
■採用力向上セミナー：魅力的な求人票の作り方
日時 ２月19日㈮ 13時30分〜14時30分
※「自然あそび広場にここ（キッズコーナー）」も開催します
※新型コロナウイルス感染症拡大により、中止となる場合があります
申し込み・問い合わせ

しごと・くらしサポートセンター

☎27‑6177

コミュニティ助成事業（宝くじの助成金）で
備品を整備しました
（一財）自治総合センターは、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にコミュニティ活動に対する助成を行っていま
す。本年度は唐丹町の本郷町内会が採択され、釜石さ
くら祭りなどで使用するお祭り道具を整備しました。

行政相談

日時 ２月18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）
「相続登記はお済みですか月間」
岩手県司法書士会無料相談

【特設無料相談】
日時 ２月中の毎週金曜日10時〜
12時
場所 岩手県司法書士会館
（盛岡
市）
【司法書士事務所での無料相談】
期間 ２月１日㈪〜26日㈮
（土・日曜
日、
祝日を除く） ※要予約
場所 県内各司法書士事務所
【無料電話相談】
日時 ２月中の毎週火・木曜日
（祝日
を除く）
10時〜13時
相談電話 ☎0120‑823‑815
（通
話料無料）
問い合わせ 岩手県司法書士会事
務局
（☎019‑622‑3372）
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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問い合わせ

市総合政策課 企画調整係

☎27‑8413

ふくしトピック㉕

障害者控除についてご存じですか
納税者本人が障害者手帳などを取得している、または障害者手帳など
を取得している人を扶養している場合、確定申告または市・県民税申告
で障害者控除を申告することができます。対象と控除金額は次のとおり
です。
手帳の種類
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

等級
１級、２級
３級〜６級
A判定
B判定
１級
２級、３級

所得税
40万円
27万円
40万円
27万円
40万円
27万円

住民税
30万円
26万円
30万円
26万円
30万円
26万円

障害者控除を申告することで、所得税や市・県民税が減額になりま
す。非課税となった場合は、各種障がい福祉サービスの自己負担は発生
しません。
扶養親族の人数や同居の別などによって控除の金額が変わります。ま
た、手帳を持っていない人でも控除を受けられることがあります。詳し
くは、お問い合わせください。
問い合わせ
・障害者控除に関すること
・障害者手帳に関すること

市税務課 市民税係 ☎27‑8481
市地域福祉課 障がい福祉係 ☎22‑0177

物品購入等競争入札参加資格
審査申請を受け付けます

「釜石市ライフデザインU・Iターン
補助金」
を申請する皆さんへ

【特別募集 経験者採用】
県立病院職員採用選考試験

市と物品などの取引を希望する
業者は、申請書を提
出してください。申
請書は市のホーム
ページからダウン
ロードできます。
ただし、現在資格を得ている業
者は、市税の納税証明書のみを提
出してください。
申請期間 ２月１日㈪〜26日㈮
有効期間 令和３年度〜４年度
提出・問い合わせ 市財政課（☎
27‑8416）

市は、住宅金融支援機構と連携
し「釜石市ライフデザインU・I
ターン補助金」と併せて全期間固
定金利住宅ローン「フラット35」
を利用する場合、「フラット35地
域活性化型」の金利引き下げを受
けられる制度を開始しました。
金利 当初５年間0.25％引き下げ
問い合わせ 市商工観光課 移住
定住相談センター（☎27‑8421）、
フラット35に関する問い合わせ：
住宅金融支援機構東北支店地域連
携グループ（☎022‑227‑5030）

職種 薬剤師、助産師
採用予定日 ５月１日㈯
試験内容 性格検査（事前提出）、
面接試験（オンライン）
試験日 ２月18日㈭
申込期限 ２月12日㈮
※受験資格、応募方法など詳しく
は、県のホームペー
ジをご覧ください
申し込み・問い合
わせ 県医療局職
員課（☎019‑629‑
6322）

働き方改革を推進するための無料
WEBセミナーを開催しています

【募集】令和２年度採用
会計年度任用職員

令和元年台風第19号災害義援金の
受け付けを終了しました

同一労働同一賃金を定めたパー
トタイム・有期雇用労働法が、本
年４月１日から中小企業にも適用
されます。対応には、早めの準備
が必要です。
岩手働き方改革推進支援セン
ターは、同 一 労 働同 一 賃 金 への
対応や、長時間労働の是正など、
テーマ別の無料WEBセミナーを開
催していますので、
ご活用ください。
詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い。
問い合わせ 岩手働き方改革推
進支援センター（☎0120‑664‑
643）

職種・人数
施設管理業務補助員（市保健福祉
センター）１人
事務補助員（新型コロナウイルス
ワクチン接種関連業務）２人
任用期間 ３月１日㈪〜３月31
日㈬
選考方法 書類審査、面接試験
※勤務条件、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）

令和元年台風第19号で被災さ
れた皆さんを支援するための義援
金の受け付けは、令和３年１月８
日をもって終了しました。多くの
皆さんからの心温まるご支援、ご
厚情に心から感謝申し上げます。
【これまでに頂いた義援金】
件数 個人26件、企業・団体21件
総額 373万8,433円
問い合わせ 市地域福祉課（☎
22‑0177）

東日本大震災釜石市住宅再建支援事業の
実施期間を延長します
東日本大震災で被災した人の住宅再建を支援するため、市は独自の補
助金を支給しています。実施期間を令和２年度までとしていましたが、
令和３年度も補助を継続します。ただし、支給要件となっている被災者
生活再建支援金「加算支援金」の申請期限は、４月12日㈪ですので、期
限内に申請してください。
【被災者住宅再建支援事業補助金】
住宅の建設・購入 100万円（単数世帯は75万円）
【市単独被災者住宅再建支援事業補助金】
住宅の建設・購入 130万円（単数世帯は97.5万円）
東日本大震災被災者対象「住まいの復興給付金」申請相談会
日時 ２月14日㈰10時〜16時
場所 青葉ビル 研修室
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、相談会を中止する場合があり
ます。住宅再建に関する相談は市生活支援室へお問い合わせください
問い合わせ

市生活支援室 住宅再建支援係

☎22‑1171

児童手当を支給します
支払日 ２月10日㈬
対象月 令和２年10月〜令和３
年１月分
※児童手当現況届が未提出の人
は、この日には支払われません。
提出を確認後、随時支払いとなり
ますので、必ず提出してください
問い合わせ 市子ども課（☎22‑
5121）
【生徒募集】
県立宮古高校通信制課程
宮古高校通信制は、年齢を問わ
ず入学ができ、日曜スクーリング
への登校とレポート添削指導で単
位を修得できます。文化祭や運動
会など特別活動への参加も卒業の
要件です。詳しくは、お問い合わ
せください。
願書配布 ２月15日㈪〜
※電話予約の上、来校してください
問い合わせ 県立宮古高校通信制
（☎0193‑63‑7428）
広報かまいし
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