３月〜5月は
岩手県山火事防止運動月間です
あなたです
守るのは

森を火事から

（山火事防止運動全国統一標語）

問い合わせ

市水産農林課
☎27‑8426

受講者募集
立正大学デリバリーカレッジ
内容
①６月５日㈯10時30分〜12時15
分
テーマ 「お金の魔力と魅力」
講師 名誉教授 秦野 眞さん
②６月12日㈯10時30分〜12時15
分
テーマ 「メディアからの健康情
報を見極める」
講師 文学部准教授 浅岡 隆裕
さん
場所 中妻地区生活応援センター
対象 高校生以上
定員 20人（要予約）
受講料 無料
申込期限 ６月３日㈭
※テーマ、講師、場所は変更にな
る場合があります
※１講座のみの受講もできます
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、講座を中止する場合が
あります
申し込み・問い合わせ 市まちづ
くり課（☎27‑8454）

『みんなの橋野鉄鉱山』を
開催します
日時 ５月29日㈯10時〜12時
集合場所 橋野鉄鉱山インフォ
メーションセンター
対象 どなたでも
内容 ①橋野高炉跡遺跡内の清掃
活動（10時〜11時）ゴミ拾い、
草刈り、木枝拾いなど※小雨決行
②記念講演（11〜12時）
場所 橋野鉄鉱山インフォメー
ションセンター展示室
演題 産業遺産情報センターにつ
いて※無料（定員30人）
その他 軍手やゴミばさみなどの
清掃用具を持参の上、お越しくだ
さい
申し込み・問い合わせ 市世界遺
産課（☎22‑8846）
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「令和３年度事業者向け
省エネルギー対策推進事業」

菜の花畑
無料開放します

県は、既存の設備を効率的な
LED照明、空調設備、給湯設備、
変圧器へ更新する費用の一部を補
助します。
受付期限 令和４年１月31日㈪
対象 ⑴中小企業者（中小企業基
本法で規定される事業者）
⑵年間のエネルギー使用量（原油
換算）が、1,500㎘未満の工場ま
たは事業所などの所有者および管
理者
補助対象経費
対象設備の購入および設置工事
に要する経費
補助率など
⑴一般の事業所
・補助率：補助対象経費の１/３
以内 ・補助上限：１事業所当
たり30万円
⑵「いわて地球環境にやさしい事
業所」
・補助率：補助対象経費の１/２
以内 ・補助上限：１事業所当
たり50万円
問い合わせ 県環境
生活企画室 温暖
化・エネルギー対策
担当（☎019‑629‑
5272）

５月９日から23日㈰の間、菜
の花を楽しんでいただくため、橋
野どんぐり広場の後にあるエコ農
園「橋野なのはな畑」を無料開放
します。（菜の花畑入り口に看板
あり）開放時間は10時から16時
までです。コロナ禍の中、自然の
中で黄色い菜の花に囲まれてゆっ
たりとお過ごしください。
問い合わせ （一社）ユナイテッド
グリーン u̲green@icloud.com

日本赤十字社の活動資金募集
にご協力をお願いします
市は、５月の赤十字運動月間に
合わせて活動資金を募集します。
行政連絡員が各家庭や事業所を訪
問しますのでご協力をお願いしま
す。
※日本赤十字社は、自然災害や大
事故に見舞われた被災地に、直ち
に医療救護班を派遣し、継続的に
支援を行います。釜石市でも、東
日本大震災の際に、開設された救
護所で多くの支援活動が行われま
した。こうした活動の財源は、日
本赤十字社の活動に賛同する皆さ
んからの寄付金で賄われています
問い合わせ 市地域福祉課（☎
22‑0177）

寝たきりの人へ
寝具の洗濯・乾燥・消毒サービス
市は、寝たきりなどで寝具の衛
生管理が難しい人を対象に、洗濯
などのサービスを行います。
実施期間 ６月14日㈪〜25日㈮
対象 おおむね65歳以上の寝た
きりの人や重度の身体障がい者な
どで、寝具の衛生管理が難しい人
内容 ①かけ布団、敷き布団、毛
布の３点…660円
②寝台用マットレス（スプリング
マット不可）、ベッドパット、か
け布団、毛布の４点…880円
生活保護世帯は無料で利用でき
ます。希望者には代替寝具を貸し
出します。シルク綿、綿入れ丹
前、綿入れはんてんは、水洗いが
できないため利用できません。
申込期間 ５月17日㈪〜28日㈮
申し込み・問い合わせ 市高齢介
護福祉課（☎22‑0178）

かまいしエール券を販売します
新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を受けて
いる地域経済の活性化を図るために、市内取扱店舗で利
用できる7,000円分のプレミアム券を5,000円で販売し
ます。
購入上限
500円券14枚（共通商品券×10枚、食事券×４枚）を
１冊とし、購入は１人２冊までとします（代理購入可）
※共通商品券は、商品券・食事券のどちらでも使用可
※代理購入は５人分を上限とし、重複購入は不可
※取扱店舗は、各販売場所に置いてあるチラシと市の
ホームページで確認ください
販売対象者 市内に居住している人
販売・利用期間 ６月１日㈫〜12月31日㈮
※販売は売り切れた時点で終了
問い合わせ

県のホームページ

☎27‑8421 （一社）
釜石観光物産協会

☎27‑8172

危機対応研究センター（釜石市・東京大学社会科学研究所）事業

参加者募集

危機対応学オンライン（Zoom）
トークイベント

今回のトークイベントは、「釜石ふるさと寄附金（地域社会の課題解決に取り組む団体指定寄附）
」の指定団体の一つ
である「
（一社）
三陸ひとつなぎ自然学校」に現在の取り組みなどを紹介していただき、その後「シビック・テック」や
「ソーシャル・ビジネス」など「地域課題の解決に取り組む団体を応援する仕組みづくり」について議論します。無料
でだれでも参加できるイベントです。
日

時

出 演 者

参加方法

５月29日㈯

国の事業

15時〜16時30分

［ゲスト］
［モデレーター］

一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 代表理事 伊藤
東京大学社会科学研究所 教 授 玄田 有史さん
〃
教 授 中村 尚史さん
〃
准教授 中村 寛樹さん

聡さん

オンライン参加 ※インターネット環境が必要です
参加を希望する人は、当日までに次の二次元コードから事前登録をお願いします。登録後、
イベント参加に関する確認メールが届きます。
問い合わせ

市総合政策課 企画調整係

☎27‑8413

sougou@city.kamaishi.iwate.jp

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）の申請を受け付けています

新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、低所得の
子育て世帯のうち、ひとり親世帯を対象とした新たな給付金を支給しています。支給対象の②または③に該当す
る場合は申請が必要です。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、市子ども課へお問い合わせください。 市のホームページ
給 付 額

児童１人当たり５万円

支給対象

令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合は20歳未満）を扶養しているひとり親世帯
の人で、次のいずれかに該当する人
①令和３年４月分の児童扶養手当が支給される人…４月30日に振込済です
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
③児童扶養手当の受給要件を満たす人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直
近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人
※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を超える場合は支給されません。また、同居している
家族（扶養義務者）がいる場合、世帯が別であっても、その人の収入も確認することとなります。

必要書類

本人確認書類（運転免許証など）
、通帳の写し、戸籍謄本（児童扶養手当の認定を受けていない人のみ）
、
給与明細書、年金振込通知書

申請期 限

令和４年２月28日㈪

自動車税種別割の納期限は
５月31日㈪です
自動車税種別割は、４月１日現
在の自動車の所有者が納める県税
です。納税通知書は4月末に発送
していますので、忘れずにお近く
の金融機関、コンビニエンスス
トア、県税室窓口から納めましょ
う。クレジットカード納付も利用
できます。
問い合わせ 県沿岸
広域振興局県税室
☎25‑2715

市商工観光課 観光物産係

購入方法
各販売場所に身分証明書を持参
し、購入してください（購入時
に申請書への記入が必要です）
販売場所・時間
市内スーパー（イオンスーパーセンター釜石店、キク
コーストア釜石松倉店、ジョイス釜石店、マイヤ釜石
店・野田店、みずかみ平田店）
※販売時間は各店舗にお問い合わせく
ださい
市商工観光課、各地区生活応援セン
ター（釜石地区を除く）月〜金曜日
（祝日を除く）８時30分〜17時15分
釜石観光総合案内所 ９時〜18時（無休）市のホームページ

申し込み・問い合わせ

市子ども課 子ども福祉係

〒026‑0025 大渡町3‑15‑26

☎22‑5121

広報かまいし 2021.5.15

10

各種相談

５月は「消費者月間」です

防災行政無線による情報伝達
試験を行います

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）

市消費生活センターは「“消費”
で築く新しい日常」をスローガン
に、商品やサービスの契約・解
約、販売方法などに関する消費生
活相談をはじめ、消費生活に関す
る出前講座を行っています。お気
軽にご相談ください
問い合わせ 市消費生活センター
（☎22‑2701）

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 ５月19日㈬11時ごろ
問い合わせ 市防災危機管理課
（☎27‑8441）

日時 ５月26日㈬、６月９日㈬10
時〜15時
場所 市消費生活センター
定員 予約先着８人
申込み 市消費生活センター（☎
22‑2701

公証相談
（要予約）

日時 ６月３日㈭10時〜12時
場所 市消費生活センター
対応 公証人
定員 予約先着４人
申込み 宮古公証役場（☎0193‑
63‑4431）
※前日までに予約がない場合は中止
します

人権相談

日時 ６月４日㈮13時〜16時
場所 市消費生活センター
対応 人権擁護委員
申込み 市消費生活センター（☎22‑
2701）

多重債務弁護士無料相談（要予約）

日時：６月15日㈫10時〜15時
場所：市消費生活センター
定員：予約先着６人
申込み：市消費生活センター（☎22‑
2701）

交通事故相談
（要予約）

日時 ６月16日㈬13時〜15時
場所 市消費生活センター
対応 県交通事故相談員
定員 予約先着３人
申込み 市消費生活センター（☎22‑
2701）
※前日までに予約がない場合は中止し
ます

出張年金相談
（要予約）

日時 ６月17日㈭10時〜15時30分
場所 青葉ビル
内容 社会保険相談（事業所含む）、
国民年金・厚生年金相談
申し込み 基 礎 年金 番 号が分かる
ものを用意し、宮 古年金事務 所（☎
0193‑62‑1963）で電話受け付け

令和３年経済センサス-活動調査を実施します
総務省・経済産業省は、令和３年６月1日現在で「令和３年経済センサス-活
動調査」を全国一斉に実施します。
この調査は、わが国における事業所や企業の経済活動の状態を明らかするこ
とを目的として全ての事業所や企業を対象として実施される調査です。
支社などのない事業所および新設の事業所は調査員が直接、訪問して調査票
を配布し、支社などを有する事業所や一定規模以上の事業所は本社などへ調査
票を郵送します。いずれの場合もインターネットを利用して回答することがで
きます。
調査票は、５月末日までに届けますので、ご協力をお願いします。なお、調
査票の内容は、統計を作成する目的以外（税の資料など）に利用されること
は、絶対にありません。

問い合わせ

休日納税相談
日時 ５月29日㈯、30日㈰
場所 市役所税務課
問い合わせ 市税務課（☎27‑8417）
今 月 の 【軽自動車税】
納 税 納期限＝５月 31 日㈪

釜石市の人口と世帯（４月）
男

15,100人（−

女
合

計

世

帯

16,706人（−

16人）

31,806人（−

34人）

16,074世帯（＋13世帯）
※（

13

18人）

2021.5.15

）は前月比
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☎27‑8413

令和３年度介護保険の説明会を開催します

65歳を迎え、介護保険の第１号被保険者になった人向けに介護保険の説明会
を開催します。既に第1号被保険者の人や、その家族も参加できます。開催日
の前日までに電話などで申し込んでください。
なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合があり
ますので、ご了承ください。
内容

介護保険制度について
介護予防について
日時、場所
月 日
時 間
5月25日㈫
7月21日㈬
9月28日㈫
13時30分〜
14時30分
11月19日㈮
1月28日㈮
3月25日㈮

場

所

市保健福祉センター９階
講義室

問い合わせ

休日

曜日

６

日

13

日

20

日

27

日

休日
６
13
20
27

曜日
日
日
日
日

市高齢介護福祉課 高齢介護係

参加者
募 集

男女共同参画フェスティバル2021

笑って考えよう！ひとり一人の幸せのために
〜性別による固定的な役割分担意識をなくそう いわて宣言〜

「いわて男女共同参画月間」に合わせ開催します。

◆日時
◆会場

６月12日㈯13時30分〜16時
いわて県民情報交流センター７階 小田島組☆ほ〜る
（定員200人、先着順）
◆内容 基調講演
せ ち やま
かく
講師 東京大学大学院総合文化研究科 教授 瀬地山 角さん
◆対象 県内に在住、在勤の人
◆申込方法 岩手県男女共同参画センターのホームページから専用の申
し込みフォームにアクセスしてお申し込みください。インターネット
環境が整わない人は、市男女共同参画室にご連絡ください
◆締切 ５月31日㈪
◆その他 基調講演の内容は、６月30日㈬から７月31日
㈯までの間、岩手県男女共同参画センターのYouTube
チャンネルで視聴できます。
問い合わせ

市総合政策課 男女共同参画室

森林を伐採・開発する際は、事前に届け出や許可申
請の各種手続きが必要となります。このような計画が
ありましたら、次の問い合わせ先にご相談ください。

６月巡回日程
※交通事情により多少のずれが生じることがあります

☎22‑0178

休日当番医・薬局・歯科医（６月）
当番医・当番薬局
所在地
釜石しょうけいクリニック
甲子町
アクト調剤薬局
堀耳鼻咽喉科眼科医院
只越町
パルム薬局
小泉医院
中妻町
ハロー薬局
道又内科小児科医院
大槌町
ひょっこり薬局
所在地
当番歯科医※診療時間９時〜12時
おおつちじょうない歯科医院
大槌町
おいかわ歯科医院
港町
遠刕歯科医院
中妻町
小松歯科医院
大槌町

浜町 篠原浩さん宅前

9:15〜 9:45

源太沢公園前

10:00〜 10:30

昭和園クラブハウス

10:45〜 11:15

働く婦人の家

11:30〜 12:00

中小川 カサ･デ･ファミリア 13:20〜 13:50

電話番号
☎27‑8571
☎27‑7001
☎22‑1005
☎22‑3353
☎23‑5157
☎23‑8455
☎42‑2500
☎27‑5220
電話番号
☎42‑8418
☎22‑5800
☎23‑5478
☎42‑7702

３日㈭

県営両石アパート

9:00〜 9:30

かまいしワーク･ステーション

9:50〜 10:20

【調理師試験】
日時 10月30日㈯13時30分〜
会場 釜石地区合同庁舎他県内３
会場
【製菓衛生師試験】
日時 ９月１日㈬13時30分〜
会場 盛岡地区合同庁舎
※申込期間はいずれも、５月24日㈪
〜６月11日㈮
※詳細は、お問い合わせください
問い合わせ 釜石保健所（☎27‑
5523）

「いわて被災者支援センター」開設のお知らせ

問い合わせ
○保安林以外の森林での立木の伐採
市水産農林課 林業振興係 ☎27‑8426
○保安林での立木の伐採や土地の形質の変更
県沿岸広域振興局農林部 ☎27‑5525
○保安林以外の森林での１haを超える開発行為
県沿岸広域振興局農林部 ☎27‑5525

移動図書館「しおかぜ」

令和３年度 調理師および
製菓衛生師試験

☎27‑8413

森林の伐採・開発には手続きが必要です !

２日㈬

※大町商店街駐車場を利用した場合は、１時間無料券を渡します。駐車券を受
け付けで提示してください

夜間納税相談
期日 ５月26日㈬、27日㈭、28日㈮
時間 17時15分〜19時15分
場所 市役所税務課
問い合わせ 市税務課（☎27‑8417）

市総合政策課 統計係

まちのお知らせ Information

県は、東日本大震災津波で被災した人の困りごと
を、弁護士などの専門家や市町村などと連携しながら
解決のお手伝いする窓口を開設しました。生活のこと
やお金のことなどでお困りの際は、お気軽にご相談く
ださい。

問い合わせ・相談
いわて被災者支援センター 大町２‑４‑７
月〜金曜日（祝日を除く）９時〜17時
☎080‑9634‑6650 ☎30-1034（※固定電話は５月18日〜）
サブセンター（盛岡市材木町３‑５）☎019‑601‑7640

10日㈭

22日㈫

唄貝 チビッコ広場前

10:20〜 10:50

栗橋地区生活応援センター 10:00〜 10:30

洞泉市営住宅前

11:00〜 11:30

上栗林地区集会所前

10:45〜 11:15

洞関地区コミュニティ消防センター前 11:40〜 12:10

釜石地区合同庁舎

12:00〜 12:30

仙人の里

14:00〜 14:30

中妻地区生活応援センター 13:40〜 14:10

10:30〜 11:00

平田駅前

唐丹公民館前

11日㈮
12日㈯

青葉ビル

23日㈬

9:30〜 9:50

あいぜんの里

10:00〜 10:30

9:00〜 9:30

デイサービスセンター善 10:40〜 11:10

市役所車庫前駐車場

9:50〜 10:20

上平田ニュータウン集会所前 11:20〜 11:50

大只越市営住宅付近

10:30〜 10:50

岩手大学 釜石キャンパス 13:00〜 13:30

釜石情報交流センター駐車場 11:00〜 11:30

そんぽの家 GH釜石平田 14:00〜 14:20

県営上平田アパート４号棟前 13:00〜 13:30

鈴子町 ステーションホテル駐車場 14:30〜 15:00
24日㈭

上平田 教職員アパート付近 13:45〜 14:15
15日㈫

鵜住居保育園

10:35〜 11:05

五葉寮

11:30〜 12:00

かまいしこども園

澤口製パン前

13:15〜 13:45

只越復興住宅１号棟前

10:00〜 10:30

大畑団地集会所前

鵜住居公民館前

14:00〜 14:30

釜石小学校

13:00〜 13:30

甲子林業センター駐車場 10:30〜 11:00

８日㈫

18日㈮

双葉学童育成クラブ

25日㈮

9:20〜 9:50

15:00〜 15:30
9:50〜 10:15

甲子地区生活応援センター 11:15〜 11:45

平田災害公営住宅前

9:00〜 9:30

鵜住居幼稚園

9:30〜 10:00

平田地区生活応援センター

9:40〜 10:10

鵜住居小学校

10:00〜 10:30

平田こども園

10:30〜 11:00

鵜住居町 日向アパート前 10:40〜 11:10

県水産技術センター

12:00〜 12:30

栗林小学校前

12:50〜 13:40

松原公園付近

14:30〜 15:00

栗林町仮設団地跡

13:45〜 14:10

砂子畑集会所前

14:20〜 14:45

６月の休館日 ７日、14日、
21日、28日、30日
問い合わせ

図書館（☎25‑2233）

広報かまいし 2021.5.15
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