
7月のセミナー（無料）

タクシー・運転代行利用キャンペーン

釡石市事業再構築促進事業補助金

7月1日 
スタート

問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

◎運転代行事業者
いろは運転代行 ☎23-1680
ゑびす代行屋 ☎090-1628-9966
パシフィック運転代行 ☎23-5696
フジ運転代行 ☎22-3335
ラクビー運転代行 ☎090-3362-5375
レーベン運転代行 ☎090-2608-0080
◎タクシー事業者
青葉タクシー ☎23-5911
釡石タクシー ☎22-3881
文化タクシー ☎23-5038

■利用方法
・ 対象のタクシーまたは運転代行に20時～
24時に乗車し、運賃が1,500円以上の場合
1,000円を割引きします

・ 割引適用には乗車時にお客様からのサイン
が必要です

※ 本事業は、キャンペーン利用総回数が3,000回分に達
した時点で終了しますので、ご利用の際は事業者に
キャンペーン適用の可否をご確認ください

※ 乗車の際は、感染症対策に十分ご注意ください
※ 新型コロナウイルス
の感染状況により中
断・終了する場合が
あります

20時～24時の乗車・運賃1,500円以上の利用で 1,000円割引き

1補助対象事業者
　 　国が実施する「事業再構
築補助金」を活用した市内
事業者

2補助額
　 　「事業再構築補助金」の補
助対象経費のうちの自己負
担分の１/２に相当する額

　上限：100万円

3必要書類
【申請時】
　①補助金交付申請書
　②「事業再構築補助金」の申請書類・交付決定通知書の写し
　③住民票の写しまたは法人の登記事項証明書
　④市税の納税証明書
4申請期限
　令和４年１月31日㈪
　※予算がなくなり次第、受付を終了します

※補助イメージ 自己負担分自己負担分自己負担分

市補助金
（上限100万円） 自己負担国補助金

国「事業再構築補助金」補助対象経費国「事業再構築補助金」補助対象経費

1/21/2 1/21/2

市のホームページ

しごと・くらしサポートセンター（イオンタウン釡石２階）
【市民向けセミナー】
■すてっぷあっぷサロン（要予約）
　①質の良い睡眠とは？生活を豊かにする快眠講座
　日時　７月６日㈫10時30分～12時
　定員　８人
　②ハンドメイドでヘアゴム作り
　日時　７月20日㈫10時30分～12時
　定員　５人
■在宅ワークスタートガイド
　～パソコン・インターネットを活用した在宅お仕事～
　日時　７月13日㈫10時30分～11時30分
　定員　10人
■ライフ・キャリアデザイン講座（要予約）
　～人生100年時代の自分らしい生き方～
　日時　７月17日㈯14時～16時
　定員　15人

■ かまいしビギナーミーティング
　（釡石に住み始めた人向け）
　日時　７月18日㈰11時～12時
　定員　10人
■コミュニケーションセミナー
　～アサーションを学ぼう～
　 日時　７月30日㈮
　　　　①10時30分～12時　②13時～14時30分
　定員　各８人
【事業者向けセミナー】
■欲しい人材に響く！求人票書き方講座
　日時　7月30日㈮15時30分～17時
　定員　10人
○ 詳細や最新情報は、ホームページを
　ご覧ください

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

　国が実施する「事業再構築補助金」を活用する事業者に対し、補助対象経費のうち、自己負担分の１/２
に相当する額（上限100万円）を補助します。

センターのホームページ

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

○改正された点は「症状名」の変
更などです
　６月30日までの間に新様式の母
健連絡カードを使用した場合や７
月１日以降に旧様式を使用した場
合も有効です。
○働く妊産婦の皆さんへ
　主治医などから指導があった場
合、指導事項を的確に伝えるため
「母健連絡カード」を書いてもら
い事業主に提出しましょう。
○事業主の皆さんへ
　母健カードに記載された主治医
などの指導に基づき、適切な措置
を講じなければなりません。
問い合わせ　岩手労働局雇用環
境・均等室（☎019-604-3010）
受付時間　８時30分～17時15分
（土・日曜日、祝日および年末年始
を除く）

母性健康管理指導事項連絡カード（母健
連絡カード）を改正します（７月１日適用）

　地域住民が主体となり、訪問型・
通所型の介護予防・生活支援サー
ビス事業（住民主体サービスＢ）を
実施する団体を募集します。一定
の条件を満たした場合、運営に対
する補助金を交付します。
募集期間　随時（令和３年度中）
申請方法　申請書類を持参または
郵送
※申請書類は市高齢
介護福祉課に備え付
ける他、市のホーム
ページからダウンロー
ドできます
申請・問い合わせ　市高齢介護福祉
課 （〒026-0025　大渡町３-15-
26　市保健福祉センター２階　☎
22-0178）

【募集】介護予防・生活支援
サービス担い手団体

日時　７月20日㈫10時30分～14時
場所　ハローワーク釡石　選考相
談室
内容　保育に関する就職相談、専
任コーディネーターから保育に関
する情報提供など
対象　保育士の就職について相談
したい人（学生も可）
※事前予約を優先しています。相
談を希望する人は、お問い合わせ
ください
※お子さんをお連れの場合も、一
緒に参加できます（託児はつきま
せん）
申し込み・問い合わせ　岩手保育
士・保育所支援センター（☎019-
637-9605）

「ほいくのしごと出張相談会」

岩 手 

　ひとり親世帯以外の住民税非課
税の子育て世帯に対し、給付金を
支給します。詳細は、広報かまい
し７月15日でお知らせします。
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

【国事業】低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活支援特別
給付金を支給します

日時　７月７日㈬18時30分～20時
30分
場所　市民ホールTETTO　フリー
スペースなど
内容　土肥守院長による講話「リ
モート/SNS時代にあなたの脳の
健康を維持するには！」「スマホ/
SNS時代の脳から見た子育てのこ
つとは？－あなたのお子さんの脳
の発育は大丈夫？－」
費用　無料
※先着順で資料やマスクなどを配
布します
※感染症防止対策を徹底して開催
します
問い合わせ　国立病院機構 釡石病
院（☎23-7111）

国立釡石病院 市民公開講座を
開催します

講習会番号　G21-166
日程　７月25日㈰と８月１日㈰の
２日間
申込期限　７月17日㈯※先着49人
費用　23,150円※18歳以下は
9,850円
会場　宮古市地域創生センター
（宮古市神林３-１）
申し込み・問い合わせ　㈲三陸電
気（山田町豊間根３-172-１　☎
0193-86-2526）

受講者募集　第４級アマチュア
無線技士養成課程講習会

休日窓口　7月11日㈰、25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）

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

振込日　７月９日㈮
対象月　５月～６月分
　年金の受給状況、住所、同居の
家族構成、振込先の口座など、状
況に変化があった場合は速やかに
子ども課で手続きしてください。
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童扶養手当を振り込みます
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　市は、聴覚障がい者などの日常生活でのコミュニケーションの支
援、社会参加を促進するため、意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆
記者）を派遣します。
○対象　市内に住所がある意思疎通支援が必要な聴覚障がい者など
○派遣の範囲　原則として市内　(市外への派遣はご相談ください)
○派遣対象の主な内容
　・病院への受診　・銀行、市役所などでの手続きや相談
　・学校の授業参観や面談　・講座、研修会への参加など
　※ ただし、営利を目的とするもの、政治活動や宗教活動を目的とす
る活動には派遣できません

○費用　無料
○利用の手続き
　 　派遣を希望する２週間前までに「意思疎通支援者派遣申込書」を
提出してください。（緊急の場合はご相談ください）
　 　用紙は市地域福祉課窓口に備え付けています、申し込みは窓口ま
たは郵送で受け付けします。

　放送大学は、テレビ・ラジオ・
インターネットで授業を行う通信
制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文
学・情報・自然科学など、幅広い
分野を学べます。
●大学説明会（予約不要）
【盛岡会場】
日時　８月６日㈮・７日㈯
　　　各日10時～11時30分
会場　放送大学岩手学習センター
　　　（盛岡市上田３-18-８）
【宮古会場】
日時　９月５日㈰
　　　13時30分～15時
会場　 宮古市市民交流センター イー

ストピアみやこ（宮古市宮町
１-１-30）

※ 新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、中止となる場合
があります。開催の有無は、お
問い合わせください
●出願期限
　第１回　８月31日㈫
　第２回　９月14日㈫

　県と岩手県男女共同参画センターは、男女共同参画に興味・関心が
あり、男女共同参画の推進活動に意欲のある人を「男女共同参画サ
ポーター」（岩手県知事認定）として養成します。
受 講 期 間 ９月～11月

受 講 方 法
インターネットの動画配信の視聴による講座（動画は実
施期間中、いつでも視聴可能です）
※一部参集して実施する講座があります

対 象 県内に居住または勤務などしている18歳以上の人
受 講 料 無料

申 込 方 法

岩手県男女共同参画センターのホームペー
ジに掲載の専用申込フォームからお申し込
みください。専用申込フォームから申し込
みできない場合は、市総合政策課までご連
絡ください

申 込 期 限 ７月31日㈯17時

　経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることができない
人の免除申請受付を開始します。免除申請は、２年１カ月分までさか
のぼることができます。
■受付開始日　７月１日㈭
■ 免除の区分　①全額免除　②４分の３免除　③半額免除
　④４分の１免除　⑤納付猶予
※②～④は、保険料の一部を納付することで残りの保険料が納付免除
となります。ただし、この一部の保険料を納付しなかった場合は、将
来の老齢基礎年金の金額に反映されない他、障がいや死亡など不慮の
事態が生じた際に年金を受け取ることができなくなる場合があります
■申請に必要なもの
・ 年金手帳（基礎年金番号が分かるもの）またはマイナンバーカード
（写真入り）
・（退職者の場合）雇用保険受給資格証または離職票など
■申請受付場所　市市民課、宮古年金事務所（宮古市太田１-７-12）

意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆記者）を派遣します

放送大学
10月入学生を募集します

いわて男女共同参画サポーター養成講座

国民年金保険料の免除申請はお早めに
令和３年度分（７月分～令和４年６月分）

申し込み・問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177
　　　　　　　　　　　〒026-0025　大渡町３-15-26

資料請求（無料）・問い合わせ
〒020-8550　盛岡市上田3-18-8
放送大学岩手学習センター
☎019-653-7414

問い合わせ　市総合政策課 男女共同参画室　☎27-8413

問い合わせ　市市民課 国保年金係　☎27-8450

受講生
募　集

　市は、戦争により犠牲となった
人を追悼し、心からご冥福を祈り
世界平和を祈念するため、艦砲射
撃被災の日にサイレンを鳴らしま
す。恒久平和を祈り、黙とうをさ
さげましょう。
日時　７月14日㈬正午
問い合わせ　市総務課（☎27-8411）

艦砲射撃被災の日に
サイレンを鳴らします

日時　８月～12月の第１日曜日
10時～12時（全５回）
※初回は８月22日㈰
場所　釡石公民館（青葉ビル）
受講料　１人１回　800円
対象　小学１年生～６年生
申込期限　７月10日㈯
申込み・問い合わせ　釡石草月会
会長　村上（☎0193-44-3916）

受講生募集　華道こども教室

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

各種相談各種相談
“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　７月４日㈰、24日㈯12時～
15時
場所　釡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）

行政相談
日時　７月15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
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

　市は、市内の１歳から12歳（小学６年生）までの子どものむし歯予
防と歯を強くすることを目的にフッ化物塗布事業を実施します。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、予約制とします
日 時 ７月25日㈰10時～15時
申込期間 ７月１日㈭～７月21日㈬　※先着順
場 所 市保健福祉センター９階　研修室
対 象 市内在住の１歳～12歳（小学６年生）
費 用 無料
持 ち 物 母子健康手帳

　甲子川アユ釣りの解禁日は７月４日㈰です、詳細は次のとおりです。
矢の浦橋上流端から五の橋下流端
（擬餌釣り・友釣りに限る）

 7月 4日㈰から
 9月14日㈫

五の橋下流端から枯松沢との合流点
（擬餌釣り・友釣りに限る）

 7月 4日㈰から
12月31日㈮まで

※遊漁マナーを守って、楽しんでいただきますようお願いします

　市内では、ごみ集積所にクマが出没する事案が発生し
ています。
　収集日前に出されたごみのにおいにクマが引き寄せら
れた可能性がありますので、次の事項に注意をお願いし
ます。
○ごみは収集日の当日朝に集積所に出す（朝８時まで）
○警告シールを貼り付けされ取り残されたごみを放置しない
　（排出した人が責任をもって持ち帰り、次回の収集日に出し直す）
　ご理解とご協力をお願いします。

　さまざまな事情により家庭で生活を送ることができないなど、心配
な日々を送る子どもがいます。そのような子どもが毎日を安心して生
活できるように、家に迎え入れて養育する里親制度があります。
　里親制度のことをもっと知っていただくため、パネル展および里親
制度説明会を開催します。少しでも関心のある人はご参加ください。
●パネル展　７月19日㈪～30日㈮
　　　　　　場所　イオンタウン釡石３階中央イベントスペース
●説 明 会　７月30日㈮15時～
　　　　　　場所　青葉ビル研修室
　　　　　　定員　12人（要申し込み）

令和３年度　釡石市フッ化物塗布事業

甲子川アユ釣り解禁日のお知らせ

ごみは収集日の朝に出してください

里親制度パネル展・説明会を開催します

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 母子保健係　☎22-0179

問い合わせ　市水産農林課 水産振興係　☎27-8427

問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係　☎27-8453

申し込み・問い合わせ　宮古児童相談所　☎0193-62-4059

　これから水稲の斑点米カメムシ
類の防除の時期を迎えます。農薬
散布に際しては、水稲生産者は散
布時期を養蜂業者に事前に連絡
し、養蜂業者は巣箱を移動させる
などの対策をとって、農薬による
ミツバチの危被害防止に努めま
しょう。
　地域のミツバチに関する情報
は、沿岸広域振興局農林部（☎
25-2704）、防除に関する情報は
大船渡農業改良普及センター（☎
0192-27-9918）またはJAいわて
花巻営農部営農センター沿岸（☎
42-7715）にお尋ねください。
問い合わせ　市水産農林課（☎
27-8426）

水稲カメムシ類防除の際はミツバチの
危被害防止に努めましょう

〈訂正とおわび〉 広報かまいし６月15
日号のページ番号（P15~P24）に誤
りがありました。正しくは、P11～P20
と４ページずつ繰り上がりとなりま
す。訂正してお詫びいたします。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場合があります
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