
防災行政無線の内容を LINEで確認できます
　これまで防災行政無線の内容（災害、熊の出没など）はメールで配信してきましたが、
新たに市の公式 LINE でも確認できるようになりました。市の公式 LINE では、その他
にもイベント情報や生活に役立つ情報を発信していますので、ぜひ友だち登録をお願
いします。

問い合わせ　市総合政策課 DX推進室　☎︎ 27-8419

新型コロナワクチン接種のお知らせです

●  医学的な知見が必要な専門的な相談は、岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター（☎︎
0120-895-670）にご相談ください。

●  その他、コロナワクチンの接種に関して困りごとがある場合は、市の窓口にお問い合わせください。
　 市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室　☎︎ 22-4567　☎︎ 22-4568（直通）

相 談
窓 口

終了日：５月 31日㈫
接種回数や年齢にかかわらず新型コロナワクチンの接種を希望する方
は、市新型コロナワクチン接種推進室（☎ 22-4567　☎ 22-4568）
へご相談ください。
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全国
接種率
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65 歳以上 12,504 11,811 94.5% 11,231 95.1% 89.8% 89.9% 87.7%
12〜64 歳 16,418 14,615 89.0% 8,145 55.7% 49.6%
5 〜 11歳 1,382 390 28.2%

全年代の人口 31,031 26,816 86.4% 19,376 72.3% 62.4% 56.4% 53.5%
 ※１　2 回目接種済者に対する接種率　　※２　年代ごとの人口に対する接種率

かまいしエール券を販売します釜石市はウクライナから
避難された方々を支援します

ウクライナ人道危機救援金
にご協力ください

購　入　上　限 １人２冊（代理購入可）※代理購入で購入が重複しないよう、ご注意ください
販 売 対 象 者 市内に居住している人、市内に通勤・通学している人
販売・利用期間 ５月 25 日 ㈬～９月 30 日㈮　※売り切れた時点で販売終了
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）※販売時間は各店舗で異なります
　・ 釜石観光総合案内所（ホテルフォルクローロ三陸釜石１階）　９時～18 時（無休）
　・ 各地区生活応援センター（釜石地区を除く）、市商工観光課
　　月～金曜日（祝日を除く）８時 30 分～17 時 15 分
取　扱　店　舗 各販売場所に置いてあるチラシや市のホームページでご確認ください

問い合わせ　（一社）釜石観光物産協会　☎︎ 27-8172 ／市商工観光課 商工業支援係　☎︎ 27-8421

　市内取扱店舗で利用できる 7,000 円分のプレミアム付き
商品券「かまいしエール券」を 5,000 円で販売します。

　市は、ロシアの侵攻によりウクライナから
避難した方の受け入れなどの支援を行いま
す。避難者を円滑に受け入れるため、シープ
ラザ釜石２階国際交流課内「釜石市外国人相
談窓口」で、ウクライナ避難民支援などの相
談を受け付けています。ウクライナから避難
した方への支援の申し出や支援についての各
種相談は、次の連絡先までお問い合わせくだ
さい。

　ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ
被害や死傷者が発生し、多くの方々が周辺国へ避難して
います。日本赤十字社は、国際赤十字・赤新月社連盟・
赤十字国際委員会・ウクライナ赤十字社が行うウクライ
ナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、救援
金を受け付けています。市内でも、市の施設に募金箱を
設置し、救援金を募集しています。市民の皆
さんの温かいご協力をお願いします。
　期間　9 月 29 日㈭まで
　　　　※土・日曜日、祝日を除く
　場所　市市民課、市地域福祉課、市国際交流課
　　　　各地区生活応援センター
　時間　８時 30 分～17 時 15 分　

市営住宅・復興住宅の入居者を募集します
受付期間　５月 17 日㈫～５月 31 日㈫
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く９時～17 時）
申込方法　 　入居要件を満たす場合は、東日本大震災

で被災していなくても、全ての復興住宅に
入居できるようになりました。ただし、震
災で住宅を失った世帯などが優先されま
す。入居要件の確認が必要ですので、まず
はお問い合わせください。

入居指定日　７月１日㈮
　　　　　　※ この日に入居しない場合でも、家賃は

この日から発生します
その他　・申し込み多数の場合は、抽選となります
　　　　・復興住宅には自治会などがあります

入居者を募集する住宅

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所  大町 1-4-7  大町復興住宅４号棟１階　☎︎ 55-5742

住　宅　名 募集戸数
野田復興 3DK 1 戸
上中島復興 4 号棟 1LDK 1 戸
上中島復興 5 号棟 1LDK 1 戸
大町復興 3 号棟 1LDK 2 戸
大町復興 4 号棟 1LDK 1 戸
大只越復興 1 号棟 2LDK 1 戸
唐丹片岸復興 2LDK 1 戸
箱崎復興 2LDK 1 戸
鵜住居復興 1 号棟 1LDK 1 戸
鵜住居復興 2LDK 1 戸
野田市営 3K 1 戸
大只越市営 2DK 1 戸
ニュータウン 3DK 1 戸

問い合わせ　釜石市外国人相談窓口
　　　　　　鈴子町22-1シープラザ釜石 2 階
　　　　　　国際交流課内　☎︎ 27-5713
� �kokusai@city.kamaishi.iwate.jp 問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係　☎︎ 22-0177

日本赤十字社の
ホームページ

市の
ホームページ

友だち登録は
こちらから

１冊当たり500円券 14 枚（共通商品券×10枚、飲食交通券×４枚）
※共通商品券は、全ての取扱店舗（飲食、交通含む）で利用可
※飲食交通券は、飲食店・タクシー・運転代行でのみ利用可

小林覚画集「微笑みの国」より “はあと  ハート  Heart ”

飲食交通券飲食交通券
かまいしエール券

¥

発行者：釜石市 令和4年9月30日
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接種状況
 （５月５日現在）

予約コールセンターを
終了します

４回目接種が始まります

第12回全国虎舞フェスティバルを開催します
詳細は広報かまいし６月１日号でお知らせします。
　日　時　 ６月５日 ㈰ 10 時～15 時（９時開場）　　
　場　所　釜石市民ホール TETTO

問い合わせ　
（一社）釜石観光物産協会　☎︎ 27-8172

事前告知

入場
無料

詳細は、今後の広報かまいしでお知らせします。
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