
　市内で採取された野生きのこ
は、国の出荷制限指示が継続され
ています。産地直売所などの施設
や、インターネットのサイトなど
で販売しないようお願いします。
問い合わせ　市水産農林課（☎
27-8426）

市内で採取した野生きのこの
販売はできません

　年齢に関係なく、パートタイマ
ー・アルバイトなどを含め、県内
で働くすべての労働者に適用され
ます。使用者も労働者も、賃金が
最低賃金以上になっているか必ず
確認しましょう。
時間額　854円
発効日　10月20日㈭
問い合わせ　岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019-604-3008）

岩手県の最低賃金が
改正されます

　市内の中小企業で働く人で、多
年にわたり業務に精励し顕著な功
績をあげた人、または一般の模範
として推奨すべき業務や善行のあ
った人を対象に、永年勤続表彰と
特別表彰を行います。
日時　11月29日㈫11時～
場所　ホテルサンルート釜石
表彰の推薦　所定の用紙に必要事
項を記入の上、10月31日㈪まで
に釜石商工会議所に申請してくだ
さい
問い合わせ　釜石商
工会議所 総務課（☎
22-2434）

釜石市中小企業優良勤労者表
彰の推薦を受け付けています

　JR釜石線は、路線の昼間集中工
事のため、次の期間、一部の列車
を運休します。詳しくは、JR東日
本のホームページの運行情報をご
覧ください。
実施期間　11月１日㈫～２日㈬
問い合わせ　JR東日本
お問い合わせセンター

（☎050-2016-1600）

JR 釜石線が運休します

価格と内容
◆岩手県民手帳

価格　700円（税込）
内容　週間タイプの日記欄に加
え、年齢早見表、各市町村の祭
り・行事、過去10年間の天気な
どを掲載。別冊「暮らしの便利
帳」には県、市町村の主な統計
情報や、文化施設、相談窓口な
どが掲載されています。

◆岩手県能率手帳
価格　800円（税込）
内容　予定表・日記編に加え、
市町村一覧、県内官公庁一覧の
名簿、郵便料金表などの生活に
役立つ情報が掲載されていま
す。

販売期間　10月14日㈮～令和５
年１月20日㈮
販売先・問い合わせ　市総合政策
課（☎27-8413）

2023年版岩手県民手帳・岩手
県能率手帳を販売しています

有料道路利用時の障害者割引について
　障害者手帳を持っている人が有料道路を利用する際に、割引を受
けられる場合があります。利用する場合は、市地域福祉課で事前登
録が必要です。
◎割引対象
　①障がい者本人が運転する場合…身体障害者手帳を持っている人
　②�障がい者本人以外の人が運転し、障がい者本人が同乗する場合…
第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を持っている人

◎車の所有者の要件（個人名義に限ります）
　①�本人、配偶者、直系血族（祖父母・父母、子、孫など）とその配
偶者、兄弟姉妹とその配偶者

　②障がい者本人を日常的に介護している人
◎登録時に
　必要なもの

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177  FAX 22-6375
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日 時　11月12 日 ㈯ 10 時 ～11 時
30分
会場　しごと・くらしサポートセ
ンター（イオンタウン釜石2階）
講師　花王グループカスタマーマ
ーケティング㈱
対象　市内在住の小学生以下のお
子さんがいる保護者
定員　20人（先着順）
内容　新型コロナウイルスなどの
感染対策に役立つ、清潔で衛生的
な洗濯や掃除の方法を学びます
受講料　無料
その他　有料の託児サービスがあ
ります　対象：乳幼児（生後3カ月）
～小学6年生までの児童
申込期限　10月31日㈪
申し込み・問い合わせ
市子ども課

（☎22-5121）

パパママ講座「お洗濯とお掃除でウ
イルス対策！ 暮らしのきれい講座」

手帳を提示して
割引を受ける場合

・障害者手帳
・自動車検査証

ETCレーンを走行
して割引を受ける
場合

・障害者手帳　　・自動車検査証
・障がい者本人名義のETCカード
��（未成年者は保護者名義でも可）
・ETC車載器管理番号がわかるもの
��（セットアップ証明書など）
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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　図書館（☎25-2233）
〈11月の休館日〉 
　 7日、14日、21日、23日、28日、30日

夜間納税相談
日時　10月28日㈮、31日㈪
　　　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）

休日納税相談
日時　10月30日㈰
　　　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課

（☎27-8417）

2 日 ㈬
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

4 日 ㈮
唐丹公民館前 10：30〜11：00
栗林町仮設団地跡 13：00〜13：30
砂子畑集会所前 13：40〜14：10

8 日 ㈫
平田災害公営住宅前 9：00〜 9：30
平田地区生活応援センター 9：40〜10：10
平田こども園 10：30〜11：00
県水産技術センター 12：00〜12：30
松原公園付近 14：30〜15：00

10 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
鵜住居保育園 10：40〜11：10
五葉寮 11：30〜12：00
澤口製パン前 13：15〜13：45
鵜住居公民館前 14：00〜14：30

12 日 ㈯
青葉ビル 9：10〜 9：40
市役所車庫前駐車場 9：50〜10：20
大只越市営住宅付近 10：30〜10：50
釜石情報交流センター駐車場 11：00〜11：30
県営上平田アパート４号棟前 13：00〜13：30
上平田 教職員アパート付近 13：45〜14：15

16 日 ㈬
平田駅前 9：30〜 9：50
あいぜんの里 10：00〜10：30
デイサービスセンター善 10：40〜11：10
上平田ニュータウン集会所前 11：20〜11：50
岩手大学 釜石キャンパス 13：00〜13：30
そんぽの家  GH釜石平田 13：45〜14：05
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14：15〜14：45

17 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

今月の納税
【市県民税　　　 ３期】
【国民健康保険税 ４期】
納期限10月31日㈪

釜石市の人口と世帯（９月）
男 14,665 人 （－16 人）
女 16,117 人 （－  6 人）

合　計 30,782 人 （－22人）
世　帯 15,803 世帯（＋ 3 世帯）

※（   ）は前月比

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　10月26日㈬、11月９日㈬
　　　10時～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着６人
申し込み　市消費生活センター

（☎22-2701）

ひとり親家庭の親等のための
無料法律相談（要予約）

日時　11月１日㈫10時～15時
場所　釜石地区合同庁舎 沿岸広域
振興局 相談室
対象　ひとり親家庭の母子、父子他
費用　無料
内容　離婚や親権、養育費などに
ついて弁護士による相談
申し込み・問い合わせ　沿岸広域
振興局 保健福祉環境部　☎25-
2713、（一社）岩手県母子寡婦福祉
連合会　☎019-623-8539

各 種 相 談各 種 相 談

休日当番医・薬局・歯科医（11 月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

3 木・祝
武田整形外科

甲子町
☎ 23-3030

おおぞら薬局松倉店 ☎ 27-7680

6 日
かまいしベイ眼科クリニック 港町 ☎ 27-7311
おおぞら薬局 大渡町 ☎ 31-2030

13 日
おしゃち外科クリニック

大槌町
☎ 27-5656

おしゃっち前薬局 ☎ 27-7166

20 日
釜石しょうけいクリニック

甲子町
☎ 27-8571

アクト調剤薬局 ☎ 27-7001

23 水・祝
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎ 22-1005

パルム薬局 ☎ 22-3353

27 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎ 42-2500

ひょっこり薬局 ☎ 27-5220
休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
6 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎ 23-1111
13 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎ 22-6480
20 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎ 42-8418
27 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎ 22-5800

法テラス弁護士巡回無料法律相談（要予約）
日時　11月１日㈫13時～15時30
分　※予約は前日の15時まで
場所　市消費生活センター
内容　民事、家事、行政に関する
こと
定員　予約先着４人
※ 予約の際、収入などの確認があ

ります
申し込み　法テラス気仙（☎0570 
-078385、IP電話050-3383 -1402）

人権相談
日時　11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
申し込み　市消費生活センター

（☎22-2701）

公証相談（要予約）
日時　11月10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
申し込み　宮古公証役場（☎0193 

-63-4431）
※ 前日までに予約がない場合は中

止となります）

補装具巡回相談（要予約）
日時　11 月 15 日㈫ 10 時 30 分～
13時30分
会場　市身体障害者福祉センター
対象　肢体不自由で身体障害者手
帳の交付を受けている人
内容　義肢、装具、車椅子などの
製作、修理に必要な診断、判定（診
断料・相談料　無料）
申込期限　10月31日㈪
申し込み　市地域福祉課 障がい福
祉係　☎22-0177

多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　10月18日㈫、11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
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

　（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の財源
にコミュニティ活動に対する助成
を行っています。
　採択を受けた唐丹町の小白浜町
内会に、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。

問い合わせ　市総合政策課　（☎
27-8413）

宝くじの助成金で
備品を整備しました

問い合わせ　宮古年金事務所（宮古市太田1-7-12）　☎0193-62-1963

国民年金保険料は、クレジットカード納付も可能です
　口座振替と同様に、毎月払いまたは前納（まとめて前払い）を選ぶことができます。利用いただくために
は手続きが必要です。クレジットカードによっては、納付した金額が、ポイントとして加算されるカードもあ
り、ポイントによるサービス分を含めると、最もお得な納付方法になる場合もあります。詳しい手続き方法は、
お問い合わせください。

問い合わせ　市市民課 市民登録係　☎27-8450
　　　　　　 市税務課 市民税係（所得課税扶養証

明書）☎27-8481

マイナンバーカードを使って、
コンビニで各種証明書が取得できます
取得できる証明書と利用時間
○ 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税扶養

証明書
　 ６時30分～ 23時（12月29日～１月３日を除

く）
○ 戸籍（全部・一部）事項証明書、戸籍附票の写し
　 ８時30分～ 17時15分（土・日曜日、祝日、

12月29日～１月３日を除く）
※ マルチコピー機のある全国のコンビニで取得で

きます

（交通事情により多少のずれが生じることがあります）

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

11 月巡回日程11 月巡回日程

釜石市フッ化物塗布事業
　市は、市内の１歳から12歳までの
子どもの歯を強くすることと、むし歯
予防のためフッ化物塗布事業を実施します。

日　時　 10月23日㈰　※予約制
　　　　〈受付〉10時～11時・13時～14時
申込期間　10月17日㈪～21日㈮　※先着順
　　　　　８時30分～ 17時15分
場　所　市保健福祉センター ９階
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

18 日 ㈮
鵜住居幼稚園 9：30〜10：00
鵜住居小学校 10：00〜10：30
鵜住居町 日向アパート前 10：40〜11：10
栗林小学校前 12：50〜13：40

22 日 ㈫
かまいしこども園 9：20〜 9：50
只越復興住宅１号棟前 10：00〜10：30
釜石小学校 13：00〜13：30

24 日 ㈭
唄貝 チビッコ広場前 10：20〜10：50
洞泉市営住宅前 11：00〜11：30
洞関地区コミュニティ消防センター前 11：40〜12：10
仙人の里 14：00〜14：30

25 日 ㈮
大畑団地集会所前 9：50〜10：15
甲子林業センター駐車場 10：30〜11：00
甲子地区生活応援センター 11：15〜11：45

29 日 ㈫
栗橋地区生活応援センター 10：00〜10：30
上栗林地区集会所前 10：45〜11：15
釜石地区合同庁舎 12：00〜12：30
中妻地区生活応援センター 13：40〜14：10
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