
夜間納税相談
期日　２月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）

今月の納税
【固定資産税　　　４期】
【国民健康保険税　８期】

納期限２月28日㈫

休日納税相談
日時　２月26日㈰
　　　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

１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

２日 ㈭
県営両石アパート 9：15〜 9：45
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

３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

７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

８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

９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

11 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 13：40〜14：10釜石市の人口と世帯（１月）

男 14,590 人 （－37 人）
女 15,965 人 （－43 人）

合　計 30,555 人 （－80 人）
世　帯 15,737 世帯 （－25世帯）

※（   ）は前月比

公証相談（要予約）
日時　３月２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

人権相談（要予約）
日時　３月３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）

法テラス弁護士巡回無料法律相談（要予約）
日時　３月７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）

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　３月８日㈬、22日㈬　10
時～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着８人
申し込み　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　３月14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）

交通事故相談
日時　３月23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
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
※ ３月20日までに予約がない場合
は中止となります

各 種 相 談各 種 相 談

休日当番医・薬局・歯科医（３月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

5 日
かまいしベイ眼科クリニック 港町 ☎ 27-7311
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎ 55-4343

12 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

19 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎ 22-1005

パルム薬局 ☎ 22-3353

21 火・祝
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎ 42-7788

菊屋薬局 ☎ 42-3526

26 日
神林医院

甲子町
☎ 23-6635

中田薬局松倉店 ☎ 23-1230
休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
5 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎ 22-6480
12 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎ 42-8418
19 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎ 22-5800
26 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎ 23-5478

14 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

16 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

17 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

24 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

28 日 ㈫
栗橋地区生活応援センター 10：10〜10：40
上栗林地区集会所前 10：55〜11：25
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

釜石市立図書館〈３月の休館日〉
6日、13日、20日、21日、27日、31日

※ 休館日の確認や図書の
検索などができます⇒

（交通事情により多少のずれが生じることがあります）
問い合わせ　図書館（☎25-2233）

移動図書館車「しおかぜ号」移動図書館車「しおかぜ号」３月巡回日程３月巡回日程

　３月５日㈰は、午前中に図書館
で市の災害対策本部訓練が行われ
るため、13時から開館します。
開館時間　13時～17時
問 い 合 わ せ　市図書館（☎25-
2233）

３月５日㈰の図書館は
13 時から開館します

　市営建設工事、または建設関連
の業務委託の請負を希望する事業
者は、申請書を提出してください。
今回の申請は、現在、資格を得て
いる事業者も申請が必要です。提
出方法などの詳細や申請
書のダウンロードは、市
のホームページをご確認
ください
受付期間　３月１日㈬～17日㈮
有効期間　令和５年度～６年度
提出・問い合わせ　市財政課（☎
27-8416）

市営建設工事等請負資格
審査申請を受け付けます

　この税は、釜石市に住民登録をしていなくても、市内にいつでも自
由に居住および事業ができる状態にある住宅、アパートなどを利用す
る人が納税義務者になります。
　土地や家屋の所有に係る固定資産税とは性質が異なり、これらの家
屋敷などを有することにより受けられる行政サービス（保健、教育、
防災、清掃、道路、公園の整備など）に対し、市民税・県民税の均等
割額（6,000円）を負担していただくものです。
　対象となる人は、３月15日㈬までに申告をお願いします。
　詳細は、市のホームページをご覧ください。

家屋敷、事務所・事業所課税の対象
 次のいずれにも該当する人
　・令和５年１月１日現在、釜石市に住民登録がない
　　 または、釜石市に住民登録があるが他自治体で個人住民税が

課税されている
　・ 令和5年1月1日現在、釜石市内に当該家屋敷などを有してい

る

家
いえ

屋
や

敷
しき

、事務所・事業所課税の
申告を受け付けています

問い合わせ　市税務課 市民税係　☎27-8481

網の規格　１反：高さ2ｍ、長さ
50ｍのポリエチレン製の網
申し込み　市水産農林課、各地区
生活応援センターに備え付けのシ
カ防護網配付申請書と野生鳥獣被
害状況調査票に必要事項を記入の
上、お申し込みください。電話で
の申し込みはできません。
申込期限　２月24日㈮
負担額　１反当たり2,500円（１
世帯３反まで）
※ 希望者が多数の場合は調整しま

す。申込者には３月中旬までに
決定通知書を送付し、３月下旬
に網を配付します。

問い合わせ　市水産農林課（☎
27-8426）

シカ防護網を
有償あっせんします

応募期限　３月17日㈮
※ 募集要件や申込方法は環境省東

北地方環境事務所のホームペー
ジをご覧ください

問い合わせ　大船渡自然
保護官事務所 坂本（☎
0192-29-2759、 MAYUKO_
SAKAMOTO@env.go.jp）

三陸復興国立公園南部地区の
パークボランティアを募集します
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