◇９月は船員労働安全衛生月間「安全は 一人一人の 積み重ね 船員みんなで ワンチーム」

information

動物愛護週間絵画募集！

９月９日は救急の日〜救急車の適正利用にご協力を〜

……………………… 宮古地区動物愛護週間実行委員会
優秀作品には賞品を贈呈します。作品については、展
示予定ですが、展示場所については現在調整中です。展
示終了後に参加賞と一緒に返却いたします。
※例年開催している動物愛護フェスティバルは中止とします
■応募期間 ９月１日㈫〜18日㈮（必着）
■応募資格 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村に在住の人
■募集作品 動物の絵画（Ａ３からＡ４用紙サイズ）
※複数枚応募できます
■応募方法 直接提出または郵送
■提出先・問い合わせ アトム動物病院（〒027−
0203津軽石13の389の４、☎67−3993）
、グリーン動物
−
病院（〒027 0052宮町４の３の18、☎64−0856）

……………………………………………… 宮古消防署
全国的に救急車の出動件数が増加しています。ま
た、救急車で病院に搬送された人の約半数は軽症（入
院を必要としない外来診療）となっています。本当
に緊急を要する人への対応が遅れないよう、救急受
診アプリ「Ｑ助」などを参考に、救急車の適正利用
にご協力をお願いします。
▷救急受診アプリ「Ｑ助」とは
急な病気やケガの症状の緊急度を素早く判定し、
救急車を呼ぶ目安が判断できるアプリで、消防庁
ホームページ（Bhttps://www.fdma.go.j
p/mission/enrichment/appropriate/ap
propriate003.html）からダウンロードで
きます。
▷応急手当の方法を学べます
宮古消防署では、通年実施している救急講習会の内
容を、コロナウイルス感染症対策のため一部変更し実
施しています。万が一の際に応急手当を行い、尊い命
を救うことができるようにぜひ利用してみてください。
また、宮古地区広域行政組合消防本部のホーム
ページ（Bhttp://fire.miyako.iwate.jp/fr
ame-11.html）からも「e－ラーニング」で
応急手当の基礎知識を学ぶことができます。
■問い合わせ 宮古消防署救急係（☎62−5533）

個人版私的整理ガイドラインのご案内
……………………………………………… 東北財務局
東日本大震災により被害を受けられた方はガイドライン
の利用で震災前からの住宅ローンなどが免除されます。
■利用するメリット ①生活再建に必要な資産（500
万円【上限】
・義援金など）は手元に残せます。
②弁護士などの登録専門家が手続きをサポートしま
す。また、
国の補助により弁護士費用はかかりません。
③債務整理したことは個人信用情報として登録され
ません。債務の免除には一定の要件がありますので、
下記に問い合わせください。
■問い合わせ 東日本大震災・自然災害被災者債務整
理ガイドライン運営機関コールセンター（☎フリーダイ
ヤル0120−380−883、平日午前９時～午後５時受け付け）

震災身元不明者などに関する相談会の開催

■交通事故件数
▷人身事故＝４件、▷死亡者＝０人
▷負傷者＝４人、▷物損事故＝53件
■犯罪件数
▷振り込め詐欺＝通報５件、被害０件
▷もうけ話の詐欺＝通報０件
▷子どもへの声かけ事案など＝３件
※融資を前提に現金の振り込みを要求してくる融資保
証金詐欺に気をつけましょう
■問い合わせ 宮古警察署（☎64−0110）

■亡くなった方■
７/30〜８/15（届け出順・敬称略）

○生まれた赤ちゃん○

山本氣綱（きづな） 八木沢
（和也）
伊藤颯来（そら） 磯鶏三丁目 （康二）
堀切千暉（ちあき） 小山田二丁目（太一）
（大寿）
大森 心（じん） 磯鶏西
（潤）
菊地 惺（せい） 箱石

♡結婚したお二人♡

木村翔吾・大久保衣里子＝日立浜町

澤田イチ
下島野 實
佐々木清三
吉田武子
下澤ノブ
澤田 巖
松本 勇
八重樫マセ
畠山勝平
宇都宮ヱキ子
久保田トキ

（97）根市
（84）刈屋
（90）和井内
（82）八木沢二丁目
（97）小沢二丁目
（80）根市
（92）和野
（90）磯鶏石崎
（89）南町
（82）赤前中甲
（91）刈屋

在𠩤成一
岩間ヨネ
在原雅行
山田 浩
田中富子
伊東レイ子
土井光雄
山岸 浩
加倉勝彦
太田英明
舘石カツミ
三浦フク子

※届け出の際、広報への掲載を希望した場合に載せています
※住所については、行政区または土地の名称で記載しています

…………………………………………… 宮古警察署 ほか
震災でご遺体が発見されながら、未だ身元が判明
されていない方々の似顔絵や顔写真、震災当時の着
用衣類の写真を公開するほか、震災で行方不明と
なっている方々に関する相談などを受け付けます。
■日時 ９月13日㈰午前10時〜午後２時
■場所 宮古警察署
、県警察本
■問い合わせ 宮古警察署（☎64−0110）
部刑事部捜査第一課（☎019−653−0110）

宮古市内の交通事故・犯罪件数
（７月１日〜31日）

（95）牛伏
（91）大通一丁目
（70）太田二丁目
（93）西ヶ丘四丁目
（95）佐原一丁目
（83）上鼻一丁目
（84）田老一丁目
（79）藤の川
（76）佐原三丁目
（80）佐原一丁目
（80）泉町
（85）南町
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お知 らせ

人

人口と世帯

●宮 古 市 役 所 ☎62−2111

※ ８月１日現在
※（）
内は前月との比較

（宮町一丁目１の30、イーストピアみやこ内）

●田老総合事務所 ☎87−2111
●新里総合事務所 ☎72−2111

人口のうごき

※ ７月１日〜31日

●川井総合事務所 ☎76−2111
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市民交流センター臨時休館のお知らせ

９月の粗大ごみ収集対象地区のお知らせ

……………………………………… 市民交流センター
市民交流センターは、施設メンテナンスのため、臨
時休館します。休館中に自由通路（クロスデッキ）を
通行する際は、交流センター外階段をご利用ください。
■日時 ９月12日㈯・13日㈰終日
※14日㈪からは通常どおり午前９時から開館します
■問い合わせ 市民交流センター事務室（☎63−4166）

…………………………………………… 市環境生活課
■収集日／収集地区
9月25日㈮／舘合町、鴨崎町、和見町、泉町、山口、宮園
9月28日㈪／新川町、向町、大通、末広町、栄町、西町、
田の神、黒森町、保久田、緑ヶ丘、五月町、小沢、
横町、黒田町、新町、本町、沢田
9月29日㈫／磯鶏石崎、磯鶏沖、磯鶏西、上村、実田、
藤の川、磯鶏、八木沢、河南、神林
9月30日㈬／高浜、金浜、津軽石、赤前、白浜、重茂、音部
■申込期限 ９月16日㈬
■その他 ①収集地区が細かく分かれていますの
で、よく確認し、収集対象日に出してください
②一戸の申し込みにつき３点以内。戸別に収集しま
すので、集積場には置かないでください
③申込時に粗大ごみの寸法（縦×横×高さ）を聞き取
りますので、事前にご確認のうえ、ご連絡願います
④収集できない粗大ごみもありますので、申し込みの際、
問い合わせてください（小山田の清掃センターでは随時粗
大ごみの受け入れを行っていますので、ご利用ください）
■申し込み 市環境生活課きれいなまち推進室
（☎64−6488）

400㍉㍑献血にご協力を〜広げよう、献血の輪〜
…………………………………………… 市環境生活課
400㍉㍑献血のみの実施です。献血は、命を救うた
めに欠かすことのできない大切なボランティアです。
皆さまのご協力をお願いします。
■献血できる人
▷男性＝体重50㌔以上、17歳〜69歳
▷女性＝体重50㌔以上、18歳〜69歳
※65歳以上は、60歳から64歳までに献血経験がある人に限る
■献血車運行日時／場所
期

日

９／６㈰
９／７㈪
９／８㈫

時 間
10:45〜12:30
14:00〜16:30

場

所

いわて生協マリンコープＤＯＲＡ

9:00〜11:30 宮古消防署

市議会９月定例会議のお知らせ

13:30〜16:30 岩手県立宮古病院
9:00〜11:00 セントラル宮古

13:30〜16:30 西松建設㈱川井事務所

■問い合わせ 市環境生活課協働安全係（☎68−9080）

水道メーターの取り換え作業について
…………………………………………………… 市施設課
有効期限８年を経過する水道メーターの交換を行い
ます。メーターボックス周辺の整理にご協力願います。
■期間 ９月10日㈭～18日㈮
■対象地区 田代、崎山、崎鍬ヶ崎、田老、高浜、金浜、
津軽石、赤前、白浜、重茂、音部
■問い合わせ 市上下水道部施設課給排水普及係（☎63−1198）

伊藤教育長、平井教育委員が再任

このほど、市教育委員会の教育長に伊藤晃二さんが、
教育委員に平井亮吉さんが再任されました。
■問い合わせ 市教育委員会総務課（☎
68−9114）
教育長
伊藤晃二さん

（任期：８月30日〜
令和５年８月29日）

⓱

口

50,875人
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教育委員
平井亮吉さん

（任期：８月30日〜
令和６年８月29日）

…………………………………………… 市議会事務局
新型コロナウィルス感染拡大の影響が収束するまでの間、
会議の傍聴については、極力ご遠慮いただきますよう、ご協
力をお願いいたします。本会議はインターネット（Bhttps://
smart.discussvision.net/smart/tenant/miyako_
city/WebView/rd/council_1.html）での生中継・
録画をご覧いただけますので、ご活用ください。
■日時 開会＝９月９日㈬午前10時
閉会＝10月９日㈮（予定）
■場所 市役所５階議事堂
■問い合わせ 市議会事務局（☎68−9113）

甲種防火管理再講習の開催案内
………………………………………… 宮古消防署 ほか
■日時 10月16日㈮午後１時30分〜４時
※受け付けは午後１時〜１時30分
■講習区分 甲種防火管理再講習
■定員 20人
■受講料 1,380円（税込）
■申込期間 ９月７日㈪〜24日㈭
■受講場所 宮古地区広域行政組合消防本部３階体育室
■申し込み 宮古消防署（☎62−5533）
、田老分署（☎87
−2545）
、新里分署（☎72−2011）
、川井分署（☎76−2110）

