information
して令和３年度に移転を検討している場合は、９月30
日㈬までに宮古土木センターに問い合わせてください。
、市建
■問い合わせ 宮古土木センター（☎65−0031）
築住宅課（☎68−9110）

「がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度」のお知らせ
宮古土木センター ほか
市と県では、
がけ崩れ危険箇所の特別警戒区域（レッ
ドゾーン）にある住宅の移転を支援しています。
支 援 内容は｢住 宅の 撤 去 費 用の一 部｣｢住 宅の 建
設、購入費用の一部｣｢移転経費の一部｣を補助する
制度となっており、市の｢がけ地近接等危険住宅移
転事業｣を利用する住宅を対象としています。詳し
くは、県のホームページ（B https://www.
pref.iwate.jp/kendozukuri/kasensabou/
doshasaigai/1009977/1009982.html）を
ご確認ください。
募集は随時受け付けをしていますが、本制度を利用

日㈬

14

24

長根・東北電力宮古アパート前
ローソン宮古近内店前
近内消防屯所前
太田・県職員千徳宿舎前
日の出町・市営住宅１号棟前
佐原地区センター前
佐原・市営住宅前

9:30〜 9:50
10:00〜10:20
10:30〜10:50
11:15〜11:35
13:40〜14:10
14:25〜14:55
15:00〜15:30

上村地区会館付近
磯鶏駅前
三社タクシー磯鶏営業所付近
高浜・村上氏宅前
津軽石・藤畑公民館前
津軽石・清寿荘前

9:50〜10:20
10:30〜11:00
11:10〜11:40
13:50〜14:10
14:30〜14:45
14:55〜15:40

♡結婚したお二人♡
掲載を希望する届出はありませんでした
８/16〜８/31（届け出順・敬称略）

○生まれた赤ちゃん○
山火陽惺（ひさと） 河南一丁目 （翔太）
（敦）
中村風華（ふうか） 古里
鈴木芙侑（ふう） 八木沢三丁目（雄大）
（遼河）
中嶋七海（ななみ） 払川
（均）
齊藤楽久（がく） 長根二丁目
鎌田美澪（みお） 磯鶏三丁目 （泰美）
小林空舞（あむ） 太田二丁目 （大智）
（翔）
佐藤 好（こおみ） 田鎖一
（義曉）
琴畑陽翔（はると） 小堀内

■亡くなった方■
澤口サメ
佐々木幸子
横澤ナホ
大澤しめ
佐々木庄一
滝澤チヨ
久保田利幸
坂下忠雄
山本チヨミ
吉濱 昭
中村ミヨ子

（91）沼里
（62）大付
（82）箱石（川井）
（94）山口四丁目
（70）箱石（川井）
（85）中里
（68）八木沢三丁目
（80）山口四丁目
（97）重津部
（81）上鼻二丁目
（77）払川

25
10

26
10
10

日㈯

10

10:40〜11:10
11:30〜11:50
13:30〜14:00
14:15〜14:35
14:50〜15:10

９月 日、 月

10:30〜10:50
11:00〜11:30
13:40〜14:00
14:15〜14:35
14:50〜15:40

日、 月８日㈭

日、 月２日㈮

10

藤の川・上野商店付近
国土交通省官舎前
長根・青猿神社付近
市営近内住宅
西ヶ丘二丁目県営住宅駐車場

９月

９月
18

10

県営磯鶏アパート
赤前・柳澤商店付近
重茂・里
笹見内・河原商店付近
小角柄・佐々木商店付近

日、 月９日㈮

15

10:15〜10:45
11:00〜11:30
13:30〜14:15
14:30〜14:50
15:00〜15:20

10

月７日㈬

日、 月１日、 日㈭

10

山口公民館
宮園自治会センター
ジョイス駐車場
根市・雲南沢入口
花原市・華厳院前

19

駐車時間

９月

９月

17

10:00〜10:30
10:50〜11:15
11:25〜11:40
13:40〜14:00
14:10〜14:30
14:45〜15:30

場 所

図書館からの
お知らせ
期日

10

旧愛宕小学校
鍬ヶ崎小学校正門前
市営港町住宅
田鎖公民館前
花輪農村文化伝承館前
松山・松山荘前

日、 月３日㈯

30

駐車時間

９月

16

場 所

期日

９月 日、 日、 月

移動図書館車「なぎさ号（宮古地域）
」運行日程

期日

市立図書館 ☎62-2414
田老分室 ☎87-2976
新里分室
☎72-2019
川井分室 ☎76-2167
■休館日 月曜日 ■開館時間 午前９時〜午後５時
※市立図書館のみ水〜土曜日（祝日は除く）は午後７時まで開館しています
※市立図書館・川井分室は９月21日㈪は開館、９月23日㈬は休館します

場 所

駐車時間

津軽石駅前
津軽石学童の家前
津軽石・新町公民館付近
八木沢・市営住宅駐車場
八木沢・元ショッピング駐車場
藤原公害試験室前

10:00〜10:30
10:40〜11:00
11:10〜11:30
13:30〜13:45
13:55〜14:10
14:25〜14:40

西ヶ丘災害住宅
生協西ヶ丘店前
にしがおか公園付近
崎山・16分団屯所付近
崎山小学校
女遊戸・前川酒店前
サンホームみやこ前

9:25〜 9:45
10:00〜10:30
10:45〜11:40

水木サタ
三浦 歌
山内カツ
臼杵ミヨ
角田ミヨ
植澤 一
小林 昇
田鎖栄市

13:40〜14:00
14:10〜14:30
14:45〜15:05
15:20〜15:40

（94）田の神一丁目
（93）上鼻一丁目
（96）鴨崎町
（92）臼杵
（102）藤原二丁目
（85）鈴久名
（73）山口二丁目
（85）蟇目

※婚姻、離婚、養子縁組など、戸籍の
届け出のときは、本人確認のため身分
証明書の提示をお願いします
※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
広
報

2020.9.15

❻

お知 らせ

●宮 古 市 役 所 ☎62−2111

●新里総合事務所 ☎72−2111

●田老総合事務所 ☎87−2111

●川井総合事務所 ☎76−2111

（宮町一丁目１の30、イーストピアみやこ内）

※ 9 月 1 日現在の「人口と世帯」と 8 月中の「人口のうごき」は

公務員の人へ 子育て世帯臨時特別給付金のお知らせ

次号 10 月１日号に掲載しますので、ご了承ください

「お試しのつもりが定期購入になっていた」

市こども課
児童手当を受給している公務員の人に、子育て世
帯臨時特別給付金を支給します。
対象となる人は申請が必要です。申請に必要な書
類などは、勤務先にご確認ください。
※公務員以外で給付金の対象となる人の申請は必要あ
りません。６月12日に児童手当受給口座へ振り込み済
みです
■申請期限 12月14日㈪
■提出先 令和２年３月31日（対象児童が新高校１年生
の場合は令和２年２月29日）時点で住民票のある市町村
■問い合わせ 市こども課子育て支援係（市役所１
階、☎68−9084）

宮古市明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展
市明るい選挙推進協議会
市内小・中・高等学校から応募のあった選挙啓発
ポスターを展示します。
■期間 ９月19日㈯～ 23日㈬
■場所 イーストピアみやこ２階運動スタジオ前
■内容 市内小・中・高等学校各部門の作品展示
■問い合わせ 市明るい選挙推進協議会（市選挙管
理委員会内、☎68−9123）

「夕暮れの 一番星は 反射材」
【秋の全国交通安全運動】
市環境生活課
９月21日㈪から30日㈬まで秋の全国交通安全運動
期間です。交通ルール、マナーを守りましょう。
【運動の重点】
①子供をはじめとする歩行者の安全と、自転車の安
全利用の確保
②高齢運転者などの安全運転の励行
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの
危険運転の防止
■問い合わせ 市環境生活課協働安全係（☎68−9080）

水道の利用を開始される人、
使用している人へ
市上下水道部経営課
令和２年４月１日施行の民法改正により、定型約
款に関する規定が新設され、市の給水契約の内容は、
宮古市水道事業給水条例が定型約款となります。
定型約款は、市上下水道部のホームページ
（Bhttps://www.city.miyako.iwate.jp/keiei/
ryokin_teikeiyakkan.html）をご確認ください。
定型約款は、市上下水道部庁舎にも備えています。
郵送でお送りすることもできますので、下記にお申し
出ください。
■問い合わせ 市上下水道部経営課料金係（長町１
の２の１、☎63−1115）
❼

2020.9.15

広
報

市消費生活センター
「TVや新聞・インターネットの広告を見て、お試し
のつもりで健康食品や化粧品を申し込んだら、定期購
入になっていた」といった相談が寄せられています。
通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。
注文する時は、契約内容や解約・返品の条件について、
良く確認し納得してから注文しましょう。
困った時は、消費生活センターに相談してください。
■問い合わせ 市消費生活センター（☎68−9081）

「みやこ斎苑」９月29日㈫は休業します
みやこ斎苑
みやこ斎苑（火葬場）は、施設・設備の保守点検
のため９月29日㈫は休業します。翌日以降の火葬の予
約は通常どおり受け付けします。
■問い合わせ みやこ斎苑（☎64−2225）

令和元年台風19号の後期高齢者医療一部負担金・
保険料の減免申請
市総合窓口課
対象となる方で、まだ申請がお済みでない方は、期
限内に申請してください。
■対象 台風19号で住家が半壊以上の被災をした方
※その他の対象となる要件については、広報みやこ
令和元年12月15日号、被災者支援サポートブックま
たは市ホームページ（B https://www.city.
miyako.iwate.jp/madoguchi/iryoukyufu_
top.html）をご確認ください
り
■用意する物 被保険者証、印鑑、罹災証明書
■受け付け場所 市総合窓口課医療給付係
（市役所１階）
■対象期間／申請期限
▷一部負担金＝９月30日㈬診療分まで／９月30日㈬
※還付申請は10月30日㈮まで
▷保険料＝令和２年度分の保険料で、９月分までに相
当する月割算定額／免除対象保険料納期限前
※すでに申請済みの方については、改めての申請の必
要はありません
■問い 合 わせ 市 総 合 窓口課医 療 給 付 係（ ☎68−
9076）
りっこう

水門・陸閘自動閉鎖システムの運用開始（鍬ヶ崎）
宮古土木センター
９月30日㈬から鍬ヶ崎地区陸閘の水門・陸閘自動閉
鎖システム運用を開始します。本システムは、衛星通
信ネットワークにより、津波発生時に現地で人が操作
することなく安全かつ迅速・確実に水門などを自動閉
鎖するものです。
■問い合わせ 宮古土木センター（☎65−0031）

