令和４年度に小学校に入学する子ども（生
年月日が平成27年４月２日から平成28年４月
１日までの子）が対象です。保護者宛てに通
知書を送付しますので、10月15日㈮までに通
知書が届かなかったり、記載事項に誤りが
あったりした場合は、
問い合わせてください。
■問い合わせ 市学校教育課学校教育係（☎
68−9116）
期日
11/22
11/16
11/19
11/ 8
11/ 5

㈪
㈫
㈮
㈪
㈮

11/10 ㈬

受付時間
13:00〜13:20
12:15〜12:35
12:30〜12:50
13:00〜13:20
12:35〜13:05
12:55〜13:05
13:00〜13:20

11/ 5 ㈮

12:30〜12:50

11/24
11/ 4
11/26
11/19
11/ 4

13:10〜13:20
13:00〜13:20
12:45〜12:55
13:20〜13:30
12:55〜13:05

㈬
㈭
㈮
㈮
㈭

※赤前小学校入学予定者の健診会場は津軽石小学校
になります
※健診の内容は内科・歯科・言語・知能・視力・聴力の６
種類です。体調などで心配ごとがある場合は、事前
に相談してください
※指定された期日に健診を受けることができない場
合は問い合わせてください
手指消毒や検温など、新型コロナウイルス感染
症対策を講じて行います。保護者の皆さんのご協
力をお願いします。

■調査実施地区 沢田・本町・中
里団地・日影町の全部
※地域については、下図をご覧く
ださい
■問い合わせ 盛岡地方法務局登
記部門地図整備・筆界特定室・竹
沢（☎０１９・６２４・９８５５）
■地図作成作業の効果
①土地の境界を巡るトラブルの解
決・未然防止
②登記申請および測量費用の縮減
③土地の有効利用の促進 など

入学予定校
・健診会場
宮古小学校
鍬ヶ崎小学校
磯鶏小学校
山口小学校
千徳小学校
高浜小学校
花輪小学校
津軽石小学校
赤前小学校
重茂小学校
崎山小学校
田老第一小学校
新里小学校
川井小学校
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登記所備付地図作成作業を行います

小学校入学予定者の
健康診断を行います

盛岡地方法務局では、令和４年
月までの間に、宮古市内で、登
記所備付地図作成作業を行いま
す。
作業の際は、調査・測量などの
ため、敷地に立ち入らせていただ
きますが、その際には所有者など
にあらかじめ連絡いたします。ま
た、作業者は「法務局」と記され
た腕章を着用して身分証明書を携
行するよう指導しておりますの
で、皆さまのご理解とご協力をお
願いします。

来年４月にピカピカの一年生
ピカピカの一年生になる

【図】地図作成作業実施区域

日影町
沢田
中里団地

本町

作業道研修・チェーンソー研修を開催します
林業未経験者、林業初心者向けです。お気軽に
ご参加ください。
【作業道研修会】
■日時 10月30日㈯・31日㈰午前９時～午後５時
■場所 齋徳林業事務所（崎山７の54の２）
■内容 壊れない作業道を作るための基礎知識
■申込期限 10月22日㈮
【チェーンソー研修会】
■日時／場所
(第１回)11月13日㈯・14日㈰／田老公民館
(第２回)11月15日㈪・16日㈫／箱石林業者センター
(共通)11月20日㈯／田老公民館
※時間は全日午前９時～午後５時

■参加料 ３千円(テキスト代)
■申込期限 11月８日㈪
■その他 全日程参加の人にはチェーンソー取扱
技術特別教育修了証を発行します
【共通】
■対象 市民または、市内に山林を所有する人
■定員 各研修15人
■用意する物 筆記用具、作業しやすい服装、ヘ
ルメット、手袋、履物、雨具、昼食、飲み物
■申し込み方法 右記ＱＲコード、電話
■問い合わせ NPO法人自伐型林業推進
協会・三木（03-6869-6372）
、市農林課
林政係（68－9097）
広
報
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10/19㈫

11 10

11

30

30 30 30

10/18㈪

30

30 30

①家庭用のものや業務上の取引・
証明に使用しないもの
②浴場・旅館などのサービス用体
重計
③計量士の代行検査を受けたもの
■問い合わせ
市産業支援センター商業労政係
（☎９０６７）

はかりの定期検査（有料）を行います

10/20㈬

取り引きや証明に使用するた
め、はかりは、正確な計量を行え
るように、計量法により２年に一
度 検 査 を 受 け る 必 要 が あ り ま す。
左記日程表を確認し、必ず検査を
受けてください。
※次の①～③のはかりは検査を受
ける必要はありません

10/21㈭

【特定計量器定期検査日程表】

期日
時間
検査会場
対象地区
午前 時
川井総合事務所
川井全域
〜 時 分
午後１時 分
新里福祉センター
新里全域
〜４時
午前９時
新川町、向町、大通、末広町、栄町、横町、
〜正午
黒田町、新町、本町、沢田
築地、愛宕、光岸地、鍬ヶ崎、日影町、
イーストピアみやこ 熊野町、蛸の浜町、山根町、港町、日
西側駐車場
午後１時
立浜町、臨港通、中里団地、日の出町、
〜４時
佐原、崎鍬ヶ崎、崎山、近内、西ヶ丘、
千徳、長根、太田、千徳町、神田沢、
板屋、上鼻
午前９時
田老公民館
田老全域
〜 時 分
午後１時
津軽石公民館南側駐
高浜、金浜、白浜、津軽石、赤前
〜２時 分 車場
午後３時 分 重茂漁業協同組合海
重茂、音部
〜４時 分 洋冷食工場
午前９時
藤原、小山田、磯鶏、八木沢、上村、河南、
〜正午
神林、藤の川、実田
イーストピアみやこ 宮町、南町、長町、舘合町、鴨崎町、
西側駐車場
午後１時
和見町、西町、泉町、田の神、黒森町、
〜４時
山口、宮園、保久田、緑ヶ丘、五月町、
小沢、田代
午前９時
新岩手農業協同組合 花輪、田鎖、松山、老木、長沢、根市、
〜 時 分 宮古営農経済センタ ー 花原市
午前１時
市民総合体育館
その他未受検者
〜３時

10/22㈮

市営建設工事の発注状況のお知らせ（８月着工分）
８月に着手した工事です。工事の入札契約の状
況は市のホームページ（Bhttps://www.city.miyako.
iwate.jp/index/jigyosya/sieikensetukouji_kekka.
工事名

場所

html）でも公表しています。
■ 問 い 合 わ せ 市 契 約 管 財 課（ ☎ 68 −
9070）
工事期間

防火水槽解体（津軽石第４地割地内）工事 津軽石第４地割 Ｒ3.8.3～Ｒ3.12.4
桐内橋橋梁補修（その２）工事

川井第10地割

山口地区排水路整備工事

山口一丁目

千鶏地区漁村再生（用地法面他）工事

重茂第11地割

市営日の出町団地住宅２号棟外壁改修工事 日の出町

Ｒ3.8.3～Ｒ4.1.18
Ｒ3.8.3～Ｒ4.1.15
Ｒ3.8.3～Ｒ4.2.25
Ｒ3.8.6～Ｒ4.1.2

荷竹の１ほか河川改修工事

津軽石第16地割 Ｒ3.8.6～Ｒ4.2.12

市道早稲栃線道路災害復旧工事

崎鍬ヶ崎第７地割 Ｒ3.8.20～Ｒ4.1.23

契約金額
(円)

請負者

1,364,000 雄和総業㈱
20,713,000 ㈲中島塗装工業所
12,639,000 雄和総業㈱
33,246,400 ヤマキ総業㈱
26,843,300 ㈲小野建設

工事
担当課
消防対策課
川井総合事務所
建設課
水産課
建築住宅課

建設課
19,789,000 ㈱STELLA
建設課
24,970,000 ㈱小成良治商店
57,750,000 ㈱佐賀組宮古営業所 水産課
水産課
12,694,000 佐藤土木工業㈲
経営課
2,585,000 アート工業㈱
28,703,400 ㈱小野寺電機商会 経営課
経営課
9,460,000 角登設備㈲
経営課
12,650,000 ㈲岡本水道工業

Ｒ3.8.20～Ｒ4.3.12
小港漁港地域水産物供給基盤整備（用地）工事 田老字和野
Ｒ3.8.20～Ｒ3.12.20
重茂北部簡易水道災害復旧（配水管その２）工事 重茂第26地割ほか Ｒ3.8.21～Ｒ3.11.26
宮古浄化センター汚泥処理電気設備更新工事 千徳
Ｒ3.8.28～Ｒ4.3.15
田老簡易水道大平地区給水管切替工事
田老字小林
Ｒ3.8.28～Ｒ3.12.24
田老簡易水道災害復旧（配水管その２）工事 田老字小堀内南 Ｒ3.8.28～Ｒ4.1.11
川井第１地割
川井簡易水道川井地区配水管布設替工事
Ｒ3.8.28～Ｒ3.12.26 9,548,000 ㈲マツモト機材工業 経営課
および第２地割
㈲田老ガス水道設
経営課
下摂待橋橋梁添架管設置工事
田老字下摂待
Ｒ3.8.28～Ｒ4.3.11 28,789,200
備工業
前須賀日立浜線道路改良に伴う配水管移設工事 日立浜町
経営課
Ｒ3.8.28～Ｒ3.12.21 5,896,000 ㈱菊地建設
小堀内漁港（摂待地区）機能強化（防波堤）工事 田老字星山
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