information
岩手県被災家屋等太陽光発電設備導入費補助金のお知らせ
岩手県環境生活企画室
岩手県では、東日本大震災津波により半壊以上の
被害を受けた被災者が、新たに太陽光発電システム
を設置した場合に、経費の一部を補助しています。
■補助額 太陽電池の最大出力に、１㌔㍗当たり２
万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
■申請期限 令和４年３月10日㈭必着
※申請方法など詳しくは岩手県ホームページ（Bhttp
s://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/
kankyou/seisaku/energy/1005586.html）をご
確認ください
■問い合わせ 岩手県庁環境生活企画室（☎019629-5271）

介護のしごと 就労イベント
岩手県福祉人材センター
■期日 10月13日㈬
■場所 宮古合同庁舎４階共用会議室
【介護カフェ】
■時間 午前10時〜正午（午前９時30分受け付け開始）
■内容 介護職への悩みや不安、仕事内容などどな
たでも気軽におしゃべりできる機会を提供します。
■対象 介護職に関心のある人や就労を希望する人、
従事している人 など
■定員／参加料 ５人程度（要事前予約）／無料
【小規模介護事業所合同就職面談会】
■時間 午後１時30分〜３時
（午後１時受け付け開始）
■内容 介護事業所との個別面談、就職相談 など
■対象 福祉の職場に関心のある人や就労を希望す
る人
■参加料 無料（履歴書や申し込みは不要）
【共通】
■申し込み 岩手県福祉人材センター沿岸北部（☎
080-8201-0199）

「令和３年度 全国道路街路交通情勢調査 自動車
起終点調査」を実施
東北地方整備局岩手河川国道事務所

宮古市内の交通事故・犯罪件数
（８月１日〜31日）
■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＝59件
※横断する時は手を上げるなどして、横断する意思
を明確にしましょう
■犯罪件数
▷侵入盗（無施錠）＝１件▷自転車盗＝０件
▷万引き＝０件▷車上狙い＝０件
▷振り込め詐欺＝通報４件（被害０件）
▷もうけ話の詐欺＝通報２件
▷子どもへの声かけ事案など＝１件
※身に覚えのない買い物やインターネットサービス利用料
の支払いを要求される架空請求詐欺に注意しましょう
■問い合わせ 宮古警察署（☎64−0110）

濱田清太朗（しょうたろう）藤原一丁目（善之）
角舘芙未子（ふみこ） 磯鶏西 （梨紗子）

♡結婚したお二人♡
9/1〜9/14（届け出順・敬称略）

○生まれた赤ちゃん○
金濵匠途（たくと）
八木沢 （匡彦）
山口五丁目（優）
小川瑛心（えいしん）
長根一丁目（英幸）
福山絵未（えみ）
山口一丁目（和也）
北村涼真（りょうま）
崎山一 （薫平）
山本潤奈（じゅんな）
近内五丁目（武将）
出町咲茉（えま）
蟇目
（健吾）
女鹿渓太（けいた）
（彰博）
大久保晴太朗（せいたろう）向町
佐原四丁目（芳貴）
山脇帆乃（ほの）
八木沢 （真也）
菊池 詠（うた）

下京翔一朗・桐生阿由子＝栄町
在原裕貴・佐々木麗奈＝上村一丁目
芳賀直樹・坂下未奈＝小山田四丁目

■亡くなった方■
永洞敏明
竹下定子
尾形チヨミ
田鎖マサ子
中村惠美子
沼里 弘
田中チヱノ
柿崎 実

（69）老木
（98）長沢五
（91）山口三丁目
（85）長沢三
（89）白浜
（82）新町上
（78）愛宕二丁目
（58）女遊戸

齋藤トク
関畑ミツエ
野崎盛夫
澤田フミ
平塚百合子
田村俊夫
永田安広
飛澤良三
盛合吉彦
粟津享一
榊 善七
佐々木ミツ
大畑テル
佐々木孝夫
勝山周榮
古 ノリ

※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

■自動車起終点調査ってなに？ 国土交通省がおお
むね５年ごとに全国一斉に車の所有者などに、ある

１日の車の利用状況をアンケートで調査します。
■何のための調査なの？ 道路交通の利用実態を把
握し、道路の計画・建設・管理などの基礎資料を得
ることを目的としています。
■対象者はどうやって選ぶの？ 全国約８千万台の
自動車の中から、地域や車種のバランスを考慮し、
対象者は無作為抽出で選ばれ、事前に「ご協力のお
願いはがき」が送られ、
その後調査票が送付されます。
岩手県内の目標台数は約１万５千件になりますの
で、質の高い統計データ作成のために調査へのご協
力をお願いします。
■回答方法は？ 短時間で済むインターネットでの
回答をお勧めしますが、紙の調査票による回答も可
能です。
■問い合わせ 自動車起終点調査 サポートセンター
（☎0120-105-606)
※受け付け期間＝10月上旬～
12月下旬
午前９時～午後６時、日曜・
祝日を除く
＜調査実施主体＞
国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所

（95）長根一丁目
（89）長沢五
（71）茂市
（91）和見町
（96）長町一丁目
（89）西町三丁目
（59）刈屋
（89）茂市
（77）沼里
（83）里
（72）鍬ヶ崎仲町
（91）蛸の浜町
（80）夏屋
（80）山口三丁目
（90）日影町
（78）古田
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お知 らせ
●宮 古 市 役 所 ☎62−2111

人

人口と世帯
※９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

●川井総合事務所 ☎76−2111

※８月１日〜31日

Ｊアラートの全国一斉訓練放送が行われます
市危機管理課
弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁から
の国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に
行われます。
この訓練に伴い、
「全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）
」の訓練放送が、防災行政無線とみやこハーバー
ラジオで流れますので、ご了承ください。
■日時 10月６日㈬午前11時ごろ
■放送内容
①チャイム「これは、Ｊアラートのテストです」
（３
回繰り返し）②「こちらは、防災宮古広報です」チャ
イム
※放送内容は変更する場合あり
■その他 気象状況などにより放送内容を変更、あ
るいは中止する場合があります
※警報音は流れません
■問い合わせ 市危機管理課防災係（☎68-9111）

10月16日㈯～ 22日㈮は秋の大掃除期間
市環境生活課
町内会・自治会での側溝清掃やごみ拾いなどの作
業は協力して行いましょう。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、密
にならないように注意して作業を行いましょう。
【側溝清掃】
▷堆積物土のう回収日 10月26日㈫・27日㈬
※側溝清掃は10月22日㈮までに完了させ、堆積物は、
必ず土のう袋に入れてください
※土のう袋は、半分程度を目安に入れごみの集積場
所からできるだけ離して置いてください
【注意事項】
①草刈り、ごみ拾いなどで出たごみは、分別して、
それぞれの指定袋に入れてください②刈り払いをし
た草は、土をしっかり落としてから指定袋に入れてく
ださい③集まったごみの運搬が必要な場合は、事前
に市きれいなまち推進室（☎64-6488）に連絡してく
ださい④消火栓の水を使う町内は、宮古消防署（☎
62-5533）の許可を受けてください
■問い合わせ 市環境生活課環境保全係（☎68-9078）

宮古地域の粗大ごみ収集10月対象地区のお知らせ
市環境生活課
■収集日と対象地区※申し込みが必要です
▷10月26日㈫＝西ケ丘、長根、太田、近内、岩船
▷10月27日㈬＝千徳町、板屋、神田沢町、上鼻、根
市、花原市、花輪、田鎖、松山、老木、長沢、藤原、
小山田
▷10月28日㈭＝宮町、長町、光岸地、鍬ヶ崎、日影町、
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熊野町、蛸の浜町、港町、山根町、日立浜町、佐原、
臨港通
▷10月29日㈮＝南町、築地、愛宕、中里団地、日の
出町、崎山、崎鍬ヶ崎、田代
■注意事項
①収集地区が細かく分かれていますので、よく確認
の上、申し込んでください②１軒の申し込みにつき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
■申込期限 10月15日㈮
■申し込み 市環境生活課きれいなまち推進室（☎
64−6488）

水道メーターの取り換え作業を行います
市上下水道部施設課
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。
■作業期間 10月11日㈪～ 20日㈬
■対象地区 田老、腹帯、和井内、川井
■問い合わせ 市上下水道部施設課給排水普及係
（☎63-1198）

森林所有者のみなさんへ 間伐を代わりに行います
宮古農林振興センター林務室
植林した森林の手入れができず困っていませんか？
県では「いわての森林づくり県民税」を活用して、
公益上重要でありながら、手入れの行き届いていな
い人工林（スギやカラマツなど）を所有者のみなさ
んに代わって間伐しています。
詳しくは、問い合わせてください。
■問い合わせ 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興
センター林務室（宮古市五月町１の20、☎64-2215）

宮古高等学校通信制説明会を開催
宮古高等学校
宮古高等学校通信制への入学を考えている生徒・
保護者を対象に、通信制の仕組みと学び方について
の説明会を開催します。詳しくは、ホーム
ページ（Bhttp://www2.iwate-ed.jp/myh-h/
index.html）をご覧ください。
■日時 11月13日㈯午後１時30分
■参加申込期限 10月29日㈮
■問い合わせ 宮古高等学校通信制（☎63-7428）

