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岩手県最低賃金が改正されました！
岩手労働局労働基準部
岩手県最低賃金が、10月２日から、時間額793円か
ら821円となりました。岩手県内で働くパートタイマー・
アルバイトなどを含む全ての労働者に適用されます。
賃金額が、時間額821円を下回っている場合は、発効
日以降の賃金額が821円以上となるよう是正する必要
があります。岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃
金にも気をつけてください。
詳しくは、
岩手労働局ホームページ（Bhttps
://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/）を
ご確認いただくか、下記までご連絡ください。
■問い合わせ 岩手労働局労働基準部賃金室（☎
019-604-3008）

農業経営収入保険個別相談会を開催
NOSAI岩手宮古地域センター
全国的な大規模災害の発生や新型コロナウイルス
感染症の影響などで農産物の販売収入が減少した場
合に農業経営を支えるのが収入保険です。

関心のある農業者はお気軽にご参加ください。
■開催期間 11月８日㈪～ 19日㈮午前９時～午後４時
※事前予約制です。土・日（祝日除く）
、時間外も対
応可能です
■場所・問い合わせ ＮＯＳＡＩ岩手宮古地域セン
ター（津軽石13の488の１、☎67-2231）

釣り人の死亡事故が相次いで発生！
宮古海上保安署
東北地方では、釣り中の事故が、例年９月から12月
にかけて多くなるところ、本年は７月の早い時期から
事故が昨年より３件増加し、死者・行方不明者も昨年
より２人増加しています。
岩手県内でも、岸壁から海中転落をするなど、すで
に４件の釣り中の事故が発生しています。
釣り人の皆さんは①防波堤など危険な場所に入ら
ないこと②救命胴衣など必要な装備を装着すること
③できる限り複数名で行動することに気を付け、釣り
を安全に楽しんでください。
■問い合わせ 宮古海上保安署（☎62-6560）

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
■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
■休館日 月曜日

月
日㈭

11

12

11

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

（太志）

♡結婚したお二人♡

○生まれた赤ちゃん○
向山知聖（ちさと） 近内三丁目 （崚聖）
眞見倖羽（ことは） 長根三丁目 （龍朋）
三浦陵久（りく） 小山田四丁目（哲治）
菅野公佑（こうすけ） 実田一丁目 （龍樹）
藤岡憂依（うい） 長町一丁目 （和也）
（将英）
杉本葵唯（あおい） 田の沢
大堀瑞季（みずき） 田の神一丁目（達也）

吉田政和・山崎正惠＝末広町
菅野 樹・田鎖樹李＝夏屋

■亡くなった方■
佐々木信男
阿部 功
平井ミサ子
佐々木勝男
小成悌一
伊藤 章
三河和子
三河博子

10

10:00〜10:30 津軽石駅前
22 10:40〜11:00 津軽石学童の家前
長根・東北電力宮古アパート前
11:10〜11:30 津軽石・新町公民館付近
ローソン宮古近内店前
11 13:40〜14:00 八木沢・市営住宅駐車場
近内消防屯所前
14:10〜14:30 八木沢・元ショッピング駐車場
太田・県職員千徳宿舎前
14:45〜15:00 藤原公害試験室前
日の出町・市営住宅１号棟前
佐原地区センター前
10 9:25〜 9:45 西ヶ丘災害住宅
佐原・市営住宅前
上村地区会館付近
23 10:00〜10:30 生協西ヶ丘店前
10:45〜11:40 にしがおか公園付近
磯鶏駅前
三社タクシー磯鶏営業所付近 11 13:40〜14:00 崎山・16分団屯所付近
14:10〜14:30 崎山小学校
高浜・村上氏宅前
14:45〜15:05 女遊戸地区集会施設前
津軽石・藤畑公民館前
15:20〜15:40 サンホームみやこ前
津軽石・清寿荘前

磯貝颯汰（そうた） 磯鶏

9/15〜9/30（届け出順・敬称略）

場 所

（74）西町一丁目
（81）西ヶ丘四丁目
（71）堀内
（78）佐原三丁目
（91）下在家
（83）根市
（80）磯鶏石崎
（81）磯鶏石崎

畠山敏子
三河 等
金澤孝子
後ヶ澤ツカ
橋本徳三
崎山ハツ
槻舘 真
佐々木タイ
三上淳一
鈴木秀隆
白石孝彦
久保田セツ
甲斐谷セキ

（97）新田
（84）磯鶏石崎
（95）金浜１
（73）駒形通
（90）蟇目
（92）中里団地
（52）長根一丁目
（88）荷竹
（58）山口二丁目
（76）鍬ヶ崎仲町
（69）茂市
（100）刈屋
（87）築地一丁目
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※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
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21

駐車時間

日、 月６日㈯

29

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
重茂漁協

月

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

日、 月４日㈭

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

10

15

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

月 日・ 日、 月 日㈮

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

13

日㈬

11

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

11

10:40〜11:10
11:30〜11:50
13:30〜14:00
14:15〜14:35
14:45〜15:00

月

日、 月

28

30

場 所

日、 月５日㈮

日㈬

10

16

駐車時間

月

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

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

10

期日

日、 月

27 10:50〜11:15

月 日・ 日、 月 日㈯

月

10 10:00〜10:30

場 所

期日

期日

移動図書館車「なぎさ号（宮古地域）
」運行日程

駐車時間

図書館からの
お知らせ

お知 らせ

●宮 古 市 役 所 ☎62−2111
●田老総合事務所 ☎87−2111

※ 10 月１日現在の「人口と世帯」と９月中の「人口のうごき」は

☎72−2111

●川井総合事務所

☎76−2111

次号 11 月１日号に掲載しますので、ご了承ください

宮古市高齢化対策基金による来年度の助成要望を受け付けます

通販トラブル回避〜契約前に親に相談しましょう〜

市介護保険課

市環境生活課

高齢者の保健や福祉の増進のため、民間団体など
が行う新しい取り組みの非営利事業（例：高齢者生き
がいづくり、ボランティア活動）に対して助成します。
令和４年度の助成を希望する団体などは申し込ん
でください。
■申込期限 10月29日㈮必着
■問い合わせ 市介護保険課いきいきライフ推進室
（☎68-9126）

身体障がい者の補装具巡回相談を実施
市福祉課
■日時 12月16日㈭午後１時45分（午後２時15分まで
受け付けできます）
■場所 市総合福祉センター
■用意する物 身体障害者手帳、印鑑、本人の個人
番号が確認できる書類（マイナンバーカードなど）
■申込期限 11月19日㈮
■その他 ①適合判定、再交付、修理を希望する場
合は、最も新しい（または修理する）補装具を持参し
てください②直接判定が必要な義肢および電動車椅
子を優先して受け付けします。また、申し込み多数の
場合、感染症対策のため、書面による判定とする場合
がありますので、ご了承ください③介護保険給付該当
者で「車椅子」の交付希望者は、
事前にケアマネジャー
に相談してください。
■申し込み 市福祉課障がい福祉係（☎68-9135）

風力発電事業環境影響評価書の縦覧を行います
市環境生活課
ＳＧＥＴ岩泉ウインドファーム合同会社が宮古市と
岩泉町の境付近の山間部で計画している「ＳＧＥＴ岩
泉ウインドファーム」について、環境影響評価の結果
を取りまとめた「評価書」の縦覧を行います。
■縦覧期間 10月15日㈮～ 11月15日㈪
※開庁時のみ
■縦覧場所 市環境生活課（市役所１階）
、宮古地域
振興センター行政サービスセンター（県合同庁舎１階）
■問い合わせ 市環境生活課環境保全係（☎68-9078）

行政機関の仕事の相談に応じます
市環境生活課
行政相談は、行政機関などの仕事に関する困りごと
や要望などについて相談に応じ、その解決の手助けを
するものです。
総務省では、10月18日㈪〜24日㈰の一週間を「行政
相談週間」と定め、全国一斉に各種行事を行います。
行政相談委員は、この週間にちなみ、特設行政相談
所を開設しますので、お気軽にご利用ください。
■日時 10月18日㈪午前10時〜正午
■場所・問い合わせ 市環境生活課市民相談室（市
役所１階、☎68-9081）
⓫

●新里総合事務所

（宮町一丁目１の30、イーストピアみやこ内）

広
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インターネット通販で未成年者が内容を十分理解し
ないまま、契約してトラブルとなる事例が増えていま
す。未成年なのに「成人である」
、保護者の同意がな
いのに「同意を得ている」と、嘘をついて申し込んで
はいけません。保護者は未成年の子どもに届く配達物
に気を配りましょう。
困った時は下記にご相談ください。
■問い合わせ 市環境生活課市民相談室（☎68-9081）

林地開発違反行為が発生しています
宮古農林振興センター ほか
令和３年度に入り、市内において２件の林地開発
違反行為が確認されています。
森林区域内で１㌶を超える開発行為を行う場合に
は岩手県知事の許可を受ける必要があります。林地
開発違反行為を行った場合には、３年以下の懲役ま
たは300万円以下の罰金が科せられる場合がありま
す。
また、保安林内での立木の伐採や作業行為につい
ても、知事の許可などを受ける必要があります。
１㌶未満の開発行為の場合や開発行為を伴わない
場合においても、森林の立木を伐採するときには届
出が必要となりますので、伐採の30 ～ 90日前までに
市へ提出してください。
■問い合わせ 【保安林・林地開発行為】宮古農林振
興センター林務室（☎64-2215）
【 保 安 林 外 の 立 木 の 伐 採 】 市 農 林 課 林 政 係（ ☎
68-9097）

県内で林業作業での死亡事故が多発しています
宮古農林振興センター
岩手県内では令和３年に４件の林業死亡事故が発
生し、うち３件は伐木作業で発生しています。伐採
作業にあたっては、下記のことを確認し、事故の発
生防止に努めてください。
■注意事項 ①作業の前につるやかかり木など、周
りの状況を十分確認すること
②危険が予想される伐採となる場合は、熟練者など
の指示に従うこと
■重点事項 ①伐木などが転落するおそれがある下
方で作業を行わないこと
②伐木前にはあらかじめ退避場所を選定し、伐木後
は直ちに退避場所に避難すること
③伐倒する前に伐倒木や隣接木との状態をよく観察
すること
④危険が予想される場合は事業者が指名した熟練者
などの指示を受け、安全確保を何よりも最優先して
作業すること
■問い合わせ 宮古農林振興センター林務室林業振
興課（☎64-2215）

