
【１４】

　自賠責保険・共済は、万一の

自動車事故の際の基本的な対人

賠償を目的として、原動機付自

転車を含むすべての自動車に加

入が義務付けられています。四

輪車はもちろんですが、特に車

検のない２５０㏄以下のバイク(原

動機付自転車、軽二輪自動車）

は、有効期限切れや掛け忘れに

ご注意ください。なお、自賠責

制度について詳しくは、ホーム

ページ（http://www.jibai.jp）で

ご覧いただけます。

試問い合わせ　岩手運輸支局　

　（察０１９－６３８－２１５５）へ。

　原動機付自転車や軽自動車な

どの軽自動車税は、毎年４月１

日時点での所有者に課税されま

す。所有する軽自動車などを手

放すときには、名義変更や抹消

などの手続きを忘れずに行って

ください。手続きをしないと、

新年度分の軽自動車税がそのま

ま課税されます。手続きには時

間が掛かる場合がありますので、

お早めにお済ませください。

試手続き先

・原動機付自転車（５０～１２５㏄）、

小型特殊自動車…住民登録し

ている市町村役場

・軽二輪（１２６～２５０㏄）、小型二

輪（２５１㏄～）、軽四輪…県自

家用自動車協会宮古支部

試問い合わせ　役場税務会計課

町民税担当（内線１１１）へ。

自賠責保険の有効
期限切れに注意を

軽自動車などの
名義変更早めに

　県では、違反建築防止週間の

一環として、１０月１２日に県下全

域において建築物が法に適合し

た状態で建てられているかどう

か、公開一斉パトロールを実施

します。なお、週間中には建築

に関する相談に応じる建築相談

所を開設しますので、お気軽に

ご利用ください。

試相談所の開設場所　宮古地方

振興局土木部（察６４－２２２１）

試問い合わせ　役場地域整備課

建築住宅担当（内線２５４）へ。

１０月１１日～１７日は
違反建築防止週間

◆企画財政課　試主査（産業振

興課同）中屋佳信◆産業振興課

試主査（議会事務局同）川守田

正人◆議会事務局　試主任（企

画財政課同）加藤紀彦◆消防防

災課　試主事・青地将太朗

◆退職《９月３０日付》　試新保

千鶴子（船越小学校校務員）

１０月１日付で町
職員の人事異動

　町では、町内の会社や個人事業者などを対象に資金を融

資する「中小商工業融資制度」の貸付利率を１０月１日に改

正しました。これは県内金融機関の金利上昇などによるも

のです。

◆貸付利率

　県では、責任共有制度の導入による小規模事業

者への配慮として、１０月１日に既設の小口事業資

金の中に「小規模小口資金」を創設しました。

◆対象　従業員２０人以下（商業・サービス業は５

人以下）

◆貸付限度額　１,２５０万円

◆金利　返済期間３年以内…２.２５％

　　　　返済期間３年超７年以内…２.４５％

※町ではこの制度で融資を受けた事業者に対し、｢利

子０.３％」および「信用保証料の全額」を補助します。

◆申込先　山田町商工会（察８２－２５１５）または下

　記取扱金融機関

◆取扱金融機関　岩手銀行山田支店（察８２－

３１３１）、北日本銀行山田支店（察８２－３８１１）、

宮古信用金庫山田支店　（察８２－２４５５）

中小商工業融資制度 県
小
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模
小
口
資
金
を
創
設

◆貸付限度額　小口資金…１,２５０万円　中口資金…２,０００万

　円　開業資金…１,０００万円

◆申込先　取扱金融機関（右記のとおり）

改 正 後現　　行

2.95％2.7％返済期間３年以内

3.15％2.9％返済期間３年超10年以内

※このうち１％分および信用保証料の全額を町が補助します。

10月１日に貸付利率を改正

中小企業融資制度についてのお問い合わせは、役場産業振興課商工観光担当（内線234）へどうぞ。

　幼児期の食事について楽しく学びませんか。当日は、

託児コーナーも設けますので、お気軽にご参加ください。

◆日時　１０月２３日（火）午前９時半～正午

◆場所　町中央コミュニティセンター

◆対象　１歳から３歳までのお子さんをお持ちの保護者

◆内容　幼児食の調理実習と講話、個別相談

◆持参する物　筆記用具、エプロン、三角きん、おんぶ

ひも、その他お子さんの外出に必要な物

◆申込期限　１０月１８日

◆申込先・問い合わせ　役場保健福祉課健康づくり担当

（内線１６１）へどうぞ。

　町では、６５歳以上の人で１０月から１２月までの間にイン

フルエンザの予防接種を希望する方を対象に、予防接種

料金の一部を助成します。希望する方は直接、接種医療

機関にお申し込みください。

◆対象　平成１９年１０月１日現在の年齢が６５歳以上の人

で、インフルエンザの予防接種を希望する人

◆接種医療機関　井上医院、近藤医院、後藤医院、熊谷

医院、うらべ内科クリニック、県立山田病院

◆助成額　一人１,５００円を上限に助成（助成手続きは接種

医療機関で行います）

◆自己負担額　各接種医療機関…１,５００円

　　　　　　　県立山田病院……２,４５０円

※直接、接種医療機関の窓口でお支払いください。

◆接種医療機関に持参する物　老人健康手帳または健康

手帳

◆申込期限　各接種医療機関の１２月の最終営業日まで

※町外の施設などで接種を希望する場合は、役場保健福

祉課にご相談ください。

◆問い合わせ　役場保健福祉課健康管理担当（内線１６１）へ。

保健のコーナー

ぱくぱくバンビ教室

インフルエンザ予防接種

１０月２８日に民謡と
踊りの集いを開催

　町民芸術祭の舞台部門「民謡

と踊りの集い」が開催されます。

試日時　10月28日（日）

　　　　午後１時～

試場所　町中央公民館大ホール

試入場料　500円

試入場券販売開始日　10月５日

試入場券取扱所　町中央公民館、

役場各支所

試問い合わせ　町教育委員会事

務局文化担当（内線624）へ。

【１５】

マリンランドフェ
スタ｢感謝まつり｣

　県立陸中海岸青少年の家では、

マリンランドフェスタ「感謝ま

つり」を開催します。

試日時　１０月７日（日）

　　　　午前９時～午後３時

試場所　陸中海岸青少年の家

試内容　諮ウオークラリー大会

諮自然探検隊（沢遊び体験な 

ど）諮火おこし体験諮ニュー

スポーツ体験諮創作ひろば諮

もちつき体験諮食堂・屋台開

店（各メニュー１００円～２５０円）

諮豚汁無料サービス（先着 １００

人）諮青空フリーマーケット

試参加料　無料

※「創作ひろば」は、材料代とし

て１００円～４００円掛かります。

試問い合わせ　県立陸中海岸青

少年の家（察８４－３３１１）へ。

津波防災について
学ぶ講演会を開催

　やまだまち女性セミナーでは、

防災意識を高め、とっさの時に

自己防衛できる知恵と知識を学

ぶ講演会を開催します。どなた

でも参加できますので、お気軽

にご来場ください。

試日時　１０月１３日（土）

　　　　午後１時半～３時

試場所　町中央公民館小ホール

試テーマ　「地域を津波から守

るために～とっさの時の自己

防衛～」

試講師　上飯坂哲さん（地域の

津波研究家）

試問い合わせ　町教育委員会事

務局社会教育担当（内線６２３）

へどうぞ。

　山田中学校吹奏楽部では、第

１１回チャリティーコンサート

を開催します。どなたでも楽し

めるステージを準備しています

ので、お気軽にご来場ください。

試日時　１０月８日（月）午後２

時半開演（午後２時開場）

試場所　町中央公民館大ホール

試入場料　無料（当日は、会場

で募金活動を行いますので、

ご協力をお願いします）

試問い合わせ　山田中学校吹奏

楽部（察８２－２６１１）へどうぞ。

山中吹奏楽部コン
サートにご来場を

　９月１５日号広報やまだに掲載

した①ＨＩＶ抗体検査②Ｂ型・

Ｃ型肝炎ウイルス検査③ドナー

登録――の日程が変更になりま

した。変更後の日程は次のとお

りです。

試実施日　１０月３０日（火）

※受付時間は変更ありません。

試問い合わせ　宮古保健所（察

６４－２２１８）へどうぞ。

ＨＩＶ検査などの
実施日程が変更に

　最近、厚生労働省の職員を

装った不審電話の情報が寄せら

れています。かかってきた電話

を取ると、テープで「厚生労働

省からのお知らせ」といった上

で、「労働保険・雇用保険の還付

が発生しましたので、詳細につ

いて０（１または９）番を押し

てください」と案内が流れると

いうものです。

　厚生労働省では、このような

還付処理などのテープ案内は

行っておりません。このような

電話があっても、該当ダイヤル

番号を押すことなく、そのまま

電話を切るようお願いします。

試問い合わせ　岩手労働局総務

部労働保険徴収室（察０１９－

６０４－３００３）へどうぞ。

厚労省職員装った
不審電話に注意を 　１０月１日から３１日までは、国

の定める「３Ｒ推進月間」と「環

境にやさしい買い物キャンペー

ン」が実施されます。宮古地区

広域行政組合では、これに合わ

せて次の事業を実施しますので、

お気軽にご来場ください。

◎フリーマーケット

試日時　１０月１４日（日）

　　　　午前９時～正午

試場所　みやこ広域リサイクル

センター（宮古市小山田）

　――　出店者を募集　――

　上記フリーマーケットの出店

者を募集します。

試出店資格　宮古管内に住む人

試売り場面積　２.５㍍×２.５㍍

試出店料　無料

※出店場所に敷くシートは、出 

店者が準備してください。

◎リサイクル施設見学

　リサイクル施設の見学を随時

受け付けています。子供会、Ｐ

ＴＡ、自治会の研修などで見学

を希望する方は、事前にお申し

込みください。

◆申込先・問い合わせ　みやこ

広域リサイクルセンター（察

６３－７７５３）へどうぞ。

リサイクルなどの
推進に取り組もう

10月の町長面談日
試日時　10月１5日（月）

　　　　午前１０時～正午

試場所　役場４階特別応接室

※面談希望の人は役場総務課

内線４１３へご連絡ください。

10月の行政面談日
試日時　10月１8日（木）

　　　　午前１０時～正午

試場所　町中央コミセン

※行政について納得できない

ことなどご相談ください。

●１ 平成１８年度町一般会計の歳出

総額は？

　佳６６億５,５４６万円

　加６８億５,５４６万円

　可８６億５,５４６万円

●２ 昭和３０年５月に創刊された広

報やまだは今号で何号？

　佳７００号　加８００号　可９００号

●３ 樹勢回復処置が施された県の

天然記念物は「臥竜○」？

　佳松　加竹　可梅

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん９人

のうち、女の子は何人？

　佳１人　加２人　可３人

【応募方法】　はがきに陰クイズ

の答え隠住所韻氏名吋年齢を明

記の上、応募ください。全問正

解者の中から抽選で１０人に５００

円の図書カードをプレゼント。

応募は一人１通です。

【応募先】　〒０２８－１３９２（住所

記載不要）山田町役場広報クイ

ズ係

【締め切り】　９月20日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ａ、②－Ｃ、

③－Ｂ、④－Ｂでした。応募者

数は３３人で３２人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

長崎＝伊藤亜紀子（１６）　川向町

＝蛇石葉月（１０）　船越＝村木右

京（１０）、川原幸彦（６９）、おぐり

かの（７）　田の浜＝佐々木るり

子（４７）　織笠＝稲川孝太朗（？）

大沢＝小山叶生（６）　豊間根＝

中村久実子（３８）、長内奈 （々１４）

　　　　　　　　　　<敬称略>

◆１０月で広報５年目に突入です。

初ピンボケで「広報担当が２人と

も佐々木で困った」と書きました

が、あれから４年。当時と変わら

ぬ佐々木２人組ですがこれからも

よろしくお願い致します。

◆皆さんに支えられ、広報やまだ

も今号で創刊９００号。わたし自身は

前回の８００号に続き、２度目の節目

を迎え、うれしいような悲しいよ

うな…。今後とも皆さんのご支援、

ご協力をお願い致します。

●和 

●幸 


