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市 役 所からのお知らせ

シリーズで勝部市長の仕事を紹介しますシリーズで勝部市長の仕事を紹介します
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お仕事百景

　藤沢野焼祭に副市長２人とともに参加。
天候はあいにくの雨模様。予定されていた
イベントの一部が取りやめになったもの
の、力強い炎は夜空を赤く染めていまし
た。会場には行政区ごとのテントが設置さ
れ、それぞれが自慢の料理を持ち寄り、炎
の祭りを楽しんでいました。

　一関夏まつり二代目時の太鼓巡行の先導
役を務めました。中里公民館から磐井橋経
由で地主町、大町までを行進。写真は途中
の休憩場所での一枚。当日は、30度を超え
る猛暑の中、太鼓の音、威勢のいい踊りな
ど、参加した皆さんの熱気が、祭りを熱く盛
り上げてくれました。

8/2 一関の暑い夏まつり
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INFORMATION

　総合計画審議会が主催する「わたしたちの一
ま

関
ち

の未来づく
り」ワークショップが8月9～ 12日に開かれ、平成28年度か
らの次期総合計画の基本構想の将来像について話し合いが
行われました。
　ワークショップは、一関、大東、千厩の３会場でそれぞれ
２日間開かれ、地域協働体、自治会、各種団体、公募や高校
生など延べ270人が参加。初日は一関の今とこれからについ
て意見を出し合い、２日目は本市の将来像へのキーワードや

「わたしたちの一
ま ち

関の未来づくり」ワークショップ

　市は、9月7日㊐、「ＦＭあすも専用ラジオ」の自動起動試験を行
います。このラジオには、緊急時に市役所や市消防本部から信号を

送ると自動でスイッチが入る機能が完備されています。
　試験時刻は9:00と18:00の2回。市役所本庁と市消防本部
にある緊急割り込み放送用の自動起動装置から試験信号を発信します。
　ＦＭあすも専用ラジオは、この電波を受信すると最大音量になります。うるさ

いと感じた時は、本体前面の緑のボタンを押すと緊急放送前の状態に戻ります。
　試験当日は、専用ラジオのＡＣ電源をつないでおいてください。当日、電源を入
れていたにもかかわらず専用ラジオが自動起動しなかった場合は、受信電波が弱
い可能性がありますので、下記へ連絡してください。
問本庁市政情報課☎㉑8182 ／花泉支所地域振興課☎822211 ／大東支所地域
振興課☎722111 ／千厩支所地域振興課☎532111 ／東山支所地域振興課☎47
2111 ／室根支所地域振興課☎642111 ／川崎支所地域振興課☎432111 ／藤
沢支所地域振興課☎632111

₁FMあすも
専用ラジオ 自動起動試験は9月7日㊐9:00と18:00

　市葉直面している課題の解決に向けて、８月
１日、大町のなのはなプラザで県に対して要望
しました。要望項目は 10項目。この中で勝部
修市長は、国道343号笹ノ田トンネルについて

「陸前高田市への後方支援や国際リニアコライ

ダー（ＩＬＣ）が実現すれば輸送の要となる最
重要路線」と位置づけ、「現状は冬季間、路面凍結などにより通行に支障があり、
新たなトンネルの実現が必要」と訴えました。
　当市から要望した項目は、以下の通り。
１．復興支援等に資する幹線道路網の整備について

２．東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質汚染について

３．国際リニアコライダー（ＩＬＣ）　の実現について

４．両磐保健医療圏内の地域医療体制の充実について

５．水道事業統合後における過疎対策事業および辺地対策事業での施設整備について

６．一級河川の河川改修事業の促進について

７．学校施設整備国庫補助金の予算拡充および事務執行の迅速化について

８．地デジ県内放送の受信困難世帯の解消等について

９．若者の離職防止対策について

10．骨寺村荘園遺跡の世界遺産への拡張登録について

平成26年度
県への要望 新笹ノ田トンネルの実現など10項目を要望₂

　消費税率の引き上げにより、所得の低い人への負担を考慮し、給付金を支給
します。未申請の人や対象者と思われる人は早めの申請をお願いします。
◇対象…26年度市民税（均等割）の課税がない人　＊課税がある人の扶養親族また

は生活保護制度の被保護者を除く

◇支給額…１人につき１万円　＊１回限り。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年

金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などを受給している人は、５千円を加

算します

◇申請方法…郵送もしくは本庁児童福祉課または各支所保健福祉課へ提出　
＊申請先は基準日 (26年１月１日 )時点で住民票がある市町村

臨時福祉給付金の対象者は早めの申請を₃

問本庁市政情報課☎内 8182

問本庁企画調整課☎内 8641

地域 地区 開催日 開会時間 会場

一関

一関西＊ 19 日㊎ 10:00 ホテルサンルート一関
一関南＊ 16 日㊋ 10:00 ベリーノホテル一関
一関東＊ 17 日㊌ 10:30 ブライダルホール豊隆
一関北＊ 18 日㊍ 10:00 ヴェルパルク

山目 7 日㊐
10:30 ベリーノホテル一関

中里 20 日㊏
三関 14 日㊐ 10:00 ブライダルホール豊隆

狐禅寺 14 日㊐ 10:30 狐禅寺公民館体育館
滝沢 15 日㊊ 10:00

ヴェルパルク
真柴 13 日㊏ 10:30
厳美 14 日㊐ 11:00 いつくし園
萩荘 14 日㊐ 10:00 ベリーノホテル一関
舞川 15 日㊊ 10:00 一関文化伝承館
弥栄 15 日㊊ 10:30 マリアージュ（千厩町）

花泉

永井 14 日㊐ 10:00 永井公民館体育館
涌津 14 日㊐ 10:00 涌津小学校体育館
油島 14 日㊐ 10:00 油島小学校体育館
花泉 14 日㊐ 10:00 花泉総合福祉センター
老松 14 日㊐ 10:00 れいなde ふろーれす
日形 13 日㊏ 10:00 日形公民館
金沢 15 日㊊ 11:00 ブライダルホール豊隆

大東

大原 18 日㊍ 10:00 大原小学校体育館
摺沢 30 日㊋ 10:00 グリーンパレス大東
興田 12 日㊎ 10:00 バレーボール記念館
猿沢 7 日㊐ 10:00 猿沢伝承交流館
曽慶 10 日㊌ 10:00 曽慶地区センター
渋民 25 日㊍ 10:00 渋民集会センター

千廏

千厩 9 日㊋

10:30 マリアージュ
小梨 12 日㊎
奥玉 10 日㊌

磐清水 11 日㊍
東山 全地域 14 日㊐ 10:00 東山総合体育館
室根 9 月～ 11 月に自治会ごとに開催します
川崎 全地域 13 日㊏ 10:00 川崎体育センター

藤沢

藤沢 13 日㊏ 10:30 丸福会館
西口 14 日㊐ 10:00 西口コミュニティセンター
本郷 14 日㊐ 11:00 本郷白藤交流館
黄海 15 日㊊ 11:00 藤沢公民館黄海分館体育館
徳田 14 日㊐ 11:00 コミュニ

ティ体育館徳田ふれあいランド
新沼 14 日㊐ 10:00 新沼コミュニティセンター

保呂羽 14 日㊐ 11:00 保呂羽コミュニティセンター
大籠 14 日㊐ 10:00 大籠コミュニティ体育館

 9月に各地で開催　平成26年度敬老会

問本庁社会福祉課☎㉑ 8370 または各支所保健福祉課

＊一関西：一関1～4、12～15、18、銀座、大町／一関南：一関5～9、19、釣親、高崎、台東
一関東：一関16東、16中、16西、17／一関北：一関20、関が丘1～6

問児童福祉課☎内 8351 または各支所保健福祉課

キャッチフレーズをまとめました。
　参加者からは、「一関の良いところを
情報発信したい」「若い人が戻ってくる
まち」「資源を生かしたまちづくり」など、
さまざまな夢や考えが出されました。
　ワークショップでまとめられた意見などについては、審議
会で検討され、基本構想の素案を作成することにしています。
素案は、10月に予定しているタウンミーティングで参加者へ
報告することにしています。

問本庁企画調整課☎内8641

市有地を売却します
問本庁財政課☎内8291
◇売り払い物件…❶【所在】一関市旭町
61番 54【面積】158.78平方㍍【最低売
却価格】321万円／❷【所在】一関市萩
荘字境ノ神354番１【面積】875.06平方
㍍【最低売却価格】1,893万円／❸【所
在】一関市真柴字中田185番145【面積】
463.56平方㍍【最低売却価格】558万円
／❹【所在】一関市花泉町花泉字東鹿野
18番２【面積】482.11平方㍍【最低売却
価格】581万円　＊最低売却価格以上で一番
高い価格で入札した人を落札者とします

◇入札日時…10月６日㊊❶ 10:00❷
11:00❸ 14:00❹ 15:00（いずれも30分
前から受付開始、10分前受付締切）
◇場所…市役所本庁
◇保証金…入札する人は、受け付けの時
に入札金額の100分の3以上の額（現金
または市が確実と認める有価証券）を納
付してください
◇その他…現地説明会は行いません。必
ず現地で物件を確認してください

新規高卒者ふるさと就職支援事業
問本庁労働政策課☎㉑8461
　新規高卒者の地元就職と定着を促進
するため、事業主が行う人材育成費用を
助成します。
◇助成対象…26年３月～９月に市内居
住の26年３月新規高卒者を雇用した市
内事業主
◇対象経費…･内定および採用後に実施
した社外研修と社内研修などの経費
◇助成額…１事業主あたり20万円
◇申請期間…雇用開始日から6カ月経過
後の26年10月から27年3月まで

景観まちづくり表彰候補者募集

問都市計画課☎㉑8541

◇募集対象…①【景観部門】地域の景観を

形成している優れた建築物、工作物など。
②【まちづくり活動部門】継続的に地域
の特性を生かした優れた景観の創出や保
全を主体的に行っている個人または団体
＊いずれも自薦他薦を問いません。どなたでも応
募できます

◇受付期限…27年２月18日㊌
◇応募方法…本庁都市計画課、各支所建
設水道課、公民館で配布している応募用
紙（市HPからも出力可）に必要事項を

記入し、写真を添えて郵送または持参
◇その他…受賞者の推薦者にも記念品を

贈ります


