市 役 所からのお知らせ
の
市長
部
勝

お仕事百景
シリーズで勝部市長の仕事を紹介します
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一関・平泉バルーンフェ
スティバル 2014 開会式

今年で 3 回目になる一関・平泉バルー

₁ 医療費の全部または一部を助成します
乳幼児、小学生、妊産婦、重度の心身障がい者、ひとり親家庭などの親ま

たは子供などを対象に、医療費（一部負担金）の全部または一部を助成して
います。認定を受けている人には、すでに受給者証を交付し、郵送していま
す。医療機関などを受診する際には、受付に提示してください。また、新た
に助成を受ける人は申請が必要です。ただし、妊産婦、重度心身障がい者、
ひとり親家庭などの医療費助成は受給資格に要件があります。詳しくは下記
へ相談してください。
問本庁国保年金課☎㉑ 8343 または各支所市民課

ンフェスティバル。開会式で競技開始のエ
アーホーンを鳴らしました。秋晴れの空に
色とりどりのバルーンが飛び立っていきま
した。同日は、商工祭、住宅祭、そして全
国ご当地もちサミットin 一関も同時開催。
大勢の皆さんにおいでいただきました。

出産後の家事やもく浴を有償で手伝う産後サポーターの育成研修会を
行います。サポーターに登録している人やサポーターへの登録を希望する
人は申し込んでください。
◇日時…❶ 11 月 17 日㊊ 9:30 〜 13:00 ❷ 25 日㊋ 13:00 〜 15:30

中里公民館の移動市長室では、切り絵講

◇日時…12 月 14 日㊐ 14 時〜（13 時 30 分開場）
◇場所…一関文化センター
◇申し込み…入場は無料。ただし入場整理券が必要です ＊11月１日㊏ 10

切り絵。右側（左手）が講座の先生の作品

時より市内各図書館、一関文化センターで１人２枚まで配布

で私がモデルです。切り絵は一瞬も気が抜

◇その他…未就学児童の入場、乳幼児の同伴は遠慮してください
問一関図書館☎㉑ 2147

けず、かなりの集中力が求められます。時

₄ 大雨による宅地災害助成

問本庁都市計画課☎㉑ 8541 または花泉・室根・川崎・藤沢支所建設水
道課、大東・千厩・東山支所地域振興課

₅ 秋季全国火災予防運動

◇内容…消防車乗車体験、非常食 の 試
食、防災 DVD の放映、防災クイズ、住警
器設置相談、風船配布など
消防本部予防課☎㉕ 5911

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」をスローガンに秋季火災予
防運動が全国一斉に行われます。互いに声をかけ合い、火事を防ぎましょう。
◇期間…11 月 9 日㊐〜 15 日㊏
◇いのちを守る７つの習慣と対策…❶寝たばこは絶対にしない❷ストー

ブの近くに燃えやすいものを置かない❸火器のそばを離れるときは必ず消
火する❹住宅用火災警報器を設置する❺寝具、衣類およびカーテンは防炎
品を使用する❻住宅用消火器を設置する❼隣近所の協力体制をつくる
◇その他…期間中は消防署・分署に「消防相談窓口」を開設します
問市消防本部予防課☎㉕ 5911 または各消防署・分署
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東北運輸局岩手運輸支局☎ 050・5540・

により放送する機能を備え、コミュニ
ティーＦＭ「ＦＭあすも」を専用で楽
しむことが出来ます。市では「ＦＭあ
すも」の番組の中で地域情報や行政
情報、緊急情報などを発信していま
す。専用ラジオの電源を入れて、日
常の情報収集に活用してください。
本庁市政情報課㉑ 8182

❶自宅で 1 週間にどの程度「FM あすも」の放送を聴いていますか？

11 月は児童虐待防止月間

週 4日以上
21％

本庁児童福祉課☎㉑ 8361 または一関
児童相談所☎㉑ 0560
「不
皆さんの地域で「不自然な泣き声」

ると思われる子供を発見した場合は連絡
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◇日時・場所…11月４日㊋〜 24日㊊９:00
〜 16:30・市役所本庁 ＊㊏㊐㊗含む
◇調査実施区域…字機織山、字西沢、字
新山、字沢の一部

多少雑音が入るが聴き取れる 15％
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10 月 23 日㊍に一関文化センターで収
録した「BS 日本のうた」が全国放送され

ます。
◇日時…❶ 11 月 16 日㊐ 19 時 30 分〜❷
22 日㊏ 12 時〜❸ 28 日㊎ 16 時 30 分〜
＊放送時間が変更になる場合があります

釣山公園紅葉ライトアップ
本庁都市計画課☎内 8547

ライトに照らされる幻想的な景観をお
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一関コミュニティＦＭ「ＦＭあすも」 報を発信しています。専用ラジオを利
では「市役所からのお知らせ」や「地 用して「ＦＭあすも」からさまざまな
情報を聴いてください。
域の催し」などの行政情報や地域情

NHK 盛 岡 放 送 局 ☎ 019・626・8811
または生涯学習文化課☎㉖ 0820
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40

100

イン ター
） 未記入
その 他（ネットなど
13％
21％

職場のラジオ 4％
❸「FM あすも専用ラジオ」の電源はどのような状況ですか？

0

未記入
2％

聴いていない
44％

週 1日
14％

0

通常放送㊊〜㊎

25 年７月の大雨で被災した宅地および宅地進入路の災害復旧工事を行
う経費の一部を助成します。なお、既に行われた復旧工事についても補助は
受けられますが、アスファルト舗装の新設などの工事は補助の対象となりま
せん。詳しくは工事を発注する前に問い合わせてください。
◇対象…被災前の現状に復旧する 20 万円以上の工事費

◇場所…東山地域交流センター

の変更は可能です。変更を希望する人は

ＦＭあすも専用ラジオを配布した
世帯と事業所を対象に、6 月から 8
月に利用実態調査を実施しました。
その結果、調査対象の 54％となる 2
万 4,969 件の回答を得ました。
ＦＭあすも専用ラジオは、住民登
録している全ての世帯と事業所に無
。非常時に自動起動
償で配布（貸与）

本庁国土調査室☎㉑ 8438

◇内容…杏林大学外国語学部金田一秀穂教授による講演「本と日本語」

◇日時…11 月 2 日㊐ 10 時〜 15 時

開始されます。新規登録以外でもナンバー

おかしいと感じた家庭や虐待を受けてい

手にしているのは左側（右手）が初挑戦の

消防住警器フェア

平泉ナンバーの交付が 11 月 17 日㊊から

ファミリーサポートセンター預かり会員養成講座修了者で子育て経験のあ
る人や看護師・保育士など）
◇内容…医師・助産師講話、調理・もく浴実習、ストレッチヨガなど
◇申し込み…11 月 10 日㊊まで

座に飛び入り参加させていただきました。

間は、あっという間に過ぎていきました。

または本庁企画調整課㉑ 8641

「不自然な行動」など、様子が
自然な傷」

₃ 一関図書館開館記念講演会

FM あすも専用ラジオ

利用実態調査の結果をお知らせします

問平泉ナンバーを実現させる会㉓ 3434

◇対象…産後サポーター登録者または登録希望者（市食生活改善推進員、

問健康づくり課☎㉑ 2160

移動市長室（中里公民館）

平泉ナンバーの交付が開始

2010 へ問い合わせてください。

₂ 産後のママを応援しませんか

◇場所…一関保健センター

10/15

活用していますか ?

INFORMATION

時間

7:00~7:30
14:00~14:30
＊再放送

番組名

内容

慶弔のお知らせ・今日のイベントカレンダー
／㊊おはよう市役所、いちのせき音遺産／
デイリーアイ ㊋市民活動いちのせき、校歌紹介／㊌文化
情報いちのせき、声の広報／㊍いきいきラ
スタイル
イフ、声の広報／㊎学校通信、声の広報
市政情報番組

9:20~9:30

今日のイベントカレンダー／小児成人
夜間救急当番医／お知らせ

いちのせき あなたとつながる○○地域
シティインフォ 明日のゴミ収集予定／小児成人夜間救
メーション
急当番医／明日のイベントカレンダー
18:20~18:30
／お知らせ／「ラジオ市長室 in あすも」
勝部修一関市長出演 ＊隔週㊎
12:20~12:30

割込放送

通常放送に割り込んで放送

地震、火災発生情報、クマ出没情報など

緊急放送

番組を変更して放送

臨時災害番組など

自動起動
放送

専用ラジオが自動で起動して 人命にかかわる緊急・非常事態放送（避
難勧告や避難指示の発令など）
放送

楽しみください。
◇期間…11 月１日㊏〜９日㊐ 16 時 30 分
〜 21 時
◇点灯式…１日㊏ 16 時 30 分〜
ライブ」17 時〜野外ステージ

＊
「和奏

専用ラジオの受信調査を実施しています
受信電波 が 弱 くラジオが 聴 き 取
りにくい 場合 は、無償 で 電波状況
を 確認 し、戸別 アンテナの 設置 な

どの対応を進めています。
本庁市政情報課㉑ 8196 または各
支所地域振興課
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