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今月のお知らせ
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■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 9 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

大崎市学校教育環境整備指針
基本原案パブリックコメント募集

教育委員会教育総務課

　子どもたちにとって望ましい教育環

境を考えるための「大崎市学校教育環

境整備指針基本原案」について、皆さ

んのご意見やご提言を募集します。

応募資格　市内に居住または勤務して

いる人、市内に事業所を有する個人ま

たは法人

募集期間　9月 1日～ 22日

閲覧方法　市ウェブサイトに掲載

窓口での閲覧　（ア）教育委員会教

育総務課（市役所岩出山庁舎 2 階）　

（イ）市政情報センター（市役所東庁

舎 1 階市政情報課内）　（ウ）市政情

報コーナー（各総合支所総務課内）

応募方法　任意の様式に原案に対する

意見、住所、氏名または事業所名、電

話番号などの連絡先を記入し、教育委

員会教育総務課（〒 989-6492　岩出

山字船場 21）へ持参または郵送、ファ

クス、Eメールで提出

※持参の場合は平日のみ受け付け。郵

　送の場合は 9月 22日消印有効

問　教育総務課　 72-5032　 72-4004

　　Eメール　ed-soumu@city.osaki.miyagi.jp

成人式実行委員募集

教育委員会生涯学習課

　市内各地域の成人式（8 月に成人式

が開催された鳴子温泉地域を除く）で、

アトラクションを企画・運営する実行

委員を募集します。

　実行委員として成人式に参加したい

人は、お住まいの地域の問い合わせ先

までご連絡ください。

対象　平成 3 年 4 月 2 日から平成 4

年 4月 1日までに生まれた人

問　中央公民館　　 23-9033

　　松山公民館　　 55-2225

　　三本木公民館　 52-5852

　　鹿島台公民館　 56-2510

　　岩出山公民館　 72-0357

　　沼部公民館　　 39-3111

　大崎市民病院本院
　病院ボランティア募集

大崎市民病院

　大崎市民病院本院では、初診受付や

院内の案内、車いすの補助などを手伝っ

てくれるボランティアを募集します。

活動時間　週1～ 2回、1回 2～ 3時

間程度（土・日曜日、祝日を除く）

※詳しくは、お問い合わせください。

問　大崎市民病院地域医療連携室

　　　　　　　　　　　　 23-3311

農産物等販売会
「メルカート（市場）」出展者募集

観光交流課

　市内で生産・加工・製造されている

農産物などを、鳴子温泉で販売する出

展者を募集します。

日時　毎週日曜日（11月 13 日まで）

8時～ 15時

場所　鳴子温泉ゆめぐり広場（鳴子温

泉駅前）

出展料　無料。ただし、電気、水道使

用料負担あり

申込　随時受け付け。

※申込多数の場合は調整します。

問　観光交流課　 23-7097

観光ボランティア募集

観光交流課

　大崎市では、世界文化遺産として登

録された岩手県平泉と鳴子温泉を結ぶ

定期観光バスの車中で、「奥の細道」

や「義経伝説」などの歴史的な説明を

行う観光ボランティアを募集します。

　詳しくは、お問い合わせ下さい。

問　宝の都（くに）・大崎観光振興協議

　　会（観光交流課内）　　 23-7097

入居者募集

建築住宅課

申込　申込用紙は、建築住宅課および

各総合支所産業建設課（鳴子総合支所

は観光建設課）で配布しています。

　申し込みには資格要件がありますの

で、お問い合わせください。

受付期間　9月 1日～ 8日

※住宅には、浴槽・風呂釜が備えられ

　ていない場合がありますので、あら

　かじめご了承ください。

問　建築住宅課住宅管理係　23-8054

　　または各総合支所産業建設課

　　（鳴子総合支所は観光建設課）

平成23年度敬老事業のお知らせ

高齢介護課

　平成 23 年度の敬老事業は、震災の

影響で会場が確保できないことから、

地域によって実施方法が異なります。

※詳しくは、お問い合わせください。

問　高齢介護課高齢福祉係　23-6085

　　または各総合支所保健福祉課

震災復興支援
がんばる！！大崎プレミアム商品券

商工振興課

　震災の復興支援と自粛ムードを払

しょくするため、市内で利用できる割

増し商品券、がんばる !! 大崎第 3弾「宝

の都（くに）・大崎」プレミアム商品

券を販売します。

発売日　9月 22日～

※完売次第終了

販売場所　古川商工会議所、大崎商工

会本所・松山支所・鹿島台支所・田尻

支所、玉造商工会本所・鳴子事務所、

リオーネ古川、釜ちゃんショップほか

使用期間　9月 22日～ 12月 11 日 ㊏

販売内容　1,000円の商品券12枚12,000

円分1セットを10,000円で販売

※ 1人 3セットまで購入できます。

※商品券を使用できる店舗は、決まり

　次第、大崎市、古川商工会議所のウェ

　ブサイトなどでお知らせします。

　詳しくは、お問い合わせください。

問　商工振興課　　　 23-7091

　　古川商工会議所　 24-0055

9月は廃棄物不法投棄防止強化月間

環境保全課

　廃棄物の不法投棄が多くなっていま

す。震災以降、災害廃棄物の投棄も目

立っています。不法投棄は法律で禁止

されていて、違反した場合には、5 年

以下の懲役または 1,000 万円以下の

罰金などの罰則が設けられています。

　不法投棄は犯罪です。不法投棄を「し

ない」「させない」「許さない」という

意識を持ち、大崎の美しい自然や環境

をみんなで守りましょう。

問　環境保全課廃棄物対策係　23-6074

　大崎市民病院本院内科外来の
　受付時間を変更します

大崎市民病院

　9 月 1 日から、大崎市民病院本院内

科外来を初めて受診する人、予約を

せずに受診する人の受付時間が、8 時

30 分から 11 時 30 分まで（月曜日か

ら金曜日）となります。

問　大崎市民病院医事課　 23-3311

おおさき環境フェアを中止します

環境保全課

　毎年 10 月に開催している「おおさ

き環境フェア」は、震災の影響により、

今年度は中止にします。

　なお、11 月に開催予定の「おおさ

き産業フェア 2011」で、環境コーナー

を設置する予定です。

問　環境保全課生活環境係　23-6074

宮城県の地上アナログ放送終了日

市政情報課

　広報おおさき 7 月号で、地上アナ

ログ放送は最大で平成 24 年 7 月 24

日まで延長されることをお伝えしまし

たが、宮城県の延長期間は平成 24 年

3 月末までとなりました。当初予定し

ていた 1 年間の延長ではありません

ので、ご注意ください。

　なお、震災の被災世帯や市町村民税

非課税世帯には、チューナー給付など

の支援策があります。

　地上デジタル放送についてのご相談

や詳細については、デジサポ宮城まで

お問い合わせください。

問　デジサポ宮城　　 022-745-1500

　　市政情報課情報システム係　23-5091

インターネットで仕事検索！

大崎市雇用創造協議会

　大崎市雇用創造協議会では、市内で

働きたい人が無料で利用できる、就職

支援の情報提供などを行うシステムを

開始しました。

　このシステムに登録すると、自分に

合った求人情報を、どこにいてもイン

ターネットを使用して検索することが

できます。

　詳しくは、大崎市雇用創造協議会の

ウェブサイトをご覧ください。

問　大崎市雇用創造協議会（商工振興

　　課内）　・ 25-9155

　　URL　http://osakikoyo.jp/
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地域 実施方法

古川地区、荒雄地区 各町内会等で実施

古川（古川地区、
荒雄地区を除く） 敬老会は実施せず、

記念品のみ配布岩出山

鳴子温泉

松山

行政区ごとに実施
三本木

田尻

鹿島台

古川土地

住宅名 家賃月額（円）間取り 戸数

古川駅南 12,700～25,100 3K 1

古川諏訪 14,300～28,100 1DK 1

三本木混内山 17,400～36,000 3DK 2

岩出山下野目 18,900～37,100 3DK 1

鳴子上野々 　2,600～　5,200 2DK 1

鳴子坂ノ上 　3,500～　7,000 2DK 1

高齢者住宅

三本木混内山 21,200～41,700 2DK 2


