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■掲載期間　４月～４年３月

■掲載箇所　市ホームページトッ

プページ下部

■募集期限　３月 10 日水
■募集数枠　６枠（選考あり）

■掲載料金　市内事業者は月額

11,000 円（税込み）

■申し込み方法　市ホームページ

にある申請書に必要書類を添えて

提出

■問い合わせ・申込先　本庁都市

プロモーション課広聴広報係（☎

34-2126）

■応募資格　栗駒国定公園周辺の

登山マナーの向上や自然保護に関

する知識があり、登山道などの安

全確認業務に必要な体力を有する

25歳以上の健康な人

■募集人数

▲

自然保護管理業務：

４人　

▲

施設管理業務：若干名

■業務期間　４月～４年２月

■業務日数

▲

自然保護管理業

務：40日以上　

▲

施設管理業務：

20日以上

■委託料

▲

自然保護管理業務：

約20万円　

▲

施設管理業務：約10

万円

■勤務地　焼石岳登山道（つぶ沼

コース、中沼コースほか）

■業務内容　パトロール、啓発活

動、登山道の安全確認や整備（刈

り払い、倒木撤去）など

■募集期限　３月10日水（必着）

■応募方法　履歴書（市販のもの

で可。職歴のほか、登山経験年数

や年間登山回数など、登山に関す

る活動についても記入）を郵送ま

たは直接持参

■面接日　３月下旬

■問い合わせ・応募先　胆沢総

合支所地域支援グループ（☎34-

0313、〒023-0492※住所記載不

要）

　認知症の人を介護している家族

を対象とした学習会・交流会です。

お気軽にご参加ください。

■日時　３月18日木午後１時半～

３時

■場所　水沢地区センター

■対象　認知症者を介護をしてい

る・していた人

■内容　講話「ストレスをため込

まないための心がけ」（講師：市

役所健康増進課保健師）、意見交

換会

■定員・参加料　10人・無料

■申込期限　３月15日月
■問い合わせ・申込先　市地域包

括支援センター（☎34-2199）

■日程　３月 13 日土午後１時半

～３時

■場所　水沢地区センター

■講師　市世界遺産登録候補地ガ

イドの会　後藤和夫事務局長

■参加料　無料※申し込み不要

■問い合わせ　本庁商業観光課観

光物産係（☎ 34-1760）

各種相談日程 ３月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は前日までに要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日： ～ ❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数 3年 1月31日現在（ ）内は前月比

人　口 114,498 人（-145） 男55,667（-60） 女58,831（-85）

世帯数 45,862 世帯（-7）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
12日金

13:00 ～ 15:00
26日金

江刺総合支所市民生活グループ 10日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 11日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 23日火 13:30 ～ 15:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
４日木

13:30 ～ 15:30
18日木

江刺総合支所市民生活グループ 16日火 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月〜金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
10日水

10:00 ～ 16:00
23日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
３日水

10:00 ～ 15:00
16日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 17日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ３日水

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

市勤労青少年ホーム
２日火

13:30 ～ 15:30
16日火

会   場 開催日 時  間

市役所本庁 ４日木 10:00 ～ 15:00

　就職活動のポイントや自己ＰＲ

のこつなどを学びます。

■日時　３月11日木午後１時～４

時

■場所　なのはなプラザ（一関市

大町４-29）

■対象　49歳までの求職者（いち

サポへ登録が必要）

■定員・参加料　６人・無料

■申込期限　３月10日水
■その他　筆記用具を持参

■問い合わせ・申込先　いちのせ

き若者サポートステーション（☎

0191-48-4467）

　専門家から花苗の寄せ植えやコ

ミュニティガーデン（花壇）作り

について学びます。

■日程　４月～ 10 月

■場所　県立花きセンターフラ

ワーレッスンルーム（金ケ崎町六

原字頭無２－１）

■コース・定員（先着順）

▲

寄せ植え２回コース・20 人（初

受講生を優先）　

▲

コミュニティガーデン５回コー

ス・20 人

■参加料　無料（別途材料費あり、

寄せ植えコース各回 2,000 円、コ

ミュニティガーデンコース初回の

み 1,000 円）

■申込期間　３月１日月～26日金
※平日の午前 10 時～午後４時

■問い合わせ・申込先　県立農業

大学校研修科（花きセンター・☎

43-2107）

花き消費者研修

受講生の募集

市民公開講座「陸
むつのくに

奥国骨
ほね

寺
でら

村
むら

荘園絵図とその関連」

地域 住宅名 所在地 戸数 構造・室数 家賃（円） 備考

水沢 石田住宅 字桜川 １ 中耐４階建、３ＤＫ 19,200 ～ 28,600 １階

江刺

下苗代沢
住宅

岩谷堂字
下苗代沢

２ 木造平家建、２ＬＤＫ 20,400 ～ 31,500 給湯器、ユニットバス付き

向山住宅 岩谷堂字向山 1 木造２階建、２ＬＤＫ 15,400 ～ 23,000 単身可、２階、給湯器、ユニットバス付き

耳取住宅 男石三丁目 １ 木造平家建、３ＤＫ 15,000 ～ 22,400 浴槽・風呂釜あり

男石住宅 男石二丁目 １ 木造平家建、３ＤＫ 17,600 ～ 26,200 浴槽・風呂釜あり、駐車場なし

前沢 竹沢団地 字竹沢 １ 木造２階建、２ＬＤＫ 24,400 ～ 36,300 給湯器、ユニットバス付き

衣川 池田団地 九輪堂 ２ 簡耐２階建、３Ｋ 12,900 ～ 21,500 単身可

■■ 市営住宅の入居者を募集します ■■

■受付期間　３月 12 日金まで　※申込書は問い合わせ先で配布

■問い合わせ・申込先 本庁都市計画課住宅係（江刺総合支所・☎ 34-1665）

※全てプロパンガス、洋式水洗トイレです

※男石住宅は入居後にシャワー付きガス風呂釜を点検します

物件番号 所在地 登記地目 登記地積 最低売り払い価格

１ 前沢駅東二丁目５番１ 宅地 1,583.16 ㎡ 2,550 万円

２ 前沢駅東二丁目５番２ 宅地 1,583.13 ㎡ 2,440 万円

■■ 市有財産（土地）を一般競争入札で売り払います ■■

■入札日時　３月 24 日水　物件番号１・午後１時半、物件番号２・午後２時半

■入札場所　本庁　地下Ｂ会議室

■参加資格　市ホームページまたは申込先で配布する売払実施要項をご覧ください

■申込期限　３月 15 日月　※平日・午前９時から午後５時まで受け付け

■問い合わせ・申込先 本庁財産運用課管財係（☎ 34-2113）

■入札物件一覧

いちサポ　就活準備

１Ｄａｙｓセミナー

市ホームページの

バナー広告を募集

市ホームページ

▲

認知症介護者家族交流会

「ぬくっこ」参加者募集

自然公園保護管理員、自

然公園施設管理員を募集

市ホームページ▲


