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パブリックコメントってなに？
　パブリックコメント（意見
公募手続き）とは、市の基本
計画などの政策策定過程にお
いて、案の段階で公表し、市
民の皆さんから意見などを広
く求め、寄せられた意見に対
して考えを明らかにし、実施
機関としての意思決定を行う
手続きをいいます。
　今回は、次のA～C3つの

計 画 案 に つ い
て、市民の皆さ
んからたくさん
のご意見をお待
ちしています。

第6期岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）
　「岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づ

き、高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するととも
に、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るための施
策を推進しています。現在の計画は、平成26年度で終了する
ことから、平成27年度～29年度の新たな計画の策定に向け
て検討を進めています。

第2次岩沼市
健康づくり市民計画（案）　

　市民の皆さんと一緒に取り組む健康づくりの指針をまとめた
「第2次岩沼市健康づくり市民計画（計画期間：平成26年度～
平成35年度）」を市民および医療・保健・福祉関係者ととも
に現在策定中です。
　ライフステージごとに健康づくりに取り組むための具体的な
提案が明記されています。

どうやって提出するの？
計画案の配布・閲覧場所／市ホームページでご覧いただけるほか、A・Bに
ついては、介護福祉課と情報公開室（市役所1階）で閲覧・配付。Cにつ
いては、情報公開室で閲覧できます。
意見公募期間／A：12月15日㈪～平成27年1月15日㈭
　　　　　　　B：12月1日㈪～平成27年1月5日㈪
　　　　　　　C：12月8日㈪～平成27年1月7日㈬（必着、期限厳守）
意見を提出できる方／①岩沼市民　②市内に事務所または事業所を有する方   

③市内勤務者　④市内在学者　⑤利害関係者
意見の提出方法／ご意見（自由様式）に住所、氏名、ならびに上記「意見を

提出できる方」のいずれに該当するかを明記の上、担当課へ持参、郵送、ファ
クス、Ｅメールいずれかの方法で提出してください（電話不可）
提出先／A・Bについては、
　　　　　〒989-2427　岩沼市里の杜三丁目4番15号　岩沼市介護福祉課
　　　　　 24-3087　 kaigo-fukushi@city.iwanuma.miyagi.jp
　　　　Cについては、
　　　　　〒989-2480　岩沼市桜一丁目6番20号　岩沼市健康増進課
　　　　　 22-1315　 hokenshi@city.iwanuma.miyagi.jp

岩沼市指定介護予防支援の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準等を定める条例（案）
岩沼市地域包括支援センターの包括的支援
事業の実施に関する基準を定める条例（案）
　「地域の自主性および自立性を高めるた
めの改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」の成立により、これまで
国が定めていた指定介護予防支援事業と地
域包括支援センターの事業運営等に関する
基準について、平成26年度末までに、省
令を基準として市の条例で定めることとさ
れたため、その基準を定める市条例の骨子
案をまとめました。

　岩沼市観光ボランティアガイドの
会では、本市を訪れる観光客に市内
の名所や史跡、文化財などのガイド
を行っています。岩沼市が好き！ガ
イドをやってみたい！岩沼の魅力を
多くの人に伝えたい！など、意欲の
ある方をお待ちしています。皆さん
も一緒に岩沼市の観光ＰＲをしてみ
ませんか。

●募集対象者
　健康で岩沼市の魅力を多くの人に
伝えたい意欲のある方。年齢や性別
は問いません（無償）

●主な活動
・予約ガイド
　 事前に電話・ファクスなどでガイド地や時間などの指定を受けガイ

ドを行います
・ 「ＪＲ駅長オススメの小さな旅」でのガイド活動
　 ＪＲ岩沼駅と連携・協力し、「ＪＲ駅長オススメの小さな旅」で岩

沼市を訪れる観光客にガイドを行います

●その他の活動
・ 毎月第3金曜日にはボランティアガイドの会の定例会を行い、会の

運営をスムーズに行うための意見交換や直近のガイド予定について
話し合いを行っています

・ 市内の歴史や観光地についての勉強会、市外ボランティアガイドの
視察などを定期的に実施しています

申込・問／商工観光課（☎内線323）

問／A・Bについては介護福祉課（総合福祉センター あいプラザ内☎24-3016）
　　Cについては健康増進課（市役所3階☎内線347～349）

Ａ Ｂ

Ｃ

パブリックコメント募集

観光ボランティアガイド募集

健康づくりの指針
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平成 27年岩沼市成人式のお知らせ
　市内に居住されている該当者の方には、今月案内状をお送りします。また、市外にお住まいの方で、
岩沼市の成人式に参加を希望される方はご連絡ください。
日時／平成 27年 1月 11日㈰　12時 30 分受付開始　13時 30 分開式
会場／市民会館　大ホール
該当者／平成 6年 4月 2日～平成 7年 4月 1日に生まれた方

問／生涯学習課（☎内線 572・573）

　市では、復興の象徴である千年希望の丘
を広く全国に伝えるとともに、丘の整備事
業に資金面で協力していただける企業や商
店、団体、個人などを募集するため、この
たび「支援シール」デザインデータを制作
しました。活用をお考えの方は、政策企画
課にお問い合わせください。
活用方法／市からデザインデータ（上図）
　を提供します。そのままデータとして使
　用するか、シールを作成するなどして商
　品本体やパッケージに活用してください
※支援シールを活用した商品売上の一部に
ついて、千年希望の丘整備のためご寄
付をお願いしています。
問／政策企画課（☎内線 528）

千年希望の丘「支援シール」を
活用してみませんか？

　千年希望の丘、長谷釜、蒲崎、新浜に係
る都市計画案の説明会です。
説明会日時／ 12月 18日㈭　19時～　
説明会場／市民会館　中ホール
※計画案の縦覧期間、縦覧場所については
　広報 1月号でお知らせします。
問／復興・都市整備課（☎内線 427）

千年希望の丘整備に係る
都市計画変更案の

市民説明会を実施します

「千年希望の丘サポーター制度」が始まりました。この制度は、千年希望の丘の園路などに
植樹を行った苗木の成長を促すため、市民（団体）や企業の皆さんに除草作業などのボランテ
ィア活動を行っていただくものです。
活動を希望される場合は、活動前に「活動届出書」を提出していただき、市と活動エリアに
ついて協議する必要があります。「活動届出書」は、市のホームページに掲載するほか、復興・
都市整備課でも配布しています。活動いただける方々については、市がサポーター表示板を作
成し、活動期間中、設置します。
【サポーターの役割】草刈り、散乱ごみの収集（毎年度２回以上の活動をお願いします）
【市の役割】・活動に必要な物品の貸与または支給　・サポーター表示の設置
　　　　・散乱ごみの運搬および処分

問／復興・都市整備課（☎内線 427）

千年希望の丘サポーターになりませんか？

千年希望の丘ニュース
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　一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源とし実施
しているコミュニティ助成事業の平成26年度事業として、北長谷町内会
（宍戸芳正会長）が自主防災組織活動で使用する資機材（土のう倉庫、発電機、投光器、コードリ
ールなど）を整備しました。整備された資機材は、土砂災害への対応など地域において大いに役立
つことが期待されます。� 問／防災課（☎内線 542）

第 66回人権週間
特設人権相談所の開設

昭和 23 年 12 月 10 日の国際連合総会にお
いて「世界人権宣言」が採択され、採択日の
12 月 10 日を「人権デー」と定めました。こ
の「人権デー」を最終日とする 1週間を人権
週間（12月 4日㈭～ 10日㈬）とし、人権擁
護活動を推進するための各種行事を全国的に実
施することにしています。
この「人権週間」期間中に、人権擁護委員に
よる特設人権相談所を開設します。
日時／ 12月 8日㈪　9時～ 16時
場所／市役所 2階　市民ホール相談室
※予約は不要で、相談は無料。相談内容の秘密
　は守ります。気軽にご相談ください。なお、
　相談者が多い場合は、お待ちいただくことも
　あります。
問／さわやか市政推進課（☎内線 643）

平成 27・28年度　岩沼市競争
入札参加資格審査申請の受付

第 3回岩沼市
協働のまちづくりフォーラム
～未来へつなぐ��なかまの輪～

　協働のまちづくりとは、活気のある住みよい
まちにするために、みんなで協力して地域の活
性化や課題解決に取り組むことです。
「第 3回�岩沼市協働のまちづくりフォーラ
ム」は、個人はもちろん企業や町内会、市民活
動団体などの、さまざまな皆さんがまちづくり
の主体であることを再認識し、なかまの輪を広
げる場です。
新たな発見や出会いを楽しみながら、協働の
まちづくりの第 1歩を踏み出してみませんか。
日時／平成 27年 1月 17日㈯
　13時～ 15時 30分（開場 12時 30分）
場所／市民会館　中ホール
内容／①事例発表
　　　　地元企業、町内会、市民団体
　　　②交流会　フリータイム！　
　　　　～なかまの輪を広げよう～
　　　　�参加者の皆さんで自由に交流していた

だき、楽しいひとときをお過ごしくだ
さい。

※参加申込・活動状況についての展示申込は
平成 27 年 1 月 9 日㈮まで、詳細に関して
は下記までお問い合わせください。
申込・問／
　市民活動サポートセンター（☎ 35-7205）、
　さわやか市政推進課（☎内線 643・644）

宝くじ助成で防災用資機材
を整備しました

報告しま
す

参加無料

　平成27・28年度に市が執行する工事などの
競争入札参加希望者の方を対象に「入札参加
資格審査申請」の受け付けを行います。平成
25・26年度の登録をしている方々も対象にな
りますので、ご注意ください。
対象業務／①建設工事②測量・コンサルなど　
③物品購入・役務など

受付期間／
　【郵送】12月8日㈪～17日㈬（17日までの
消印有効）

　【持参】12月 8日㈪～ 12日㈮
有効期限／平成 27年 4月 1日～平成 29年 3
月 31日

申込書・申込要領など／市ホームページよりダ
ウンロードしてください

　http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/
問／総務課総務係（☎内線 516）

▲▶前回の様子
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