
まち・ひと・しごと創生総合戦略
推進会議の委員

都市戦略室　☎613-8370
市の人口対策に係る意見や提言など
をする委員を1人募集します。任期は
9月28日㈮から2年間（予定）です。

 ①平成10年4月2日以前生まれ②
平成30年4月1日時点で、市の他の
審議会などの委員を務めていない③
平日の日中に開催する会議（年３回
程度）に出席できる④地方の活性化
に関心を持ち、市の総合戦略にさま
ざまな角度から意見や提言ができる
ーの全てに該当する人

 同室や市役所窓口案内所、各支
所・出張所などに備え付け、または市
公式ホームページからダウンロードし
た用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）都市戦略室へ郵送
または持参。8月22日㈬必着。持参
は同日17時半まで　  1023914

盛岡ブランド表彰候補者の推薦
都市戦略室　☎613-8370

同ブランドの推進に貢献し、功績が
顕著な人や団体を表彰する「もりおか
暮らし物語賞」候補者の推薦を受け
付けます。

 同室に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした用
紙に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）都市戦略室へ郵送また
は持参。8月31日㈮必着。持参は同日
17時まで　  1009730

つどいの森公式キャラクター
市都南自治振興公社　☎637-0876

メール tudoi@cc.wakwak.com
つどいの森の公式キャラクターを募
集します。9月23日㈰のつどいの森
感謝祭で審査結果を発表。採用され
た人には賞金などを差し上げます。

 はがき・メール：住所と名前、性別、
年齢、勤務先または学校名、電話番
号、リスをモチーフにしたキャラクタ
ー案（愛称は決定後に再度募集）、簡
単な説明を記入し、〠020-0842湯
沢1-1-41都南自治振興公社へ郵送。

メールでも受け付けます。受け付け期
間は8月11日㈯～9月10日㈪。郵送
は9月10日必着

 1023747

盛岡秋祭り山車の参加者
盛岡観光コンベンション協会　

☎621-8800
9月14日㈮から16日㈰まで開催され
る祭りの参加者①山車の引き手②小
太鼓打ち③音頭上げ・笛を募集しま
す。なお、はんてんと食事は用意しま
すが、その他の祭り装束は各自で用
意してください。

 ①200人。小学3年生以下は保護
者同伴※希望する日のみの参加も可
②35人※3日間参加できる小学4～6
年生③各20人※3日間参加できる中
学生以上②③は9月に開催する、10
回程度の練習会に参加が必要

 1人3000円※小学生未満は500
円。ただし、食事はつきません

 往復はがき：住所と名前、性別、年
齢（学校名・学年）、電話番号、参加
区分（引き手は参加できる日）を記入
し、〠020-0871中ノ橋通一丁目1-10
観光コンベンション協会山車係へ郵
送。②③は8月15日㈬必着。①は8月
31日㈮必着。※はがき1枚につき1人
まで。定員を超えた場合は抽選

盛岡舟っこ流しの参加者
同協賛会の佐藤さん　☎070-5621-6210
8月16日㈭に開催される、盛岡の無
形民俗文化財である舟っこ流しの参
加者を募集します。

 高校生以上で泳げる人
 はがき：住所と名前、性別、勤務

先（学校名・学年）、電話番号を記入
し、〠020-0863南仙北三丁目7-15
佐藤修さん宛てへ郵送。8月8日㈬必
着。※はがき1枚につき2人まで

小規模修繕契約登録の受け付け
契約検査課　☎626-7516

市が発注する同契約に参加を希望す
る人の申請を受け付けます。

 8月20日㈪～9月5日㈬、9時～12

時と13時～16時※土・日曜を除く
 市内に主たる事業所がある法人

か個人※市競争入札参加者名簿に登
録している場合は申請できません

 同課に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした申
請書に必要事項を記入し、同課に直
接提出　  1020587

戦没者追悼サイレン
総務課　☎626-7513

戦没者の冥福を祈り、市役所屋上と
玉山地域の防災無線で追悼サイレン
を鳴らします。
▶広島の原爆投下：8月6日㈪8時15分
▶長崎の原爆投下：8月9日㈭11時2分
▶終戦記念日：8月15日㈬12時

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　☎613-8144

認知症についての基礎知識などを
学びます。受講者にはオレンジリング
（認知症サポーターの証し）を配布
します。当日、直接会場へどうぞ。

 8月24日㈮10時～11時半
 ふれあい覆馬場プラザ（青山二）
 1023746

夏季休業中の学校閉庁日
学務教職員課　☎639-9044

教職員の「働き方改革」の取り組み
の一環として、8月13日㈪～15日㈬は
学校に職員が不在で、教育活動や業
務を行わない「学校閉庁日」とします。
期間中、緊急で連絡が必要な保護者

は、週休日などの各学校の連絡体制
に従ってください。その他の人は、同
課へお問い合わせください。

児童扶養手当の更新
子ども青少年課　☎613-8354

同手当を受けている人は8月に更新
手続きが必要です。送付した案内に
従って手続きしてください。　

 1002494

障がい者関係諸手当の更新
障がい福祉課　☎613-8346

特別障害者手当・特別児童扶養手
当・障害児福祉手当の更新手続きが
できる日時と場所は次のとおりです。
送付する案内に記載されている書類
と印鑑を持参してください。

  8月1日㈬～31日㈮は障がい福
祉課（内丸）、8月6日㈪～9日㈭は
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字
泉田）、8月8日㈬～10日㈮は都南総
支所（津志田14）※時間はいずれも9
時～17時（土・日曜を除く）

 詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください 　

 1004087

施設の利用制限
　　①市立総合プール　☎634-0450
②みちのくコカ・コーラボトリング☎601-5001
　　③市総合アリーナ　☎658-1212
①8月1日㈬～12日㈰、20日㈪～25
日㈯②8月10日㈮～12日㈰、21日㈫
③8月20日㈪～23日㈭は、利用でき
ません。

帰省者向けUターンセミナー
相談会

都市戦略室　☎613-8370
 8月12日㈰・13日㈪、①10時～17

時：地元・盛岡へ戻っての仕事や暮ら
しについて相談②11時～12時：岩手
移住計画・高橋和

かずき

氣さんによる「盛
岡暮らしの楽しさ・地元にある仕事
の今」と題したミニ講座③14時～15
時：トークセッション。盛岡の暮らし
を豊かにする遊び場の紹介

 p
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 各20人
 電話・市公式ホームページ：8月10

日㈮17時まで　
 1023915
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休日救急当番医・薬局
※往診はできません

※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①8/7㈫・9日㈭
　17 時半～ 20 時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所別館２階）
　と健康保健課（同１階）
②玉山総合事務所税務住民課
　（渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

空き家の
処分・不動産
無料相談

8/8 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900

成年後見相談 8/8㈬・22㈬
13時半～16時

岩手教育会館4階
（大通一）

成年後見セン
ターもりおか
☎626-6112

リハビリ
相談会

8/10㈮
10 時～ 12 時

市立身体障害者福祉センター
（若園町）

同センター
☎625-1151

補聴器相談
8/22㈬
①10時～11時半
②13時半～15時

①市立地域福祉センター
　（手代森14）
②市立身体障害者福祉センター
　（若園町）

地域福祉セン
ター
☎696-5640
※要事前申込

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局
時間は９時から17時まで。ただし、歯科は
15時、薬局は17時半まで。

日 区分 名称 所在地 電話番号

8/5
㈰

たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目2-70 656-5855
中島内科クリニック 月が丘二丁目8-30 646-1903
向中野クリニック 向中野五丁目29-1 613-2227
小林小児科クリニック 三本柳11-12-4 638-0404
いとう歯科医院 東山一丁目19-21 626-5252
本宮センター薬局 北飯岡一丁目2-71 656-5867
スタイル薬局 青山三丁目6-2 646-5757
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-1 637-6011

8/11
㈯

開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目9-3菱和開運
メディカルビル2階 613-3336

あべ内科・消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
栃内病院 肴町2-28 623-1316
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
なごみ矯正・デンタルクリニック 前潟四丁目7-1イオンモール盛岡1階 645-7530
銀河薬局開運橋店 大通三丁目9-3 601-5562
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
中津川薬局 肴町8-5 604-2300
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

8/12
㈰

かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬13-2 658-1223
児島内科小児科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
森田小児科医院 緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘1階 662-3326
伊保内歯科クリニック 菜園二丁目2-23石川ビル2階 652-9543
クローバー薬局 本宮小坂小瀬13-3 656-2011
けい副薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
マリーン薬局 松園二丁目37-8 664-0566
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目1-50 662-2877

表2　指定管理者聞き取り審査会の日程
開催日・場所 施設名（所在地） 担当課
8/7㈫
都南分庁舎2階
教育委員会室

志波城古代公園（上鹿妻五兵エ新田） 歴史文化課
☎639-9067

8/7㈫
内丸分庁舎
401会議室

市総合アリーナ（本宮五）
市立総合プール（本宮五）
市都南中央公園プール（永井24）
市アイスリンク（本宮五）

スポーツ推進課
☎603-8006

8/8㈬
玉山総合事務
所301会議室

舟田地区介護予防センター（下田字牡丹野）
芋田向地区介護予防センター（好摩字上山）

健康福祉課
☎683-3869

8/10㈮
本庁舎本館
806会議室

厨川地区活動センター・厨川児童センター・厨川
老人福祉センター（前九年三）
松園地区活動センター・松園児童センター・松園
老人福祉センター（西松園二）
加賀野地区活動センター・加賀野児童センター・
加賀野老人福祉センター（加賀野四）
本宮地区活動センター・本宮児童センター・本宮
老人福祉センター（本宮四）

長寿社会課
☎603-8003

津志田児童センター（津志田中央二）
永井児童センター（永井18）
北厨川児童センター・北厨川老人福祉センター
（厨川一）
川目児童センター・川目老人福祉センター（東山一）
仁王児童センター・仁王老人福祉センター（名須川町）
山王児童センター・山王老人福祉センター（山王町）
山岸児童センター・山岸老人福祉センター（下米内一）
上田児童センター・上田老人福祉センター（上田四）
大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター
（茶畑二）
下太田児童センター・下太田老人福祉センター
（下太田榊）
緑が丘児童センター・緑が丘老人福祉センター
（緑が丘三）
桜城児童センター・桜城老人福祉センター（大通三）
見前児童センター・世代交流センター（西見前13）
上米内児童センター・上米内老人福祉センター
（桜台二）

子育てあんしん課
☎613-8347

8/21㈫
本庁舎別館
403会議室

仙北地区活動センター（仙北二）
中野地区活動センター（東安庭字小森）
みたけ地区活動センター（みたけ四）

市民協働推進課
☎626-7500

8/21㈫
本庁舎別館
403会議室

太田地区活動センター（中太田深持）
土淵地区活動センター（前潟四）
つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）

市民協働推進課
☎626-7500

西厨川老人福祉センター（北天昌寺町）
杜陵老人福祉センター（南大通一）
青山地区活動センター・青山老人福祉センター
（青山三）
乙部老人福祉センター・乙部運動広場（乙部28）

長寿社会課
☎603-8003

8/21㈫
肴町分庁舎
４階会議室

庄ケ畑地区振興センター（上米内字道ノ下）
大葛地区振興センター（浅岸字下大葛）
銭掛地区振興センター（新庄字銭掛）
簗川地区振興センター（簗川５）
上米内地区振興センター（上米内字中居）
砂子沢生活改善センター（砂子沢10）

農政課
☎626-7540

8/23㈭
玉山総合事務
所301会議室

古川墓園（下田字古河川原）
葛巻飲料水供給施設（玉山馬場字田茂内）
中日戸飲料水供給施設（日戸字日影）
大神飲料水供給施設（玉山馬場字葛巻）
町村飲料水供給施設（薮川字町村）
岩洞飲料水供給施設（薮川字外山）
大沼飲料水供給施設（薮川字日向）

税務住民課
☎683-3805

8/28㈫
本庁舎本館
806会議室

しらたき工房（川目15）
ひまわり学園（前九年三）

障がい福祉課
☎613-8296

指定管理者の説明会と
聞き取り審査を公開

資産経営課　☎603-8007
30年度に指定管理者を指定する施
設の説明会などを公開します。傍聴
を希望する場合は各担当課にお問い
合わせください。
①公募により指定管理者を指定する
施設についての説明会：表１
②公募によらず特定の団体を指定す
る施設の聞き取り審査：表２

 ①申請を予定している団体など②
傍聴を希望する人※先着順とし、人
数に達した場合は締め切ることがあ
ります　

 1011448

開催日・場所 施設名（所在地） 担当課

表１　指定管理者申請予定者説明会の日程
日時・場所 施設名（所在地） 担当課

8/20㈪10時～
本庁舎本館807会議室

身体障害者福祉センター（若園町） 障がい福祉課☎613-8296
地域福祉センター（手代森14） 長寿社会課☎603-8003
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