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も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題⓫（正解は12ページに掲載）
　盛岡市が境界を接していない自治体はどこですか。
　①八幡平市　②葛巻町　③遠野市　④雫石町

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、広報ＩＤ（7桁の数字）を入力する
と、記事の詳細を見ることができます。

広　告 広　告

動物公園再生事業計画（案）
についての意見

公園みどり課　
☎639-9057　ファクス637-1919

同計画（案）に対する意見を募集し
ます。同計画案は同課や市役所本庁
舎1階の窓口案内所、各支所などに
備え付けるほか、市公式ホームペー
ジにも掲載します。

 受付期間：3月15日㈮まで
 任意の用紙に住所と名前、意見を

記入し、〠020-8532（住所不要）都
南分庁舎公園みどり課へ郵送または
持参。ファクスと市公式ホームページ
応募フォームでも受け付けます。3月15
日必着、持参は同日17時まで

 1025740

高齢者に家事などの
支援を行う団体

長寿社会課　☎613-8144

住民ボランティアなどにより、高齢
者に家事などの支援を提供する団体
を募集します。説明会もありますの
でご参加ください。　  1025748
▶募集

 3月15日㈮まで
 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用紙
に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所長寿社会課へ郵
送または持参。郵送は同日消印有効、
持参は同日17時まで
▶説明会

 3月8日㈮14時～15時
 市役所別館403会議室（内丸）
 電話：開催日の前日まで※要予約

介護予防教室運営業務の受託者
長寿社会課　☎613-8144

65歳以上の人に運動機能の向上や
介護予防の啓発を行う「元気はなま
る筋力アップ教室」を運営する受託
者を募集します。委託期間は4月26
日㈮～来年3月31日㈫の予定です。

 受付期間：3月25日㈪～4月3日㈬
 同課や玉山総合事務所健康福

祉課に備え付け、または市公式ホー

ムページからダウンロードした用紙
に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所長寿社会課へ郵
送または持参。郵送は当日消印有効、
持参は同日17時まで　  1018990

総合交通施策懇話会委員
交通政策課　☎613-8538　

快適な交通環境のあり方についての
意見を述べる委員3人を募集します。
任期は4月1日㈪から2年間です。

 次の全てに該当する人①3月3日
㈰現在で市内に1年以上住んでいる
②平成11年4月1日以前生まれ③市
の他の審議会などの委員を務めてい
ない④平日の日中に年2回程度開催
する会議に出席できる

 受付期間：3月4日㈪～22日㈮
 同課や市役所本館1階の窓口案

内所、各支所などに備え付けの用紙
に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所交通政策課へ郵
送または持参。郵送は当日消印有効、
持参は同日17時まで※選考により決
定します　  1018524

花壇作りのボランティア
①NPO法人緑の相談室　☎681-0722
②公園みどり課内、市グリーンバンク事

務局　☎639-9057

次のボランティアを募集します。
①盛岡城跡公園「ふれあい花壇」
もりおか歴史文化館前の花壇作り。
②開運橋花壇クラブ
北上川左岸・開運橋上流の花壇作り
や維持管理など。

 ①4月～11月の毎週月・火・金曜、9
時半～11時半②4月～11月の毎週土曜、
6時～7時（雨天時は翌日）※いずれも
都合の良い日にご参加ください

 ②年間保険料：市内在住200円、
市外在住350円

 電話：随時受け付け

JICA海外協力隊
JICA東北　☎022-223-4772　

国際協力機構（J
ジ ャ イ カ

ICA）は、青年海外協
力隊とシニア海外協力隊を募集しま
す。詳しくは問い合わせるか、同機構
のホームページをご覧ください。

 募集期間：4月3日㈬まで

 日本国籍をもつ昭和24年4月5日
～平成11年9月2日生まれ

 1025754

お知らせ

医療費受給者証を発送
医療助成年金課　☎626-7528

次のいずれかに該当する人の保護者
宛てに、医療費受給者証と医療費助
成給付申請書を2月28日㈭に送付し
ました。助成を受けるには医療機関
の窓口で同受給者証の提示と同申請
書の提出が必要です。詳しくはお問
い合わせください。

 2月15日㈮時点で、①乳幼児・重度
心身障がい・ひとり親家庭のいずれか
の受給者証を持ち、4月から小学生に
なる子②小学生医療費受給者証を持
ち、4月から中学生になる子　

 1023596

保留地（宅地）の売却
①盛岡南整備課　☎639-9032
②市街地整備課　☎639-9056

①向中野（道明地区）と②太田地区
の保留地を売却します。申し込み方
法や価格など詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください。

 募集期間：3月4日㈪～20日㈬、9
時～17時

 ②成年被後見人や被保佐人、破産
者でない人
▶説明会

 3月8日㈮10時～12時
 都南分庁舎3階研修室（津志田14）
 ①1008697②1008686

もりおか就職ガイダンス
経済企画課　☎613-8298

盛岡市周辺の企業約100社と盛岡広
域市町が、就職希望者向けに情報提
供を行います。

 3月15日㈮13時～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡ニュ―

ウイング（盛岡駅前北通）

 大学などを32年3月に卒業する人
と28年3月以降に卒業した人　

 1025438

盛岡の男女共同参画社会
推進のための意見交換会

男女共同参画推進室　☎626-7525 　
djs@city.morioka.iwate.jp

性別に関わらず全ての人が自分らし
く暮らせる盛岡市となるための意見
交換会を開催します。

 3月19日㈫10時～11時半、3月20
日㈬18時半～20時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 各20人※市内に在住・通勤・通学

していてテーマに関心がある人
 電話・メール：3月4日㈪9時から。

メールの場合は名前と参加日、電話
番号を明記　  1025685

市斎場やすらぎの丘慰霊式
市民登録課　☎626-7501

同斎場で火葬された人の慰霊式典。
参列を希望する人は、当日平服で供
養塔前へお越しください。

 3月25日㈪15時半～16時
 やすらぎの丘供養塔前（三ツ割字

寺山）　  1022054

固定資産税の縦覧・閲覧
資産税課　☎626-7530

市は、固定資産の縦覧と閲覧を行い
ます。①縦覧：固定資産税の納税者が、
他の土地や家屋の価格と比較するこ
とで所有する固定資産の価格（評価
額）が適正かどうか確認する制度②
閲覧：固定資産課税台帳の内容を確
認するための制度。台帳の内容は納
税通知書にも記載されています。

 ①4月1日㈪～5月7日㈫、9時～17
時②随時（31年度分は4月1日から）

 市内に土地や家屋を所有し、固定
資産税が課税されている人※納税通
知書か本人確認できるものを持参

 ①無料②1件300円※①の期間中
は無料　  1000522

家屋の新築・取り壊しは連絡を
資産税課　☎613-8403

固定資産を適正に評価するため、現
地調査を行います。住宅や事務所な

※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①3/5㈫・7㈭
　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）
　と健康保険課（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

リハビリ
相談会

3/8㈮
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

成年後見相談 3/8㈮・22㈮
13時半～16時

成年後見センターもりおか
岩手教育会館4階（大通一)

同センター
☎626-6112
※要事前申込

空き家の
処分・不動産

無料相談会
3/13㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
※要事前申込

補聴器相談
3/20㈬
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

3/10
㈰

栃内内科医院 神明町10-35 624-5277
澤田内科医院 上田一丁目6-11 654-1007
かとう整形外科クリニック 中央通二丁目8-1 622-2555
前多小児科クリニック 盛岡駅前通9-10丸善ビル5階 601-7478
北天昌寺歯科医院 北天昌寺町5-51 613-7346
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-9 623-8880
上田薬局 上田一丁目6-9 625-5612
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目2-5甲南アセット盛岡ビル1階 613-6671
こまち薬局 盛岡駅前通9-10 652-7581

3/17
㈰

荻野病院 本宮一丁目6-12 636-0317
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町2-2 606-3765
しんたろうクリニック 本宮一丁目9-1 631-3110
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目2-60 643-7171
ひであき歯科 肴町3-18ラオ・エム・コート1階 656-1632
アポロ薬局 本宮一丁目6-11 636-4332
ぺんぎん薬局 梨木町2-14 652-3345
さくらの調剤薬局 本宮一丁目8-4 681-0411
よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

※3/3㈰の休日救急当番医・薬局は、2月15日号に掲載しています

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

どのほか、車庫や物置などの小規模
な建物も固定資産の課税対象になり
ます。家屋の新築や増築、大規模な
改築をしたとき、取り壊しをしたとき
は同課へご連絡ください。

 1017678

都南地域のし尿などのくみ取り
料金が変わります

廃棄物対策課　☎626-3755

都南地域におけるし尿・浄化槽汚泥の
くみ取り料金が4月から表のとおり変
更になります。　  1021639

市役所本庁舎に
公衆無線LANを設置

情報企画課　☎626-7514

市役所本庁舎本館1階エレベーター

表　都南地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ
　　取り料金（税込み）

ホールに公衆無線LAN（Ｗ
ワ イ

i-F
ファイ

i）を設
置しました。同ホール内では、スマー
トフォンなどＷi-Fi機能を搭載した端
末を使って、無料でインターネット接
続ができます。

空き家の利活用しませんか
都市計画課　☎639-9051

空き家の有効活用を図るため、空き
家等バンク制度への登録物件を募集
しています。またバンクに登録され
た物件を購入し、改修する人を対象
に改修費の一部を補助します。

 同バンクへの登録方法など詳しく
は、市公式ホームページをご覧いた
だくか同課へお問い合わせください

 1001721

世界緑内障週間　
ライトアップinグリーン運動

森眼科クリニック内、岩手県眼科医会　
☎604-1150

開運橋や東北電力鉄塔など全国各
地のランドマークが緑内障発見啓発
のシンボルカラーであるグリーンにラ
イトアップされます。緑内障は悪化し

1回のくみ
取り量 3月31日まで 4月1日から

180㍑未満 1165円
（180㍑相当分）

1301円
（180㍑相当分）

180㍑以上 10㍑につき
64.8円

10㍑につき
72.36円

道明地区 太田地区

ても気がつかないため、早期発見と
治療の継続が必要です。定期的な検
診を心掛けましょう。

 3月10日㈰～16日㈯、17時～22時
 1025674

いわて就職マッチングフェア
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業・団体と
の面談など。

 3月16日㈯13時～16時半
 アピオ（滝沢市)　
 1025656

30年度分確定申告向け
税務個別相談会

盛岡商工会議所　☎624-5880
市内の小規模事業者を対象に、所得
税・消費税など、税務申告に関する
個別相談会を開催します。1人での決
算・申告に不安のある人はぜひご利
用ください。

 3月1日㈮・5日㈫・7日㈭・11日㈪、
10時～12時と13時半～15時半※11
日は13時半～16時半

 同会議所（清水町）
 電話：開催日前まで

　橋梁の補修工事のため、毘沙門橋（内丸外地内）は9月末頃まで、終
日全面通行止めを行っています。規制中は、現地の誘導員の指示や案内
看板などに従って迂

う

回
か い

をお願いします。

【問】道路管理課☎613-8543　
   1025646
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