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市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】6月1日㈯
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯
の収入月額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去
に市営住宅に入居した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居
する人も暴力団員でない※入居には、家賃３カ月分の敷金と連帯保証
人が必要

 4月17日㈬～23日㈫の９時～17時（土・日曜は除く）、市営住宅指
定管理センター（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居
する家族（単身者は本人）が手続きしてください。申込用紙は、同セ
ンターと市役所別館８階の建築住宅課、同本館１階の窓口案内所、各
支所・出張所に備え付けます。※応募多数の場合は抽選 

 同センター622-7030 　  1017768

市営住宅の
入居者を募集

表　入居者を募集する市営住宅
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階

数
戸
数 家賃 間取り高・障 単身 一般

谷地頭アパート（厨川五） ○ ○ 3階 1 1万1500円～2万2600円 6・4.5・3・DK

岩脇緑が丘住宅（岩脇町） ○ ○ 2階
建 1 1万1900円～1万7200円 5・4.5・3・DK

北厨川アパート（厨川二）
○ 1階 1 1万7100円～3万3600円

6・6・4.5・DK○ ○ 3階 1 1万7100円～3万3500円
4階 1 1万8400円～3万6200円

観武台住宅（月が丘三） ○ ○ ○ 平屋 1 1万200円～2万円 7.5・K
月が丘アパート（月が丘
三）※エレベーター付き ○ ○ 2階 1 2万2500円～4万4300円 6・6・DK

青山一丁目アパート
（青山一） ○ 2階 1 2万4600円～4万8300円 8・6・5・DK

青山西アパート
（青山三） ○ ○ 4階 1 2万3500円～4万6200円 8・6・5・DK

前九年アパート
（前九年三） ○ ○ 3階 1 1万7900円～3万5100円 6・6・4.5・DK

川目アパート
（東山一）

○ ○ 4階 1 1万5400円～3万300円 6・6・3・DK○ ○ ○ 5階 1 1万4900円～2万9300円

仙北西アパート
（西仙北一）

○ 1階 1 1万8600円～3万6600円 8・6・DK

○ ○ 4階 1 2万1900円～4万3000円 8・6・5・DK1 2万2200円～4万3600円
見前アパート（東見前9） ○ 1階 1 2万4800円～4万8700円 8・6・DK
柿の木アパート
（西見前12） ○ ○ 4階 1 1万8600円～3万6600円 6・6・4.5・DK

大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 1 1万5700円～3万800円 6・6・6・DK
法領田アパート（乙部 31） ○ ○ 2階 1 1万7800円～3万5000円 8・6・DK
渋民団地（渋民字大前田） ○ ○ 平屋 1 1万7000円～3万3400円 8・6・DK
夏間木第2団地
（好摩字芋田向） ○ ○ 平屋 1 9600円～1万8300円 6・4.5・3・DK

1 1万4400円～2万8300円 6・5.5・DK
☆盛岡駅西通アパート（盛岡駅西通一）は随時募集しています

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいの
ある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障に該当しない世帯

男女共同参画推進条例（案）へ
の意見

男女共同参画推進室　
☎626-7525　ファクス 622-6211

性別に関わらず、すべての人が個性や
能力を発揮することができる社会を
目指す同条例案への意見を募集しま
す。同条例案は市役所本庁舎1階の
同室や各支所に備え付けるほか、市
公式ホームページにも掲載します。

 受付期間：4月18日㈭~5月7日㈫
 任意の用紙に必要事項を記入し、

〠020-8530（住所不要）市役所男
女共同参画推進室へ郵送または持
参。ファクスと市公式ホームページの
応募フォームでも受け付けます。郵送
は同日必着、その他は同日17時まで

 1025684

市営墓園の使用者
企画総務課　☎603-8301

新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓
地と、青山墓園（みたけ一）普通墓地
の使用者を表1のとおり募集します。

  5月12日㈰9時半から、市保健
所（神明町）で公開抽選

 市内に住民登録があり、埋葬する
焼骨と火葬許可証を持っている人※す
でに市営墓園を使用している人と他
の墓地から改葬する人を除く

 同課と市営墓園管理事務所（新庄
字上八木田）に備え付けの申込用紙
に必要事項を記入し、4月26日㈮17
時までに同課と同事務所のどちらか
へ提出　  1000928

公益的な事業への補助
市民協働推進課　☎626-7535

市民活動団体などが市と協働で行う
公益的な事業へ、市が費用の5分の4
（上限50万円）を補助します。応募条

件や方法など詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください。

 応募期限：5月10日㈮17時まで
 1019028

盛岡の歴史を語る会会員
環境企画課　☎613-8419

盛岡の歴史に関する講義や歴史見学
会に参加する会員を募集します。

 5月17日~来年1月17日、主に第3
金曜、全9回、13時半～15時半

 市総合福祉センター(若園町）
 150人　  4500円
 はがき：〠020-8531（住所不要）

市役所環境企画課へ郵送。４月23日
㈫当日消印有効　  1025978

街づくりわいわい塾会員
環境企画課　☎613-8419

盛岡らしい景観などの講演会や研修
旅行に参加する会員を募集します。

 5月21日～来年3月17日、主に第3
火曜、全10回、13時半～15時半※研
修旅行は8時半～

 上田公民館（上田四）　  40人
 2千円※研修旅行代は別途
 往復はがき：〠020-8531（住所

不要）市役所環境企画課へ郵送。5
月7日㈫必着　  1025984

地域を支える「エコリーダー・
「防災リーダー」になろう!

岩手大学リーダー育成プログラム事務局
　☎・ファクス 621-6447

地域や学校、職場などで、環境や防災
の知識を生かした教育活動などを率
先して行うリーダーの育成研修に参加
する受講生を募集。内容や申し込み方
法など詳しくは、同事務局へ問い合わ
せるかホームページをご覧
ください。

 5月25日~12月14日、土
曜、全15回

 各15人※18歳以上　  1022463

市消防演習
消防対策室　☎626-7404

①部隊訓練②まとい振りやはしご乗
り、一斉放水などを行います。

 4月29日㈪①8時～10時40分②
10時～12時

 ①下小路中（愛宕町）②中の橋下
流河川敷と盛岡城跡公園（内丸）

盛岡市手話奉仕員養成講座
市社会福祉協議会　

☎651-1000　ファクス635-4836

手話の知識と技術を基礎から学び、
日常生活などで使用できるレベルを
目指します。全課程の修了には2年か
かり、来年度は募集しません。

 今年5~11月（入門）と来年4月
~11月（基礎）の毎週火曜、全53回、
昼の部は10時半~12時、夜の部は19
時~20時半

 市総合福祉センター（若園町）
 各部15人※市内在住か在勤の高

校生以上　  3600円
 往復はがき：必要事項のほか、職

業、希望時間、志望動機を記入し、〠
020-0861仙北二丁目11-44 菊池る
り子さんへ郵送。４月23日㈫必着

まちづくり懇談会
広聴広報課　☎626-7517

市長や市の担当部長らが地域の皆さ
んと直接意見交換するまちづくり懇
談会を表2のとおり開催します。当日

会場へどうぞ。

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

井戸水などの飲料水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容器
を受け取り、表3の受付日に水を採取し
て持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）:8470円

▼一般検査（23項目）:2万6610円
 1019002

表3　水質検査受付日程
月 簡易検査 一般検査

4月 22日㈪ －
5月 15日㈬・27日㈪ 27日㈪
6月 5日㈬・17日㈪ 17日㈪
7月 3日㈬・22日㈪ 22日㈪
8月 7日㈬・19日㈪ 19日㈪
9月 9日㈪・25日㈬ 9日㈪

盛岡競馬が開幕
県競馬組合　☎651-2999

盛岡競馬がスタートします。開幕日
の５月12日㈰は入場料無料で、チャ
グチャグ馬コお出迎えイベントなど
を開催します。詳しくは同競馬場公
式ホームページをご覧く
ださい。　

 5月12日㈰～14日㈫

ファミリーサポートセンター
有償ボランティア説明会

　市ファミリーサポートセンター
　☎625-5810

育児の支援を受けたい人としたい人

が会員になり、地域の人同士で子育
てを支援する「ファミリーサポートセ
ンター」の活動紹介や有償ボランティ
アの説明会を開催します。詳しい内
容や応募方法などは同センターへお
問い合わせください。

 5月15日㈬10時~12時
 市総合福祉センター（若園町）
 1019364

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日

納付相談
4/28㈰
9時～16時

納税課（市役所本庁舎別館2階）と健
康保険課（同1階）

納税課
☎613-8462

市民無料
法律相談

★◆

5/13・27
月曜
10時～15時

広聴広報課
（市役所本庁舎別館6階）
岩手弁護士会の弁護士が無料で相談
に応じます

広聴広報課の予
約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

5月の毎週水曜
（5/1を除く）
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

行政相談

▲

カワトク8階（菜園一）：毎月第2・第4金曜、10時～16時▲

都南分庁舎（津志田14）：偶数月の第４水曜、13時～16時▲

玉山地域：毎月第２水曜（8月のみ第1水曜）、10
時～12時。5月から月ごとに、好摩地区公民館（好
摩字野中）、玉山地区公民館（日戸字鷹高）、玉山
総合福祉センター（渋民字泉田）の順に開催▲

イオンスーパーセンター盛岡渋民店（渋民字鶴飼）：
毎月20日、11時～15時

岩手行政監視
行政相談セン
ター
☎622-3470

★要事前申し込み。相談希望日の前週（5/8㈬は4/24㈬、5/13㈪は5/7㈫）の9時か
　ら受け付け
◆4/1から「くらしの法律相談」は「市民無料法律相談」に名称が変わりました

表1　市営墓園の募集区画
墓園 区画面積 募集区画数 墓地使用料 墓地管理料（年）

新庄（芝生墓地）
4平方㍍ 5区画 7万6000円 2000円
6平方㍍ 2区画 11万2000円 3000円

青山（普通墓地）
3平方㍍ 1区画 20万4000円 600円
4平方㍍ 1区画 27万2000円 500円

表2　平成31年度まちづくり懇談会の開催地区など
地区 開催日 会場
太田 5月8日㈬18時～20時 太田地区活動センター（中太田深持）
中野 5月13日㈪18時半～20時半 中野地区活動センター（東安庭字小森）
城南 5月17日㈮18時～20時 山王老人福祉センター（山王町） 
飯岡 5月24日㈮18時～20時 飯岡農業構造改善センター（下飯岡8） 

上米内 5月27日㈪18時半～20時半 上米内老人福祉センター（桜台二）
本宮 6月4日㈫18時～20時 本宮地区活動センター（本宮四）
乙部 6月5日㈬18時半～20時半 乙部農業構造改善センター（乙部6）
好摩 7月1日㈪18時半～20時半 好摩体育館（好摩字野中）

玉山薮川 7月2日㈫18時半～20時半 玉山地区公民館（日戸字鷹高）
山岸 7月3日㈬18時半～20時半 山岸地区活動センター（山岸四）
仙北 7月12日㈮18時半～20時半 仙北地区活動センター（仙北二）
見前 7月16日㈫15時~17時 見前地区公民館（津志田中央二）

加賀野 7月23日㈫14時~16時 加賀野老人福祉センター（加賀野四）
杜陵 7月25日㈭18時～20時 杜陵老人福祉センター（南大通一）

東厨川 7月26日㈮18時半～20時半 厨川老人福祉センター（前九年三）  
※日程と会場は変更になる場合があります。詳しくは同課へお問い合わせください

市有地を売却
管財課　☎613-8340

向中野七丁目の土地2区画を入札で
売却します。場所や条件、申し込み
方法など詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください。　

 5月31日㈮17時必着

子育て世帯専用の賃貸住宅への
改修費用を補助

建築住宅課　☎626-7533
市内にある住宅の所有者などが、
「子育て世帯」専用の賃貸住宅とし
て10年以上管理するものについて、
改修費用の一部（上限100万円）を
補助します。内容など詳しくは、同課
へお問い合わせください。

 12月27日㈮まで　  1024225

中央公園どんぐりの森を縮小
公園みどり課　☎696-5640

中央公園（本宮字蛇屋敷）の区域変

更により「どんぐりの森」の敷地を一
部縮小します。詳しくは、同課へお問
い合わせください。

空き地・空き家の火災予防を
　　 盛岡中央消防署　☎626-7302
　　 盛岡西消防署　　☎647-0119
　　 盛岡南消防署　　☎637-0119　

放火や火遊び、たばこの投げ捨てなど
による火災を防ぐため、空き地・空き家
の所有者や管理者は、枯れ草の刈り取り
や施錠をするなど適正に管理しましょう。

国際交流事業に補助金を交付
盛岡国際交流協会　☎626-7524

市内や海外で行う国際交流や国際協
力などの事業を実施する民間団体に
補助金を交付します。申請方法や対
象の事業など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。　

 募集期間：4月18日㈭~5月17日
㈮17時まで　  1001952

グリーンバンクへの寄付
市グリーンバンク事務局　☎639-9057

町内会やボランティア団体などが行
う公共の場への緑化活動を支援する
ため、寄付金を募集しています。活動
内容など詳しくは、同事務局へお問
い合わせください。

 振り込み先：北日本銀行本店普通
口座70170207 盛岡市グリーンバン
ク頭取東

と う

島
じ ま

末
す え

起
き

　  1010584

■市の推計人口（3月1日現在）
29万3361人（男：13万9058人、女：15万4303人）
【対前月比】127人減　【世帯数】13万2115世帯

 1019915　  企画調整課613-8397マークの見方と詳しい申し込み方法は
表紙をご覧ください

もりおかインフォ

募　集 お知らせ


