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高齢者に生活支援サービスを
提供する団体

長寿社会課　
☎613-8144　ファクス 653-2839

高齢者に家事などの支援を提供する
団体に対し、経費の一部を助成します。

 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。市の予算額に達した
時点で終了

 1025748

盛岡手づくり村の食堂経営者
盛岡手づくり村　☎689-2201

盛岡手づくり村にある盛岡地域地場
産業振興センターの食堂を経営する
事業者を募集します。詳しくは、盛岡
手づくり村へ問い合わせるか、公式
ホームページをご覧ください。

 食堂などの経営実績がある事業者
※同施設運営営法人による審査あり

施設の利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリンク

☎601-5001
市立総合プール　☎634-0450

■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：５月２日㈭～５月５日㈰と12日
㈰・21日㈫は利用できません。
■市立総合プール：５月11日㈯・５月
12日㈰・21日㈫・25日㈯・26日㈰は
利用できません。

まちなか・おでかけパス
県交通☎654-2141・県北バス☎641-1212

ＪＲバス東北☎604-2211

６月１日㈯から11月30日㈯まで利用
できる同パスを販売します。※通勤・
通学の時間は大変混み合いますので、
平日は９時～17時に利用するようご
協力をお願いします。土・日曜、祝日

や時間内に乗車したい便がない場合、
バスが大幅に遅れた場合は時間に関
係なく利用できます。

 販売日時：５月13日㈪以降の10
時～15時※土・日曜、祝日を除く

 販売場所：盛岡駅前バス案内所など
 市内在住の70歳以上
 5400円　  1001839

玉山地域列車でおでかけきっぷ
ＩＧＲインフォメーション　☎626-9151

玉山地域から盛岡駅まで割安で利用
できる同きっぷを販売します。きっぷ
の購入には、購入証が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

 販売場所：渋民駅と好摩駅
 玉山地域在住の70歳以上
 渋民駅～盛岡駅：360円、好摩駅

～盛岡駅：470円
 購入証の発行：公的な身分証明書

と本人写真を販売窓口に持参。発行
手数料が500円かかります

 1001842

太陽光発電システムなどの
設置費を補助

環境企画課　☎626-3754

一戸建ての自宅に太陽光発電システ
ムなどを設置する人へ補助金を交付
します。詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。

 ①これから同システムの設置工事
に着手する②市税を滞納していない
③過去にこの補助金を受けていない
―などの全てに該当する人

 若園町分庁舎４階の環境企画課
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、〠020-8531（住所不
要）市役所環境企画課へ郵送または
持参。郵送は来年１月31日㈮消印有
効、持参は同日17時45分まで※期間
内でも補助金の交付総額が市の予算
額に達した時点で終了

 1025866

私道整備に補助
道路管理課　☎613-8542

私道などを整備する場合、補助金の
交付と砂利の支給を行っています。
詳しくは、市公式ホームページをご覧

ください。
 補助金：1001755　

　 砂利支給：1001766

地域公共交通網形成計画
策定に関する説明会

交通政策課　☎626-7519

人口減少・少子高齢化や公共交通の
空白地域、バスの運転士不足などの
状況を踏まえ、今後の公共交通のあ
り方について表の各会場で説明会を
開催します。

 各60人　  1026130
表　説明会の期日など

期日 場所
5/13㈪ プラザおでって(中ノ橋通一)
5/14㈫ 上田公民館(上田四)
5/15㈬ 西部公民館(南青山町)
5/16㈭ 都南公民館(永井24)
5/17㈮ 渋民公民館(渋民字鶴塚)

※時間はいずれも19時～20時半

軽自動車税の減免申請
市民税課　☎613-8499

身体障害者手帳や療育手帳などを持
ち、一定の基準に該当する人は、１人
１台に限り軽自動車税が減免される
場合があります。詳しくはお問い合
わせください。

 申請期限：５月31日㈮まで
 1000503

ふるさと納税のしくみが変わります
市民税課　☎626-7504

６月１日から、国から特例控除対象
寄附金の指定を受けていない自治体
へふるさと納税をする場合、個人住
民税の控除が減額になる場合があり
ます。寄附する自治体が指定を受け
ているかどうかは総務省ホームペー
ジをご確認ください。

 1026366

盛岡市文化財シリーズ新刊発売
歴史文化課

☎639-9067　ファクス 639-9047
edu.bunka@city.morioka.iwate.jp

「厨
くりやがわのさく

川柵と嫗
う ば と の さ く

戸柵」を刊行しました。
いまだに場所が特定されていない両
柵について考察します。

 販売場所：同課、遺跡の学び館

（本宮字荒屋）、もりおか歴史文化館
（内丸）。郵便やファクス、メールで
も申し込みできます。詳しくはお問
い合わせください

 1009378

春の交通安全・地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

５月11日㈯～20日㈪は春の全国交
通安全運動と地域安全運動期間です。
■交通安全運動：20日は「交通事故
死ゼロを目指す日」。子どもと高齢者
の安全な通行の確保や自転車の安全
利用、全ての座席のシートベルト着
用とチャイルドシートの正しい着用を
心掛けましょう。尊い命を守るため、
飲酒運転は絶対にやめましょう。
■地域安全運動：特殊詐欺の防止や
子どもと女性の安全確保、施錠の確
認など、防犯意識を高めましょう。

 1001109

保護庭園・景観重要建造物を公開
景観政策課　☎601-5541

次の建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください

 1009405
■一ノ倉邸（安倍館町）

 水～日曜、10時～15時
※８月10日～20日、12月25日～１月
15日は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会☎646-
1817
■旧宣教師館（大沢川原三）

 月～金曜、９時～17時（12時～13
時を除く）※土・日曜、祝日と８月13日
～16日、12月29日～１月３日は休館

 大沢川原センター☎654-6067
■明治橋際の御

お く ら

蔵（南大通三）
 10月までの土・日曜、10時～16時
 御蔵管理委員会☎654-2468

■武田邸（長田町）
 11月までの第２・４土曜、13時～

16時

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、移住・定住の相談など。

 ５月18日㈯13時～16時半
 アピオ（滝沢市)　  1026195

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①5/7㈫・9㈭
　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

5/10㈮
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
※要事前申込

補聴器相談
5/22㈬
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

空き家の処分・
不動産無料相談

5/8㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
※要事前申込

成年後見相談 5/7㈫・21㈫
13時半～16時

成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館４階）

同センター
☎626-6112
※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

5/12
㈰

佐藤内科クリニック 大通三丁目１-24第三菱和
ビル４階 626-1115

おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
佐藤博歯科医院 　 上田一丁目７-11 621-7011 
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
あおい薬局 上田四丁目20-60 604-7103
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
アップル薬局山岸 山岸二丁目9-24 623-6633

※５月１日㈬～５月６日㈪の休日救急当番医・薬局は４月15日号に掲載しました

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

　市上下水道局は、皆さんに水道への理解と
関心を深めてもらうため、水道施設見学会な
どを開催します。

 経営企画課☎623-1441

■水道施設見学会
　バスで移動し、新庄・米内の各浄水場と水
質管理センター（加賀野字桜山）の見学やク
イズ、漏水修理の実演など。※内容は小学３
年生以上向け。見学行程には階段の上り下り
があります。

 水道のこと

　   もっと  知ろう
★米内浄水場
（上米内字中居）
☎667-2280
ＪＲ山田線の上米内
駅で下車し、徒歩２分

★新庄浄水場
（加賀野字桜山）
☎651-5048
県交通・新庄線のバ
ス停「新庄浄水場」
で下車し、徒歩１分

　６月１日～７日は水道週間  ６月２日㈰・３日㈪、10時～15時※昼食付き
 各45人
 はがき：参加希望日と代表者名のほか、参

加者全員の住所・名前・年齢・電話番号を記
入し、〠020-0013愛宕町６-８、上下水道局
経営企画課へ。５月９日㈭消印有効。上下水
道局のホームページでも同日17時まで受け付
け。電話では受け付けません。

■水道の点検と蛇口パッキン交換
　給水装置の点検と蛇口のパッキン交換を無
料で実施します。井戸などの自家水道設備や
給湯器、湯水混合水栓は対象外です。

 ６月３日㈪～７日㈮、10日㈪・11日㈫
 電話：５月28日㈫～31日㈮、６月３日㈪～

５日㈬、９時～17時
 給排水課☎623-1411

■浄水場の一般公開
　職員が場内を案内し、浄水のしくみを説明
します。

 ６月１日㈯～７日㈮、各日10時、11時、13
時、14時の４回

　　盛岡手づくり村の
　　公式ホームページ→

地図　浄水場の位置

旧盛岡競馬場跡地の
　　愛称が決定しました
　平成30年12月に募集した旧盛岡競馬場跡地の愛称に、589作品の
応募があり、選考の結果、最優秀賞と優秀賞を次のとおり決定しました。

 企画調整課☎613-8394

　  最優秀賞　
　 高橋伶

りょう

さん（黒石野中２年）

『こがねパーク高松』
最優秀賞は

優秀賞

「オーバルパーク」

　佐々木直
な お き

樹さん（58）

「黄
こ が ね

金ふれあいパーク」
　鈴木佑

ゆ い

依さん（黒石野中２年）

　  たくさんの ご応募ありがとう　ございました！

こがねパーク高松
（旧盛岡競馬場跡地）

　友達と勉強やおしゃべりをする
身近な場所が、昔は黄

こ が ね

金競馬場だ
ったと地域の人から聞き、その頃
のように人がたくさん集まる場所
になることを願って名付けました。

盛岡三高

至国道４号

高松公園

高松多目的広場

至松園
至県営
野球場

エコアス
広場

高松地区
保健センター

地図　こがねパーク高松の位置

広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

もりおかインフォ 　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題⓭（正解は12ページに掲載）
　盛岡競馬場の愛称「オーロパーク」の「オーロ（ORO）」の意味は何ですか
　①黄金　②巨大　③地方　④きれい

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

　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。

※特に記載がない場合、費用は無料

募　集

お知らせ


