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市の一般事務職など
職員課　☎626-7505

令和２年度採用の市職員を募集しま
す。募集する職種や人数、受験資格
は表１のとおりです。

 試験日：７月28日㈰
 厨川中、上田中、東京会場（受験

票と一緒に通知）
 受験案内と申込用紙は、５月16日

㈭から同課や各支所などに備え付け
ます。郵送を希望する場合は、返信
先を記入し120円分の切手（速達で
の返信を希望する場合は400円分の
切手）を貼った返信用角２封筒を同
封し「受験案内請求」と明記の上、６
月19日㈬までに〠020-8530（住所
不要）市役所職員課へ送付。応募用
紙に必要事項を記入し、同課へ郵送
または持参。受付期間は５月16日㈭
～６月26日㈬。郵送は6月26日消印
有効。持参は同日17時半まで

（仮称）新盛岡バスセンター整備
基本計画（案）への意見

まちなか整備室　
☎639-9061　ファクス 639-9059

新盛岡バスセンター整備事業の実施
に向けた整備基本計画への意見を募
集します。同計画案は市役所本庁舎
窓口案内所や都南分庁舎２階の同室、
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：5月29日㈬~6月17日㈪
 任意の用紙に必要事項を記入し、

〠020-8532（住所不要）市役所ま
ちなか整備室へ郵送または持参。フ
ァクスでも受け付けます。郵送は同
日必着、その他は同日17時まで　

 1026376

中学生による
国際交流スピーチコンテスト
盛岡国際交流協会　☎626-7524

国際交流に関する作文を募集します。
審査通過者は、同コンテストに出場
し、ビクトリア市研修団員選考会へ
の出場権を得ることができます。

 ８月10日㈯９時半～16時
 上田公民館(上田四）
 募集期間や申し込み方法など詳

しくは、お問い合わせください　
 1026516

キャラホール合唱祭の出演団体
都南公民館☎637-6611

合唱祭に出演する団体を募集します。
 7月6日㈯13時半～16時
 キャラホール（永井24）
 市内近郊の合唱団など
 詳しくはお問い合わせください。

5月31日㈮17時締め切り　
 1026472

戦地慰霊巡拝の参加者
地域福祉課　☎626-7509

国は、戦没者の戦地慰霊巡拝に参加
する遺族を募集します。巡拝地は旧

ソ連や中国、硫
い

黄
お う

島
と う

などです。募集
時期は巡拝地によって異なります。詳
しくはお問い合わせください。　

 1003942

指定管理者申請予定者説明会
経済企画課　☎613-8298

サンライフ盛岡の指定管理者を公募
するための説明会を開催します。指定
管理期間は、令和２年２月１日から３
年２カ月間または５年２カ月間です。

 ５月31日㈮14時～15時半
 市役所別館４階404会議室
 1011448

鶴ヶ池樹木整理の現地説明会
公園みどり課　☎639-9057

市は、盛岡城跡の石垣や地下の遺構
に支障となる樹木の整理を進めてい
ます。鶴ヶ池沿いのスギの一部伐採
について、現地説明会を開催します。

 ５月18日㈯13時半から
 盛岡城跡公園内、台所（多目的）広

場のあずまや（内丸）　
 1023158

事業経営セミナー
市産業支援センター　☎606-6700

管理会計実践サポート㈱の関洋
よ う

一
い ち

代
表取締役を講師に、事業で収益を上げ
るための仕組みや方法などを学びます。

 6月19日・７月24日・８月21日、水
曜、全３回、18時半～20時

 市産業支援センター(大通三）
 15人※１回の参加も可能
 同センターのホームペー

ジ：５月20日㈪10時から

親元就農給付金の申請受け付け
農政課　☎613-8458

親の農業経営を継ぐ人に給付金を支
給します。１人当たり年額60万円で
上限は２年間です。

 市内に住所があり、本年度内に新
たに就農しようとする55歳以下の人。
市内に親（三親等内の親族を含む）
が所有する農地を農業委員会の許可
を受けて取得するほか、事前に就農

計画の審査が必要です。国の農業次
世代人材投資資金との重複受給はで
きません。詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください　

 6月28日㈮17時締め切り　
 1008201

工業統計調査にご協力を
　　 　企画調整課　☎613-8397
国は6月1日を基準日とした、工業統
計調査を５月10日㈮から行ってい
ます。調査員証を携帯した調査員が、
製造業を営むすべての事業所を訪問
するので、回答にご協力ください。

地価公示価格の閲覧
企画調整課　☎613-8394

平成31年１月１日現在の地価公示価
格が国から発表されました。閲覧を
希望する人は、市役所別館８階の企
画調整課と玉山総合事務所２階の建
設課、都南分庁舎１階市民ホール、各
支所、各図書館へどうぞ。　

 1001719

国民生活基礎調査にご協力を
保健所企画総務課　☎603-8301

国は、６月６日を基準日とした福祉や
医療、所得などの調査を行っていま
す。調査員証を携帯した調査員が訪
問するので、回答にご協力ください。

 市内の19地区の全世帯

クールビズがスタート！
環境企画課　☎626-3754

蒸し暑い日本の夏を楽しく、涼しく、
快適に過ごすため、服装の工夫や、
みんなで涼しい場所を共有するクー
ルシェアなどで、家族や地域で楽し
く節電に取り組みましょう。期間中、
市役所や各施設では28度を目安に
室温を管理し、職員は夏の軽装で勤
務します。皆さんも市役所には軽装
でお越しください。

 実施期間：5月1日㈬～9月30日㈪
 1022558

６月は環境月間
環境企画課　☎626-3754

地球温暖化の原因や影響、対策など
を紹介するパネル展を開催。

  6月1日㈯～14日㈮は都南図書
館（永井24）、６月15日㈯～28日㈮
は市立図書館（高松一）、いずれも9
時～18時、土・日曜は17時まで　

 1022873

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

春の農繁期は、作業者の不注意や農
業機械の誤った操作による事故が発
生しやすいので、ゆとりを持ち、安全
な農作業を心掛けましょう。本年度
のスローガンは「夕暮れ時 もう少し
と思う心に ブレーキを」です。　

 1008165

クマに注意
農政課　☎613-8457

クマの活動が活発になる季節です。
山菜採りなどで山に入るときや、山
間地に近い農地での農作業中は十分
な対策をとり、被害を防止しましょう。

 1001651

アメリカシロヒトリを駆除
公園みどり課　☎639-9057

アメリカシロヒトリの駆除には早期
発見が大切です。表２の施設に、薬
剤と器具を設置します。樹木に発生
したときにお使いください。また、
市道や公園の樹木は、市が委託した
業者が駆除しています。作業時は事

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日

納付相談
５/26㈰
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

★

６/10・24
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★

６月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

特設
人権相談

６/１㈯
10時～15時

プラザおでって３階（中ノ橋通一）
カワトク８階くらしの相談室（菜園一)

盛岡地方法務局
☎624-9859

★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け

前に近隣の皆さんへお知らせします。
 1010577

 
ファミリーサポートセンター
有償ボランティア養成講座

市ファミリーサポートセンター
☎625-5810

地域の人同士で子育てを互いに援助
する「ファミリーサポートセンター有
償ボランティア」の養成講座を開催。

 養成講座は６月６日㈭、７日㈮、13
日㈭、25日㈫、７月３日㈬、17日㈬の
全6回、実習は６月10日㈪～12日㈬
と６月17日㈪～21㈮から各１回選択

 市総合福祉センター（若園町）ほか
 30人　  2000円
 電話：5月20日㈪９時から

日本赤十字活動に協力を
地域福祉課　☎626-7509

災害発生時に医療関係者の派遣、救
援物資を配布する日本赤十字社の活
動は、皆さんの募金に支えられてい
ます。活動資金の協力をお願いしま
す。詳しくはお問い合わせください。

寄付をいただきました

■谷藤政
ま さ

子
こ

様
１万5000円。盛岡ブランドの振興の
ために。

配置場所 電話番号
松園地区活動センター
（西松園二） 661-8231
緑が丘老人福祉センター
（緑が丘三） 661-8236
上田公民館（上田四） 654-2333
青山地区活動センター
（青山三） 646-1593
厨川老人福祉センター
（前九年三） 647-1982
上堂老人福祉センター
（上堂三） 643-0330
西厨川老人福祉センター
（北天昌寺町） 647-2446
桜城老人福祉センター
（大通三） 653-6211
山岸地区活動センター
（山岸四） 663-2505
仁王老人福祉センター
（名須川町） 654-6187
山王老人福祉センター
（山王町） 654-6269
杜陵老人福祉センター
（南大通一） 654-9155

表２ アメリカシロヒトリ駆除用の薬剤と器具の配置場所

表１　募集する職種や受験資格など
職種 区分 人員 受験資格

一般事務職

大学卒
程度

20人程度
次のいずれかに該当する人
①平成２年４月２日～平成10年４月１日生まれ
②平成10年４月２日以降に生まれ、令和２年３
　月までに大学卒業見込み

一般事務職
（福祉職） １人

次のいずれかに該当し、社会福祉士の資格を
有する人
①平成２年４月２日～平成10年４月１日生まれ
②平成10年４月２日以降に生まれ、令和２年３
　月までに大学卒業見込み

土木技術職 数人
次のいずれかに該当する人
①昭和60年４月２日～平成10年４月１日生まれ
②平成10年４月２日以降に生まれ、令和２年
　３月までに大学卒業見込み

建築技術職
各１人電気技術職

化学技術職
獣医師 ー １人 昭和55年４月２日以降生まれの人

配置場所 電話番号
大慈寺老人福祉センター
（茶畑二） 623-0218
加賀野老人福祉センター
（加賀野四） 623-0407
仙北地区活動センター
（仙北二） 635-9356
本宮老人福祉センター
（本宮四） 635-4595
中野地区活動センター
（東安庭字小森） 652-3288
みたけ地区活動センター
（みたけ四） 641-7817
太田地区活動センター
（中太田深持） 658-1330
土淵地区活動センター
（前潟四） 645-1630
上米内老人福祉センター
（桜台二） 667-1271
都南分庁舎２階 
公園みどり課（津志田14） 639-9057
玉山総合事務所１階 
税務住民課（渋民字泉田） 683-3805

「昭和40年の県政ニュース」と「雨
に唄えば」を上映します。

素敵なまちの映画会

もりおか老人大学公開講座
「令和時代の新常識！『声トレ』で脳と体
の健康力アップ」と題し、K

こ

OT
と

OS
せ

E音
読教室主宰の佐藤くみこさんが講演。

 5月22日㈬13時半～15時半
 リリオ（大通一）　  70人
 窓口：当日13時から
 経済企画課☎613-8389
 1008146

 5月31日㈮14時～15時半
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅西通二)
 もりおか老人大学事務局☎603-8003

１日演劇体験講座
～クライマックスが終わらない～
「クライマックス」を題材とし、短編の芝居
づくりを通して、演劇の楽しさを学びます。

 ６月２日㈰10時～16時
 20人※高校生以上
 盛岡劇場（松尾町）　  500円
 電話・窓口：５月25日㈯21時半まで。

定員を超えた場合は抽選
 同劇場☎622-2258　
 1026526

歴文館リーディングカフェ
南部家殿様の手紙を館長が朗読します。

 6月16日㈰14時～15時
 15人　  1000円
 電話：5月19日㈰11時から
 もりおか歴史文化館☎681-2100
 1020024

市青年団体ソフトバレー大会
ソフトバレーを楽しみながら交流します。

 6月22日㈯9時半～16時
 盛岡体育館（上田三）
 16チーム　  1チーム3000円  
 電話：5月20日㈪10時から。６

月14日㈮17時締め切り
 生涯学習課☎639-9046
 1007661

新緑の季節はイベント盛りだくさん

宮沢賢治の生涯をたどる、歌曲と語り
を織り交ぜた音楽劇。

 ７月14日㈰17時～18時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 2500円※当日3000円
 プラザおでってともりおか啄木・賢

治青春館、川徳　  市観光文化交流
センター☎621-8800　  1026466

中の橋イーハトーヴ
～賢治先生の音楽室～

※高卒程度と短大卒程度、社会人経験者（40歳未満）の区分の採用試験は９月22日㈰に実施予定

■市の推計人口（４月１日現在）
29万2356人（男：13万8464人、女：15万3892人）
【対前月比】1005人減　【世帯数】13万2085世帯

 1019915　  企画調整課☎613-8397マークの見方は、表紙をご覧ください
もりおかインフォ

募　集

お知らせ

 ごみ処理広域化推進室☎613-8146

  盛岡広域８市町などで構成する「県央ブロックごみ・し尿処理広域化
推進協議会」は３月に開催した協議会で、各候補地の状況を総合的に判
断し、「盛岡インターチェンジ付近」を最も有力な候補地としました。引
き続き、地域住民や関係者の皆様と、施設整備や廃棄物エネルギーを
利活用した地域振興、まちづくりなどについての話し合いを進めていき
ます。説明会などの開催状況や会議資料は、同室と情報公開室に備え
付けるほか、市公式ホームページでもお知らせします。　  1026058

県央ブロックごみ焼却施設の
有力候補地の選定


