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マークの
見方もりおかインフォ

市の一般事務職など
職員課　☎626-7505

31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22日㈰
 厨川中または上田中（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14
日㈭までに〠020-8530（住所不要）
市役所職員課へ送付してください。
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20日㈬。郵送は6月20
日消印有効。持参は同日17時半まで

男女共同参画推進懇談会委員
男女共同参画推進室　☎626-7525

男女共同参画施策推進についての意
見を聞くため、一般公募枠を２人募集し
ます。任期は、７月１日㈰から２年間です。

 ①市内に１年以上住んでいる②平
成10年７月１日以前生まれ③市の他
の審議会の委員などを務めていない
④平日の日中に行われる会議（年2
回程度）に出席できるーの全てに
該当する人

 同室や各支所、おでって５階のも

りおか女性センターなどに備え付け、
または市公式ホームページに掲載し
ている応募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。
募集期間は５月16日㈬～６月１日㈮。
6月1日必着。持参は同日17時まで　

 1001894

介護保険運営協議会委員
介護保険課　☎626-7561

介護保険事業について意見を聞くた
め、委員を３人募集します。任期は、
7月１日㈰から３年間です。

 ①市内に１年以上住んでいる②昭
和53年7月1日以前生まれ③平日の
日中に開く年２回程度の会議に出席
できる④同委員を務めたことがない
⑤市の他の審議会などの委員を務め
ていないーの全てに該当する人

 同課や各支所、市内の地域包括
支援センターなどに備え付け、また
は市公式ホームページに掲載してい
る応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所介護
保険課へ郵送または持参。5月31日
㈭消印有効。持参は同日17時まで

 1022687

自殺対策推進計画策定委員
保健予防課　☎603-8309

自殺対策推進計画策定委員を１人募
集します。任期は、７月から来年３月
までです。

 ①市内に１年以上住んでいる②満
20歳以上③市の他の委員などを務め
ていない④平日の日中に開かれる会議

に出席できるーの全てに該当する人
 同課や市役所窓口案内所などに

備え付けの応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-0884神明町３-29市保
健所保健予防課へ郵送または持参。
募集期間は５月16日㈬～31日㈭。郵
送は5月31日消印有効。持参は同日
17時まで

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。予算の範囲内で、１人当た
り年額60万円が基本（上限２年）。

 市内に住所を有し、30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

  5月15日㈫～6月29日㈮
 1008201

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。条
件など詳しくは市公式ホームページ
をご覧ください。

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が 差し 押さえた不 動 産 など を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売
します。詳しくは、市公式ホームペー
ジなどをご覧ください。

 ▶せり売り：６月18日㈪13時～20
日㈬23時▶入札：６月18日㈪13時～

25日㈪13時
 ５月25日㈮13時～６月11日㈪23時
 1010803

食のボランティア養成教室
健康増進課　☎603-8305

食生活や健康づくりに関する知識を
学び、食生活改善推進員として地域
でボランティア活動をしませんか。

 ①市に住民票のある人②全７回
のうち５回以上出席できる人ーの
全てに該当する人。盛岡会場は30人、
玉山会場は20人

 1800円程度
  ▶盛岡会場：６月６日㈬・７月

11日㈬・８月８日㈬・９月12日㈬・10
月17日㈬・11月14日㈬・12月3日㈪、
10時～14時、市保健所（神明町）
▶玉山会場：６月８日㈮・７月13日
㈮・８月10日㈮・9月14日㈮・10月
17日㈬・11月14日㈬・12月3日㈪、
10時～14時、玉山総合福祉センター
（渋民字泉田）※10月～12月は盛岡
会場で実施

 電話：５月18日㈮10時から
 1006494

家庭の大型・不燃ごみの収集を
業者に依頼できます

盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター　☎697-3835

都南地域の家庭から出される大型・
不燃ごみの収集を、一般廃棄物処理
業者に依頼できるようになりました。
収集できるごみの種類など、詳しくは、
同組合ホームページをご覧ください。

子どもの未来応援プランを策定
子ども青少年課　☎613-8356

市は子どもの貧困対策を推進するた
めに、31年度までを計画期間とする
「盛岡市子どもの未来応援プラン」
を策定しました。　  1022423

盛岡市文化財シリーズ新刊販売
歴史文化課　

☎639-9067　ファクス639-9047
毎年９月14日から３日間行われる山
車行事について解説した入門書「盛
岡八幡宮祭りの山車行事」を刊行し
ました。

 販売場所：同課窓口、遺跡の学び
館（本宮字荒屋）、もりおか歴史文化
館（内丸）。郵便やファクスでも申し
込みできます。

 500円　  1009378

観光ポスターなどを
差し上げます

観光交流課　☎626-7539
観光客をおもてなしすることを目的
に作成した印刷物を同課窓口で差し
上げます。対象は「物語るまちいわ
て盛岡」の岩手銀行赤レンガ館とも
りおか町家物語館のポスター2種類
（A3縦）と、「盛岡外国人観光客お
もてなし便利帳」です。※なくなり次
第終了　  1022788

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と直接意見交
換ができるまちづくり懇談会を表２
のとおり開催します。地域のありた
い姿や今後のまちづくりについて一
緒に考えてみませんか。参加希望の
人は当日会場へどうぞ。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
5/27㈰
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

福祉まるごと
相談会

6/16㈯
13時～17時 市総合福祉センター（若園町） 盛岡市社会福祉協

議会☎651-1000

平成30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

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

農繁期の季節です。不注意や農業機
械の誤操作による事故を防ぐため、ゆ
とりを持った安全な農作業を心掛け
ましょう。　  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

寄付をいただきました
地域福祉課　☎626-7509

福祉チャリティー愛の募金箱実行委
員会（川村徳

と く

夫
お

会長）
10万円。地域福祉のために。

※特に記載がない場合、費用は無料

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平成元年４月２日～平成９年４月１日生まれ
②平成９年４月２日以降に生まれ、平成31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、社会福祉主事の任用資
格を有する、または社会福祉士の資格を有する人
①平成元年４月２日～平成９年４月１日生まれ
②平成９年４月２日以降に生まれ、平成31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59年４月２日～平成９年４月１日生まれ
②平成９年４月２日以降に生まれ、平成31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

表２　30年度まちづくり懇談会開催日程（日程・会場は変更になることがあります）
日時 会場

５月22日㈫18時半～20時半 土淵地区活動センター（前潟四）
６月26日㈫18時半～20時半 簗川老人福祉センター（川目10）
７月３日㈫18時半～20時半 仁王老人福祉センター（名須川町）
７月５日㈭18時半～20時半 巻堀地区コミュニティーセンター（巻堀字巻堀）
７月12日㈭16時～18時 上田公民館（上田四）
７月13日㈮18時半～20時半 北厨川老人福祉センター（厨川一）
７月17日㈫18時半～20時半 大慈寺老人福祉センター（茶畑二）
７月20日㈮18時～20時 桜城老人福祉センター（大通三）
７月23日㈪18時半～20時半 みたけ地区活動センター（みたけ四）
７月24日㈫18時半～20時半 渋民公民館（渋民字鶴塚）
７月30日㈪18時半～20時半 西厨川老人福祉センター（北天昌寺町）
８月31日㈮18時半～20時半 西部公民館（南青山町）
９月27日㈭18時半～20時半 緑が丘地区活動センター（黒石野二）
10月２日㈫18時半～20時半 松園地区公民館（東松園二）
10月４日㈭18時半～20時半 つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）

参加団体説明会

　行事内容と参加申し込み手続きに
ついて説明します。参加を希望する
団体の代表者は必ず出席してくださ
い。出席者は１団体につき２人まで。

 ５月24日㈭14時～16時
 盛岡商工会議所（清水町）※車で

の来場はご遠慮ください
 1007943

さんさ踊り笛・唄教室

 ▶笛教室：６月５日㈫・７日㈭・11
㈪・13日㈬・15日㈮・19日㈫、18時
半～20時
▶唄教室：６月４日㈪・６日㈬・８日
㈮・12日㈫・14日㈭・18日㈪、18時
～20時

 盛岡商工会議所※車での来場は
ご遠慮ください

 無料。笛教室に参加する人は笛を
持参

 1019524

有料観覧席の販売

　盛岡さんさ踊りのパレードをじっく
りと堪能できる観覧席を、内丸緑地
などに設けます。

 販売開始：６月５日㈫10時から
 2500円（１人９枚まで）※盛岡商

工会議所、セブンイレブンで販売
 1007887

※雨天中止になった場合は、市民文
化ホール（盛岡駅西通二）で開催す
る代替イベントに利用できます

伝統さんさ踊り競演会の
入場券を販売

　８月１日㈬～４日㈯の13時～16時、
市民文化ホールで開催する伝統さん
さ踊り競演会の入場券を販売します。
各地区の団体が、伝統的な演舞を披
露。ミスさんさ踊りとさんさ太鼓連も
出演します。

 販売開始：６月５日㈫10時から
 盛岡商工会議所、市役所別館７階

観光交流課、プラザおでって２階観
光文化情報プラザ、市民文化ホール３
階総合窓口、セブンイレブンで販売

 １日券500円、４日間セット1000円
 1007888

　盛岡さんさ踊り実行委員会は、
８月の盛岡さんさ踊り開催に向け
て説明会と教室を開催します。ま
た、パレードの観覧席や競演会の
入場券を販売します。

【問】同実行委員会事務局
☎ 624-5880 

http://www.sansaodori.jp/

お知らせ

■市の推計人口（４月１日現在）
29万3996人（男：13万9269人、女：15万4727人）
【対前月比】1064人減　【世帯数】13万1388世帯

 1019915　  企画調整課613-8397

＜訂正＞
４月15日号３ページに掲載した「盛岡
芸術祭」について、表４の管弦 楽の
入場料を「500円」に、華道の日時を
「5/26㈯・27㈰、10時～」に訂正します。

地価公示価格の閲覧
企画調整課　☎613-8394


