
市自殺対策推進計画案に
対する意見

保健予防課　☎603-8309
ファクス 654-5665

同計画案に対する意見を募集します。
計画案は同課や保健所1階の総合窓
口、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：9月5日㈬～25日㈫
 任意の用紙に意見、住所、名前を

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。
市公式ホームページの申し込みフォ
ームとファクスでも受け付けます。9
月25日㈫必着。持参は同日17時まで

 1024228

違反貼り紙除去ボランティア
　景観政策課　☎601-5541

無許可の貼り紙や禁止された場所な
どに貼っている貼り紙を除去するボ
ランティアを募集します。

 20歳以上で市内に住んでいるか
通勤している2人以上の団体

 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申
請書に必要事項を記入し、〠020-
8532（住所不要）市役所景観政策
課へ郵送または持参　

 1010263

もりおか市場まつり
フリーマーケット出店者

中央卸売市場業務課　☎614-1000
10月7日㈰に開催する同まつりのフ
リーマーケットへの出店者を募集し
ます。内容など詳しくは、同市場業務
課へお問い合わせください。

 35区画※出店者1組につき1区画
 1000円
 往復はがき：住所と名前、年齢、電

話番号、出店品目を記入し、〠020-
8567（住所不要）中央卸売市場業務
課へ郵送。9月12日㈬必着。※募集区
画数を超えた場合は抽選

 1016913

金婚慶祝会の参加者
金婚慶祝会実行委員会　☎603-8003

結婚して50年を迎える夫婦を祝う金
婚慶祝会の参加者を募集します。人
生を共にしてきた2人の記念にどうぞ。

 11月7日㈬10時～13時
 盛岡グランドホテル（愛宕下）
 昭和43年1月1日～12月31日の間

に結婚した夫婦　  1組6000円
 ①地域の老人クラブ会長②市役所

本館5階の長寿社会課③はがき―
のいずれかで申し込み。9月25日㈫必
着。②の場合は同日17時半まで※電
話やファクスでの申し込みは不可
はがきで申し込む場合
▶参加の場合：夫婦の住所と名前・
ふりがな、生年月日、結婚年月日、電
話番号、車いす使用の有無を記入し、
〠020-8530（住所不要）市役所長
寿社会課内、金婚慶祝会実行委員
会へ郵送。また、当日配布する資料に
「結婚50年を迎えて一言」（短歌や
川柳も可）を掲載したい人は、その一
言を添えてください（名前を伏せた
い場合はその旨も明記）
▶欠席で記念品（無料）のみを希望
する場合：上記に加え、「欠席・記念
品希望」と記入してください。後日、
指定した窓口でお渡しします

 1006420

市老人作品展の作品を募集
市社会福祉協議会　☎651-1000

10月23日㈫から25日㈭まで市総合
福祉センター（若園町）で開催され
る、同作品展に出品する作品を募集。
募集要件など詳しくは、同協議会へ
お問い合わせください。なお、作品
は本年度未発表のものに限ります。

 搬入日時：10月22日㈪9時半～11時半
 市内在住の60歳以上
 無料※搬入返却費用は自己負担
 9月14日㈮締め切り

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本館1階の窓口案内所に募金
の振込用紙を用意します。※春季の
募金額は612万1445円でした。ご協
力ありがとうございました

 9月1日㈯～10月31日㈬
 1008281

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。内容などについて詳し
くは、同課へお問い合わせください。

 9月1日㈯～12月28日㈮
 1024225

排水設備の無料点検
給排水課　☎623-1426

公共下水道や農業集落排水施設の利
用者が住む建物などの排水設備の点
検を行います。内容など詳しくは、同
課へお問い合わせください。

 9月10日㈪～14日㈮
 20件

 電話：9月３日㈪～7日㈮、9時～
17時。先着順に受け付け

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　☎613-8144

認知症の基礎知識などを学びます。
受講者にはオレンジリング（認知症
サポーターの証し）を配布。当日、直
接会場へどうぞ。

 9月11日㈫13時半～15時
 高松地区保健センター（上田字毛

無森）　
 1023948

図書館の休館
市立図書館　☎661-4343

図書システムの更新作業などにより、
市立図書館（高松一）と都南図書館
（永井24）、渋民図書館（渋民字鶴
塚）、各移動図書館車は9月25日㈫
～10月1日㈪の期間は休館します。

工場用地を売却
ものづくり推進課　☎626-7551

盛岡南新都市306街区（向中野七）
の一部を工場用地として入札で売却
します。所在地など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 9月28日㈮17時まで（土・日曜・
祝日を除く）

 1024057

指定管理者の聞き取り審査を公開
資産経営課　☎603-8007

30年度に公募で指定管理者を指定
する施設の聞き取り審査を表のとお
り公開します。傍聴を希望する場合
は、各担当課にお問い合わせください。

 1011448

住宅・土地統計調査
企画調整課　☎613-8397

耐震や防災などの都市計画や空き家
対策に活用するため、住宅の建て方

※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
①9/4㈫・6日㈭
　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）
　と健康保健課（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

成年後見相談 9/6㈭・20㈭
13時半～16時

岩手教育会館4階
（大通一）

成年後見セン
ターもりおか
☎626-6112

リハビリ
相談会

9/7㈮
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

空き家の
処分・不動産
無料相談

9/12 ㈬
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
9/19㈬
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・空き
地無料相談会

9/22㈯
9時～12時

プラザおでって
（中ノ橋通一）

 12人※9/5㈬9時から先着
順に電話受け付け　

くらしの安全課
☎603-8008
※要事前申込

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

　  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

9/9
㈰

マリオス小林内科クリニック 盛岡駅西通二丁目9-1マリオス11階 621-5222
前川内科クリニック 新田町9-11 624-3313
ブレスト齊藤外科クリニック 本宮六丁目17-6 631-3770
寺井小児科医院 山王町1-9 623-8249
小笠原歯科医院 清水町6-28 623-7227
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目9-1 621-5200
アート薬局 新田町9-15 622-7881
とけい台薬局 本宮六丁目2-26 631-3115
村源薬局 肴町6-2 623-1211

9/16
㈰

もりおか往診ホームケアクリニック 北飯岡三丁目20-3 614-0133
盛岡つなぎ温泉病院 繫字尾入野64-9 689-2101
吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-2 658-1130
吉田小児科 梨木町2-13 652-1861
小笠原歯科クリニック 本宮三丁目32-5 635-3500
トマト薬局北飯岡店 北飯岡三丁目20-32 618-2657
そうごう薬局盛岡つなぎ店 繫字尾入野64-9 691-7251
ドラッグコスモス 上太田金財92-1 656-2255
ぺんぎん薬局 梨木町2-14 652-3345

9/17
㈪

循環器内科金矢クリニック 津志田中央三丁目7-7 601-2900
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247
とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10 637-7000
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
惣門歯科 南大通三丁目10-11 625-1311
木の実薬局 津志田中央三丁目7-8 656-0700
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
アイリス薬局 高松三丁目10-14 665-3030
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33 637-9100
こまち薬局 盛岡駅前通9-10 652-7581

や世帯構成などを調査します。調査
の対象となった世帯には、9月中旬か
ら調査員証を携帯した調査員が訪問
しますので、ご協力をお願いします。

 市内約8000世帯　  1009663

就学時健康診断を忘れずに
　　学校教育課　☎639-9045

来春小学校へ入学する児童を対象に、
健康診断を行います。該当者がいる
家庭へ、9月中旬に案内を送ります。
実施期間・場所▶盛岡・都南地域：10

表　指定管理者を指定する施設の聞き取り審査日程
開催日・場所 施設名（所在地） 担当課
9/10㈪
プラザおでって
特別会議室

観光文化交流センター（中ノ橋通一）
もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）

観光交流課
☎626-7539

9/14㈮
本庁舎別館
404会議室

産業支援センター（大通三） ものづくり推進課
☎626-7551

9/21㈮
本庁舎別館
403会議室

緑が丘地区活動センター（黒石野二）
山岸地区活動センター（山岸四）

市民協働推進課
☎626-7500

9/25㈫
本庁舎別館
404会議室

もりおか女性センター（中ノ橋通一）
男女共同参画
推進室

☎626-7525
9/26㈬
本庁舎本館
806会議室

勤労福祉会館（紺屋町） 経済企画課
☎613-8298

9/26㈬
都南分庁舎
101会議室

盛岡てがみ館（中ノ橋通一） 歴史文化課
☎639-9067

9/28㈮
本庁舎別館
404会議室

けやき荘・太田老人福祉センター（上太田細工）
西青山老人憩いの家（西青山三）
つなぎ老人憩いの家（繫字舘市）
高松老人憩いの家（高松三）
山岸老人憩いの家（山岸六）
地域福祉センター（手代森14）

長寿社会課
☎603-8003

10/3㈬
プラザおでって
特別会議室

かつら荘（前九年三） 子ども青少年課
☎613-8354

10/4㈭
本庁舎別館
401会議室

青山児童センター（青山二）
大新児童館（南青山町）
杜陵児童センター（清水町）
みたけ児童センター（みたけ四）
城西児童センター（中屋敷町）
河北児童センター（西下台町）
高松児童センター（上田字宇登坂長根）
湯沢児童センター（湯沢6）
月が丘児童センター（月が丘二）
手代森児童センター（黒川6）
乙部児童センター（乙部8）

子育てあんしん課
☎613-8347

10/4㈭
本庁舎別館
404会議室

身体障害者福祉センター（若園町） 障がい福祉課
☎613-8296

10/5㈮
本庁舎別館
401会議室

都南老人福祉センター・都南サイクリングターミ
ナル・都南つどいの森（湯沢1）
外山森林公園（薮川字大の平）

林政課
☎613-8451

10/9㈫
本庁舎別館
404会議室

仙北児童センター・仙北老人福祉センター
（東仙北一）
上堂児童センター・上堂老人福祉センター
（上堂三）
北松園児童センター・北松園老人福祉センター
（北松園四）

子育てあんしん課
☎613-8347

月中に各小学校で実施▶玉山地域：
10月17日㈬13時半～15時半、玉山
総合福祉センター（渋民字泉田）で
実施

若者のための就職相談会
もりおか若者サポートステーション　

☎625-8460　
メール mail@morisapo.jp

就職や自立に悩む若者とその家族な
どの相談会を行います。

 9月22日㈯10時～17時
 保

ほ

科
し な

済
さ い

生
せ い

堂
ど う

ビル（盛岡駅前通）
 10組※15～39歳の人と家族
 電話・メール：詳しくはお問い合わ

せください
 1024052

被災者へ太陽光発電システムの
設置費を補助

県環境生活企画室　☎629-5272
東日本大震災の津波による被災者が、

県内で新たに太陽光発電システムを
自宅などに設置する経費の一部を補
助します。対象など詳しくは、同室へ
お問い合わせください。

 先着順　  来年3月8日㈮まで　
 1010280

人工林を間伐
盛岡広域振興局林務部　☎629-6612

県は、森林環境の保全のため、手入
れの行き届かないスギやカラマツな
どの人工林を所有者に代わって間伐
します。対象となる条件など詳しく
は、同部へお問い合わせください。

 森林所有者

同慶祝会の様子

伐採の様子

※9月２日㈰の休日救急当番医・薬局は、8月15日号に掲載しています※審査日などは変更になる場合があります
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