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国民健康保険運営協議会委員
健康保険課　☎626-7527

条例改正や保険税の税率などを検討
する委員を１人募集します。任期は来年
１月１日から３年間です。

 次のすべてに該当する人①市内に１
年以上住んでいる②市の国民健康保
険の被保険者である③平日の日中に
開く年３回程度の会議に出席できる

 同課や市役所本館1階の窓口案内
所、玉山総合事務所健康福祉課、各
支所・出張所などに備え付け、または
市公式ホームページからダウンロード
した応募用紙に必要事項を記入し、
11月14日㈬までに〠020-8530（住
所不要）市役所健康保険課へ郵送ま
たは持参。当日消印有効。持参は同
日17時半まで　  1011727

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。

  11月18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、10月31日㈬17
時までにいずれかへ提出　

 1000928

地域包括支援センターの受託者
長寿社会課　☎613-8144

仁王・上田地区と飯岡・永井地区に
新設する同センターの運営受託者を
募集します。

 受託開始時期：来年４月から

 必要書類を〠020-8530（住所不
要）市役所長寿社会課へ郵送または
持参。11月９日㈮必着。持参は同日
17時まで。詳しくは、同課に備え付
けの募集要項または市公式ホームペ
ージをご覧ください

 1024345

再生可能エネルギーの
現状を知ろう！

中央公民館　☎654-5366
バスで移動し、四十四田ダム発電所
などの市内施設と八戸火力発電所
（青森県八戸市）を見学する。

 11月9日㈮・15日㈭・22日㈭、全
3回、8時半～16時

 昼食代と1100円程度の交通費な
どが必要

 往復はがき：10月25日㈭必着
 1024402

W
わ

aのまちもりおかリース展
リース大賞2018の作品

Waのまちもりおか「絆の輪」
プロジェクト事務局　☎623-6509

森林資源や身近な素材で作ったリー
ス作品を募集します。

 募集期間：11月21日㈬～24日㈯、
10時～17時

 出品費用：1作品1500円（1人3作
品まで）。小学生以下は無料

 市役所本館1階の窓口案内所に備
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応募用紙に必要
事項を記入し、作品と共に県公会堂
（内丸）へ持参　  1024423

おでって市民企画
市観光文化交流センター　☎621-8800

プラザおでって（中ノ橋通一）を会場
とした、街のにぎわいに貢献する斬
新でユニークな企画を募集します。
採択団体には3万円まで助成します。
募集期限は来年2月1日㈮まで。詳し
くは、同センターへお問い合わせく

ださい。  1019303

もっと盛岡のことを知ろう！
もりけん予備校の参加者
盛岡商工会議所　☎624-5880

盛岡の歴史や文化などを学ぶ「もりけ
んバーチャルツアー」や「盛岡もの識り
検定（通称：もりけん）」模擬試験など。

 11月3日㈯14時～16時半
 盛岡商工会議所(清水町）
 50人※中学生以上　  500円
 電話：10月22日㈪10時から先着順

幸せのお手伝いしませんか
日本結婚支援協会　☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい
ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などを行います。

 11月10日㈯・25日㈰、9時半～11
時半

 市総合福祉センター（若園町）
 独身の子の結婚を望む親や結婚

を希望する独身者、同ボランティア
に興味のある人

 電話：開催日の前日まで

事業経営セミナー
市産業支援センター　☎606-6700

企業支援アドバイザーの関洋
よ う

一
い ち

さん
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ぶ。

 11月16日・12月14日・来年1月18
日、金曜、全３回、18時半～20時

 同センター（大通三）
 各15人※1回の参加も可
 同センターのホームページ：10月

18日㈭10時から先着順

盛岡市オリジナル婚姻届を作成
　市民登録課　☎613-8312

さんさ踊りの太鼓をモチーフにした
婚姻届を新たに作成しました。手元
に残る記念用の婚姻届もありますの
で、ぜひお使いください。

 配布開始日：10月15日㈪
 配布場所：同課や都南総合支所、

玉山総合事務所税務住民課、各支
所・出張所、松園連絡所、盛岡駅西
口サービスセンター。市公式ホームペ
ージからもダウンロードできます

 1024296

都市計画変更案の縦覧など
公園みどり課　☎639-9057
市街地整備課　☎639-9056

盛岡広域都市計画公園（中央公園）の
区域や都市計画道路（下太田新田本
宮線）の幅員を見直すため、変更原案
を縦覧し、説明会などを開催します。

 ▶縦覧：10月15日㈪～29日㈪、９
時～17時（土・日曜を除く）▶説明
会：10月25日㈭14時～▶公聴会：11
月21日㈬14時～

 ▶縦覧：公園は公園みどり課、道
路は市街地整備課▶説明会・公聴
会：タカヤアリーナ（本宮五）

 公聴会で意見を述べたい人は、11
月14日㈬までに意見の提出が必要
です。詳しくは市公式ホームページを
ご覧ください

 公園は1010483、道路は1024552

潜在保育士の保育体験
子育てあんしん課　☎613-8347

 ▶事前オリエンテーション：10月
25日㈭か26日㈮のいずれか、10時
～11時▶保育体験：10月29日㈪～
11月2日㈮で連続する2日間、９時半
～14時

 市内の保育所　
 保育士資格があるが、現在保育所

などで働いていない人
 200円　  電話：10月18日㈭9時

から　  1024377

中途失聴・難聴者のための手話講座
〜トータルコミュニケーション教室

障がい福祉課　
☎613-8346　ファクス625-2589

日常生活で使うさまざまなコミュニ
ケーション方法を学ぶ。

 11月3日㈯・10日㈯・24日㈯・12月
2日㈰・9日㈰、全5回、10時～11時半

 アイーナ（盛岡駅西通一）
 20人※中途失聴・難聴者と家族・

友人などの関係者。要約筆記者が付
きます

 電話・ファクス：10月15日㈪9時
から先着順

初歩の点字教室
市立地域福祉センター　☎696-5640

 ①11月９日㈮・10日㈯、18時～20
時②12月7日㈮・8日㈯、14時～16時。
いずれも全2回

 同センター（手代森14）
 10人※点字を学んだことがない人
 648円　  電話・窓口：10月25

日㈭9時から先着順

野外焼却に注意
環境企画課　☎613-8419

ごみの野外焼却は法律で禁止されて
います。農林業のためのやむを得ない
焼却などは例外的に認められていま
すが、その場合でも草木を十分乾燥さ
せ少しずつ焼却するなど周囲に配慮
し、火災を起こさないようにしましょう。

 1010340

国民健康・栄養調査にご協力を
保健予防課　☎603-8307

厚生労働省は、国民の健康増進を進

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 11区画 7万6000円 2000円
6平方㍍ 6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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

休日納付相談 10/28㈰
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

くらしの
法律相談★

11/12・26
月曜
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎別館6階）

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557
※要事前申込

無料
法律相談★

11月の毎週水
曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005
※要事前申込

空き家の売却・
リフォーム相談会

11/10㈯
9時～12時

プラザおでって
（中ノ橋通一）

くらしの安全課
☎603-8008
※要事前申込

★相談希望日の前週の9時から受け付け

市は、表2のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】12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
【申し込み】10月18日㈭～24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 
【問】同センター☎622-7030 【広報ＩＤ】1017768

市営住宅の入居者を募集 表2　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

北厨川アパート（厨川二） ○ ○ 3階 1 1万7100円～3万3500円 6・6・4.5・DK○ ○ ○ 5階 1 1万8200円～3万5700円

谷地頭アパート（厨川五） ○ 1階 1 1万4800円～2万9100円 6・6・3・DK○ ○ 4階 1 1万4300円～2万8100円
観武台住宅（月が丘三） ○ ○ 2階 1 1万7200円～2万7500円 5・4.5・3・DK
月が丘アパート（月が丘三）
※エレベーター付き

○ ○ 1～3
階

1 2万7300円～5万3600円 6・6・6・DK
○ ○ 1 2万3000円～4万5100円 7・6・DK

青山西アパート（青山三） ○ 1階 1 1万8000円～3万5400円 6・6・DK
青山三丁目アパート（青山
三）※エレベーター付き

○ ○ 1～2
階

1 2万2100円～4万3300円 6.6・6.6・DK
○ ○ 1 2万1800円～4万2900円 7・7・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） ○ ○ 3階 1 1万5700円～3万900円 6・6・3・DK○ ○ ○ 5階 1 1万4900円～2万9400円

仙北西アパート（西仙北一）
○ 1階 1 1万7900円～3万5200円 8・6・DK
○ ○ 2階 1 2万1700円～4万2600円 8・6・5・DK○ ○ 4階 1 2万2500円～4万4300円

見前アパート（東見前9） ○ ○ 3階 1 2万6900円～5万2800円 8・6・6・DK

柿の木アパート（西見前12） ○ 1階 1 1万8900円～3万7200円 6・6・4.5・DK
○ ○ 3階 1 2万3900円～4万7000円 8・6・5・DK

大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 1 1万5700円～3万900円 6・6・6・DK

＜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

める基礎資料とするため、食事や身
体状況などを調査します。10月22日
㈪から調査員証を携帯した調査員が
対象世帯を訪問するので、調査への
ご協力をお願いします。

 平成30年国民生活基礎調査から
無作為に選んだ地区の全世帯

盛岡ブランドフォーラム〜世界一
受けたい！「原敬塾」へようこそ

都市戦略室　
☎613-8370　ファクス622-6211

歴史研究家、歴史作家の河合敦
あつし

さん
による「原敬が歩んだ明治の日本」と
題した講演とパネルディスカッション。

 11月10日㈯14時～16時
 岩手銀行赤レンガ館（中ノ橋通一）
 130人　  先着5人
 電話・ファクス・市公式ホームペー

ジの申し込みフォーム：
10月15日㈪12時から
先着順

 1007572

浄化槽設置の補助
給排水課　☎623-1426

し尿と生活排水を併せて処理する浄 
化槽を設置する場合、経費の一部を
補助します。ただし、来年2月28日
㈭までに設置工事を完了する場合に

限ります。補助金額や対象地域など、
詳しくはお問い合わせください。

11月は児童虐待防止推進月間
子ども家庭総合支援センター

☎601-2414
子どもの養育やしつけのこと、虐待
しそうになった、虐待してしまったと
きなど、１人で悩まずご相談ください。
また、近所に「不自然な泣き声」や「不
自然な傷」があるなど様子が変だと
思う子どもはいませんか。「虐待では
ないか」と感じたら、迷わず同センタ
ーへご連絡ください。

いわてで働こう！
ＵＩＪターン応援面接会＠東京都
岩手労働局職業対策課　☎604-3005

県内に就業場所がある企業との面接
や職業相談、移住・定住相談など。

 11月12日㈪13時～16時
 東京新卒応援ハローワーク（東京

都新宿区）
 県内への就職を希望する31年３

月卒業予定の学生と既卒者、一般求
職者

寄付をいただきました
みちのく芸能大会（向田三

み つ

男
お

会長）
15万4184円。社会福祉のために。

 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

■市の推計人口（9月1日現在）
29万3968人（男：13万9304人、女：15万4664人）
【対前月比】40人減　【世帯数】13万2213世帯

 1019915　  企画調整課613-8397※特に記載がない場合、費用は無料

提出用の婚姻届

募　集 お知らせ

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


