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 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ 　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。

広　告

市の職員
職員課　☎626-7505

今年の7月採用と来年4月採用の職
員を募集します。職種や人数、受験資
格は表のとおりです。

 試験日：5月12日㈰
 市役所本館（内丸）またはプラザ

おでって（中ノ橋通一）
 受験案内と応募用紙は、4月8日

㈪から同課や市役所1階窓口案内
所、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、4月16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4月8日㈪
～22日㈪。郵送は22日消印有効、持
参は同日17時半まで　  1012027

市立小中学校　学校給食
基本方針改定（案）に対する意見

学務教職員課　
☎639-9044　ファクス637-8193

盛岡地域の中学校給食の見直しに伴
い、学校給食のあり方（基本方針）を
改定するための同案への意見を募集
します。同案は同課や市役所1階窓
口案内所、各学校などに備え付ける
ほか、市公式ホームページにも掲載
します。

 受付期間：4月12日㈮まで
 任意の用紙に必要事項を記入し、

〠020-8532市役所学務教職員課
へ郵送または持参。市公式ホームペ
ージの応募フォームでも受け付けま
す。郵送は12日必着、持参・ファクス

は同日17時まで　  1026122

芸術文化推進計画（案）
に対する意見

文化国際室　
☎626-7524　ファクス622-6211

市の芸術文化振興に関する具体的な
取り組みを定める計画への意見を募
集します。同計画案は同室や各支所
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：4月5日㈮～26日㈮
 任意の用紙に必要事項を記入し、

〠020-8530市役所文化国際室へ郵
送または持参。ファクスと市公式ホー
ムページ応募フォームでも受け付け
ます。郵送は26日必着、持参・ファク
スは同日17時まで　

 1025977

盛岡ブランド推進市民企画事業
都市戦略室

☎613-8370　ファクス622-6211

盛岡らしさを育成・発信する企画事
業を募集します。採用事業には事業
費の一部を助成します。

 市内で活動中または新たに活動
を始める市民団体（公益法人やNPO
法人含む）

 同課や市役所1階窓口案内所、各
支所などに備え付けの募集要項を参
照の上、応募用紙に必要事項を記入
し、〠020-8530（住所不要）市役
所都市戦略室へ郵送または持参。フ
ァクスでも受け付けます。郵送は4月
26日㈮必着、持参・ファクスは同日
17時まで　  1009714

いわて盛岡シティマラソン2019の
ボランティア

スポーツ推進課内、同マラソン実行委員
会事務局　☎626-3111

同マラソンのボランティアとして一緒

に大会を盛り上げませんか。給水や
手荷物預かりなどを行うボランティ
アを募集します。参加者にはスタッフ
ウエアの支給や参加記念品の贈呈な
どを予定。

 10月26日㈯・27日㈰
 2500人※10月27日現在13歳以上。

18歳未満は保護者の許可が必要
 6月30日㈰まで。申し込み方法な

ど詳しくは同大会公式ホームページ
をご覧ください

不来方大学院生
中央公民館　☎654-5366

一般教養や時事問題などについて学
習したい人を募集します。

 講座：5月9日～11月7日、木曜、
全20回、9時入場※9日は説明会が
あります

 150人※65歳以上　  4500円
 キャラホール（永井24）
 往復はがきに住所と名前・ふりが

な、年齢・生年月日、性別、電話番号
を記入し、〠020-0878肴町2-29、
中央公民館「不来方大学院係」へ。
４月15日㈪必着。定員を超えた場合
は抽選　  1025966

ゆうゆう学舎
（もりおか老人大学）の学生

長寿社会課内、もりおか老人大学事務局
　☎603-8003　

新しい仲間と生き生きした生活を始
めませんか。健康や郷土理解などさま
ざまな分野を学ぶ本校講座と地域校
講座、地域活動の実践や生きがいに
ついて学ぶ特別講座などの受講生を
募集します。

 開講期間：5月31日㈮～来年1月
24日㈮　  60歳以上

 同課や各支所、各老人福祉センタ
ーなどに備え付けの入学願書に必要
事項を記入し、同センターまたは〠
020-8530（住所不要）市役所長寿
社会課へ郵送または持参。郵送は5
月7日㈫必着、持参は同日17時まで

 1006424

学習する市民団体
中央公民館　☎654-5366　

①社会や②家庭で地域、学校との連

携などの課題について自主的に学習
する市民団体へ講師謝金などを支援
します。　

 定期的な学習活動をしている10人
以上の団体

 ①随時②5月14日㈫まで。事前の
登録や申請が必要です。詳しくは同
公民館へお問い合わせください
▶説明会

 ①4月23日㈫②5月8日㈬。時間
はいずれも10時～11時半

 河南公民館（松尾町）　  1000682

学びの循環推進事業
（一般コース）

中央公民館　☎654-5366　

豊かな知識や優れた技能を持つ市民
や団体などを、講師として派遣します。

 10人以上の団体
 実施の1カ月前まで。申し込み方

法など詳しくは、お問い合わせくだ
さい　  1000685

介護予防ヨガ教室・介護予防
太極拳教室の運営団体
長寿社会課　☎603-8003　

継続的な健康づくりの機会として60
歳以上の市民向けに開催する各教室
の運営を請け負う団体を募集します。

 委託期間：5月15日㈬～来年3月
31日㈫

 4月17日㈬必着、持参は同日17時
まで。応募方法など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください

 1022448

お知らせ

障がい者へタクシーやガソリン、
軽油料金を助成

障がい福祉課　☎613-8346

 利用期限：来年3月31日㈫まで
 自動車税や軽自動車税の減免を受

けていない在宅の人で次のいずれか
に該当する人
▶タクシー：①身体障害者手帳1級②
視覚や下肢、体幹に障がいがあり身体
障害者手帳2級③療育手帳④精神障
害者保健福祉手帳1級を持っている人
▶ガソリン・軽油：①～④の他に条件

※特に記載がない場合、費用は無料

表　募集する職種や受験資格など
職種 採用時期 人員 受験資格

薬剤師

7月
各1人

昭和58年4月2日以降生まれ
臨床検査技師 昭和57年4月2日以降生まれ診療放射線技師

看護師 数人
昭和58年4月2日以降生まれ

看護師 来年4月 20人程度

募　集
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29年度3級問題⓬（正解は14ページに掲載）
　国際人、新渡戸稲造の妻はどこの国の人ですか。
　①ドイツ　②アメリカ　③カナダ　④イギリス

広　告

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①4/9㈫・11㈭
　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

成年後見相談 4/8㈪・22㈪
13時半～16時

成年後見センターもりおか
岩手教育会館4階（大通一)

同センター
☎626-6112
※要事前申込

空き家の
処分・不動産

無料相談会
4/10㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同協会県本部
☎625-5900
※要事前申込

リハビリ
相談会

4/12㈮
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

補聴器相談
4/17㈬
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

花と緑の相談
コーナー

10月までは毎週火曜
11月～2月は毎月第二
火曜、10時～15時

市役所本館1階市民ホール
（内丸）

公園みどり課
☎639-9057

人権擁護委員
による無料

人権相談

①月曜～金曜は8時半
～17時15分
②第2火曜、10時～15時
③第2水曜、10時～15時
④第2金曜、12時～15時
※毎月

①盛岡地方法務局4階
　（盛岡駅西通一）
②カワトク8階相談コーナー
　（菜園一）
③玉山総合福祉センター
　（渋民字泉田）
④都南総合支所（津志田14）

盛岡地方法務局
人権擁護課
☎624-9859

     
 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

4/7
㈰

盛岡南病院 津志田13-18-4 638-2020
かなやま内科医院 浅岸一丁目12-22 621-8680
渋民中央病院 渋民字大前田53-2 683-2336
けやき整形外科クリニック 上田一丁目1-35 656-1677
子どもは未来もりおかこどもクリニック 上田字松屋敷11-14 662-5656
トシ歯科医院 みたけ三丁目27-15 641-7152
ながい薬局 永井23-7-46 637-8688
共創未来かがの薬局 加賀野三丁目12-21 604-2125
リープ薬局 上田一丁目1-35 601-3030
こなん薬局 上田字松屋敷23-3 664-1115

4/14
㈰

盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
中村内科医院 若園町2-5 622-7103
見前ファミリークリニック 三本柳12-20-1 632-6300
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
さとう歯科クリニック 永井20-1-91 637-7373
かつら薬局 永井13-17-3 614-2061
せいりゅう薬局 紺屋町6-24藤井ビル102 623-1511
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-4 614-0071
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

があります
 600円の助成券を月数に応じて交付
 該当する手帳と印鑑を持参し、市

役所本館５階の障がい福祉課か都南
総合支所税務福祉係、玉山総合事務
所健康福祉課で申請。4月1日㈪から

 1004143

人間ドック費用を助成
健康保険課　☎626-7527

国民健康保険・後期高齢者医療制度
の加入者が指定検査機関で人間ドック
を受ける場合、費用の一部を助成しま
す。指定検査機関など詳しくは、市公
式ホームページをご覧ください。

 助成額：2万円※乳がん、子宮頸
け い

が
ん検査も受ける場合は2万4000円

 指定医療機関に予約
後に同課または各支所
で申請　

 1003622

都市計画変更原案の縦覧など
盛岡南整備課　☎639-9032

道明地区地区計画変更原案を縦覧
し、説明会を開催します。
▶①説明会：4月5日㈮10時～12時
▶②縦覧：4月5日～19日㈮、9時～
17時

 ①市役所都南分庁舎4階大会議室
②③同1階盛岡南整備課

 意見書の提出は当該地区内の土
地所有者などに限ります

 意見書の提出：任意の用紙に住所
や名前、意見を記入し〠020-8532
市役所南整備課へ郵送または持参。
郵送は4月26日㈮必着。持参は同日
17時まで　

 1026008

浄化槽設置補助金
給排水課　☎623-1426

し尿と生活雑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。申し込み方法など詳
しくは同課へお問い合わせください。

 事前登録期間：4月22日㈪～26日㈮

介護職員などへ奨学金返還支援
介護保険課　☎626-7562

市内の介護事業所に常勤として勤

務し、奨学金を返還している人に、
月々の返還額の2分の1（上限6500
円）を最長5年補助します。

 申請方法など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧ください

 1025964

地域包括支援センターの増設
長寿社会課　☎613-8144

介護や福祉、健康、医療などさまざま
な面から高齢者を総合的に支援する
同センターを４月から２カ所増設しま
した。増設に伴い仁王・上田・飯岡・永
井地区の担当センターなどが変わり
ます。詳しくは市公式ホー
ムページをご覧ください。

 1003651

し尿などのくみ取りはお早めに
廃棄物対策課　☎626-3755

4月27日㈯～5月6日㈪の期間、し尿
などのくみ取りは休みます。休みに入
る前にくみ取りを希望する場合は、4
月15日㈪までに業者へお申し込みく
ださい。　  1001561

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 や 動 産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売します。
 ▶せり売り：5月7日㈫13時～9日

㈭23時▶入札：5月7日㈫13時～14
日㈫13時　

 4月8日㈪13時～23日㈫23時
 1010803

市立総合プールの利用制限
同プール　☎634-0450

4月16日㈫・21日㈰は大会などにより利
用できません。4月28日㈰～5月6日㈪
は12時～15時のみ利用可能です。詳し
くは同プールへお問い合わせください。

新入学期の交通事故防止推進期
間・子どもの安全確保運動

くらしの安全課　☎603-8008

児童には交通ルールを伝え、運転者
は交通マナーを守りましょう。地域ぐ
るみの見守り活動を通じ、子どもの
安全を確保しましょう。

 4月6日㈯～15日㈪　

 1001109

市防犯カメラの設置及び運用に
関するガイドラインを策定
くらしの安全課　☎603-8008

防犯カメラの設置・運用について新

たにガイドラインを策定しました。同
ガイドラインは市公式ホームページ
に掲載しています。プライバシーに配
慮し、適切な設置・運用に努めましょ
う。　  1001100


