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29年度3級問題㉔（正解は14ページに掲載）
　国の登録有形文化財で、東京の日比谷公会堂と同じ建築家の設計による建物は次のうちどれですか。
　①旧九十銀行本店　②旧盛岡貯蓄銀行　③岩手県公会堂　④旧盛岡高等農林学校旧本館

 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

広　告

市の職員
職員課　☎626-7505

今年の7月採用と令和３年度採用の
職員を募集します。職種や人数、受験
資格は表１のとおりです。

 試験日：５月17日㈰
 試験会場：市役所本庁舎（内丸）
 受験案内と応募用紙は、４月６日

㈪から同課や市役所本庁舎本館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410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17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６日～24日㈮。郵送は24日消印
有効、持参は同日17時半まで

 1030192

玉山地域振興会議委員
玉山総合事務所総務課　☎683-2116

玉山地域の振興に関して意見を述べる委
員を２人募集します。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。

 任期：５月23日㈯から２年間
 同課や市役所本庁舎本館１階の

窓口案内所、各支所に備え付けの用
紙に必要事項を記入し、〠028-4195
（住所不要）玉山総合事務所総務課
に郵送または持参。郵送は４月14日
㈫必着、持参は同日17時まで

 1030040

不来方大学院の学生
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。

 開講期間：５月14日㈭～11月12
日㈭、全20回、９時45分～15時

 150人※65歳以上　  4500円
 往復はがき：４月14日㈫必着
 1030073

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。

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。

 委託期間：5月20日㈬～来年3月
31日㈬

 郵送は４月23日㈭必着。持参は
同日17時まで　  1022448

盛岡ゆうゆう大学
（旧もりおか老人大学）の学生

長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局
　☎603-8003　

新しい仲間と生き生きとした生活
を始めませんか。健康や郷土の歴史、
高齢者の地域活動などさまざまな講
座を受講できます。

 開講期間：5月26日㈫～来年２月２
日㈫※コースにより回数は異なります

 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１日㈮必着、持参は同日17時まで

 1006424

盛岡花火の祭典ポスターデザイン
盛岡商工会議所内、盛岡花火の祭典

実行委員会　☎638-3399

8月10日㈪に開催予定の同祭典のポ
スターデザインを募集します。最優秀賞
（１点）には賞金5万円を進呈。応募方
法など詳しくは、同祭典のホームペー
ジに掲載している募集要
項をご覧ください。

 受付期間：５月８日㈮必着

グリーンバンクへの寄付
公園みどり課内、

市グリーンバンク事務局　☎639-9057

町内会やボランティア団体などが行う公
共の場への緑化活動を支援するため、寄
付金を募集しています。活動内容など詳
しくは、同事務局へお問い合わせください。

 振り込み先：北日本銀行本店
普通口座7017020
盛岡市グリーンバンク頭取職務代理者 
熊谷祐

ゆ う

三
ぞ う

　  1010584

国際交流事業の補助
文化国際室内、

盛岡国際交流協会　☎626-7524

盛岡の魅力を広く伝えるなどの国際交流
活動や、ボランティアなどの国際協力活
動をする民間団体に補助金を交付しま
す。申請方法や対象の事業など詳しくは、

同協会のホームページをご覧ください。
 募集期間：４月６日㈪

~５月８日㈮17時まで
 市内の民間団体

岩手県民長寿文化祭
作品展の作品募集
いきいき岩手支援財団

総務・健康支援課　☎626-0196　

部門は日本画と洋画、彫刻、工芸、書、
写真です。申し込み方法など詳しくは、
同財団にお問い合わせください。

 開催期間：６月５日㈮～７日㈰
 ５月11日㈪必着

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
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

役所本庁舎本館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

子育て世帯応援プロジェクト
①②子育てあんしん課　☎613-8347

③子ども青少年課　☎613-8356

年収550万円未満相当の世帯の子ど
もを対象に、次の支援をします。詳しく
は市公式ホームページをご覧ください。

 実施期間：４月１日㈬から
 1030301

①第２子以降の保育料の無料化
 保育所や認定こども園、小規模保

育施設、認可外保育施設に通う０～
２歳※認可外保育施設は補助軽減
②副食費（おかず代）の補助

 幼稚園や保育所、認定こども園、
認可外保育施設に通う３～５歳

 上限額：月4500円
③放課後児童クラブの利用料援助

 小学生　  利用料：詳しくはお
問い合わせください　

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20日㈪～24
日㈮

市民団体の学習活動を支援
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。詳しくは同館へ
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

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 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

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

井戸水などの飲用水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容
器を受け取り、表２の受付日に水を
採取して持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）：8470円

▼一般検査（23項目）：2万6610円
 1019002

表２　水質検査受付日程
月 簡易検査 一般検査

４月 13日㈪・22日㈬ －
５月 11日㈪・20日㈬ －
６月 ３日㈬・22日㈪ 22日㈪
７月 １日㈬・20日㈪ －
８月 ３日㈪・19日㈬ －
９月 ２日㈬・14日㈪ 14日㈪

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８日㈮13時～10

日㈰23時▶入札：５月８日㈮13時～
15日㈮13時　

 ４月10日㈮13時～28日㈫23時
 1010803

※特に記載がない場合、費用は無料

市有地を売却
管財課　☎613-8340

向中野七丁目の土地１区画（7212.38
平方㍍）を入札で売却します。場所や
条件、申し込み方法など詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。

 市役所本庁舎別館４階401会議室
 申し込み期間：６月30日㈫まで

入札日時：７月15日㈬10時
 1008682

開発行為などの
届出制度が始まります
都市計画課　☎639-9051

生活利便施設にアクセスしやすいなど交
通網も含めた持続可能なコンパクトな都
市構造とするため、立地適正計画を策定
しました。それに伴い、対象となる開発行
為や建築行為をする場合は、工事着手の
30日前までに届け出が必要になりました。
同計画の内容や届出制度の対象など詳し
くは、市公式ホームページをご覧ください。

 届出制度の適用：３月31日㈫から
 1030055

中央公民館庭園の開園
中央公民館　☎654-5366

４月１日㈬のリニューアルオープンに伴
い、庭園が見学できるようになりました。

 開園時間：9時～17時※休館日と
冬季閉鎖期間除く

特別弔慰金の支給
地域福祉課　☎626-7509

戦没者などの遺族に特別弔慰金を支
給します。対象者など詳しくは、お問
い合わせください。

 請求期間：４月１日㈬～令和５年
３月31日㈮

 支給額面：25万円
 1030197

春の全国交通安全・地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

交通ルールの遵守と思いやりある交
通マナーで、尊い命を守りましょう。ま
た、鍵かけや子どもの見守りなど家庭
や地域で防犯意識を高めましょう。

 実施期間：4月6日㈪～15日㈬　
 1001109

ファミリーサポートセンター
有償ボランティア説明会
市ファミリーサポートセンター

☎625-5810

育児の支援を受けたい人としたい人
が会員になり、地域の人同士で子育
てを支援する「ファミリーサポートセ
ンター」の活動紹介や有償ボランテ
ィアの説明会を開催します。詳しい
内容や応募方法などは同センターへ
お問い合わせください。

 ４月15日㈬・５月15日㈮、10～12
時と13時半～15時半※都合のよい日
時に１回参加

 市総合福祉センター（若園町）
 電話：４月６日㈪９時から
 1019364

空き地・空き家の火災予防を
　　 盛岡中央消防署　☎626-7302
　　 盛岡西消防署　　☎647-0119
　　 盛岡南消防署　　☎637-0119　

放火や火遊び、たばこの投げ捨てなど
による火災を防ぐため、空き地・空き家
の所有者や管理者は、枯れ草の刈り取り
や施錠をするなど適正に管理しましょう。

スポーツ振興くじ（toto）助成で
備品を整備

t
ト ト

otoの助成を受け、次の備品を整備し
ました。
▶総合プール：新ルールに対応した水

球専用タイマーシステムの設置

▼ 下橋中：グラウンドの夜間照明のＬ
ＥＤ化

寄付をいただきました

■盛岡あきぎん会　
　土

つ ち

橋
は し

幸
ゆ き

男
お

会長
９万3634円。学校教育振興のために。
■株式会社エスイーシー
　柴田茂

しげる

代表取締役
20万円。子ども未来基金のために。

表１　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

看護師 ７月 数人
昭和59年４月２日以降生まれ

看護師 令和３年４月 20人程度

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①4/７㈫・９㈭
　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㈬
13 時半～ 16 時
※４/20 ㈪以降は月曜～
金曜、８時半～ 17 時半（祝
日除く）

成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館
２階）

同センター
☎626-6112★

空き家の
処分・不動産

無料相談会
4/ ８㈬
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★

リハビリ
相談会

4/10㈮
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
4/15㈬
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★

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２火
曜、10時～15時

市役所本庁舎本館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

▼ 面接相談（毎月※④
のみ８月を除く）
①月曜～金曜、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

▼ 電話相談（毎月）
月曜～金曜、８時半～
17時15分
⑤みんなの人権110番
⑥子どもの人権110番
⑦女性の人権ホットライン

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）

①～④
盛岡地方法務局
人権擁護課
☎624-9859
⑤0570-003-110
⑥0120-007-110
⑦0570-070-810

★要事前申し込み

　新型コロナウイルス感染症の
流行に伴い、市内事業者を対象
とした経営・金融相談窓口を開
設しています。

 月曜～金曜、８時半～17時
15分（祝日除く）

 若園分庁舎１階ものづくり推
進課または２階経済企画課

 ものづくり推進課☎626-7538
経済企画課☎613-8389

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経営や資金面で
困っている事業者の皆さん！

経営・金融相談窓口に相談を！

面接相談
８月まで

中止

募　集


