
もりおかインフォ マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

■市の推計人口（４月１日現在）
29万866人（男：13万7801人、女：15万3065人）

【対前月比】694人減　【世帯数】13万2943世帯
　  企画調整課☎613-8397　  1019915

６ 広報もりおか ２. ５. 15 広報もりおか ２. ５. 15　 ７

広　告広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190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
５/24㈰
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

市民無料
法律相談★

６/８㈪・22㈪
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

無料
法律相談★

６/３～24、毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週９時から受け付け

芸術文化推進審議会委員
文化国際課　☎613-8465

市の芸術文化推進への意見を述べる
委員を２人募集します。任期は７月
20日㈪から２年間です。

 次の全てに該当する人①芸術文化
に関心があり、活動経験がある②令
和２年４月１日時点で、１年以上市内
に住所がある③20歳以上④市の他
の審議会などの委員ではない⑤年２、
３回程度の平日の日中に行われる会
議に出席できる

 市役所本庁舎別館７階の同課や
同本館１階の窓口案内所、各支所な
どに備え付けの応募用紙に必要事項
を記入し、〠020-8530（住所不要）
市役所文化国際課へ郵送または持参。
郵送は６月12日㈮消印有効。持参は
同日17時まで

第３次男女共同参画推進計画案
に対する意見
男女共同参画推進室

☎626-7525　ファクス622-6211

性別などに関わらず誰もが尊重され、
活躍できるまち盛岡を実現するため
の同計画案への意見を募集します。

 ５月30日㈯～６月18日㈭
 市役所本庁舎本館１階の同室や

各支所などに備え付けの用紙に必要
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。ファクスや市公式
ホームページでも受け付けます。郵
送は６月18日必着。その他は同日17
時まで　

 1030623

高齢者に生活支援サービスを
提供する団体

長寿社会課　☎613-8144
ごみ出しや家事など、高齢者の生活
を支援する団体を募集します。実施
団体には運営経費の一部を補助しま
す。上限額は年額８万円です。詳しく
は同課へお問い合わせください。

６団体※３人以上の非営利団体
 市役所本庁舎本館５階の同課と

各地域包括支援センターに備え付け、
または市公式ホームページからダウ
ンロードした用紙に必要事項を記入
し、〠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９月30日㈬必着。持参は同日17時
まで

 1030644

美食王国もりおか
ファンクラブ会員

トラベル・リンク㈱内「美食王国もりおか」
ファンクラブ事務局　☎658-8644

盛岡の「食と農」を一緒に盛り上げ
ませんか。会員には生産者や地産地
消認定店などの旬な情報をメール配
信するほか、会員限定イベントも開
催予定。また、地産地消認定店で割
引などのサービスも受けられます。

 「美食 王国もりお
か」ウェブサイトの専用
フォームから随時受け付
け（登録料・会費無料）

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。採用された事業に
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

 市役所本庁舎別館８階の同室や
同本館1階の窓口案内所、各支所に
備え付けの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６月
15日㈪必着。その他は同日17時まで

 1009714

親元就農給付金の支給
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。１人当たり年額60万円で
期間は最長で２年間です。

 募集期間：５月15日㈮～６月30
日㈫

 市内に住所があり、本年度内に新
たに就農しようとする55歳以下の人。
農業委員会の許可を受けて、市内に
親（三親等内の親族を含む）が所有
する農地を取得するほか、事前に就
農計画の審査を受ける必要がありま
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

 1008201

男女共同参画週間パネル展
男女共同参画推進室　☎626-7525

家庭や職場での男女共同参画の例な
どを紹介したパネル展を開催します。

 ①６月３日㈬～18日㈭②６月22
日㈪～30日㈫

 ①西部公民館（南青山町）②市役
所本庁舎本館１階（内丸）

 1016163

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イン
ターネットオークションで公売します。
公売物件など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。

 入札：６月16日㈫13時~23日㈫
13時
せり売り：６月16日㈫13時～18日㈭
23時

 申し込み期間：５月26日㈫13時
～６月10日㈬23時

 1010803

地価公示価格の閲覧
企画調整課　☎613-8394

令和２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。希望す
る人は、市役所本庁舎別館８階の同
課と都南分庁舎１階市民ホール、玉

山総合事務所２階の建
設課、各支所、各図書館、
国土交通省のホームペー
ジで閲覧できます。

森林の伐採、開発には
手続きが必要です
林政課　☎626-7541

森林の伐採・開発には事前の届け出
や許可申請が必要です。

 保安林以外での伐採：同課または
産業振興課（玉山地域）☎683-3853
保安林伐採や土石・木の根の採掘な
ど：盛岡広域振興局森林保全課治山
チーム☎629-6615
保安林以外での開発行為（1㌶を超え
るもの）：盛岡広域振興局森林保全
課林道チーム☎629-6616

 1008275

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

春の農繁期は、作業者の不注意や農
業機械の誤った操作による事故が多
発します。ゆとりを持って作業し、安全
を心掛けましょう。本年度のスローガ
ンは「慣れるほど　忘れてしまうその
危険　心につけて若葉マーク」です。

 1008165

私道整備に補助
道路管理課　☎613-8542

私道を整備する人に、補助金の交付
と砂利の支給をします。詳しくは、同
課へお問い合わせください。

 補助金交付：1001755
　 砂利支給：1001766

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。
山間地や、山間地に近い農地では次
のことに注意し、被害を防ぎましょ
う。①なるべく２人以上で行動し、鈴
や笛、ラジオなどで大きな音を出す②

お知らせ募　集
子グマを見たときは静かにその場を立
ち去る③生ごみや廃棄農作物は適正
に処分し、屋外に置かない

 1001651

盛岡藩の宗教行政の統括であった自
光坊と盛岡の修験の歴史を解説した、
「自光坊の歴史～一

い っ

方
か た

井
い

家所蔵自光
坊修験関係資料と自光坊～」を刊行
しました。

 550円
 市役所都南分庁舎３階の同課と遺

跡の学び館（本宮字
荒屋）、もりおか歴
史文化館（内丸）で
販売中。また、郵便
とファクス、メール
でも受け付けます

 1009378

介護の職場見学バスツアー
県福祉人材センター

☎601-7061　ファクス637-9612

老人介護施設の見学、介護の仕事へ
の理解を深めるためのバスツアーを
開催します。

  ①６月30日㈫12時半～16時
半②９月29日㈫12時～16時半※い
ずれも、ふれあいランド岩手（三本柳
８）発着　  各20人

 同センターへ電話、または同セン
ターのホームページから申込用紙を
ダウンロードし、メール
またはファクスで申し
込み。①は６月23日㈫
②は９月23日㈬※いず

れも17時必着

寄付をいただきました

■㈱トライス　菅村泰
たい

介
すけ

代表取締役
100万円。子ども未来基金のために。
■晴山五

い

百
お

枝
え

様
20万円。町内会・自治会など地域コ
ミュニティのために。
■㈱やよいディライト
　戸田直

なお

樹
き

常務取締役
サージカルマスク5000枚。新型コロ
ナウイルス感染予防のために。

　今年10月と令和３年度に採用す
る市職員を募集します。職種や人
数、受験資格は表のとおりです。

 試験日：７月12日㈰
 厨川中、上田中、東京会場（受

験票と一緒に通知）
 受験案内と申込書は、５月18日

㈪から市役所本庁舎本館４階の同
課と同１階の窓口案内所、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

※高卒程度と短大卒程度の区分の採用試験は、９月20日㈰に実施する予定

表　募集する職種や受験資格など
職種など 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３年４月２日～平成11年４月１日生まれ
②平成11年４月２日以降に生まれ、令和３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、社会福祉士の資格を
有する人
①平成３年４月２日～平成11年４月１日生まれ
②平成11年４月２日以降に生まれ、令和３年３
月までに大学卒業見込み

土木技術職 10人程度
次のいずれかに該当する人
①昭和61年４月２日～平成11年４月１日生まれ
②平成11年４月２日以降に生まれ、令和３年３
月までに大学卒業見込み

建築技術職 数人
電気技術職

各１人
化学技術職

一般事務職・
土木技術職・

建築技術職
社会人
経験者 各数人

昭和56年４月２日以降に生まれ、直近７年間に
通算して５年以上の民間企業などでの職務経
験がある人

看護師 ― 10人程度
昭和56年４月２日以降生まれ看護師

（10月採用） ― 数人

 職員課☎626-7505
 1030937

市職員を募集します

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、６月10
日㈬までに〠020-8530（住所不
要）市役所職員課へ送付。
　受験の申し込みは、申込書に必
要事項を記入し、同課へ郵送また
は持参。受付期間は５月18日㈪～
６月17日㈬。郵送は6月17日消印
有効。持参は同日17時半まで

■新型コロナウイルス感染防止対策
　に伴う中止のお知らせ
▶盛岡ゆうゆう大学（一部講座）
５月～７月に開催を予定していた本
校講座・特別講座・地域校講座を中
止します。※入学式を含む

 長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大
学事務局☎603-8003

 1006424
▶狂犬病予防集合注射
本年度の集合注射を中止します。感
染予防のため、混雑状況を確認した
上で各動物病院で接種してください。
同予防注射は法律で４月～６月に接
種を受ける義務がありますが、本年
度は７月以降に接種しても差し支え
ありません。

 生活衛生課☎603-8310
 1001666

同ファンクラブの会員証

市文化財シリーズ新刊
「自光坊の歴史」を販売します

歴史文化課
☎639-9067　ファクス639-9047
 edu.bunka@city.morioka.iwate.jp

盛岡をより住みよいまちに！

市政情報を分かりやすく
お届けします！

子どもの健康を守ります！


