
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）
28万9399人（男：13万7100人、女：15万2299人）

【対前月比】634人減　【世帯数】13万3906世帯
　  企画調整課☎613-8397　  1019915
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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へどうぞ広　告

軽自動車税
 納期限：５月31日㈪※口座振替を利用して

いる人は、預貯金残高を確認してください
 納税課☎613-8464　  1034399

市税の納期限
のお知らせ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
５/23㈰
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★

６/14㈪・28㈪
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★

６/２～30、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

介護保険運営協議会委員
介護保険課　☎626-7561

市が行う介護保険事業の運営などに
ついて意見を述べる委員を３人募集し
ます。任期は７月１日㈭から３年間です。

 次の全てに該当する人①令和３年
５月10日㈪時点で、市内に１年以上
住んでいる②昭和56年７月１日以前
生まれ③年２回程度の平日の日中に
行われる会議に出席できる④同委員
を務めたことがない⑤市の他の審議
会などの委員ではない

 市役所本庁舎別館５階の同課や
各支所、市内の地域包括支援センタ
ーなどに備え付け、または市ホームペ
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、〠020-8530
（住所不要）市役所介護保険課へ郵
送または持参。郵送は５月31日㈪消
印有効。持参は同日17時半まで

 1035019

地域を支える「エコリーダー・
防災リーダー」になろう!

岩手大学リーダー育成プログラム事務局
　☎・ファクス 621-6447

地域や学校、職場などで、環境や防
災の知識を生かした教育活動などを
率先して行うリーダーの育成研修に
参加する受講生を募集します。コース
ごとの内容や申し込み方法など詳し
くは、同事務局へ問い合わせるかホ
ームページをご覧ください。

 ６月５日～12月４日、土曜、全15回
 各コース15人※18歳

以上　
 ５月27日㈭まで

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17日㈪～６月30日㈬
 市内に住所があり、本年度内に新

たに就農する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、市ホームペ
ージをご覧ください

 1008201

向中野（道明地区）の
保留地を売却

盛岡南整備課　☎639-9032
市は、土地区画整理事業で整備され
た保留地を売却します。申し込み方法
や価格など詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。

 同課に備え付け、または市ホーム
ページからダウンロードした申込書
に必要書類を添えて〠020-8532
（住所不要）市役所盛岡南整備課へ
郵送または持参。５月18日㈫から受
け付けます。郵送は６月11日㈮必着。
持参は同日17時まで。申し込みが複
数あった区画は抽選し、当選１人と
補欠１人を決定します

 1008696
▶説明会

 ５月19日㈬10時～10時45分
 市役所都南分庁舎１階101会議室

▶抽選会
 ６月28日㈪10時
 市役所都南分庁舎４階大会議室

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。対象となる
のは長さ20㍍以上で幅が1.8㍍以上
の道路などです。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。

 補助金交付：1001755
　 砂利支給：1001766

建築物などへの補助
建築指導課　☎601-3387

■木造住宅の耐震化を支援
昭和56年5月31日以前に着工した木
造住宅を対象に、耐震診断をします。
また、すでに耐震診断を受けた人が
耐震改修する場合、工事費用の一部

を補助します。要件や申し込み方法な
ど詳しくは、同課へお問い合わせくだ
さい。

 募集期間：６月１日㈫～18日㈮
　 受付時間：９時~17時

 耐震診断：自己負担額3143円
   耐震改修：経費の５分の４を補助
　 ※上限100万円

 募集戸数：耐震診断10戸、耐震改
修１戸※募集戸数を超えた場合は抽選

 耐震診断：1001696
　 耐震改修：1001698
■アスベスト含有調査に補助
吹き付け建材が使用されていること
が確認でき、アスベストが含まれて
いる恐れのある建築物の同調査費用
を補助します。募集要件など詳しく
は、同課にお問い合わせください。

 募集期間：６月１日㈫～12月15日㈬
　 受付時間：９時~17時

 10件（先着順）　  上限25万円
 市役所都南分庁舎２階の同課に

備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした用紙に必要事項を
記入し、必要書類を添えて同課に持
参。持参は12月15日17時まで　

 1031852
■危険なブロック塀などの撤去工事
　費に補助
地震による倒壊の被害を防ぐために
市道や県道、国道、通学路に面する
危険なブロック塀などを撤去する費
用を補助します。補助を受けるには事
前に相談が必要です。内容など詳し
くは、お問い合わせください。

 相談受付期間：６月１日㈫～21日
㈪、９時～17時

 募集件数：10件※超えた場合は
抽選

 補助金額：経費の３分の２※上限
20万円　

 1031014

地球温暖化の原因や影響、対策など
を紹介するパネル展を開催します。

  ６月２日㈬～13日㈰は都南図
書館（永井24）、６月16日㈬～27日
㈰は市立図書館（高松一）　

 1022873

地価公示価格の閲覧
企画調整課　☎613-8394

令和３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。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。　  1001719

全事業所対象の経済センサス
活動調査に協力を

企画調整課　☎613-8397
総務省と経済産業省は、６月１日を基
準日として市内の全事業者を対象に
「経済センサスー活動調査」を行いま
す。調査票がお手元に届き次第、イン
ターネットか郵送での回答をお願いし
ます。　  1030334

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。下記のような
開発の計画がある場合は、お問い合
わせください。

 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☎629-6622

 1008275

精神障がいのある人を家族に持つ相
談員が、同じ立場で当事者との接し
方や福祉サービスなどの相談を受け
付けます。

お知らせ

募　集
  ５月25日・６月22日・７月27

日・８月24日・９月28日、火曜、13時
～17時は、市総合福祉センター（若
園町）、６月11日・７月16日・８月６
日・９月10日、金曜、10時～13時は、
ふれあいランド岩手（三本柳８）

 各日３～４人※統合失調症などの
精神障がいのある人の家族

 電話：開催日の前日まで※受け付
けは火曜・木曜・金曜、９時～16時

介護や保育の仕事を紹介します
県福祉人材センター

☎637-4522　ファクス637-9612
 fukushijinzai-1@iwate-shakyo.or.jp

 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５月20日㈭②は
６月22日㈫まで。いずれも17時必着
①介護・保育・福祉の就職相談会
介護や保育・児童・障がい者施設の
事業者などから、就労相談や個別の
事業者に相談できます。

 ５月30日㈰13時～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡Ｎ

ニ ュ ー

ＥW 
W
ウ ィ ン グ

ING（盛岡駅前北通）
②ジャンボタクシーで巡る介護の職
　場見学
老人介護施設の見学など、介護の仕
事への理解を深めるためのツアーを
開催します。

 ６月29日㈫12時～16時半
 ふれあいランド岩手（三本柳８）

に集合　  ５人

ほいくのしごと出張相談会
県保育士・保育所支援センター

☎637-4544
保育に関する就職相談を受けられま
す。学生からの相談も歓迎です。

 毎月第２または第３水曜、10時～14時
 ハローワーク盛岡（紺屋町）
 電話：随時受け付け

ねんきんネットをご利用ください
盛岡年金事務所　☎623-6211

ねんきんネット専用　☎0570-058-555

ねんきんネットでは、パソコンやス

マートフォンから、自分の年金情報
の確認や国民年金保険料控除証明書
といった各種通知の再交付申請など
ができます。登録方法など詳しくは、
ねんきんネットのホームページをご
覧ください。

盛岡芸術祭美術展受賞者
盛岡芸術協会　☎623-9482

同芸術祭美術展の、各部門ごとの市
長賞、市議会議長賞、同芸術協会会
長賞の受賞者が決定しました。それ
ぞれの作品概要など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

 1035022

寄付をいただきました

■東日本機電開発株式会社
　水

み

戸
と

谷
や

剛
ご う

代表取締役社長
100万円。ものづくり産業の振興の
ために。

　今年９月と令和４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：６月27日㈰
 盛岡会場と東京会場（詳しい場

所は受験票と一緒に通知）
 受験案内は、５月17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
え付ける他、市ホームページからダ
ウンロードできます。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

※高卒程度と短大卒程度の区分の採用試験は、９月19日㈰に実施する予定です。
　募集内容などは広報もりおかや市ホームぺージなどで改めてお知らせします

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

看護師
（今年９月採用） － 数人 昭和57年４月２日以降に生まれた人

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４年４月２日～平成12年４月１日生まれ
②平成12年４月２日以降に生まれ、令和４年３
　月までに大学卒業見込み

一般事務職
（福祉職） 数人

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４年４月２日～平成12年４月１日生まれ
②平成12年４月２日以降に生まれ、令和４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62年４月２日～平成12年４月１日生まれ
②平成12年４月２日以降に生まれ、令和４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 社会人

経験者 各数人
昭和57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

土木技術職
建築技術職

保健師 － 数人 平成４年４月２日以降に生まれた人
薬剤師 － １人 昭和60年４月２日以降に生まれた人
看護師 － 数人 昭和57年４月２日以降に生まれた人

 職員課☎626-7505　
 1035033市職員を募集します

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３
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、市ホームペ
ージの専用応募フォームから申請。
日程など詳しくは受験案内をご覧
ください

市長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 浅沼　浩さん（上堂一）
洋画 小野寺　輝美さん（矢巾町）
彫塑 有馬　辰樹さん（黒川16）
工芸 根本　節子さん（小鳥沢二）
書道 大友　沙月さん（山王町）
写真 工藤　卓美さん（下田字牡丹野）

精神障がいの人を支える
家族の個別相談会

県精神保健福祉連合会事務局
☎637-7600

市議会議長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 白戸　明さん（永井20）
洋画 菅原　恭子さん（紫波町）
彫塑 吉田　一夫さん（川目13）
工芸 新堀　裕二さん（中央通二）
書道 小野寺　七海さん（上田堤一）
写真 森田　洋子さん（小鳥沢一）

同芸術協会会長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 柏原　レイ子さん（紫波町）
洋画 宮本　恵美子さん（北山二）
彫塑 梅村　政史さん（西見前14）
工芸 堀切　美登里さん（遠野市）
書道 中村　文香さん（愛宕町）
写真 山田　惠子さん（箱清水一）

盛岡市のために

一緒に

働きませんか！

受賞おめでとう

ございます！

６月は環境月間
環境企画課　☎626-3754


