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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

子ども・子育て支援事業
子ども青少年課　☎613-8356

盛岡市子ども未来基金を活用し、市
民や企業、団体が行う子ども・子育
て支援の活動に補助金を交付します。
受付期間：3月26日㈫まで
 ▶対象となる活動：①子どもの

学習支援②子育て世代の交流活動
や情報発信③虐待予防活動―な
ど▶補助額：活動費20万円までは全
額、20万円を超える場合は活動費の
5分の4まで（上限50万円）※①～③
のいずれかに該当し、さらにもりお
か子育て応援プラザで実施、子育て
情報の発信、子どもの居場所づくり、
子どもの貧困対策―のいずれかに
関する活動の場合、活動費300万円
まで全額
 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、
〠020-0884（住所不要）市役所子
ども青少年課へ郵送
または持参。郵送は
26日必着、持参は同
日17時まで
1025860

工業振興推進会議の委員
ものづくり推進課　☎626-7538　

盛岡市工業振興ビジョンに定める取
り組み内容や工業振興の推進につい
ての意見を述べる委員2人を募集し
ます。任期は6月1日㈯（予定）から2
年間です。
受付期間：4月5日㈮まで
次の全てに該当する人①1月1日現

在で市内に1年以上住んでいる②平
成11年1月1日以前生まれ③平日の日
中に年1回程度開催する会議に出席
できる④市の工業振興に関心がある
 同課や市役所本館1階の窓口案内

所、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）市役所ものづくり推進課へ
郵送または持参。郵送は4月5日消印
有効、持参は同日17時45分まで
 1011724

外山森林公園サポータークラブ
31年度会員
盛岡広域森林組合

☎624-0259　ファクス653-1420

同公園内（薮川字大の平）で、まき割
りや炭焼き、キノコ園での作業や遊
歩道整備、植物保護などを体験しな
がら森づくりに参加する「外山森林
公園サポータークラブ」の会員を募
集します。親子での参加も歓迎。会
員は毎週水曜の収穫体験や森林整備
の体験活動にも無料で参加できます。
受付期間：3月18日㈪~４月5日㈮

活動日時：４月～11月の第３日曜、全
８回、９時～15時
40人※現地集合・解散ができる人
2000円
はがき・ファクス：4月5日必着。定

員を超えた場合は抽選。詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください
1025801

盛岡花火の祭典
ポスターデザイン

盛岡商工会議所都南支所内、花火の
祭典実行委員会　☎638-3399

8月11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（１点）には賞金5万円を進呈。応
募方法など詳しくは、同支所（永井
23）などに備え付けまたは同祭典の
公式ホームページへ掲載する募集要
項をご覧ください。
受付期間：5月10日㈮まで

消防団員・消防団応援の店
　　①消防対策室　☎626-7404
　　②県総合防災室　☎629-5151

①市消防団団員の募集
市は、地域の安全・安心を守るため
の防災活動を担う消防団の団員を募

集しています。入団を希望する人は、
消防対策室へお問い合わせください。
18歳以上で、市内に居住または

勤務し、体が丈夫かつ健康な人
②いわて消防団応援の店登録店の募集
県は、県内の消防団員への特典や割
引などのサービスを通じて、消防団
を応援する店舗を募集しています。詳
しくは県総合防災室へお問い合わせ
ください。

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。
 4月20日㈯9時半～11時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
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

お知らせ

啄木新婚の家の開館時間が変更
観光交流課　☎626-7539

開館時間を次のとおり変更します。
 ▶変更前：8時半~18時▶変更

後：8時半~17時
※12月~3月はこれまでどおり9時~16時
 1006984

水質検査計画を策定
浄水課水質管理センター　☎652-2961

上下水道局は、31年度の水質検査計
画を策定しました。これは、皆さんが
安心して水道水を使えるよう、表1の
とおり水質検査の内容を定めたもの
です。計画書は、上下水道局お客さま

センター（愛宕町）や水質管理セン
ター（加賀野字桜山）に備え付けるほ
か、上下水道局のホームペ
ージ「みずの輪」にも掲載
します。

もりおか産直スタンプラリー
農政課内、市産地直売所連合会

☎626-7540

市産地直売所連合会に加盟する表2
の店舗で、300円以上の買い物や食
事でもらえるスタンプを３店舗分（同
一店は不可）集めると、対象店舗で
使える商品券が抽選で当たります。
 ３月16日㈯～４月21日㈰
1022152

緑の募金に協力を
林政課　☎626-7541

３月21日㈭から５月31日㈮まで、森
を守り育てることを目的とした緑の
募金を行います。期間中は大通りや
肴町など市内各所で募金活動を実施。
昨年度の募金総額は724万7799円
で、環境緑化事業や緑化イベント支
援などに活用しました。
■記念イベント
先着100人に花の苗か種をプレゼント。
3月21日㈭12時半～
川徳（菜園一）、盛岡南ショッピ

ングセンターサンサ（津志田西二）
 1008281

※特に記載がない場合、費用は無料

表1　水質検査の概要
種類 内容

毎日検査項目
（水道法で義務付けられて
いる３項目）

【項目】色や濁り、残留塩素
【場所】指定した蛇口
【回数】１日１回

水質基準項目
（水道水の要件として水道
法で定められている51項目)

【項目】一般細菌や大腸菌、金属類、消毒副生成物、味など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

水質管理目標設定項目
（水質管理上留意すべき26
項目）

【項目】金属類や農薬類、消毒副生成物、腐食性など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

表2　産直スタンプラリー開催店舗
名称（所在地） 電話番号

ふれあい純情市場「さっこら」
（仙北二） 636-3688

あいさい舘（上鹿妻山崎） 659-0022
てんぐの里106（川目6） 654-2201
あすなろや羽場店（羽場16） 638-3055
サン・フレッシュ都南（下飯岡21) 637-6801
花山野（手代森24） 696-3420

昨年の活動の様子

募　集
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■市の推計人口（2月1日現在）
29万3488人（男：13万9154人、女：15万4334人）
【対前月比】188人減　【世帯数】13万2119世帯
1019915　  企画調整課☎613-8397

広　告

山火事に注意
林政課　☎626-7541

３月から５月までは山火事防止月間
です。今年の標語は「忘れない　豊
かな森と　火の怖さ」。春は空気が
乾燥し風が強い日も多いため、山火
事が起こりやすい季節です。たばこ
の投げ捨て、強風時や乾燥時の野焼
きは絶対にやめましょう。

消費税の軽減税率制度等説明会
盛岡税務署　☎622-6141

10月1日からの消費税率・地方消費
税率引き上げと同時に実施される軽
減税率制度について説明会を開催し
ます。
 4月24日㈬10時～11時半、14時

~15時半
 県民会館（内丸）

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。
▶アイスリンク：新規格のスピードス

各種相談
内容 日時 場所など 問い合わせ

休日納付相談 3/24㈰
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
★◆

4/8・22
月曜
10時～15時

広聴広報課
（市役所本庁舎別館6階)

岩手弁護士会の弁護士が無料
で相談に応じます

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

4月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週の9時から受け付け
◆4/1から「くらしの法律相談」は「市民無料法律相談」に名称が変わります
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Ｎ

自転車等放置
禁止区域

路上駐車を禁止する理由
・ 歩行者、特に車いすの人
　や点字ブロックを使う人
　の通行の妨げになる
・火事や救急などのときの
　緊急活動の妨げになる
・街の景観を損ねる
　　など…

市は、盛岡駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。禁止区域に放置されている自
転車などは随時撤去しますので、自転車や原動機付自転車を駐車するときは、地図の市営自転
車等駐車場を使用してください。使用料は、表のとおりです。
Ｆ
エフピー

Ｐホーム's自転車駐車場　☎622-0972　 1001859

自転車等駐車場を使いましょう
盛岡駅周辺では

ＦＰホーム's自転車駐車場
（木伏緑地地下にあります）
開場時間：6時～21時（年末年始除く）
駐車対象：自転車

盛岡駅西口自転車等駐車場
開場時間：24時間（年中無休）
駐車対象：自転車、原動機付自転車、自動二輪車
　　　　　（アイーナ側はバイク専用）

迷惑駐車はやめましょう！

盛岡駅西口自転車等駐車場

　緊急活動の妨げになる

地図　市営自転車等駐車場の所在地

高架下にあって
雨でも安心！
バイクも

駐車できるよ！

国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産
する人※1は、申請すると、平成31年4月分以降の国民年金保
険料が、出産月（出産前に申請する場合は出産予定月）の前
月から4カ月間※2免除になります。出産前に申請する場合は、
母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類を持参して
ください。

産前産後期間の免除
国民年金保険料

申請期間：4月1日㈪から
（出産予定日の6カ月前から申請で
きます)
受付場所▶市に住民登録がある人：

同課（内丸）・都南総合支所税務福祉
係（津志田14）・玉山総合事務所健康
福祉課（渋民字泉田)▶市に住民登録
がない人：住民登録先の市区町村や盛
岡年金事務所（松尾町）、全国の年金
事務所

医療助成年金課☎626-7529
1025034

ケート競技用防護マット52枚
▶下小路中：グラウンドの夜間照明
のLED化

寄付をいただきました

■社会人サークル「あふろ」
高橋孝

たか

行
ゆき

代表
2万円。コミュニティ施設管理運営の
ために。

（出産予定日の6カ月前から申請で

同課（内丸）・都南総合支所税務福祉
係（津志田14）・玉山総合事務所健康

市に住民登録
：住民登録先の市区町村や盛

岡年金事務所（松尾町）、全国の年金

不
明
な
点
は

お
問
合
せ
下
さ
い

区分 自転車 原動機付自転車
自動二輪車

1回（24時間までごと） 100円 150円
1カ月
定期駐車券

一般 2000円 3000円生徒等 1500円
2カ月
定期駐車券

一般 3800円 5700円生徒等 2800円
3カ月
定期駐車券

一般 5700円 8600円生徒等 4200円

表　市営自転車等駐車場の使用料

・ 生徒等とは、小・中学生と高校生、専門学校生、大学生、大学院生
が対象です
・定期駐車券は、２つの駐車場で共通して使用できます
・ 定期駐車券の「１カ月」は、月の初日からその月の末日までを指し
ます
・回数駐車券もあります。詳しくはお問い合わせください
・ＦＰホーム's自転車駐車場は、２時間以内の使用は無料です

自転車
・バイク

に

乗る皆
さん！

※2　双子以上の妊娠の場合は出産月（出産予定月）の３カ月前から６カ月間

※1　妊娠85日以上経過後の分娩が対象。厚生年金被保険者とその扶
養となっている配偶者、国民年金任意加入被保険者（海外居
住者など) は対象外です

産前産後期間
新制度
スタート

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

190315_0607_校了（5.10修正版）.indd   7 2019/04/10   15:48:50


