３日間開催するイベント

★フォトスポットの設置（盛岡城跡公園）
記念撮影用のパネルを設置

★メッセージキャンドル販売
（もりおか歴史文化館前）

感謝の気持ちや願いを書いて会場
にともすことができるメッセージ
キャンドルを販売

【日時】
２月11日㈭～13日㈯、17時～20時

雪あかりアートコンクール作品（雪像）の
投票を11日㈭の17時から20時まで受け付
けます。表彰式は12日㈮18時から開催

モ

ば

*

＊盛岡ふれあい覆馬場プラザは12日と13日のみ

なつ い だいぼんてん

※久慈市の夏井大梵天神楽が特別出演

※前売り券は市内プレイガイドで発売中

【担当】歴史文化課☎639-9067
▲

山岸さんさ踊り
▼玉山神楽

★牛乳パック灯籠制作会
（もりおか歴史文化館前）
東日本大震災の月命日に思いを寄せ、牛乳
パックを使った灯籠を制作し会場内で点灯。
11日㈭14時～16時半
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軽自動車税が
上がります

税制改正に伴い、軽自動車や原動機付自転
車、オートバイ、小型特殊自動車などの税額
が28年度分から表のとおり変更になります。
【担当】市民税課☎613-8499

告
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※病気や障がいなどで本人が受け取れない場合は、代理人が
手 続きできます。詳しくは、お問い合わせください
個人番号カードの申請方法
マイナンバーの通知カードに同封されている
申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付
け、返信用封筒で送付してください。パソコ
ンやスマートフォンからも申請できます

軽自動車の区分や税額など
区分
現行税額
新税額
50cc以下
1000円
2000円
50cc超90cc以下
1200円
2000円
原動機付
自転車
90cc超125cc以下
1600円
2400円
ミニカー
2500円
3700円
125cc超250cc以下 2400円
3600円
オートバイ
250cc超
4000円
6000円
農耕作業用
1600円
2400円
小型特殊
自動車
その他
4700円
5900円
乗用（自家用）
7200円 １万800円
5500円
6900円
四輪以上の 乗用（営業用）
軽自動車★ 貨物（自家用）
4000円
5000円
貨物（営業用）
3000円
3800円

市役所本館１階の市民登録課（玉山区の人は玉
山総合事務所税務住民課）で受け取ることがで
きます。印鑑と本人確認書類、委任状（代理で
受け取る場合）をご持参ください。なお、通知
カードの保管期間は３月31日までの予定です。
これを過ぎると再交付の手続きが必要になる場
合があります。お早めにお受け取りください

も たにこうすけ

がんくいまめ

上映された記念
映像の１シーン

「岩手山をのぞむ拠点都
市『盛岡』のこれから」
と題し講演する藻谷さん

軽自動車税は、４月１日時点で登録されている軽自動車な
どに課税されます。廃車や名義変更をする場合は、次の窓口
で忘れずに手続きしてください。
●軽自動車・オートバイ（125cc超250cc以下）
→岩手県軽自動車協会（湯沢16）☎639-8021
●オートバイ（250cc超）
→東北運輸局岩手運輸支局（矢巾町）☎050-5540-2010
●原動機付自転車（125cc以下）や小型特殊自動車など
→市役所本館２階の市民税課か都南総合支所、
玉山総合事務所税務住民課

★四輪以上の軽自動車について
○27年３月31日までに登録された車両
28年度以降も現行税額で据え置き
○27年４月１日に登録された新車
27年度分から新税額が適用されています
○27年４月２日以降に登録された新車
28年度分から新税額が適用されます

多くの人でにぎ
わう祝賀会場

Q

雪が積もったから、早く家の前の道路を
除雪してほしいのだけれど…。

Ａ

市は、除雪を行う基準・優先順位を定め作業を行ってい
ます。降雪量がおおむね10㌢を超えたとき、幹線道路
から住宅地内の道路の順で除雪作業を行います。除雪機械や業
者を増やして早く終わるように努めていますが、降雪時間や
量、交通状況によっては時間がかかってしまう場合があります
ので、ご理解をお願いします。
また、道路幅が狭かったり、袋小路になっていたりする場所
は除雪機械で作業できないため、全ての市道を除雪することは
困難です。町内会などを対象に、小型除雪機や運転手付きのダ
ンプトラックを無料で貸し出したり、凍結防止剤を配布したりし
ています。行政では行き届かない部分については、皆さんのご
協力をお願いします。【担当】道路管理課☎613-8543

市民伝言板

寄付

市民サークルの会員募集や催事情報など

次の皆さんから心温かい寄付をいただき

を無料で掲載するコーナーです。掲載は

盛岡市民歌
を斉唱する参
加者

※玉山区では小型除雪機と運転
手付きダンプトラックの貸し出
しは行っていません。凍結防止
剤の配布は行っていますので、
詳しくは玉山総合事務所建設課
☎683-3839へどうぞ

先着順です。掲載方法など詳しくは、広

ました。ありがとうございました。大切
に活用させていただきます。

聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲
載時点での予定です。

まこと

■岩手県印刷工業組合（斎藤誠理事
長）と同組合盛岡支部（吉田尹支
部長）
10万円。緑化活動のために。
■㈱奥村電気商会（奥村大祐代表取
締役）
事務室照明器具ＬＥＤ化工事一式。
太田地区活動センターでの有効活用
のために。
■コスモスの会（熊谷靖子代表）
１万9000円。社会福祉のために。
ただし

歓迎装飾で
おもてなし

廃車・名義変更の手続きをお忘れなく！

表

※その他の車両については、市公式ホームページに掲載
しています

広

申請後に届く「交付通知はがき」に、交付期間と交
付場所、必要書類が記載されています。必要書類を持
参し、期限までに本人がお受け取りください。

盛岡市・玉山村合併から10周年の節目を祝う記念式典
が１月９日、盛岡グランドホテル（愛宕下）で開かれまし
た。約600人が参加し、谷藤裕明市長は「合併して良かっ
たと実感してもらえるよう、市勢発展の決意を新たにして
いる」と式辞。日本総合研究所の藻谷浩介さんによる記念
講演や合併後の10年を振り返る記念映像上映も行われ、
さらなる発展へ向けて理解を深めました。続いて行われた
祝賀会では、外山節やさんさ踊りが披露された他、玉山区
の岩洞そばや雁喰豆ごはんなど特産品も振る舞われ、節目
を祝うとともに市の魅力を再発見する一日となりました。

ラム

コ
国体 .18
l
o
v

冬季大会のスピードスケート競技が行われた県営スケート場。その
隣に建てられた大型休憩所「おもてなしロッジ」は、近隣地区の子ども
たちによって飾り付けられ、にぎわいと温かみのある空間に。「みんな
がんばれ」「ようこそ岩手へ」などのメッセージも飾られ、選手や監督、
応援に訪れた市民らを楽しませました。
10月の本大会・希望郷いわて大会でも歓迎装飾を実施。商店街や
盛岡駅構内などで着々と準備が進められています。全国から訪れる多
くの皆さんをおもてなしの心でお迎えするため、市民一丸となって歓
迎ムードを高めていきましょう！
【担当】同実行委員会事務局（国体推進局内）☎603-8009

※27年４月１日以降に登録された環境負荷が少ない新車につ
いては、初年度分に限り税額が軽減される場合があります

○初度検査年月から13年を経過した車両
28年度分から順次、重課税が適用（電気軽自動車など
一部を除く）。税額についてはお問い合わせください

おもてなしロッジに
飾られた子どもたち
のメッセージ

広

（下）盛岡駅南口の歓迎シート
（上）中央公園横断幕

【費用】前売り800円、当日1000円。
中学生以下無料

昨年のアートコ
ンクール作品

年度
から

【日時】２月21日㈰10時～15時半
【場所】市民文化ホール
（盛岡駅西通二）
【内容】市指定文化財である民俗芸能
の保存団体が一堂に会し演舞を披露

○受け取り方法

盛岡市・玉山村が合併10周年

通知カードを受け取っていない人へ

ス

おおい ば

もりおか郷土芸能
フェスティバル

※降雪の状況によってはコンクールを中止する
場合があります

名前や住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバ
ーなどが記載されたプラスチック製のカード。本人確
認のための身分証明書として利用できます。

節目を祝い決意新たに

▶

▼

▼

【内容・場所】
メーン会場（スノーキャンドルや雪像、メッ
セージキャンドルの展示など）：盛岡城跡公園
のサンビル側、もりおか歴史文化館前（いずれ
も内丸）
サブ会場（スノーキャンドルの展示など）：
盛岡駅滝の広場（盛岡駅前通）、M OSSビル
前（大通二）、プラザおでって（中ノ橋通一）、
県公会堂（内丸）、もりおか町家物語館（鉈屋
町）、日影門緑地（中央通一）、東大通り周辺、
カワトク（菜園一）、盛岡八幡宮（八幡町）、
前九年公園（前九年三）、盛岡ふれあい覆馬場
プラザ周辺 （青山二）

★アートコンクール一般投票（盛岡城跡公園）

○個人番号カードとは？

市民提案箱や市公式ホームページなどに寄せられた、市民の皆
さんからの市政に対する疑問や意見などのうち、特に関心が高
いと思われる事項を取り上げて、市広報キャラクター「モリ
ィ」が市の担当者に聞きます。

小型除雪機は
１日単位でも
貸し出し可能です

11日㈭のみ開催するイベント

「個人番号カード」の交付が２月から始まり
ます。申請後に届く「交付通知はがき」を確認
の上、忘れずにお受け取りください。【担当】
市民登録課☎613-8145、613-8307

申請期
限
は
ありませ
ん

※11日の18時から、もりおか歴史文化館前でオー
プニングセレモニー（点灯式）を開催。どなたで
も点灯に参加できます

個人番号カードの
交付が始まります

▲

市民やボランティア団体が１つ１つ手作りし
たスノーキャンドルが、盛岡を温かな光で包み
込む「もりおか雪あかり」。今年も３日間開催。
幻想的な世界をお楽しみください。【問い合わ
せ】盛岡観光コンベンション協会内、もりおか
雪あかり実行委員会事務局☎621-8800

Q &A

が聞いたよ

雪あかり

市政

▲

もりおか

マイナンバーに関するお知らせ

●各種無料相談
日時 ２月27日㈯・３月26日㈯、13時
～16 時 場所 アイーナ（ 盛 岡 駅 西 通
一） 内容 年金や雇用保険、健康保険、
ＮＰＯの会計・経理・設 立などの相
談 費用 無料 問 ＮＰＯシニアパワーいわ
ての中村さん☎080-1663-8418
●女性文化大学
～すばらしい民族衣装の世界～
日時 ２月28日㈰14時～ 場所 盛岡劇場
（松尾町） 内容 着物ファッションショ
ーなど 費用 無料 問 民族衣装文化普及
協会の平井さん☎0120-029-315
●気軽にできる「ゆったり体操」
会員募集
日時 毎週水・木曜、13時半～14時半
場所 乙部老人福祉センター（乙部28）
費用 １カ月1000円 問 高橋さん☎0705320-2615
●行政書士試験勉強サークル会員募集
日時 ２月19日㈮から毎週金曜、19時
～21時 場所 中央公民館（愛宕町）な
ど 内容 現役行政書士による講義（初
回は無料説明会） 費用 ５万円 問 岡田
さん☎090-4550-9687

だいすけ

やす こ

♥ふるさと納税（もりおか元気応援寄付）
市外在住の皆さんから、ふるさと盛岡
を応援したいという温かい思いが込もっ
た寄付です。平成27年に10万円以上の
寄付をいただいた皆さんを紹介します。
まこと

■土屋信さん（神奈川県）10万円
■医療法人イーハトーブ仙台内科総
合クリニック、鎌田和彦さん（宮
城県）300万円
■佐々木誠さん（東京都）非公開
■宮本竜夫さん（大阪府）非公開
■下タ村正樹さん（秋田県）10万円
■佐瀬くららさん（東京都）非公開
ほか匿名１人（埼玉県、10万2000
円）。市公式ホームページには、公
表を承諾した全寄付者を紹介します。
かずひこ

まこと

たつ お

し

た むらまさ き

告
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