申請を に
忘れず

児童手当や
障がいがある人の手当など

白い

▲

▲

※所得制限を超えた場合は、子どもの年齢にか
かわらず１人につき月5000円です

【支給期間】子どもの15歳の誕生日の前
日が属する年度末まで

市営住宅の
入居者を募集

表
住宅名（所在地）

月が丘アパート（月が丘三）
※エレベーター付き
青山西アパート（青山三）

川目アパート（東山一）

柿の木アパート（西見前12）

家賃

間取り

１階・１戸 １万9200円～３万7800円 ６・６・６・ＤＫ
５階・３戸 １万8400円～３万6800円 ６・６・4.5・ＤＫ
１階・２戸 １万4900円～４万5700円 ６・６・ＤＫ
２万6000円～５万1000円 ８・６・５・ＤＫ
２万3200円～４万5600円 ８・６・ＤＫ
２万5400円～４万9800円 ８・６・５・DＫ
１万4700円～２万8900円
１万4500円～２万8400円
１万7700円～３万9100円
２万1300円～４万1900円
２万3300円～４万5800円
１万8000円～３万5500円
２万7000円～５万3000円
１万5700円～３万 900円

６・６・３・ＤＫ
８・６・ＤＫ
８・６・５・ＤＫ
８・６・６・ＤＫ
６・６・4.5・ＤＫ
８・６・６・ＤＫ
６・６・６・ＤＫ

ステップアップスキー教室
【日時】２月13日㈯・14日㈰、９時～15時半
【場所】岩手高原スノーパーク（雫石町）
【内容】パラレルターンの滑り方を学ぶ
【対象】山頂から滑走できる人
【定員】20人
【費用】6500円（リフト代別途）
【申し込み】往復はがきに住所と名前、生年月
日、電話番号、教室名、技能レベル（初級、中級
など）を記入し、〠020-8531（住所不要）市役
所スポーツ推進課へ。１月26日㈫必着。定員を
超えた場合は抽選
【担当】同課☎603-8013

アウトドア・イン・区界～冬の巻～
【期日】２月６日㈯９時半～７日㈰14時の１泊２日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古市）
【内容】歩くスキーや輪かんじきの体験、餅つき、
みずき団子作り、家族交流会など
【対象】小・中学生とその保護者
【定員】15組
【費用】１人4000円※送迎車あり
【申し込み】はがきに住所と名前（ふりがな）、
年齢、性別、学校名・学年、電話番号、イベント
名、交通手段、食事のアレルギーの有無、靴の
サイズを記入し、〠028-2631宮古市区界２-111、
同自然の家へ。ファクス0193-77-2124でも受け
付けます。１月22日㈮17時必着。定員を超えた
場合は抽選
【問い合わせ】同自然の家☎0193-77-2048

●ＩＭサービス

至仙北

土地の面積・予定価格など

物件番号

所在地

42

津志田西一丁目
42番６

種別

●

地図

川久保
病院
●
ビッグハウス
●
津志田歯科医院
４
●

○
■

箱石整形外科

面積・床面積 ● 予定価格

土地
170.46平方㍍
●ペッ
トショップ
建物

もりおか
あかり

雪

93.31平方㍍

829万5000円

雪あかりアートコンクール
【日時】２月７日㈰～11日㈭、10時～20時（11日は12時ま
で）※制作道具を持参【内容】グループでオリジナルの雪像
を制作。キャンドルに火をともし、芸術性を競う。最優秀賞
には賞金２万円を贈呈【申し込み】はがきに団体名と人数、
代表者の住所と名前、電話番号を記入し、〠020-0871中
ノ橋通一丁目１-10、盛岡観光コンベンション協会へ。ファ
クス653-4417でも受け付けます。２月１日㈪17時必着【問
い合わせ】同協会☎621-8800

ボランティア募集

䠪

スノーキャンドル制作【日時】２月９日㈫～
11日㈭、13時 半～17時 着火作業など【日
時】期間中の16時～20 時 半 撤去 作業【日
時】２月14日㈰10時～12時半【申し込み】はが
きに住所と名前、電話番号、参加できる日時を
津志田
記入し、〠020-8530（住所不要）市役所観光
用途地域
課へ。ファクス604-1717でも受け付けます。２
至矢巾
月１日㈪17時必着【担当】観光課☎613-8391
第１種住居地域
▲

表

【日時】２月28日㈰８時～13時
【場所】岩手高原スノーパーク（雫石町）
【内容】ジャイアントスラローム（大回転）
【種別】小学４年～６年生の男女、中学生男女、
高校生～27歳男子、28歳～39歳男子、40歳～
49歳男子、50歳～59歳男子、60歳以上男子、
高校生以上女子、ハンディスキー※高校生以上
はＳＡＪ会員登録者
【費用】小・中学生1000円、高校生1500円、一
般2000円
【申し込み】盛岡体育館（上田三）内の市体育協
会か市役所若園分庁舎（若園町）４階のスポーツ
推進課、渋民運動公園総合体育館（玉山区川崎）、
市スキー協会事務局（大新町３-25）に備え付け
の申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて
いずれかへ直接申し込み。２月９日㈫17時必着
【担当】スポーツ推進課☎603-8013

▲

建物 （旧 集会 所） が建
って いま すが 、
土地・建物一括での売
却です。

市スキー選手権大会

２月11日㈭～13日㈯、内丸の盛岡城跡公園ともりおか歴史
文化館前をメーン会場に開かれる「もりおか雪あかり」。同実
行委員会は、雪あかりアートコンクール参加者とスノーキャン
ドル制作などを手伝うボランティアを募集します。

至茶畑

市は、市有物件を入札により売却します。場所や面積・予定価格
100円ショップ
などは、地図と表のとおりです。担当は管財課☎613-8341。
【受付期間】２月２日㈫までの９
時～17時※土・日曜、祝日を除く
【申し込み】市役所本館４階の管
財課に備え付けの申込書に必要事
項を記入し、必要書類を添えて、
管財課へ直接持参してください。
入札日時と場所は申込時にお知ら
せします。申込書は、市公式ホー
ムページからもダウンロードでき
ます

【日時】２月14日㈰９時半～15時
【場所・内容】鞍掛山（滝沢市）周辺などを散策
※相の沢キャンプ場駐車場に９時半集合
【対象】歩くスキー経験者（歩くスキー用のス
キー板と靴、ストック、昼食を持参）
【定員】25人
【費用】2000円
【申し込み】１月５日㈫～２月９日㈫の10時～17
時、市スキー協会の三浦さん☎692-5899で先
着順に電話受け付け

参加者を
募集！

市有物件を売却します

新川踏切

世帯区分：各住宅に○印が付いている世帯が応募できます
☆「高・障」：60歳以上の人か者身体障害者手帳４級以上の障がいがある人、または
それらの人を含む世帯のみ
☆「単身」：「高・障」に該当せず、同居者がいない人
☆「一般」：「高・障」に該当しない人で構成される世帯
☆「高齢者世話付」：安否確認が必要と認められる60歳以上の単身者や、その人と
配偶者、または60歳以上の親族１人と暮らす世帯
☆「車いす」：車いすを常用していて身体障害者手帳（下肢または体幹が2級以上）
を持っている人がいる世帯

【日時】１月24日㈰９時～15時
【場所・内容】県民の森や岩手山麓、七滝周辺
（八幡平市）を散策※道の駅にしね（八幡平市）
に集合
【対象】歩くスキー経験者（歩くスキー用のス
キー板と靴、ストック、昼食を持参）
【定員】25人
【費用】2000円
【申し込み】１月５日㈫～19日㈫の10時～17時、
市スキー協会の三浦さん☎692-5899で先着順
に電話受け付け

歩くスキーツアー鞍掛山麓

▲

３階・１戸
１階・１戸
２階・１戸
３階・２戸
２階・１戸
５階・１戸
１階・２戸
５階・１戸
３階・１戸
４階・１戸
３階・１戸
平屋・１戸

【日時】２月７日㈰８時15分～
【場所・内容】①岩山パークスキー場（新庄字岩
山）でジャイアントスラローム②雫石町ケッパレ
ランドでクロスカントリーとリレー
【種別】小・中学生男女、高校生男子、一般女子
（高校生を含む）、青年・成年・壮年男子、ハン
ディスキー※クロスカントリーはハンディスキー
なし。リレーは中学生男女と高校生男子のみ
【費用】中学生100円、高校生以上500円、小
学生無料（リフト代別途）※クロスカントリーの
会場使用料200円別途
【申し込み】盛岡体育館（上田三）内の市体育協
会か市役所若園分庁舎（若園町）４階のスポー
ツ推進課、渋民運 動公園総合体育館（玉山区
川崎）に備え付けの申込書に必要事項を記入し、
参加料を添えていずれかへ直接申し込み。１月
22日㈮17時必着
【担当】スポーツ推進課☎603-8013

歩くスキーツアー岩手山麓・七滝

●

見前アパート（東見前９）
大ケ生住宅（乙部22）

在宅で極めて重い障がいがある20歳以
上の人に支給。ただし、入院している場合
と施設などに入所している場合、受給者本
人か扶養義務者の所得が一定額以上ある場
合は支給されません。担当は障がい福祉課
☎613-8346。
【支給額】月２万6620円

いよいよ本格的な冬が到来！
あなたも雪国ならではの恵まれた環境で
冬のスポーツを満喫しませんか？

あなたも参加
しませんか？

6［広報もりおか 28.１.１］
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昨年のスノーキャンドル
制作の様子

仙北西アパート（西仙北一）

特別障害者手当

【日時】１月10日㈰９時～12時半
【場所】岩手高原スノーパーク（雫石町）
【内容】ポールがあるコースで練習※ヘルメット
着用
【費用】無料（リフト代別途）。当日会場へどうぞ
【問い合わせ】市スキー協会の佐々木さん
☎090-4882-7651

ＪＲ東北本線

青山一丁目アパート（青山一）

心身に重い障がいがある20歳未満の子
どもに支給。ただし、施設などに入所して
いる場合や受給者本人か扶養義務者の所得
が一定額以上の場合は支給されません。担
当は障がい福祉課☎613-8346。
【支給額】月１万4480円
【支給期間】子どもの20歳の誕生日の前
日が属する月まで

階・戸数

に 思い 出 を ・・・

市民体育大会スキー競技会

東北新幹線

北厨川アパート（厨川二）

世帯区分
高・障 単身 一般
○
○
○
○
高齢者
世話付
○
○
車いす
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

障害児福祉手当

申し込
みは市
営住
指定
管
理
センタ 宅
ーへ

市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集
します。入居の際には連帯保証人と家賃３カ
月分の敷金が必要です。なお、表のほか、盛
岡駅西通アパート（盛岡駅西通一）は随時募
集しています。
【入居可能日】３月１日㈫
【入居資格】次の全てに該当する人
①住宅に困っている
②世帯の収入月額が法定の基準内である
③住民税を滞納していない
④本人と同居する人が暴力団員ではない
【申し込み】１月21日㈭～27日㈬の９時～
17時、市営住宅指定管理センター（中ノ橋
通一、106ビル９階）で受け付け。本人か家
族が手続きしてください。申込用紙は、同セ
ンターと市役所別館８階の建築住宅課、同本
館１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え
付けます。応募多数の場合は抽選
【問い合わせ】同センター☎622-7030

心身に障がいがあるため介護を必要とする
20歳未満の子どもを養育している人に、子
どもの障がいの程度・人数により支給。ただ
し、児童が施設などに入所している場合と、
受給者本人または扶養義務者の所得が一定額
以上ある場合は支給されません。担当は障が
い福祉課☎613-8346。
１級：①身体障害者手帳１、２級または療
育手帳Ａを持っている②それらと同程度の障
がいがある―のいずれかに該当する子ども
２級：①身体障害者手帳３級または４級を
持っていて一定の要件を満たす②療育手帳Ｂ
を持っていて一定の要件を満たす③それらと

▲

18歳までの子どもを養育していて①離
婚などで父または母がいない子どもの親②
父または母が重度心身障がい者の家庭③父
母に代わって子どもを育てている人―の
いずれかに該当する場合などに、子どもの

特別児童扶養手当

▲

児童扶養手当

同程度の障がいがある― のいずれかに
該当する子ども
【支給額】 １級：月５万1100円
２級：月３万4030円
【支給期間】子どもの20歳の誕生日の前
日が属する月まで
▲ ▲

▲

１人の場合：全部支給は月４万2000円、
一部支給は月9910円～４万1990円
２人以上の場合：２人目は月5000円、３
人目以降は１人につき3000円を加算
【支給期間】子どもの18歳の誕生日の前日
が属する年度末まで

▲ ▲

中学生までの子どもを養育している人に、
子どもの年齢・人数により支給。夫婦別居
の場合などは、子どもと同居している親に
手当を支給できることがあります。児童養
護施設などに入所している子どもの手当は、
施設へ支給されます。担当は子ども未来課
☎626-7542。
【支給額】
３歳未満：月１万5000円
３歳以上小学校修了前：第１子・２子は
月１万円、第３子以降は月１万5000円
中学生：月１万円

人数により支給。ただし、本人または同じ世
帯の人の所得が一定額以上の場合を除きます。
担当は子ども未来課☎613-8354。
【支給額】

キ

ス
ャンバ

ポール練習会

子どもを養育している人や障がいがある人には、各種手当が下
記のとおり支給されます。支給開始はいずれの手当も申請した月
の翌月分からです。

児童手当

冬 を 楽 しもう

雪と触れ 合 うこ の 季節

