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マークの
見方もりおかインフォ

歴史的風致維持向上計画（案）に
対する意見

歴史文化課　☎639-9067
市は、盛岡の美しい街並みや文化、人
材などの地域資源を活用したまちづ
くりを進めていくために作成した同計
画（案）について、意見を募集します。

 都南分庁舎３階の同課や各支所・
出張所などに備え付けてある応募用
紙に、住所と名前、意見を記入し、〠
020-8532（住所不要）歴史文化課
に郵送または持参。市公式ホームペ
ージの申し込みフォームでも受け付
けます。８月７日㈫必着。持参は同日
17時まで　

 1023545

「南部の湯っこ券2018-2019」
を販売

盛岡観光コンベンション協会　
☎621-8800

岩手県と秋田県内の約37カ所の入
浴施設で利用できる共通温泉入浴
券を販売します。

 販売開始：7月15日㈰から
      利用期間：来年31年1月10日㈭まで

 4枚つづりで2000円※施設によ
り利用条件が異なります

 販売場所：プラザおでって２階（中
ノ橋通一）や市役所地下売店（内丸）
など　

 1023592

盛岡城跡公園樹木整理の
現地説明会

公園みどり課　☎639-9057

市は、盛岡城跡の石垣や地下の遺構
に支障となっている樹木の整理を進
めるため、現地説明会を開催します。

  7月21日㈯13時半から
  盛岡城跡公園の本丸　故南部伯

爵銅像台座前（内丸）
 1023158

保護猫一時預かりボランティア
「ニャンとも幸せプロジェクト」説明会

生活衛生課　☎603-8311
29年度に猫の殺処分実質ゼロの原
動力となった同プロジェクト。保健
所の保護猫を、譲渡するまで一般家
庭で預かるボランティアの説明会を
開催します。

  7月24日㈫13時～15時
  タカヤアリーナ（本宮五）　
  50人　  1023640

世界の恒久平和に願いを
総務課　☎626-7513

戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、
平和の大切さを忘れないため、各施
設で催しを行います。
■原爆写真パネル展
8月1日㈬～15日㈬

  ▶上田公民館（上田四）：9時～21時
▶都南図書館（永井24）：9時～18時
▶姫神ホール（渋民字鶴塚）：9時～18時
※いずれも祝日・夜間臨時休館日は
17時まで

  1019855
■原爆による無縁死没者遺骨名簿の
　公開
広島の原爆供養塔と長崎の原爆追悼祈
念堂に安置されている遺骨の中で、親族
が見つからない人の名簿を公開します。

  ▶上田公民館：8月1日㈬～15
日㈬、9時～21時
▶地域福祉課（市役所本館5階）：８
月16日㈭から　　

点字ディスプレーの給付
障がい福祉課　☎613-8346

視覚障がい１級・２級の身体障害者
手帳を持っている人などを対象に点
字ディスプレーを給付します。

 給付台数：10台※応募多数の場
合は抽選

 電話：8月31日㈮17時まで
 1023737　

コンプライアンス条例実施状況
職員課　☎626-7505

市政における公正な職務の確保に関
する条例（コンプライアンス条例）の
29年の実施状況は、次のとおりです。

▶公益通報・不当要求行為・特定要
求行為として公正職務委員会へ報告
があったもの：いずれも0件　

 1023690

情報公開と個人情報の保護
総務課　☎626-7513

市は、皆さんに市政をより理解してもら
うため、市役所本館6階の情報公開室
で随時、行政文書の開示請求・個人情
報の開示請求などを受け付けています。
▶行政文書の開示請求：情報公開制
度を設け、行政文書を開示していま
す。郵送も可。請求書は、同室に備え
付けているほか、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできます　

 1011578
▶文書目録の公開：市が作成した行
政文書の目録を市公式ホームページ
で公開　  1020268
▶審議会などの会議の公開：市政に
ついて意見を聴く審議会などを公開。

同室で会議録などの閲覧ができます
 1011635

▶交際費と食糧費の公開：市長と議
長の交際費、市の食糧費の内容を公
開。同室で閲覧できるほか、市公式
ホームページでも公開

 1008890（市長交際費）・1014672
（議長交際費）・1011799（食糧費）
▶個人情報の開示請求：個人情報保
護条例を定め、個人情報を適正に管
理し、自分の個人情報を開示請求する
権利などを保障しています

 1011825

浄化槽設置経費の補助
給排水課　☎623-1426

し尿と生活排水を併せて処理する浄 
化槽を設置する場合、経費の一部を
補助します。対象は、公共下水道事業
と農業集落排水事業の対象にならな
い区域です。補助金額など、詳しくは
お問い合わせください。

※特に記載がない場合、費用は無料

お知らせ

市は、表のとおり市営住宅の入居者
を募集します。
【入居可能日】9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過去に市営住宅に入居
した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力団員でない
※入居には、家賃３カ月分の敷金と連帯保証人が必要
【申し込み】7月19日㈭～25日㈬の９時～17時（土・日曜は除く）、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。本人か同居す
る家族（単身者は本人）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】同センター☎622-7030 【広報ＩＤ】1017768

市営住宅の入居者を募集
表　入居者を募集する市営住宅

住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

北厨川アパート（厨川二） ○ 1階 1 1万8500円～3万6400円 6・6・4.5・DK○ ○ 4階 1 1万6500円～3万2500円

谷地頭アパート（厨川五） ○ ○ 3階 1 1万1300円～2万2200円 6・4.5・3・DK○ ○ ○ 5階 1 1万1100円～2万1800円
月が丘アパート（月が丘三）
※エレベーター付き

○ ○ 2階 1 2万7300円～5万3700円 6・6・6・DK
○ ○ 2階 1 3万400円～5万9700円 8・6・4.5・DK

青山二丁目アパート（青山二)
※エレベーター付き

車いす常用

1～4
階

1 2万5600円～5万300円 6.9・6.1・DK
○ 2 1万5800円～3万1000円 6.3・DK○ ○ 5

※1 2 2万2300円～4万3900円 6.6・6.6・DK
※2 1 2万9600円～5万8100円 6.5・6.3・6.2・DK

青山西アパート（青山三） ○ ○ 4階 1 2万3400円～4万6000円 8・6・5・DK
前九年アパート（前九年三） ○ ○ 3階 1 1万7900円～3万5100円 6・6・4.5・DK

川目アパート（東山一） ○ ○ 3階 1 1万5200円～2万9900円 6・6・3・DK○ ○ 4階 1 1万5500円～3万400円

仙北西アパート（西仙北一）
○ 1階 1 1万8200円～3万5700円 8・6・DK
○ ○ 4階 1 2万2500円～4万4300円 8・6・5・DK○ ○ 5階 1 2万1000円～4万1300円

柿の木アパート（西見前12） 車いす常用 1階 1 2万3000円～4万5100円 6・6・6・DK
○ ○ 2階 1 2万3300円～4万5700円 8・6・6・DK

法領田アパート（乙部31) ○ ○ 2階 1 1万7800円～3万5000円 8・6・DK
大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 1 1万6100円～3万1700円 6・6・6・DK
※１　中学生以下の子と同居する世帯のみ

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある
　  人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障に該当しない世帯
車いす常用：下肢または体幹に身体障害者手帳２級以上の障がいがあり、車いす
　　　　　 を常用する人がいる世帯

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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
7/22㈰
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

くらしの
法律相談★

8/6・20、
月曜、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★

8/1・8・22・29、
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★相談希望日の前週の9時から受け付け。ただし22日分は、8日㈬から受け付け

プ
レ
イ
ベ
ン
ト

三ツ石神社への奉納演舞
７月24日㈫10時半～11時半

さんさ踊りゆかりの地・三ツ石神社（名
須川町）でミスさんさ踊りやさんさ太鼓
連が奉納演舞します。付近には駐車場が
ないので、車での来場はお控えください。

盛岡さんさ踊り前夜祭
７月31日㈫12時～19時(予定)
盛岡駅前滝の広場で、歴代ミスさ

んさ踊りやさんさ団体が演舞を披露。
地元企業などによる飲食・販売ブー
スもあります。

市役所
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所

県
公
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堂

本部
（総合案内所）
北日本銀行
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同
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ゴール
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問い合わせ
盛岡さんさ踊り

実行委員会
☎624-5880

８/１㊌
　～４㊏
18時～21時

盛岡さんさ踊り

【期間共通】
❶パレード開始前の伝統さんさ輪踊り（18時～)
　会場内３カ所（会場案内図の　）で各地域の
伝統さんさ踊り団体が踊りを披露。（2日は北日
本銀行前除く)
❷さんさ大パレード（18時～）
　ミスさんさ踊りとさんさ太鼓連、踊り集団によ
る華麗なパレード。
❸加わるさんさ輪踊り（20時半ごろ～）
　会場内７カ所で観客も参加できる輪踊り。
【2日㈭限定】
❶さんさ甲子園2018（18時40分ごろ～)
　高校生によるさんさ踊りの競演。
【4日㈯限定】
❶平成最後の太鼓大パレード（18時ごろ～)
　各参加団体のたたき手が集結したパレード。
❷さんさっ子パレード（18時15分ごろ～）
　園児によるさんさ踊りの披露。
❸大輪踊り（20時ごろ～）
　誰でも参加できます。祭り最終日のグランドフ
ィナーレを盛り上げましょう。

【広報ＩＤ】1007919

踊りの当日練習会

加わるさんさ
当日練習会in公会堂

 17時～17時45分
 県公会堂（内丸）
 無料

伝統さんさ踊り競演会

 13時～16時
 市民文化ホール大ホール

  （盛岡駅西通二）
 1日券500円、

    4日セット1000円
　※盛岡駅前滝の広場でも
　　披露（無料）

伝

点検のチェックポイント（一部）

□ 塀の高さは地盤面から2.2㍍以下か
□ 塀の厚さは10㌢以上か（塀の高さが 
      2㍍超2.2㍍以下の場合は15㌢以上)
□ 塀の高さが1.2㍍超の場合、控え壁  
   （直角方向に突き出した補助的な壁）
     があるか 国土交通省ホームページより

　6月18日の大阪府北部を震源とする地震で、塀の倒壊による死亡事
故が起きました。ブロック塀を所有・管理している人は、国土交通省作
成の「ブロック塀の点検のチェックポイント」を活用し、危険がないか点
検をしてください。詳しい点検方法は、市公式ホームページで公開して
いるほか、町内会などの回覧板を通じて7月下旬にお知らせします。

ブロック塀の
安全点検をしましょう！

【問】建築指導課☎651-4111
      （内線7229・7230）
【広報ＩＤ】1023710

□ コンクリートの基礎があるか
□ 塀に傾き、ひび割れはないか

※外観をチェックし、一つでも不適合
　がある場合や分からないことがあれば、

　
専門家に相談しましょう

※2　2人以上の中学生以下の子と同居する世帯のみ

広　告広　告

広報もりおか 30．7．15　　98　　広報もりおか 30．7．15

■市の推計人口（6月1日現在）
29万4210人（男：13万9466人、女：15万4744人）
【対前月比】61人減　【世帯数】13万2127世帯

 1019915　  企画調整課613-8397

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

募　集


