
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（３月１日現在）
29万1560人（男：13万8216人、女：15万3344人）

【対前月比】248人減　【世帯数】13万2714世帯
　  1019915　  企画調整課☎613-8397

６ 広報もりおか ２. ４. 15 広報もりおか ２. ４. 15　 ７

広　告広　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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
夜間納付

相談
４/21㈫～24㈮
17時半～20時

納税課（市役所本庁舎別館
２階） 納税課

☎613-8462休日納付
相談

４/26㈰
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）

市民無料
法律相談★

５/18㈪・25㈪
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★

５/13～27、毎週水曜、
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

行政相談

毎月第２・第４金曜
（７/24を除く）
10時～16時

カワトク８階（菜園一）

岩手行政監視
行政相談センター
☎622-3470

偶数月の第４水曜
13時～16時 都南分庁舎（津志田14）

毎月第１水曜
（５月のみ第２水曜）
10時～12時

５月から月ごとに、玉山総
合福祉センター（渋民字
泉田）、好摩地区公民館
（好摩字野中）、玉山地区
公民館（日戸字鷹高）の順
に開催

毎月20日
11時～15時

イオンスーパーセンター
盛岡渋民店（渋民字鶴飼）

★要事前申し込み。相談希望日の前週（５月13日分は４月22日㈬）の９時から受け付け

米内浄水場の桜の
　　一般公開を中止します

　例年、米内浄水場（上米内字中居）で開催しているヤエベニシダ
レヒガンザクラなどの一般公開は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防止するため、今シーズンは中止します。場内の駐車場
には駐車できません。
　また、周辺への無断駐車もおやめください。

 同浄水場☎667-2280

高松公園内の交通案内
　桜が咲く時期は、高松公園周辺の混雑が予想されます。駐車場
には限りがありますので、徒歩や自転車、公共交通機関を利用し
てください。
　また、高松の池周辺道路は歩行者が多く危険ですので、車両で
の通行はできるだけ控えてください。

　盛岡城跡公園と高松公園で例年開催している盛岡さくらまつり
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、中止
します。それに伴い、ぼんぼりの点灯や露店の出店もありません。
桜の観賞や公園の利用はできますが、宴席や飲食は自粛をお願い
します。また、マスク着用による咳エチケット、こまめな手洗い
など感染防止にご協力ください。

 観光課☎613-8391　  1030412

盛岡さくらまつりは中止します
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地図　高松公園の駐車場など

■県交通：上田線、盛岡駅上
田線で「高松の池口」バス
停下車、徒歩１分

■駐車場：こがねパーク高松
　（旧盛岡競馬場跡地）駐車
　場。高松の池まで徒歩約５
　分、利用無料

街づくりわいわい塾会員
環境企画課　☎613-8419

盛岡らしい景観などについての講演
会や研修旅行に参加する会員を募集
します。

 5月19日～来年3月16日、主に第
３火曜、全10回、13時半～15時半※
研修旅行は８時半～

 上田公民館（上田四）　  40人
 2000円※研修旅行代は別途
 往復はがき：必要事項を記入し、

〠020-8531（住所不要）市役所環
境企画課へ郵送。5月7日㈭必着

 1025984

市営墓園の使用者
企画総務課　☎603-8301

新庄墓園管理事務所　☎651-4023

新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓
地と、青山墓園（みたけ一）普通墓地
の使用者を表１のとおり募集します。

 市内に住民登録があり、埋葬する
焼骨と火葬許可証を持っている人※す
でに市営墓園を使用している人と他
の墓地から改葬する人を除く

 同課と同事務所（新庄字上八木
田）に備え付けの申込用紙に必要事
項を記入し、4月24日㈮17時までに
同課または同事務所に提出。5月10
日㈰９時半から、市保健所（神明町）
で公開抽選　  1000928

中学生による
国際交流スピーチコンテスト
文化国際課内盛岡国際交流協会

☎626-7524

国際交流に関する作文を募集します。
審査通過者は同コンテストに出場し、
ビクトリア市研修団員選考会への出
場権を得ることができます。作文の
テーマや申し込み方法など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

 ７月５日㈰10時～16時
 上田公民館(上田四）
 郵送・持参：５月27日㈬消印有

効。持参は同日17時まで
 1026516

ホームステイ受け入れ家庭
アーラム大学盛岡事務所の畠山さん

☎661-5799

市内でホームステイする、アメリカ・
アーラム大の学生を受け入れる家庭
を募集します。会話は日本語でも問
題ありません。詳しくは、電話で問い
合わせるか同事務所のフェイスブッ
クをご覧ください。

 8月下旬から12月上
旬まで　  電話：５月15
日㈮まで

いわて男女共同参画サポーター
養成講座の受講生

男女共同参画推進室　☎626-7525
男女共同参画の基礎知識やドメステ
ィックバイオレンス（DV）の防止など
について学びます。

 6月20日㈯～11月16日㈪、全５回
 60人　  1500円
 電話：４月28日㈫から６月29日㈪

17時まで　  1001878

公益的な事業への補助
市民協働推進課　☎626-7535

市民活動団体などが企画する、市が
実施していない公益的な事業へ費用
の5分の4（上限50万円）を補助しま
す。応募方法など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧ください。

 応募期限：5月13日㈬17時まで
 募集内容：①市と協働で取り組む

事業②市が指定する施設を活用する
事業③指定するテーマに沿って市と
協働で取り組む事業―のいずれか

 1019028

総合プールの利用制限
総合プール　☎634-0450

次の期間は、営業時間を変更します。
 ５月２日㈯～６日㈬、12時～15時

のみ利用可能

盛岡広域成年後見センター
を開設します

盛岡広域成年後見センター
☎626-6112

成年後見制度に関する相談対応や講
座の開催、成年後見人の支援などを

専門的に行う同センターを新たに開
設します。

 開設日：４月20日㈪、窓口開設時
間は平日の８時半～17時半

 同センター（大通一丁目１-16岩手
教育会館２階）

 盛岡広域の市町に住む人
 1030209

寄付をいただきました

■コスモエコパワー㈱
1100万円。農林業の健全な発展の
支援と地球温暖化対策の促進のた
めに。

永井地域交流活性化センターの
電話番号が変わりました
２月15日号８ページで掲載した同セ
ンターの電話番号が、次のとおり変
更になりました。　  1029618

■電話番号　637-0500

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】６月１日㈪
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、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※連帯保証人制度が改正されました。同制度について詳
しくは、建築住宅課☎626-7533へお問い合わせください

 ４月23日㈭まで、９時～17時（土・日曜は除く）、同センター（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本庁舎別館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

 市営住宅指定管理センター☎622-7030 
 1016801

市営住宅の
入居者を募集

☆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

＜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

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 家賃 間取り高・障 単身 一般

谷地頭アパート（厨川五） ○ １階 １万1500円～２万2600円 ６・4.5・３・DK○ ○ ４階 １万1300円～２万2200円

北厨川アパート（厨川二）

○ １階 １万9700円～３万8700円

６・６・4.5・DK○ ○ ２階 １万7400円～３万4100円
○ ○ ３階 １万9400円～３万8100円
○ ○ ４階 １万7000円～３万3500円
○ ○ １万9200円～３万7800円 ６・６・６・DK

月が丘アパート（月が丘三）
※エレベーター付き 高齢者世話付き住宅 ２階 ２万4800円～４万8800円 7.5・６・DK
青山一丁目アパート（青山一） ○ ○ ４階 ２万7300円～５万3700円 ８・６・５・DK

青山西アパート（青山三） ○ ２階 ２万3900円～４万7000円 ８・６・５・DK○ ○ ４階 ２万3500円～４万6200円

川目アパート（東山一）
○ １階 １万5400円～３万300円

６・６・３・DK○ ２階 １万5700円～３万800円
○ ○ ○ ５階 １万4900円～２万9300円

仙北西アパート（西仙北一） ★ ４階 ２万2800円～４万4800円 ８・６・５・DK○ ○ ５階 ２万3400円～４万6000円

柿の木アパート（西見前12） ○ ○ ３階 ２万3300円～４万5700円 ８・６・５・DK○ ○ ２万3900円～４万7000円

大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 １万5700円～３万800円 ６・６・６・DK○ ○ １万6100円～３万1700円

法領田アパート（乙部 31） ○ ○ ２階 １万8300円～３万6000円 ８・６・DK○ ○ ３階 １万7800円～３万5000円
夏間木第１団地
（好摩字夏間木） ○ ○ ○ 平屋 １万2000円～２万3500円 ８・DK
夏間木第３団地
（好摩字夏間木） ○ ○ ２階

建 １万7200円～２万6100円 ６・６・６・DK
★ 中学生以下の子どもと同居する世帯

表１　市営墓園の募集区画
墓園 区画面積 募集区画数 墓地使用料 墓地管理料(年)

新庄（芝生墓地）
４平方㍍ ７区画 ７万6000円 2000円
６平方㍍ ４区画 11万2000円 3000円

青山（普通墓地） ３平方㍍ １区画 20万4000円 600円

相談などで窓口を利用
するときには、事前に
連絡すると受け付けが
スムーズです

受け入れ先の家族とアーラム大の学生

お知らせ募　集

高松公園の周回道路を
車で通行するときは、
歩行者に十分気を付け
て徐行してください

過去のコンテストの様子


