もりおかインフォ

公共施設保有最適化・長寿命化
中期計画改訂案への意見
資産経営課
☎603-8007 ファクス622-6211

市が保有する建物の複合化や転用、
長寿命化などを定めた同計画の改訂
案への意見を募集します。同案は市役
所本庁舎本館６階の同課や１階の窓
口案内所、各支所などに備え付けるほ
か、市ホームページにも掲載します。
任意の用紙に住所と氏名、意見を
記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所資産経営課へ郵送または持参。
ファクスと市ホームページでも受け
付けます。郵送は６月30日㈬消印有
効。その他は同日17時半まで
1035348

日頃、感じていることを
言葉にしてみませんか
長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局
☎603-8003

12月23日㈭に市民文化ホール（盛岡
駅西通二）で開催する「あのなはん
～私の思いを言葉に込めて～」で発
表する作品を募集します。テーマは①
私の生きがい・特技②私の夢・希望
③若者に伝えたいこと④私たちの役
割⑤地域活動に参加して⑥体験から
学んだこと⑦その他自由主題のいず
れか一つで、2000字以内の自作未
発表のもの。なお、作品の著作権は
市に帰属し、原稿は返却しません。
募集期間：６月21日㈪～10月28
日㈭
市内在住の60歳以上
作品に必要事項と題名、職業を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課へ郵送または持参。郵
送は10月28日㈭消印有効。持参は
同日17時半まで
1006426

曜・祝日などの行事に参加できる人
電話：12月26日㈰まで
1009440

お知らせ
盛岡広域都市計画地区計画の
変更原案の縦覧と説明会
①交通政策課 ☎613-8538
②都市計画課 ☎639-9051

①前潟地区と②武道地区の地区計画
変更原案の縦覧と説明会をします。土
地所有者などの利害関係者で意見が
ある場合は、市長に意見書を提出でき
ます。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
①1035471②1035372
▶縦覧
６月18日㈮～７月２日㈮、９時～
１７時
①市役所本庁舎本館７階交通政
策課②市役所都南分庁舎２階都市計
画課
▶説明会
①６月21日㈪②18日㈮、いずれも
18時半～
①土淵地区活動センター（前潟四）
②渋民公民館（渋民字鶴塚）
▶意見書提出
任意の用紙に住所と氏名、意見を
記入し、①〠020-8530（住所不要）
市役所交通政策課②〠020-8532
（住所不要）市役所都市計画課へそ
れぞれ郵送または持参。郵送は７月
９日㈮必着。持参は同日17時まで

総合プール内サブプールの開設
総合プール

開設期間：７月１日㈭～９月３日㈮、
10時～17時
1023443
■全施設利用制限
７月３日㈯～25日㈰は大会などのた
め利用できません。
1035304

遺跡の学び館サポーター
同館の行事運営を支援するボランテ
ィアを募集します。
若 干名※遺 跡に興味があり、日

環境月間の６月と環境問題をテーマ
とした主要国首脳会議（Ｇ８）が日本
で開催された７月に、市内一斉にライ
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少年指導員養成講座

中央公民館
☎654-5366 ファクス653-3505

地域の子供会の組織づくりや活動の
支援者を養成します。開催時間や申
込方法など詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
７月14日㈬～９月25日㈯、主に
水曜または土曜、全13回
同館（愛宕町）と区界高原少年自
然の家（宮古市）
15人※20歳以上で過去に同講座
を修了した人を除く
保険料や野外活動費など別途
往復はがき・ファクス・応募フォー
ム：６月30日㈬必着
1030999

交通災害共済に加入を

くらしの安全課 ☎603-8008

交通事故によるけがなどに備え、同
共済に加入しませんか。詳しくは、同
時配布したチラシや市ホームページ
をご覧ください。
共済期間：８月１日㈰から１年間
１人400円

指定金融機関での受け付けは９月
30日㈭まで。市役所本庁舎本館６階
の同課と玉山総合事務所税務住民課、
都南総合支所、各支所、玉山地域の
各出張所では随時受け付け
1001119

情報公開と個人情報保護

☎634-0450

明かりを減らして
地球温暖化について考えよう

遺跡の学び館 ☎635-6600

トダウンに取り組みます。明かりを普
段より減らし、地球の未来と私たち
の暮らしについて考えてみませんか。
６月21日㈪と７月７日㈬、20時～
22時
1020178

環境企画課 ☎626-3754

総務課 ☎626-7513

■情報公開：市政をより理解してもら
うため、情報公開制度を設け、市役
所本庁舎本 館６階の情報公開室で
随時、開示請求や行政資料の閲覧な
どを受け付けています
開示請求：請求書は、同室に備え
付けているほか、市ホームページから
もダウンロードできます。郵送での
1015584
請求も受け付けます
▶文書目録の公開：市が作成した行
政文書の目録を市ホームページで公

▼

募 集

のお 知らせ

市・県民税
納期限：６月30日㈬※口座振替を利用し
ている人は、預貯金残高を確認してください
納税課☎613-8464
1034399

1020268
開しています
▶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し
ています
市長交際費：1008890
議長交際費：1014672
食糧費：1011799
▶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。
会議録は同室で閲覧できます
1011635
個人情報保護：市は、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。請求時に本人確
認が必要です
1011825

■

市税 の 納期 限

自転車の交通ルールを守ろう
①くらしの安全課 ☎603-8008
②交通政策課 ☎613-8538

暖かくなり、自転車に乗るのが心地
よい季節になりました。走行すると
きは、ルールを守り、歩行者に十分
気をつけましょう。
▶車道を走行するときは、必ず左側
を走りましょう。自転車の走行がで
きる歩道でも左側の歩道を走るなど
盛岡マナー※を心掛けましょう。
▶夜間はライトを点灯しましょう。

■市の推計人口（５月１日現在）
28万9639人（男：13万7205人、女：15万2434人）

盛岡競馬場（新庄字八木田）
入場料200円※14歳
以下は無 料。６月27日
㈰は無料

家屋の全戸調査を実施
資産税課

固定資産税を適正に課税するため、
身分証を携帯した調査員が、固定資
産税が課税されている家屋を外観か
ら確認します。
1000524

クマにご注意ください！
農政課 ☎613-8457

クマの活動が活発になる季節となり
ました。近年は、人里周辺への出没
が増えています。山間地での作業に
加え、山間地に近い農地での作業な
どでも十分気をつけましょう。
▶主な対策：①山に入る時は２人以
上で行動し、鈴やラジオなどで大き
な音を出す②子グマを見たときは静
かに立ち去る③生ごみや廃棄農作物
は、屋外に置かないなど適切に処分
する
1001651

狩猟免許取得経費の補助
農政課 ☎613-8457

※歩行者と自転車の危険な交錯を避ける
ために取り組んでいる市独自のマナー

①1001111②1025665

鍵かけで無施錠被害をなくそう
くらしの安全課

☎603-8008

無施錠を狙った侵入・窃盗の被害が、
市内で多数発生しています。自宅の
鍵かけはもちろん、短時間でも車や
自転車の施錠を心掛け、大事な財産
を守りましょう。
1001100

盛岡競馬が開幕

県競馬組合

☎651-2999

盛岡競馬が開幕します。初日は開場
25周年を記念して、来場者プレゼン
トなどがあります。無料の優待バス
（盛岡駅～同競馬場）も運行します。
詳しくは同競馬組合ホームページを
ご覧ください。
開催期間：６月27日㈰～11月23
日㈫

☎613-8403

狩猟の担い手育成などのため、同経
費の一部を補助します。

市内在住で、狩猟者登録（盛岡猟
友会に加入）することが見込まれる人
補助額：対象経費の２分の１以内
※上限5200円
1019525

【対前月比】240人増 【世帯数】13万4514世帯
企画調整課☎613-8397
1019915

森林の伐採には
事前の届け出が必要です

労働保険の年度更新は
お済みですか

盛岡・都南地域：林政課 ☎626-7541
玉山地域：産業振興課 ☎683-3853

岩手労働局 ☎604-3001
盛岡労働基準監督署 ☎604-2530

森林整備計画に沿って森林を適切に
保全するため、森林の立木を伐採す
るときは、30日前までに事前の届け
出が必要です。また、伐採を業者など
に依頼する場合は、所有者と伐採者
の連名による届け出が必要です。対
象や条件など詳しくは、お問い合わ
せください。
1008275

本年度の労働保険の年度更新期間を
迎えています。保険料の申告・納付
は同労働局、同監督署、金融機関で
お願いします。なお、労働保険の手
続きは電子申請が便利です。
申告・納付期限：７月12日㈪まで
1035263

土砂災害に注意しましょう！

盛岡年金事務所 ☎623-6211
ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004

盛岡広域振興局土木部

☎629-6630

梅雨の季節を控え、大雨や長雨に伴
う土砂災害の発生に備えましょう。
キャッチフレーズは、
「避難の声かけ、
安全の確認」です。あらかじめ自宅
周辺の危険性や避難情報の入手方法
などを確認しましょう。また、避難す
るときは、周りの人と声を掛け合い、
明るいうちに避難しましょう。

アメリカシロヒトリの駆除に
協力を
公園みどり課 ☎639-9057

アメリカシロヒトリは白い小型のガで、
特に落葉広葉樹の葉を食害し、枯ら
せてしまいます。駆除には早期発見が
大切です。市は、表の施設に薬剤と器
具を配置しますので、庭木などに発生
した場合は活用してください。市道や
公園の樹木は、市が委託した業者が
駆除します。作業時は事前にチラシな
どで近隣の皆さんにお知らせします。
1030334

表

アメリカシロヒトリ駆除の薬剤と器具の配置場所
施設名
電話番号
施設名
松園地区活動センター
661-8231 大慈寺老人福祉センター

電話番号
623-0218

緑が丘児童・老人福祉センター 661-8236 加賀野児童・老人福祉センター 623-0407
上田公民館

654-2333 仙北地区活動センター

635-9356

青山地区活動センター

646-1593 本宮老人福祉センター

635-4595

厨川老人福祉センター

647-1982 中野地区活動センター

652-3288

上堂老人福祉センター

643-0330 みたけ地区活動センター

641-7817

西厨川老人福祉センター

647-2446 太田地区活動センター

658-1330

桜城児童・老人福祉センター

653-6211 土淵地区活動センター

645-1630

山岸地区活動センター

663-2505 上米内老人福士センター

667-1271

仁王老人福祉センター

654-6187 都南分庁舎２階公園みどり課

639-9057

山王老人福祉センター

654-6269 玉山総合事務所１階税務住民課 683-3805

杜陵老人福祉センター

654-9155
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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

国民年金保険料の追納を

その期間に応じて将来受け取る老齢
基礎年金額が少なくなります。免除
などを受けてから10年以内であれ
ば追納することができますので、ぜ
ひこの制度をご利用ください。詳し
くは同年金事務所か同ダイヤルにお
問い合わせください。
免除・猶予：1000980
学生納付特例：1003605

寄付をいただきました
な

国民年金保険料の免除や納付猶予、
学生納付特例を受けた期間があると、

ご し と し ゆ き

■岩手大学 名越利幸名誉教授
ダジック・アース一式（半球バルーン、
ブロアー、ノズル、ノートパソコン、
プロジェクター）。理科教育の振興の
ために。

リニューアルオープンしました！

もりおか町家物語館
《大正蔵》
歴史的な景観と調和した保存建造物
の同館(鉈屋町）にある大正蔵は、大正
時代に築造された酒蔵で、４月28日㈬
にリニューアルオープンしました。盛岡
の特産品を販売する他、盛岡産のアロ
ニアを使ったジェラートが好評です。２
階の展示室では市出身のデザイナー、
中村誠さんのポスター展を９月26日㈰
（６月28日㈪～７月１日㈭を除く）まで
開催中です。ぜひお立ち寄りください。
もりおか町家物語館☎654-2911
1006837

２階展示室

まこと

ジェラートショップ

各種相談
内容
休日納付
相談

日時
６/27㈰
９時～16時

市民無料
法律相談★

７/12㈪・26㈪
10時～15時

無料
法律相談★

７/７～28、毎週水
曜、10時～15時

ひとり親家庭 ７/12㈪
等特別相談 10時～15時

場所
問い合わせ
納税課（市役所本庁舎別館２ 納税課
階）と健康保険課（同１階） ☎613-8462
広聴広報課
（市役所本庁舎別館６階）
県福祉総合相談センター
（本町通三）

★要事前申し込み。相談希望日の前週９時から受け付け

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557
岩手弁護士会
☎623-5005

市ひとり親家庭等
就業・自立支援セ
ンター☎623-8539

広告に関するお問い合わせはナチュラルコム
広告に関するお問い合わせはナチュラルコム
（株）
（株）
☎019-652-9190へどうぞ
☎019-652-9190へどうぞ
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