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（６月１日現在）
【対前月比】21人増 【世帯数】13万4548世帯
企画調整課☎613-8397
1019915
28万9660人（男：13万7242人、女：15万2418人）

☞１ページからの続き

市有地の売却

管財課

☎613-8340

永井24地割の土地を入札で売却しま
す。条件や申し込み方法など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。
８月31日㈫まで
1008682

地図

売却する市有地の場所

都南分庁舎

見前中
盛岡南消防署

←至岩手飯岡駅
見前幹部交番

至国道４号→

売却する市有地

電話：8月31日㈫17時まで
1023737

医療費受給者証を発送

医療助成年金課

☎626-7528

7月31日が有効期限の受給者証を持
っている人で、８月以降も対象となる
人に、７月下旬に新しい受給者証を
発送します。
重度心身障がい者、中度身体障
がい者、ひとり親家庭等、寡婦等、乳
幼児、小学生、中学生
1028060

世界の恒久平和に願いを
総務課

☎626-7513

■原爆写真パネル展
戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、
指定管理者申請予定者の説明会
平和の大切さを忘れないため、原爆
資産経営課 ☎603-8007
写真パネルなどを展示します。
市は、表のとおり公募により来年４
７月31日㈯～８月15日㈰
月１日から指定管理者を指定する施
上田公民館（上田四）、都南図書館
設の説明会を開催します。指定管理
（永井24）
、姫神ホール（渋民字鶴塚）
者の申請を予定している団体などは、
1026926
各担当課へ事前に連絡の上、説明会
■原爆無縁死没者遺骨名簿の公開
へ出席してください。詳しくは、各担
広島の原爆供養塔と長崎の原爆追悼
当課に問い合わせるか市ホームペー
祈念堂に安置されている遺骨の中で、
ジをご覧ください。
親族が見つからない人の名簿を公開し
1011448
ます。
７月31日㈯～８月15日㈰は上
点字ディスプレイの給付
田公民館、
８月18日㈬以降は市役所
障がい福祉課 ☎613-8346
本庁舎本館５階の地域福祉課
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に、点字ディ
国民健康保険税の減免制度
スプレイを給付します。
健康保険課 ☎613-8437
給付台数：10台※応募多数の場
新型コロナウイルス感染症の影響に
合は抽選
表

指定管理者申請予定者説明会の日程など
施設名（所在地）
日時
会場
津志田老人福祉センター
７月21日㈬ プラザおでって
（津志田西二）
10時～
特別会議室
東中野運動広場
７月21日㈬
本庁舎別館
（東中野字立石）
13時半～
つなぎ多目的運動場
７月21日㈬ 403会議室
（繫字除キ）
14時～
土淵児童センター
（上厨川字下川原）
大新児童センター
７月27日㈫ 市保健所３階
（南青山町）
城西児童センター
13時半～
中ホール
（中屋敷町）
見前北児童センター
（西見前18）
もりおか町家物語館
７月27日㈫ プラザおでって
（鉈屋町10）
14時～
特別会議室
余熱利用健康増進センター
７月27日㈫ クリーンセンター
（上田字小鳥沢）
14時～
２階見学者室
盛岡駅前自転車駐車場
８月２日㈪ 市勤労福祉会館
（盛岡駅前通）
14時～
401・402会議室
盛岡駅西口自転車等駐車場
（盛岡駅西通二）
原敬記念館
８月11日㈬ 都南分庁舎
（本宮四）
先人記念館
10時～
101会議室
（本宮字蛇屋敷）

８
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担当課
長寿社会課
☎603-8003
スポーツ推進課
☎603-8006

子ども青少年課
☎613-8356

観光課
☎626-7539
クリーンセンター
☎663-7153
交通政策課
☎626-7519
歴史文化課
☎639-9067

より、令和３年中の収入が減少した
などの世帯に対して、国民健康保険
税を減免します。必要書類など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。
①新型コロナウイルスにより主
たる生計維持者が死亡または重篤
な病気となった世帯②主たる生計維
持者が新型コロナウイルスの影響で、
事業や不動産、山林、給与収入のい
ずれかが令和２年の10分の３以上減
少することが見込まれる世帯
市ホームページからダウンロード
した申請書に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所健康
保険課へ郵送または持参。※郵送で
の申請にご協力ください
1031213

農地の転用利用等を
予定している人は相談を
盛岡・都南地域：農政課 ☎626-7540
玉山地域：産業振興課 ☎683-3852

市農業振興地域整備計画の定期見
直しを令和４年度に行います。同年
度内に農地の転用などを予定してい
る人は、農用地区域からの除外が必
要になる場合があるため、８月31日
㈫までにご相談ください。なお、同
計画の見直しに伴い、４年度中は除
外の手続きはできません。

浄化槽設置経費の補助
給排水課 ☎623-1426

し尿と生活雑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。対象地域や補助金額
など詳しくは、お問い合わせください。

夏の交通事故防止県民運動
くらしの安全課 ☎603-8008

７月15日㈭～24日㈯は夏の交通事
故防止県民運動期間です。今年のス
ローガンは「つくろうよ 事故無い
未来を ぼくたちで」。夏は、暑さや
長距離運転での疲労による重大事故
のほか、夏休み中の子どもが巻き込
まれる交通事故が心配されます。交
通ルールとマナーを守り、交通事故
を防止しましょう。
1001109

ほいくしカフェ

県保育士・保育所支援センター
☎637-4544 ファクス 637-9612

保育士としての再就職に向けて、不安
なことを一緒に話してみませんか。
７月29日㈭10時~12時
ふれあいランド岩手（三本柳８）
10人程度※保育士資格を持ち、
現在保育士として働いていない人
電話・ファクス：７月28日㈬12時
まで

介護職員初任者研修

県母子寡婦福祉連合会 ☎623-8539

介護職に就く上で必要な知識や技能
を身に付けます。内容や日程など詳し
くは、お問い合わせください。
10月５日㈫～29日㈮、全17回
ニチイ学館盛岡校（盛岡駅西通二）
10人※ひとり親家庭などの親で
全日程を受講できる人
電話：９月10日㈮16時まで

「いきいき岩手」
結婚サポートセンターの会員
ｉ-サポ盛岡

☎601-9955

スタッフとAIが理想のパートナー探し
をサポートします。詳しくは、お問い合
わせください。
20歳以上の独身の人で次のいず
れかに該当する人①県内に在住また
は在勤②県外に在住で、結婚後に県
内に居住できる
入会登録料１万円

寄付をいただきました
■㈱インフォメーション・ディベロプ
メント 山川利雄代表取締役社長
絵本35セット。児童の健全育成のた
めに。
と し

お

＜お詫びと訂正＞
７月１日号特集、
「モリオカ神楽」の記
事に誤りがありました。２ページの「修
験山伏」のふりがなは、正しくは「しゅ
げん」、地図上の「巻掘神楽伝承会」
は正しくは「巻堀神楽伝承会」です。お
詫びして訂正します。
しゅう

げ ん

わ

各種相談
内容
日時
休日納付 ７/25㈰
相談
９時～16時
市民無料 ８/２㈪・30㈪
法律相談★ 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）

無料
８/４・11・18・25
法律相談★ 水曜、10時～15時
★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

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

