
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（９月１日現在）
28万9260人（男：13万7049人、女：15万2211人）

【対前月比】93人減　【世帯数】13万4491世帯
　  企画調整課☎613-8397　  1019915

６ 広報もりおか ３. 10. 15 広報もりおか ３. 10. 15　 ７

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へどうぞ広　告

①市・県民税第３期②国民健康保険税第４期
 納期限：11月１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
 ①納税課☎613-8464　  1034399　

　 ②健康保健課☎613-8438　  1003580　

市税の
納期限の
お知らせ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
10/31㈰
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

市民無料
法律相談★

11/８㈪・22㈪
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★

11/10～24、毎週
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週９時から受け付け。11月10日開催分は10月27日
㈬９時から受け付け

より、親元で暮らすことができない
子どもたちがいます。子どもの明るい
未来のために、里親として子どもを
養育する人を募集します。申請方法
や里親制度について詳しく
は、お問い合わせください。

地域型年金委員
盛岡年金事務所　☎623-6211

町内会や自治会で、公的年金関連の
パンフレットの配布や各種手続きの助
言、適切な相談先を紹介などの活動
を行う地域型年金委員を募集します。
任期は委嘱された日から３年間です。

 20歳以上　
 電話：随時受け付け
 1032602

日本語でできる災害時の身近な
外国人支援の方法を学びませんか

文化国際課内、盛岡国際交流協会
☎626-7524　  info@mira-morioka.com

日本に住む外国人との有効なコミュ
ニケーション手段の一つとして注目さ
れる「やさしい日本語」を学び、災害
時を想定した実践をオンライン形式
で行います。※新型コロナウイルス感
染症の状況により、対面形式で時間・
場所を変更して行う場合もあります

 11月13日㈯・27日㈯、全２回、10
時～12時　  15人　

 電話・メール：10月18
日㈪10時から

保育士として働きませんか
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

保育士資格はあるが、現在保育所な
どで働いていない人（潜在保育士）
の就労支援のため、市内保育所で保
育体験を実施します。

 ①事前オリエンテーション：11月
４日㈭・５日㈮のいずれか、10時～
11時②保育体験：11月８日㈪～12日
㈮で連続する２日間、９時半～14時

 ①市保健所（神明町）②市内保育所

国民健康保険運営協議会委員
健康保険課　☎626-7527

市の国民健康保険の条例改正や保
険税の税率などへの意見を述べる委
員を１人募集します。任期は来年１月
１日㈯から３年間です。

 次の全てに該当する人①令和３年
11月15日時点で、１年以上市内に住
んでいる②市の国民健康保険の被保
険者である③年３回程度、平日の日
中に行われる会議に出席できる

 市役所本庁舎別館１階の同課や
同本館１階の窓口案内所、各支所な
どに備え付け、または市ホームページ
からダウンロードした応募用紙に必
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。郵送は11月15日㈪消印有
効。持参は同日17時まで　

 1011727

Ｗａのまちもりおかリース展の作品
工房夢

ゆ め

繭
ま ゆ

・花
か

内、Ｗaのまちもりおか「絆
の輪」プロジェクト事務局　☎623-6509

森林資源や身近な素材で製作するリ
ース作品を募集します。リースは、
県公会堂（内丸）で開催する「W

わ

a
のまちもりおかリースフェスティバ
ル」のリース展に展示されます。

 募集期間：11月24日㈬～28日㈰、
10時～17時
展示期間：12月１日㈬～５日㈰

 出品作品：1作品1500円※小学生
以下は無料。1人3作品まで

 市役所若園町分庁舎５階の林政
課と、本庁舎本館1階の窓口案内所
に備え付け、または市ホームページ
からダウンロードした応募用紙に必
要事項を記入し、作品と共に〠020-
0023内丸11-２県公会堂へ郵送また
は持参。郵送は11月28日必着。持参
は同日17時まで　

 1024667

子どもたちの里親
子ども家庭総合支援センター　☎601-2414
県福祉総合相談センター　☎629-9608

保護者の病気などさまざまな理由に

 200円※市外に住所がある人は
350円

 メール・ファクス：10月25日㈪17
時まで　  1024377

大規模な土地取引後は届け出を
企画調整課　☎613-8394

大規模な土地を購入したときは、土
地の売買契約を締結した日を含めて
２週間以内に届け出が必要です。詳
しくは、お問い合わせください。

 大規模な土地を購入した人
①市街化区域：2000平方㍍以上②
都市計画区域（①を除く）：5000平
方㍍以上③都市計画区域外の区域：
１万平方㍍以上　

 1001718

横断歩道の交通安全
くらしの安全課　☎603-8008

車を運転するときは、横断歩道で歩
行者が渡ろうとしていたら、必ず停止
し渡らせましょう。特に、進行方向の
右から横断する人は視界に入りにくく、
見逃しやすいため注意しましょう。ま
た、歩行者は、横断歩道を渡る前に
必ず左右を確認し、車が停止してか
ら渡るなど、安全
な行動を心掛けま
しょう。　

 1001102

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

秋の農繁期は、作業者の不注意や農
業機械の誤った操作による事故が多
発します。ゆとりを持って作業し、安全
を心掛けましょう。本年度のスローガ
ンは「見直そう！　農業機械作業の
安全対策」です。　  1008165

原敬100回忌記念
フレーム切手の販売

原敬記念館　☎636-1192
市出身の平民宰相である原敬の100
回忌を記念し、フレーム切手を限定
400シートで販売しています。

 盛岡市と滝沢市、雫石町、紫波
町、矢巾町の郵便局　

 １シート1330円
 1024203

寄付をいただきました

■㈱山と溪
け い

谷
こ く

社
し ゃ

　二宮宏
ひ ろ

文
ふ み

代表取締役社長
書籍「ときめく図鑑P

ポ ッ ケ

okke！　とき
めく星空図鑑」１冊。子ども科学館
の振興のために。

お知らせ

募　集

　ホストタウン相手国のマリ共和国出身であ
り、アフリカ系で初の日本の大学の学長とな
った京都精華大のウスビ・サコ学長の講演動
画を配信します。テーマは「真の共生社会と
は～TOKYO2020から見えたもの～」です。
TOKYO2020や、マリ共和国と日本
との関係から見える多様性など、講
演を通して学んでみませんか。

みんなで見てみよう！
マリ共和国ホストタウン
記念講演のY

ユ ー

out
チ ュ ー ブ

ube配信

 スポーツツーリズム
　推進室☎603-8009

マリで暮らす人たちの様子

ウスビ・サコ学長

 公開期間：10月27日㈬～11月
26日㈮

 1034693

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年中の収入が減少し
た世帯に対して、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になるか、お問い合わせください。

 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

国民健康保険税の減免制度
 健康保険課☎613-8437

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度中の収入が減少
した中小企業・個人事業主に対して、減少額に応じて、幅広い用途に使
用できる給付金を支給します。事業内容について詳しくは、市または盛
岡商工会議所ホームページをご覧ください。　

 市内に店舗や事務所があり、建設業や製造業、卸売業、小売業、宿
泊業、飲食業、その他サービス業などを営む中小企業・個人事業主で、
本年４月～12月のうちいずれか１カ月の売り上げが、前年または前々年
同月比で30㌫以上減少している事業者※ただし、県の地域企業経営支
援金（令和３年度予算事業）の支給を受けている事業者は除く

 給付額：上記の売り上げが減少している１カ月を含む、連続する３カ
月の売上減少相当額※上限額は１店舗当たり20万円（複数店舗を有し
ている場合などは最大100万円）

 盛岡商工会議所や市役所若園町分庁舎２階の経済企画課、本庁舎本
館１階の窓口案内所などに備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、必
要書類を添えて〠020-8507清水町14-12盛岡商工会議所もりおか企業
ワイドサポート給付金係へ郵送。来年１月31日㈪消印有効　  1036857

もりおか企業ワイドサポート給付金の
　　　　　　　　申請受け付けを開始

 盛岡商工会議所もりおか企業
　ワイドサポート給付金係　☎613-6132　
　経済企画課　☎613-8389

新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症関連情報

▲モリオ☆エールの
　　　　ポスターとチケット

　市内の飲食店・宿泊施設などで、2000
円で購入して2500円分のサービスを受け
ることができるお得なチケット「モリオ☆エ
ール」。同チケットの使用期限は11月14日
㈰です。感染対策を十分に講じた上で、ご
利用をお願いします。なお、使用期限が過ぎ
たチケットは失効します。また、換金や返品、
交換はできませんので、ご注意ください。

 1031329

盛岡市プレミアム付き応援チケット
「モリオ☆エール」の利用は11月14日まで

 盛岡商工会議所プレミアム付き　
　応援チケット係　☎624-5880

新型コロナウイルス感染症関連情報

県の経営支援金に申請している

市内の店舗や事務所で事業を営んでいる

中小企業または個人事業主である

前年または前々年同月比で、売り上げ減
少率が30㌫以上

前年または前々年同月比で、売り上げ減
少率が50㌫以上

連続する３カ月の売り上げ合計の減少率
が30㌫以上

県の「地域企業経営支援
金」の対象業種である（卸
売・飲食・小売など）

市
の
給
付
金
は
対
象
外

県の「地域企業経営支援
金」の対象※

「もりおか企業ワイドサポート
給付金」の対象※

はい
いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ いいえ はい

市の給付金の対象になるか
確認してみましょう

 地域企業経営支援金
　事務局☎654-2390

※その他、風俗営業法の規制などの条件があります。詳しくは、お問い合わせください

■期日前投票所変更のお知らせ
10月１日号12ページに掲載した衆議
院議員総選挙・最高裁判所裁判官国
民審査の期日前投票所「イオンモー
ル盛岡（前潟四）」の「２階銀河ステ
ーション」を「２階イオンホール」に変
更します。

 市選挙管理委員会事務局☎626-
7582

 同サポート給付金係☎613-6132
　経済企画課　☎613-8389

詳しくはこちら☞

＜お詫びと訂正＞
10月１日号４ページ、「生産者のてつが
く　食卓に盛岡産を」の記事に誤り
がありました。㈲田鎖農園の豆マッコリ
「農酒（ノンジュ）」は、ユートランド姫
神（下田字生出）では、宿泊やレストラ
ン利用時に提供しています。販売開始
時期については、施設にお問い合わせ
ください。お詫

わ

びして訂正します。
 ユートランド姫神☎683-3215


