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市有地の売却
管財課　☎613-8340

表１の市有地を入札で売却します。入
札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。

  入札：①２月３日㈭10時半～、プ
ラザおでって（中ノ橋通一）②２月４日㈮
10時～、市役所本庁舎４階401会議室

 １月31日㈪まで
 1008682

償却資産の申告は１月中に
資産税課　☎613-8407

１月１日現在で市内に事業用償却資
産を所有している個人または法人は、
１月31日㈪までに申告書を提出してく
ださい。マイナンバー（個人番号）や法
人番号の記載が必要です。期限間近
は混み合うので、1月20日㈭までの申
告にご協力ください。
  1000466

届いていますか？
成人のつどい入場券
生涯学習課　☎639-9046

市内在住で、11月下旬に発送した同
入場券が届いていない人と、市外在

ＰＣＲ検査が受けられます
企画総務課　☎603-8301

新型コロナＰＣＲ検査が、その場でス
ムーズに受けられます。家族・友人な
どとの旅行や帰省、出張などの際は
ぜひご利用ください。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。

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1900円※支払いはキャッシュレス

決済のみ
 予約専用サイト：検査希

望日の５日前から

都市計画変更案の縦覧
都市計画課　☎601-2718

盛岡広域都市計画「都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針（都市計
画区域マスタープラン）」と「区域区
分」の変更案を縦覧します。意見があ
る場合は、縦覧期間中に知事に意見
書を提出できます。日程な
ど詳しくは、県ホームペー
ジをご覧ください。

 12月～来年１月のうち２週間、平
日９時～17時

 県庁７階都市計画課（内丸）と市
役所都南分庁舎２階都市計画課
▶意見書
任意の用紙に意見と住所、名前、電話
番号を記入し、〠020-8570（住所不
要）県庁都市計画課へ郵送または持参

誰もが働きやすい職場を目指す
企業向けＬＧＢТセミナー

男女共同参画推進室　☎626-7525
多様な性に関する基礎知識を学び、
LGBT※の人が職場で困りがちなこと

や職場で必要な配慮、顧客に向けた
サービスの改善事例などを、オンラ
インで学びます。

 １月12日㈬13時半～15時半
 60人
 応募フォーム：１月11日

㈫１０時まで　  1034974

多様な人材の活躍を
考えるフォーラム

男女共同参画推進室　☎626-7525
花王㈱・D＆Ｉ推進部の齋藤菜

な

穂
お

子
こ

部長を講師に、①女性をはじめとす
る多様な人材が活躍できる職場づく
りについての基調講演と②企業同士
の交流会をオンラインで開催します。

 ２月９日㈬13時半～16時
  ①130人※プラザおでって（中

ノ橋通一）での会場視聴は30人②
20人※①の参加者のうち希望者

 応募フォーム・電話：12
月21日㈫10時から

 1024266

給与支払報告書の提出
市民税課　☎613-8496

給与所得者の市･県民税は、事業主が
従業員の毎月の給与から天引きして
市へ納めること（特別徴収）になって
います。正社員やパートなどの区別は
ありません。事業主は、従業員の令
和３年分の給与支払報告書を、１月１
日現在の住所地である市町村へ、１月
31日㈪までに必ず提出してください。
マイナンバー（個人番号）や法人番号
の記載が必要です。　

 1000488

お知らせ
住で参加を希望する人は、同課へお
問い合わせください。

 平成13年４月２日～平成14年４
月１日生まれの人　

 1035841

バス・鉄道を使って快適通勤
交通政策課　☎626-7519 

冬の通勤時間帯の道路は、渋滞が非
常に起こりやすくなります。また、路面
が滑りやすくなり、自転車は転倒によ
る事故の危険性が高まります。渋滞
緩和と地球温暖化防止、自身の安全
のため、できる範囲でバス・
鉄道を利用しましょう。

年末年始地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

年末年始は空き巣などの犯罪が多発
する傾向にあります。家庭や事業所
など地域ぐるみで、鍵かけや見守り
など防犯活動に取り組みましょう。

 1001100

冬の交通事故防止県民運動
くらしの安全課　☎603-8008

12月15日㈬～24日㈮は、同県民運
動実施期間です。スローガンは、「ゆ
とりある　心と車間の　ディスタン

※特に記載がない場合、費用は無料

ス」。冬季は、積雪や凍結による道路
環境の悪化に伴う事故の他、冬休み
中の子どもが巻き込まれる事故が心
配されます。ルールを守り、交通事故
を防ぎましょう。

 1001109

チャイルドシートの使用を
くらしの安全課　☎603-8008

６歳未満の幼児を乗せて車を運転す
るときは、必ずチャイルドシートを使
用しなければなりません。同シート
の不使用による死亡率は約８倍※と
非常に高くなります。チャイルドシー
トを正しく使用し、子どもの命を守り
ましょう。

 1001110

油漏れに気を付けて
環境企画課　☎613-8419

冬はホームタンクからの灯油漏れに
よる、河川などの水質汚濁事故が多
発します。タンクの配管を確認し、給
油中はその場を離れないようにしま
しょう。油漏れ事故や河川に油膜な
どがあったときは、同課または盛岡
消防本部☎622-0119へ連絡してく

ださい。
 1010343

水道メーターボックス上の
雪払いにご協力を

上下水道局お客さまセンター　☎623-1411
正確でスムーズな検針のために、積
雪時は同メーターボックス上の雪を
払い、物は置かないでください。

あなたの年金
簡単便利な「ねんきんネット」で

日本年金機構　ねんきんネット専用番号
☎0570-058-555

ねんきんネットでは、パソコンやスマー
トフォンから、自分の年金記録の確認
や将来の年金見込み額の試算などが
できます。詳しくは、ねんき
んネットのホームページな
どをご覧ください。

もりおか結婚支援ボランティア
情報交換会

日本結婚支援協会　☎613-5100
お見合いに関する情報交換や同ボラ
ンティア活動の見学をします。

 12月24日㈮10時～11時
 市総合福祉センター（若園町）
 独身の子の結婚を望む親、同ボラ

ンティア活動に興味がある人、独身者
 電話：事前連絡が必要

　表２の各計画案への意見を募集します。各計画案は同課や各支所、各
出張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。

 任意の用紙に意見と住所、名前、電話番号を記入して提出。詳しくは、
同課に問い合わせるか市ホームページでご確認ください

表２　パブリックコメントの内容など
意見を募集する計画 計画の概要 募集期間 広報ＩＤ

①市一般廃棄物処理基本
計画見直し（案）

中間目標年度における計画の
中間見直し

12/28 ㈫
まで 1017907

②内丸地区将来ビジョン
（案）

内丸地区のあるべき将来像と
実現に向けた取り組みの方向性

12/20㈪～
１/31㈪ 1037752

パブリックコメント

 ①廃棄物対策課☎626-3755　ファクス 626-4153
　 ②企画調整課☎613-8394　ファクス 622-6211

皆さんの意見を
お寄せください

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日

納付相談
12/19㈰
９時～16時

納税課（市役所本庁舎２階）と
健康保険課（同１階）

納税課
☎613-8462

市民無料
法律相談★

１/17㈪・31㈪
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎６階）

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

１/５・12・19・26
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★ 要事前申し込み。１月５日分は12月22日㈬から、１月17日分は１月11日㈫から受け付け

市税の
納期限の
お知らせ

①固定資産税第３期②国民健康保険税第６期
 納期限：12月27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健康保険課☎613-8438　  1003580　

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

※（Ｌ）レズビアン、（Ｇ）ゲイ、（Ｂ）バイセ
クシュアル、（Т）トランスジェンダーの頭
文字を組み合わせた言葉で、性的少数者
を表す総称の１つ

表１　市有地の概要
所在地 面積 地目

①青山二丁目９-１ 1084.02平方㍍ 宅地
②渋民字渋民46 833.87平方㍍ 宅地

※警視庁チャイルド
シート使用有無別致
死率比較

▶独身者の結婚相談
 随時　  電話：要予約

寄付をいただきました

■県印刷工業組合
　斎藤誠

まこと

理事長、間瀬浩
ひ ろ

之
ゆ き

盛岡支部
　副支部長
10万円。緑化活動のために。

バスロケーションシステム▶

■市の推計人口（11月１日現在）
28万9173人（男：13万7023人、女：15万2150人）
【対前月比】47人減　【世帯数】13万4469世帯

 企画調整課☎613-8397　  1019915

＜お詫びと訂正＞
12月１日号３ページ、「盛岡の日本酒 も
りおか×S

さ

AK
け

E」の記事に誤りがありま
した。「プレミアム応援チケット『モリ
オ☆エール』」の正しい問い合わせ先は
「盛岡商工会議所盛岡市飲食店等応
援事業係」です。お詫びして訂正します。

事業者の皆さんを応援！

もりおか企業ワイドサポート給付金
 農林漁業者：農政課☎613-8458　

　 　　　　　  玉山総合事務所産業振興課☎683-3852
　 上記以外：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 
　　　　　　　　　　　　 

子育て世帯の皆さんを支援！

子育て世帯生活支援特別給付金

　低所得の子育て世帯に、対象の子１人につき５万円の給付金を支給します。
 次の全てに該当する人。ただし、ひとり親世帯分の給付金を受け取った

人を除く。①令和３年３月31日時点で18歳未満の子（障がい児は20歳未
満。令和４年２月末までに生まれた子を含む）を養育している②令和３年
度住民税非課税または非課税相当の収入となった世帯

 市保健所４階の子ども青少年課に備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした申請書に必要事項を記入し、〠020-0884神明町３-29
市保健所子ども青少年課へ郵送または持参。郵送は２月28日㈪消印有効。
持参は同日17時半まで※来年３月分の児童手当または特別児童扶養手当
の認定または額改定の認定の請求をした人は３月15日㈫まで。なお、本年
度の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税非課税世帯の
人は申請不要　  1034972

もりおか頑張る飲食店応援事業

　盛岡市プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エール～冬～」の参加店を募
集します。参加店には、助成金５万円を事前に支給します。また、もりおか飲食
応援支援金を、感染症対策の状況に応じて１０万円または20万円支給します。

 受付期間：１月31日㈪まで※当日消印有効
 ▶「モリオ☆エール～冬～」参加店：市内で営業している飲食店、宿泊事

業者など※市外本社可
▶もりおか飲食応援支援金：市内で営業している飲食店など※大企業を除く

 申請書に必要事項を記入し、〠020-8507清水町14-12盛岡商工会議
所盛岡市飲食店等応援事業係へ郵送　  1037364

 盛岡商工会議所盛岡市飲食店等応援事業係☎624-5880 　　　
　 

 子育て世帯生活支援特別給付金専用コールセンター
　 ☎0120-789335

　本年４月から12月のいずれか１カ月の売り上げが、30㌫以上減少してい
る中小企業・個人事業主の皆さんに、売上減少額に応じて、店舗当たり上限
20万円、事業者当たり最大５店舗分の同給付金を支給します。

 受付期間：１月31日㈪まで
 農林漁業、建設業、製造業、卸売業、小売業（無店舗営業を含む）、宿

泊業、飲食業、その他サービス業など※県地域企業経営支援金（令和３年
度予算事業）の受給者などを除く

 申請書に、売り上げの減少が確認できる書類、店舗の写真などを添付
し、農林漁業者は電話予約の上、農政課または玉山総合事務所産業振興
課の窓口へ提出、農林漁業者以外は〠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　  1036857

岩手ビッグブルズ岩手ビッグブルズ
割引クーポン券割引クーポン券

500円割引クーポン券！

切り取り線

当
日
価
格
か
ら
500円

割
引

【注意事項】

・本券は現金化できません

・対象日以外は使用できません

１月２日㈰

500円
割
引クー
ポ
ン
券

　右上のクーポン券を切り取り、試合
会場に持参すると、当日価格から、１
枚につき４人まで500円割り引きます。

さいたまブロンコス

＠盛岡タカヤアリーナ

おトクな前売り券
もあります。詳し
くは、こちら☞

クーポン券対象の試合日：１月２日㈰

ＶＳ


