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

もりおかインフォ
募 集
観光審議会委員

観光課

☎626-7539

市の観光施策について、調査、審議す
る委員を２人募集します。任期は３月
１日㈫から２年間です。
次の全てに該当する人①市内に住
んでいる②平成16年３月１日以前生
まれ③市の他の審議会などの委員を
務めていない④年２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７階の同課や同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
所観光課へ郵送または持参。２月10
日㈭必着。持参は同日17時まで
1021549

お知らせ
☎626-7535

町内会・自治会やNPO法人などの団
体による地域活動を広く紹介するポ
スターを展示します。
１月19日㈬～３月７日㈪

市民協働推進センター（上田、都
南、西部、渋民、河南、中央の各公民

企画調整課 ☎613-8394
kikaku@city.morioka.iwate.jp

内丸地区将来ビジョン（案）の説明
や、都市のまちづくりに関する講演
会・パネルディスカッションなど。
１月29日㈯13時半~16時
盛岡劇場（松尾町）
250人
電話・メール・応募フォーム：１月
28日㈮まで
1037950

コミュニティリーダー研修会

市民協働推進課
☎626-7535 ファクス622-6211
kyodo@city.morioka.iwate.jp

ＮＰＯ法人いわて地域づくり支援セ
ンターの広田純一代表理事による講
演のほか、市内で活動する団体によ
る事例発表会などを開催します。
２月５日㈯14時～16時
市総合福祉センター（若園町）
70人
電話・ファクス・メール：２月２日㈬
17時まで
1037763

平成７年９月から15年９月まで２
期８年にわたり盛岡市長を務めた桑
島博 さんが、昨年12月16日に亡くな
ひろし

られました。89歳でした。
桑島さんは市長時代、北東北の交
流拠点都市形成に向けて、盛岡南都
市開発、盛岡駅西口開発などの都市
開発事業を推進し、市立病院や総合
プール、地域交流センター（マリオス）など、各地区の核にな
る施設を建設しました。また、中央卸売市場の移転など、産
業発展の基盤を着実に整備しました。平成12年には、特例
市への移行を実現させるとともに、盛岡広域地域の発展を
展望した首長間の話し合いを続け、広域合併への道筋をつ
くるなど、市勢の発展に大きな足跡を残されました。謹んで
ご冥福をお祈りいたします。

告
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お知らせ

①市・県民税第４期②国民健康保険税第７期
納期限：１月31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

ふれあい広場

障がい福祉課

☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験を行います。
１月20日～３月24日、木曜、11時
～13時
市役所本庁舎本館１階エレベータ
ーホール
1018352

差し押さえ物件の公売
納税課

☎613-8466

市が差し押さえた不動産などをイン
ターネットオークションで公売します。
公売物件など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
▶入札：２月７日㈪13時～２月14
日㈪13時▶せり売り：２月７日13時
～９日㈬23時
２月１日㈫23時まで
1010803

認知症講演会
～自分事として考える認知症～
長寿社会課
☎613-8144 ファクス653-2839
chouju@city.morioka.iwate.jp

認知症介護研究・研修仙台センター
の矢吹知之さんによる講演。認知症
になっても安心して暮らせる地域づく
りについて学びます。
２月10日㈭13時半～15時
ともゆき

盛岡劇場（松尾町）
150人
市役所本庁舎５階の長寿社会課
や各老人福祉センターなどに備え付
け、または市ホームページからダウン
ロードした申込用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課へ郵送または持参。フ
ァクスとメール、市ホームページの応
募フォームでも受け付けます。１月31

日㈪必着。持参は同日17時まで
1034288

「公的年金等の源泉徴収票」を
送付します
日本年金機構ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165

老齢・退職による年金を受給してい
る人に、令和３年分の「公的年金等
の源泉徴収票」を１月中旬から順次
送付します。源泉徴収票は、確定申
告の際に必要なので、大切に保管し
てください。再交付を希望する場合
は、
「ねんきんダイヤル」か「ねんきん
ネット」で申請できます。
1033124

幸せのお手伝いしませんか
日本結婚支援協会

☎613-5100

結婚支援ボランティアの活動の見学
と見合いに関する情報交換をします。
１月28日㈮10時～11時
プラザおでって（中ノ橋通一）
独身の子を持つ親と同ボランティ
ア活動に興味がある人、独身者
電話：事前連絡

里親制度説明会とパネル展示

県福祉総合相談センター

☎629-9608

親の病気や虐待など、さまざまな理
由から家族と暮らせない子どもたち
を家庭で受け入れる里親制度の説明
とパネル展示をします。
▶説明会
２月11日㈮13時半～16時
アイーナ８階80３会議室（盛岡駅
西通一）
16人
電話：１月31日㈪まで
▶パネル展示
２月27日㈰まで
アイーナ３階県立図書館

■市の推計人口（12月１日現在）
【対前月比】122人減 【世帯数】13万1784世帯
28万7958人（男：13万5991人、女：15万1967人）
企画調整課☎613-8397
1019915

新型コロナウイルス感染症関連情報 ～盛岡の経済や市民生活を守るための市の支援策をお知らせします～
市民の皆さんへ
生活にお困りの方へ灯油購入などの経費を助成

原油価格の高騰による冬期間の
経済的負担を軽減するため、灯油購
入などの経費の一部を助成します。
令和３年12月１日現在、生活保護
世帯または市の住民基本台帳に登
載され、全員の令和３年度個人市・
県民税が 非課税の世帯のうち、次
のいずれかに該当する世帯①満65
歳以上の人だけで構成される②身
体障害者手帳１・２級か療育手帳A、

事業者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた世帯の国民健康保険税
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。
次のいずれかに該当する世帯
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②主たる生計維持者
の令和３年中の事業や不動産、山
林、給与収入のいずれかが令和２

いる場合などは最大100万円）
盛岡商工会議所や市役所本庁
舎１階窓口案内所、各支所などに
備え付けの申請書に必要事項を記
入し、必要 書 類を添えて〠 020 8507（住所不要）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。農林漁業者は若園町
分庁舎４階の農政課か玉山総合事
務所２階の産業振興課へ提出。１
月31日㈪消印有効
1036857

盛岡生まれ・盛岡育ちの赤身肉で
ある「もりおか短角牛」。市内の飲食
店など19店舗が、多彩なもりおか短
角牛メニューを提供します。フェア期
間中に、参加店舗でもりおか短角牛
メニューを食べて応募すると、抽選
で、もりおか短角牛の精肉など豪華

場所
問い合わせ
１/23㈰
納税課（市役所本庁舎２階） 納税課
９時～16時
と健康保険課（同１階）
☎613-8462
広聴広報課の
市民無料 ２/14㈪・28㈪
予約専用ダイヤル
法律相談★ 10時～15時
広聴広報課
☎626-7557
（市役所本庁舎６階）
無料
２/２～16、毎週水曜、
岩手弁護士会
法律相談★ 10時～15時
☎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
広

告

年中の10分の３以上減少するこ
とが見込まれる
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、必要書類を添えて〠0208530（住所不要）市役所健康保
険課へ郵送または持参。郵送は３
月31日㈭必着。持参は同日17時
まで※郵送での申請にご協力くだ
さい
1031213

もりおか頑張る飲食店応援事業
経済企画課☎613-8389
盛岡商工会議所盛岡市飲食店等応援事業係☎624-5880
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、
〠020-8507（住所不要）盛岡商工
会議所盛岡市飲食店等応援事業
係へ郵送。
１月31日㈪消印有効
1037364
■もりおか飲食応援支援金
市内で飲食店などを営む中小企
業・個人事業主を対象に、事業継
続のために活用できる支援金を支
給します。
支給金額

農政課内、もりおか短角牛振興協議会☎613-8457
1037746

日時

健康保険課☎613-8437

申請は１月31日㈪まで！お早めに申請を！

もりおか短角牛フェア2022開催！

各種相談
内容
休日納付
相談

精神障害者保健福祉手帳１級を持っ
ている人がいる③児童扶養手当・特
別児童扶養手当１級を受給している
助成額：１世帯につき5000円※
指定口座への振り込み
１月下旬に郵送する申込書に必
要事項を記入し、必要書類を添え
て〠020-8530（住所不要）市役
所地域福祉課へ郵送。２月28日㈪
必着
1037946

農林漁業者：農政課☎613-8458・産業振興課（玉山地域）☎683-3852
農
 林漁業者以外：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

給付金額：上記の売上が減少し
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



地域福祉課☎626-7509

もりおか企業ワイドサポート給付金

新型コロナウイルス感染症の影
響により、令和３年４月～１２月のい
ずれか１カ月の売上が 前年または
前々年同月と比較して30㌫以上減
少した、建設業・製造業などを含む
すべての業種の中小企業・個人事
業主を対象に給付金を支給します。

国民健康保険税の減免

▶「いわて飲食店安心認証制度」の
認証を受けた飲食店など：20万円
▶上記以外の飲食店など：10万円
■「モリオ☆エール～冬～」参加店
プレミアム付き応援チケット「モ
リオ☆エール～冬～」を販売する
参加店を募集。参加店には、１店舗
当たり100セットのチケット（１セ
ット2000円で2500円分使用可
能）と助成金５万円を支給します。
市内で営業している飲食店や
宿泊事業者など※市外本社も可

１月28日㈮
～

６

桑島博前市長が逝去

盛岡広域連携などに尽力
広

内丸地区まちづくり
シンポジウム

じゅんい ち

地域活動を紹介します

市民協働推進課

館に併設）と市役所本庁舎本館１階
エレベーターホール※１週間ごとの巡
回展示です。詳しい日程については、
市ホームページをご覧ください。
1021379

市税 の
納期限 の

２月28日㈪

賞品が当たるチャンス！ 参加店舗
やメニュー内容、賞品の応募方法な
ど詳しくは、市ホームページまたはプ
ラザおでって（中ノ橋通一）や盛岡駅
内のいわて・盛岡広域観光センター、
市内の観光案内所などに備え付けの
パンフレットをご覧ください。

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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