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　市は、盛岡ブランドの推進に寄与し、その功績が顕著である人や団体を
「もりおか暮らし物語賞」として表彰しています。本年度の受賞者を次のと
おり決定しました。受賞理由など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

巴染工株式会社
（東條誠

まこと

代表取締役）

盛岡の文化と産業の発信

 都市戦略室☎613-8370　  1009730

岩手中央農業協同組合
りんご部会

（北田正
まさ

和
かず

部会長）

盛岡りんごの品質向上と販路拡大

啄木祭実行委員会
（福田稔

みのる

委員長）

石川啄木の顕彰と先人教育

盛岡大学附属高等学校
野球部

（関口清
せい

治
じ

監督）

盛岡の知名度向上とスポーツ振興

もりおか暮らし物語賞もりおか暮らし物語賞

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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日
納付相談 ２/27㈰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★

３/14㈪・28㈪
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★

３/２・９・16・23
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

出前無料
労働相談★ ３/６㈰13時～16時 アイーナ８階806会議室

（盛岡駅西通一）
県労働委員会
事務局
☎0120-610-797

★�要事前申し込み。無料法律相談の３月２日分は２月16日㈬から、市民無料法律相談の３
月28日分は３月22日㈫から受け付け

もりおか就職ガイダンス
経済企画課　☎613-8298

市周辺企業約100社の担当者と直接
面談でき、企業や業界のことなど就活
に役立つ最新の情報を収集できます。

 ３月８日㈫13時半～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡ニュ―

ウイング（盛岡駅前北通）
 来年３月に大学、短大などを卒業

する学生とおおむね35歳未満の人
 1033474

医療費受給者証を発送
医療助成年金課　☎626-7528

小・中学校の入学や卒業により医療
費受給者証が更新される人に、４月１
日㈮から利用できる新しい同受給者
証を２月28日㈪に発送する予定です。
現在同受給者証を持っていない人は
交付申請が必要です。手続き方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。　  1029671

児童生徒の就学援助
学務教職員課　☎639-9044

経済的な理由で子どもの就学が困難
であると認められる家庭に、小・中学
校でかかる給食費や学用品の購入費
などの一部を援助します。

スポーツ推進委員
スポーツ推進課　☎603-8013

市民へのスポーツ実技指導や、スポ
ーツ事業への運営協力をする委員を
４人募集します。任期は４月１日から
２年間です。

 平成16年４月１日以前に生まれた人
 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
付けの応募用紙に必要事項を記入し、
〠020-8530（住所不要）市役所ス
ポーツ推進課へ郵送または持参。３
月４日㈮必着。持参は同日17時まで

 1022040

屋外広告物審議会委員
景観政策課　☎601-5078

屋外広告物の表示基準などについて
意見を述べる委員を１人募集します。
任期は４月１日から２年間です。

 次の全てに該当する人。①２月18
日現在で市内に１年以上住んでいる
20歳以上②屋外広告物の知識や経
験から、建設的な意見や提言ができ
る③市の他の審議会などの委員を務
めていない④平日の日中に開催する
年２回程度の会議に出席できる

 市役所都南分庁舎２階の同課や
本庁舎１階の窓口案内所、各支所な
どに備え付けの応募用紙に必要事項
を記入し、〠020-8532（住所不要）
市役所景観政策課へ郵送または持参。
３月４日㈮必着。持参は同日17時まで

 1021924

盛岡ゆうゆう大学特別講座の
運営団体

長寿社会課　☎603-8003
高齢者の生きがいづくりと地域活動
を行うきっかけとなる特別講座の、企
画立案や運営などを請け負う団体を
募集します。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ２月２１日㈪～３月１１日㈮
 1006421

▶説明会
 ２月22日㈫14時～15時半
 市総合福祉センター（若園町）

岩手育英会の奨学生
学務教職員課内、岩手育英会事務局

☎639-9044

県内に本籍がある大学・短期大学生
に、奨学金を貸与します。県内の学
校の場合は月1万5000円、県外の学
校の場合は月３万円です。また、令和
４年度入学の新規奨学生のうち、希
望する人に入学一時金10万円を給付
します。

 若干名
 市役所都南分庁舎３階の同事務局

や各高校などに備え付けの申請書に
必要事項を記入し、〠020-8532（住
所不要）市役所学務教職員課内、岩
手育英会事務局へ郵送または持参。３
月24日㈭必着。持参は同日17時まで

 1013272

保留地売却情報提供メール会員
市街地整備課　☎639-9056

令和４年度に予定している、太田・道
明地区の保留地売却について、最新
情報をお知らせするメー
ル会員を４月から募集し
ます。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

「モリオ☆エール」の使用期限は
２月28日㈪まで！

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

市内の飲食店や宿泊施設で使える市
プレミアム付き応援チケット「モリオ☆
エール～冬～」の使用期限は２月28日
㈪です。期限を過ぎるとチケットは使
用できませんのでご注意ください。

 1037407

建築物防災週間
建築指導課　☎601-3387

３月１日㈫～７日㈪は建築物防災週
間です。期間中は、平日９時から17
時まで、都南分庁舎２階の同課で木
造住宅やブロック塀の地震対策など
についての相談所を開設します。

 1016380

お知らせ

 子どもが通学する学校に相談の
上、申込用紙に必要事項を記入し、
令和３年中の収入が分かる書類や振
込口座の通帳の写しなど必要書類を
添えて同校へ提出　  1021976

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です

日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004

盛岡年金事務所　 ☎623-6211

国民年金保険料は、口座振替で納付
することができます。また、口座振
替で前払いをすると保険料が割引さ
れお得です。割引額の例は、６カ月
分の前納で約1100円、１年分の前納
で約4100円、２年分の前納で約１万
5800円。口座振替による前納の申
込期限は２月28日㈪です。お早めに
お申し込みください。詳しくは、ねん
きん加入者ダイヤルなどへお問い合
せください。

 年金事務所や金融機関の窓口
 1003597

農畜産物輸出支援セミナー
ジェトロ盛岡　☎651-2359

小規模生産者でも取り組める海外輸
出の始め方など、輸出初心者向けの

セミナーと個別相談会を開催します。
オンラインでも開催しますので、詳し
くはお問い合わせください。

 ３月１日㈫13時半～17時
 アイーナ８階会議室803（盛岡駅

西通一）
 ５０人程度※農業者と、農業者と

の連携を検討している
事業者

 電話・応募フォーム：
２月25日㈮17時まで

「ぴかぽメール」に登録を
くらしの安全課　☎603-8008

岩手県警察から、不審者情報や特殊
詐欺発生情報などをメールでお知ら
せします。登録方法など
詳しくは、県警ホームペ
ージをご覧ください。

　表２の各計画案への意見を募集します。各計画案は担当課や各支所、
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。
�各課や各支所などに備え付けの応募用紙に住所と名前、意見を記入

して提出。詳しくは担当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第３次もりおか子
どもの読書活動推進
計画（案）

子どもの読書活動の推進に関す
る法律に基づく実施計画 ３/７㈪まで 1038925

②市国土強靭化地域
計画（案）

大規模災害などに備え、国土強
靭化に関する施策の推進

２/21㈪～
３/13㈰ 1038707

 ①生涯学習課☎639-9046②企画調整課☎613-8394

パブリックコメント皆さんの意見を
お寄せください

①固定資産税・都市計画税第４期②国民健康保険税第８期
 納期限：２月28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

■市の推計人口（１月１日現在）
28万7717人（男：13万5843人、女：15万1874人）【対前月比】241人減
【世帯数】13万1724世帯　 �企画調整課☎613-8397　 �1019915

募　集

市税の
納期限の
お知らせ

マイナンバーカード関係

マイナポイントの申し込みお手伝いします

確定申告会場でマイナンバーカードの申請ができます

　顔写真は無料で撮影できます。希望する人は、身分証明書（必須）と、お持
ちの人はマイナンバーカード申請書、通知カードを持参してください。

 ２月16日㈬～18日㈮、９時半～15時半
 アイーナ７階小田島組☆ほ～る（盛岡駅西通一）

　合計２万円相当のポイントが受け取れるマイナポイント第２弾が１月１日から
段階的に始まりました。マイナポイントの申し込み方法が分からない人をサポー
トする窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。マイナポイントの対象
になる人や申し込み開始時期など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 平日９時～17時
 市役所本庁舎本館２階エレベーターホールと都南総合支所１階、玉山総

合事務所１階税務住民課　

 総務課☎626-7513　  1029616

 市民登録課☎613-8307　  1038945

＜お詫びと訂正＞
１月１日号５ページ、「市・県民税（住
民税）の申告」の記事に誤りがありま
した。市・県民税の相談会場での受
付時間について、２月28日㈪～３月15
日㈫の玉山総合事務所３階大会議室
（渋民字泉田）での正しい受付時間
は「９時半～16時」です。おわびして
訂正します。

寄付をいただきました

■（公財）盛岡市文化振興事業団
　三浦宏

ひろし

理事長
30万2000円。子ども・子育て支援
のため、子ども未来基金に。
■「盛岡こども応援プロジェクト（企
　画：株式会社東山堂）」に賛同する
　表１の企業21社
児童書315冊。児童の健全育成のた
めに。

表１　盛岡こども応援プロジェクト賛同企業一覧
㈲アイドカ
野坂　哲司　代表取締役社長　

ダイナステージ㈱　
菊池　聡　代表取締役　

㈱岩手日報広告社
西舘　政美　代表取締役社長　

㈱東山堂　
玉山　哲　代表取締役　

㈱岩手リオン補聴器センター　
藤村　四耕　代表取締役　

東邦スワン㈱　
長野　克司　代表取締役社長　

桜千㈱　
大久保　和幸　代表取締役　

東北シート工業㈱　
細野　裕之　代表取締役　

㈲川藤　
畑本　晃　代表取締役社長　

杜陵高速印刷㈱　
西野　正寿　代表取締役　

㈱きくち葬儀店　
菊地�　慶　代表取締役　

ながう　
佐々木　健二　代表

㈲きづや
池野　弘明　代表取締役

フィリップモリスジャパン(同)
盛岡営業所　後藤　吉峰　主任

クロスポイント㈱　
笹川　保　代表取締役　

㈲まつや
千葉　進　代表取締役社長　

サンプロセス工芸㈱　
柳原　章弘　代表取締役　

盛岡ガス㈱　
熊谷　松亮　代表取締役社長　

㈱g・plus　
伊藤　敬　代表取締役　

リアス観光㈱　
大久保　誠　代表取締役

スズエ印房　
鈴江　慶策　代表　


