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もりおかインフォ
■市の推計人口（３月１日現在）
28万7193人（男：13万5587人、女：15万1606人） 【対前月比】221人減
【世帯数】13万1558世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915

固定資産税・都市計画税第１期
 納期限：５月２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
 納税課☎613-8464　  1034399

市税の
納期限の
お知らせ

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

夜間納付
相談

４/21㈭・22㈮・25㈪
17時半～20時

①納税課（市役所本庁舎
２階）
②玉山総合事務所税務住
民課

納税課
☎613-8463

休日納付
相談

４/24㈰
９時～16時

納税課
（市役所本庁舎２階）

市民無料
法律相談★

５/16㈪・30㈪
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★

５/11・18・25、水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

無料行政
相談

①４/20㈬11時～15時
②４/22㈮10時～16時
③４/27㈬13時～16時
④５/６㈮11時～15時
⑤５/11㈬10時～12時

①イオンスーパーセンター
盛岡渋民店（渋民字鶴飼）
②カワトク（菜園一）
③都南総合支所１階
④イオンモール盛岡南２階
（本宮七）
⑤好摩地区公民館（好摩字
野中）

岩手県行 政 監 視
行政相談センター
☎622-3470

花と緑の相
談コーナー

10月までは毎週火曜
11月～２月は毎月第２
火曜、10時～15時

市民ホール
（市役所本庁舎１階）

公園みどり課
☎601-2867

★ 要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※５月11日分は４月27日㈬
から

 市内で農業を営んでいる人※家
庭菜園などは含みません

 経費の３分の１
以内※上限10万
円。予算がなくな
り次第終了

 1019526

空き家購入費用の補助
都市計画課　☎639-9051

空き家等バンクに登録されている
物件を購入する場合、購入費用の
一部を補助します。補助対象者や
補助金額など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 1019574

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：５月17日㈫13時~24日
㈫13時▶せり売り：５月17日㈫13
時～19日㈭23時

 申込期間：４月19日㈫13時～５
月10日㈫23時

 1010803

ふれあい広場の開催
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設の利用者などが、食
品や手芸品などを販売します。

 ４月21日～６月30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

岩山公園南側の森林を伐採します
林政課　☎613-8451

木の成長に伴う伐採時期の到来と
眺望の確保のため、本年度から６
年度にかけて、森林を伐採します。
伐採の範囲など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 1039199

山火事に注意
林政課　☎613-8451

５月まで、山火事防止月間です。今
年の標語は「山火事を　防ぐあな
たの　心がけ」。春は空気が乾燥
し、風が強い日も多いため、山火

公園活性化プラン
公園みどり課　☎601-2813

ファクス637-1919
 kouen@city.morioka.iwate.jp

公園を利活用して、実施してみた
い事業プランを募集します。

 募集期間：随時
 市役所都南分庁舎２階の同課

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応募用紙に
必要事項を記入し、郵送、ファクス、
メールまたは持参。

 1010481

盛岡の歴史を語る会の会員
環境企画課　☎613-8419

岩手県や盛岡の歴史に関する講義
の受講生を募集します。

 開催期間：５月20日～来年１月
20日、第３金曜、全９回、13時半
～15時半

 110人　
 4000円
 はがき：必要事項を記入し、〠

020-8531（住所不要）市役所環
境企画課に送付。４月25日㈪消印
有効　

 1025978

開運橋花壇クラブの会員
公園みどり課内

市グリーンバンク事務局　☎601-2867

開運橋から見える北上川沿いの花
壇づくりのボランティアを募集します。

 ４月～11月、土曜、６時～７時※
雨天時は翌日

 200円※市外の
人は350円

 電話：随時　
 1010572

グリーンバンクへの寄付
公園みどり課内

市グリーンバンク事務局　☎601-2867

町内会やボランティア団体などに
よる公共の場への緑化活動を支援
するため、寄付金を募集していま
す。活動内容など詳しくは、同事
務局へお問い合わせください。

 振り込み先：北日本銀行本店
普通口座：7017020　盛岡市グリ
ーンバンク頭取　熊谷祐

ゆ う

三
ぞ う

芸術文化創造事業を支援
文化国際課　☎613-8465

市内で活動する芸術文化団体など
が実施する事業に補助金を交付し
ます。申請方法や対象事業など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

 申請期間：来年１月31日㈫まで
 補助額：上限20万円　
 1039335

スポーツ合宿費の補助
スポーツツーリズム推進室　

☎603-8009

小学生以上のスポーツ団体の合宿
費用を補助します。申請方法や補
助額など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

 市内の宿泊施設と公設スポー
ツ施設を利用する５人以上の団体

 市役所本庁舎７階の同室に備
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、〠020-8530（住所
不要）市役所スポーツ推進課スポ
ーツツーリズム推進室へ郵送。合
宿の14日前まで必着

 1039314

特別弔慰金の支給
地域福祉課　☎626-7509

戦没者などの遺族に、特別弔慰金
（額面25万円の記名国債）を支給
します。対象者など詳しくは、お問
い合わせください。

 請求期間：来年３月31日㈮まで
 1030197

医療用ウィッグの購入費の補助
健康増進課　☎603-8306

医療用ウィッグの購入費の２分の
１（上限２万円）を補助しています。
４月１日以降に購入したものが対
象です。申請方法など詳しくは、市
ホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。　

 1034100

電気柵で農作物を守ろう
農政課　☎613-8457

鳥獣からの農作物被害を防止する
電気柵の設置経費の一部を補助し
ます。

お知らせ
事が起こりやすい季節です。たば
この投げ捨て、強風時や乾燥時の
野焼きは絶対にやめましょう。　

 1008263

学びの循環推進事業（一般
コース）を活用しませんか

中央公民館　☎654-5366
各種サークルなどが行う学習会な
どへ、豊かな知識や優れた技能を
持つ市民や団体などを、講師とし
て派遣します。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。

 10人以上の団体　
 1000685

移動図書館車のステーション
を３カ所試験運行します

市立図書館　☎661-4343
市は、一般書や児童書などおよそ
1500冊を載せて、市内全42カ所
のステーションを巡回する移動図
書館車を運行しています。５月まで、
次の３カ所のステーションを追加し
て試験運行します。運行日程やル
ートなど詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
▶追加するステーション：①高松
保健センター（上田字毛無森）②
中央公民館（愛宕
町）③もりおか歴史
文化館（内丸）

 1039287

国民年金保険料
学生納付特例制度のご案内

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

所得が一定以下の学生は、国民年
金保険料の納付が猶予される「学
生納付特例制度」が利用できます。
手続きは、市役所医療助成年金課
と都南総合支所税務福祉係、玉山
総合事務所健康福祉課または盛岡
年金事務所で受け付けます。

 1003605

生ごみで作った堆肥を販売
盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター　☎697-3835

家庭から出た生ごみを発酵させて
作った堆肥を販売中です。購入方
法など詳しくは、同センターへお

問い合わせください。
 １袋（15㌕）350円
 1029710

空き地や空き家の火災予防を
盛岡中央消防署　☎626-7302

盛岡西消防署　☎647-0119
盛岡南消防署　☎637-0119

放火やたばこの投げ捨てなどによ
る火災を防ぐため、空き地の除草
や、空き家の施錠など、所有者は
適正な管理をお願いします。　

 1039460

子育て支援有償ボランティア
の説明会を開催します
ファミリーサポートセンター

☎625-5810

保育園の送迎や子どもの一時預か
りなどをする子育てボランティア
活動の説明会を開催します。

 ４月18日㈪・５月13日㈮、10時
～12時と13時半～15時半

 市総合福祉センター（若園町）
 各20人　
 電話：受け付け中　

寄付をいただきました

■コスモエコパワー㈱
　野

の

地
じ

雅
ま さ

禎
よ し

代表取締役社長
1100万円。農林業の健全な発展
支援および地球温暖化対策促進
のために。
■新興電気㈱
　谷

や

上
が み

健
け ん

太
た

代表取締役社長
救助用ゴムボート一式。消防防災
体制の充実強化のために。
■㈱オノデラサイン
　小野寺久

きゅう

治
じ

代表取締役
のぼり旗100枚。火災予防啓発の
ために。

■ 新型コロナウイルス感染拡大防
止に伴う中止のお知らせ

米内浄水場（上米内字中居）の桜
の一般公開は中止します。場内へ
の立ち入りや無断駐車をしないよ
うお願いします。

 米内浄水場☎667-2280

　来年４月１日㈯に、盛岡南公
園に新しい野球場が誕生します。
野球場の完成を控え、野球少年
たちの、野球の夢や野球場への
願いなど、野球に対する想

お も

いを
ボールに込めて、１個はグラウン
ドの地中に、もう１個は展示スペ
ースに収め、野球場に魂を吹き
込みます。皆さんの応募をお待
ちしています。

 ８月27日㈯14時～15時半
 盛岡南公園（永井７）
 80人※県内に住む小・中学生
 無料※硬式野球ボール２個持参
 応募フォーム：５

月20日㈮まで。６月
下旬に抽選結果をメ
ールで通知します。

▼野球場完成予想図

募　集

 テレビ岩手　夢球企画係☎624-1166　  1039258

～新野球場に野球少年の想いを込めて～

　魂のボール入れ　　　　企画開催！「「夢夢
ゆ め

球球
きゅう

」」

 太鼓120人、踊り65人※小
学生。踊りは4・5歳の子も参
加できます

 参加料6000
円と浴衣などの
購入費１万2000
円程度

　盛岡さんさ踊りを盛り上げる
「ちびっこさんさ」を募集します。
太鼓は主催者が100個準備しま
すが、自分で用意できる人を歓
迎します。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 まるせい呉服店内、盛岡ちびっこさんさ運営委員会事務局☎629-9287
 1018881

ちびっこさんさを募集

©㈱テレビ岩手

　盛岡さんさ踊りを華やかに彩
り、さまざまな活動を通じて盛
岡さんさ踊りの魅力を全国にＰ
Ｒする「ミスさんさ踊り」や「ミ
ス太鼓」、「ミス横笛」、「うたっ
こ娘」を募集します。各対象の
応募条件や応募方
法など詳しくは、市
ホームページをご覧
ください。

 ミスさんさ踊り５人、ミス
太鼓50人、ミス横笛10人、う
たっこ娘数人

 盛岡商工会議所内、盛岡さんさ踊り実行委員会事務局 ☎624-5880
 1007942　

2022ミスさんさ踊りなどを募集


