市税 の 納期限

もりおかインフォ

のお知らせ

①固定資産税・都市計画税第２期②国民健康保険税第１期
納期限：８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☎613-8464②健康保険課☎613-8438
①1034399②1003580

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

お知らせ
世界の恒久平和に願いを
総務課

☎ 626-7513

1026926
■原爆写真パネル展
戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、
平和の大切さを忘れないため、原
爆写真パネルなどを展示します。
８月３日㈬〜17日㈬
上田公民館（上田四）、都南図
書館（永井24）、姫神ホール（渋民
字鶴塚）
■原爆無縁死没者遺骨名簿の公開
広島の原爆 供 養塔と長崎の原爆
追悼祈念堂に安置されている遺骨
の中で、親族が見つからない人の
名簿を公開します。
８月３日㈬〜17日㈬は上田
公民館、８月19日㈮以降は市役所
本庁舎５階の地域福祉課

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：８月９日㈫13時~16日
㈫13時▶せり売り：８月９日㈫13
時〜11日㈭23時
申込期間：７月22日㈮13時〜
８月２日㈫23時
1010803

指定管理者申請予定者の説明会
資産経営課

☎603-8007

市は、表のとおり公募により来年４
月１日から指定管理者を指定する
施設の説明会を開催します。指定
管理者の申請を予定している団体
などは、各担当課へ事前に連絡の
上、できる限り説明会へ出席してく
ださい。詳しくは、各担当課に問い
合わせるか市ホームページをご覧
ください。
1011448

小児慢性特定疾病の医療費
助成の更新申請を忘れずに
母子健康課

☎603-8304

小児慢性特定疾 病の医療費助成

を受給している人は、年に一度の
更新手続きが必要です。更新の案
内は６月中旬に送付しました。案
内が届いていない人は、同課へお
問い合わせください。

必要書類を確認の上、８月10日
㈬までに市保健所２階の同課で手
続きしてください。病気の治癒や市
外転出、年齢到達などにより、更新
を希望しない場合には、資格の取
消届の提出が必要です

都南中央公園プールを開設
総合プール ☎634-0450

同プールを開設します。
７月16日㈯〜８月21日㈰、10
時〜17時
都南中央公園プール（永井24）
1023444

点字ディスプレイの給付
障がい福祉課

視覚障がい１級・２級の身体障害
者手帳を持っている人などに、点
字ディスプレイを給付します。
給付台数：10台
電話：8月31日㈬17時まで※応募
多数の場合は抽選
1023737

国語教科書を探しています
石川啄木記念館

広報もりおか ４. ７. 15

☎683-2315

同館で開催する企画展「教科書の
中の啄木」の開催にあたり、調査・
研究のための国語教科書を探して
います。啄木作品が掲載された教
科書をお持ちの人は、同館へ寄贈
をお願いします。教科書の発行年
代や状態は問いません。また、教
科書で読んだ啄木作品の思い出や
エピソードもぜひお寄せください。
〠028-4132渋民字渋民９ 石
川啄木記念館教科書寄贈担当者あ
て郵送。８月31日㈬必着※寄贈に
かかる送料などは負担をお願いし
ます
1022347

市立向中野児童センター
建設工事が始まりました

子ども青少年課 ☎613-8356
公園みどり課 ☎639-9057

同センターの建設工事が来年２月
28日㈫（予定）まで行われます。

表 指定管理者申請予定者説明会の日程など
施設名（所在地）
日時
会場
盛岡南公園球技場 ７/20㈬
市勤労福祉会館202会議室
（永井８）
13時半〜
（紺屋町）
生出児童館
７/21㈭
中央公民館第１講義室
（下田字仲平）
９時半〜
（愛宕町）
向中野児童センター ７/21㈭
市総合福祉センターボラン
（向中野五）
13時半〜
ティアルーム（若園町）
永井地域交流活性化 ７/25㈪
プラザおでって第１会議室
センター（永井23） 13時15分〜 （中ノ橋通一）
市新事業創出支援セ ７/27㈬
同センター会議室
ンター（北飯岡一） 14時〜

８

☎613-8346

担当課
スポーツ推進課
☎603-8006
子ども青少年課
☎613-8356
子ども青少年課
☎613-8356
市民協働推進課
☎626-7500
ものづくり推進課
☎626-7551

工事により、盛岡南地区公園の一
部が利用できません。工事車両が
出入りするため、同公園を利用す
る際はご注意ください。

医療費受給者証を発送

医療助成年金課 ☎626-7528

1040290

夏の交通事故防止県民運動
くらしの安全課

☎603-8008

７月15日㈮〜24日㈰は夏の交通
事故防止県民運動期間です。今年
のスローガンは「『締めました！』乗
る人みんなの 合言葉」です。夏は、
暑さや長距離運転での疲労による
重大事故のほか、夏休み中の子ど
もが巻き込まれる交通事故が心配
されます。交通ルールとマナーを
守り、交通事故を防止しましょう。
1001109

7月31日㈰が有効期限の受給者証
を持っている人で、８月以降も対
象となる人に、７月下旬に新しい
受給者証を発送します。
重 度心身障がい者、中度身体
障がい者、ひとり親家庭等、寡婦
等、乳幼児、小学生、中学生
1028060

寄付をいただきました
■(一社)日本自動車連盟岩手支部
元持儀之支部長
ストップマーク26枚。歩行者とドライ
バーの交通安全対策として信号機
のない横断歩道へ設置するために。
もともちよしゆき

７月16日㈯～８月31日㈬

「ゆかたのまち盛岡」キャンペーンを開催！
経済企画課内、
「ゆかたのまち盛岡」推進事業
実行委員会☎613-8389
1019709
■飲食店等協賛店サービス
浴衣姿で飲食店などの協賛店に
来店した人に、お得なサービス
を用意しています。
■プレゼント企画
協賛店や飲食店などで配布する
応募はがきで、プレゼント企画
に参加できます。

キャンペーン期間中に次のイベン
トを開催します。詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
■フォトコンテスト
市内のいちおしスポットで撮影し
た浴衣（和装）姿の写真をSNSで
募集します。募集した写真は実行
委員会のSNSなどに掲載。審査
で上位の人にはお買物券などを
贈呈します。

中の橋 の 通行規制

８月22日㈪９時〜９月13日㈫（予定）
※工事の状況により変更になる場合があります

中の橋（中ノ橋通一）は橋梁補修工
事のため、終日車両通行規制が行
われますのでご注意ください。
【注意点】
■自動車・原動機付自転車
・バスを除く一般車両は内丸方面
からおでって方面へは終日通行
できませんので、与の字橋方面
へ迂回してください
・おでって方面から大通・内丸方
面へは通行できます
■歩行者・自転車など
歩道を通行できます。現場誘導員
の指示に従って通行してください

盛岡広域振興局道路環境課
☎629-6646
1040304
地図

一般国道106号中の橋周辺
県民会館

１

う かい

与の字橋
盛岡
市役所
中の橋

盛岡城跡公園
工事区間
迂回路

106

プラザ
おでって

各種相談
内容
休日納付
相談

日時
７/24㈰
９時〜16時

場所
問い合わせ
納税課
納税課
（市役所本庁舎２階） ☎613-8463
広聴広報課の予
市民無料 ８/８㈪・22㈪
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）
無料法律 ８/３・10・17・24・31
岩手弁護士会
相談★
水曜、10時〜15時
☎623-5005
★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け
地球環境に配慮したインキを
使用しています。

