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希望郷いわて国体・いわて大会の遺産を継承
するための取り組みで、期待するものは何ですか（複数回答）
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市民意識調査の
結果をお知らせします

　市は２年に一度、皆さんの意見を市政に反映させるため
の市民意識調査を行っています。昨年８月に行った調査の
主な結果をお知らせします。なお、全30問の調査結果は、
市役所別館６階の広聴広報課や各支所、各図書館などで閲
覧できるほか、市公式ホームページにも掲載しています。
【問】広聴広報課☎626-7517【広報ＩＤ】1021939

時差出勤の推進 　　　　　　

車やバスから鉄道へ乗り継ぎ
しやすい環境整備 　　　　

道路に自転車レーンを設け、
自転車の利用を促進する 　　　　

商業施設の駐車場を活用し、車か
らバスに乗り継ぎしやすくする 　　　　

渋滞する地域への自動車の
乗り入れ規制 　　　

労働環境の整備 　　　　

孤立を防ぐ地域づくり 　　　　　

相談体制の整備 　　　　

学校での教育 　　　　

傾聴・相談できる人が増える 　　　　

　生活に役立つ情報やイベント情報が分かりやすく伝わるよう紙面
を工夫していきます。また、若い読者層が少ないという他の調査結
果と併せ、写真やイラストを使って盛岡の魅力を伝える記事を掲載
するなど、どの年代の人でも見やすい広報にします。

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会での選手の活躍が評価され、
さらなる支援を求める声が多い結果になりました。一方、地域のに
ぎわい創出への期待は低かったため、スポーツイベント開催により
交流人口を増やすなど、スポーツツーリズムの取り組みへの理解浸
透を重視していきます。

　「死のうとしたことがある」「死のうと思ったことがある」人が
約25％という他の調査結果も踏まえ、職場や地域、学校と協力し
た対策が求められています。このことから、自殺を予防するための
計画を策定し、悩みを抱える人を支える人材育成や、相談窓口の認
知度・利用率増など、こころの健康づくりを推進していきます。

　時差出勤が有効だと考える人の割合が最も高くなったため、今
後も公的機関だけでなく、民間事業者などにも呼び掛けます。また、
主要な各地域と中心市街地とを結ぶバスや鉄道が利用しやすくなる
よう改善するともに、自転車でも移動しやすい交通環境をつくります。

子育てや介護、ごみの出し方など
生活に役立つ情報を掲載   　　　　　　　　　　　　 　　　　  

イベントや観光に関する情報を
詳しく掲載 　　　　　　　　　　　　　　　　　

市の歴史やあまり知られていない
盛岡の魅力に関する情報を掲載 　　　　　　　　　　　　　　

予算や計画など市の施策に関する
情報を分かりやすく掲載 　　　　　　　　　　　

図書館や公民館などで開催される
講座情報を多く掲載 　　　　　　　　　  

地元選手の競技レベルの向上や
有望選手への支援 　　

スポーツ施設の充実 　　
スポーツイベント・教室の開催に

よるスポーツへの関心の高まり 　　

大規模スポーツ大会・イベント
誘致による交流人口の拡大

（地域のにぎわい創出）
大規模スポーツ大会・イベントで

のボランティアの活躍

交通渋滞を緩和するために道路整備以外にどのような
方法が必要だと思いますか（複数回答）

担当：交通政策課☎613-8538

広報もりおかに掲載する記事をどのように充実させる
と、満足度が高まると考えますか（複数回答）

担当：広聴広報課☎613-8369

担当：スポーツツーリズム推進室☎603-8009

自死を減らすためのこころの健康づくりに有効と思
われるものはありますか（複数回答）

担当：保健予防課☎603-8309
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【調査について】市内在住の
18歳以上の２％に当たる49

32人

を無作為で選び、アンケート
調査票を送付。５テーマ・3

0問に、

45.6％に当たる2249人から
回答をいただきました。

※端数処理や複数回答の設問
があるため、それぞれの割合

の総計が100にならない場合
があります
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開運橋と岩手山
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バスターミナル機能の強化など
公共交通機関の利便性の向上   　

電線類地中化や歩道の融雪装置
設置と車道の整備 　

商店街や地域の核となる商業施設 　　

駐車場と駐輪場の整備 　　

商店街の特徴や魅力を生かした
イベントの実施

　　

　公共交通機関の利便性の向上や道路整備など、交通に関する機能
の充実を求める声が多く、年代が高くなるほど多い傾向がみられま
した。バスセンターの整備や、徒歩や自転車で巡りやすいまちづく
りをすることで、中心市街地の魅力向上に努めます。

盛岡市の中心市街地の魅力を高めるために、今後何が
必要だと思いますか（複数回答）

担当：経済企画課☎613-8298

44.8%

38.1%

35.8%

27.4%

26.5%

担当課
から

　今号の表紙は、成人のつどいに参加した皆さんの様子です。
あらためて、成人おめでとうございます。
　私が20歳の頃は、剣道に明け暮れていました。世間では学
生運動などが盛んで、大学の講義室が封鎖されて入れないこと
もあったので、もっぱら道場通い。剣道を通じて知り合った仲
間とは今も付き合いがあります。20歳といえば、将来につい
て悩む時期ですが、私も卒業後の生き方について、親父とよく
意見を交わしていたのを覚えてい
ます。結局、反対されながらも在
学中に起業したのですが、今とな
ってはいろいろな面で支えてくれ
ていた親に感謝しています。20代
は、将来の在り方について葛藤す
る年代。大いに悩むことは決して
無駄にはなりません。新成人の皆
さん、大きな目標を持って、夢に
向かって日々努力してください。

将来について大いに悩んで

市長コラム　№10

盛岡市長

守破離とは、師の教えを守っ
て基礎をつくり、徐々に自分
の色を出し、最後は自らの道
を見つけていくという意味で、
私の座右の銘でもあります
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もりおか
   映画祭2018

　映画「終わった人」の撮影時の話を中心に、映画の街・盛岡につ
いて、中田監督と原作者の内舘牧

まき

子
こ

さん、プロデューサーの近藤
正
まさ

岳
たけ

さんがトークセッション。事前申し込みが必要です。
【日時】２月18日㈰10時～11時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【定員】200人

映画製作の現場を覗く 【無料上映会とトークセッションの申し込み】
　はがきに①希望するイベント名②住所③名前④年齢⑤電話番
号⑥（トークセッションへ申し込む場合は）ゲストへの質問を
記入し、〠020-8530（住所不要）市役所経済企画課内、もりお
か映画祭実行委員会事務局へ郵送。ファクス622-6211と市公
式ホームページでも受け付けます。郵送は２月９日㈮必着。そ
の他は同日締め切り。定員を超えた場合は抽選。

表１　上映映画一覧映画名 会場
日時 映画名 会場

２/17
㈯

13時半～ 鴛鴦（おしどり）歌合戦（◆） リリオ
16時～ 3.11後を生きる（★） 盛岡ピカデリー
18時半～ 女優霊（★） 盛岡ピカデリー

２/18
㈰

11時半～ ガラスの脳（★） フォーラム盛岡
13時～ 空飛ぶ金魚と世界のひみつ（◆） リリオ
14時～ 仄暗い水の底から（★） 中央映画劇場

　同映画祭公式ハンドブックを持参すると、表２の作品が500
円で鑑賞できます。上映時間など詳しくは、各映画館にお問い
合わせください。
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　２月17日㈯・18日㈰の２日間を中心に、メインゲス
トに中田秀

ひで

夫
お

監督を招いて「もりおか映画祭2018」を
開催します。【問】経済企画課内、もりおか映画祭実
行委員会事務局☎613-8389【広報ＩＤ】1021845

もりおか
短角牛フェア2018
　盛岡生まれ・盛岡育ちの赤身肉「もりおか短角牛」。今年も
市内の飲食店26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肉
をプレゼント！　詳しくは市公式ホームページをご覧
ください。
【期間】３月15日㈭まで
【問】農政課内、もりおか短角牛振興協議会☎613-8457
【広報ＩＤ】1008242

農政フォーラム2018
　「食と農のバリューアップ」をテーマにした講演を
行うほか、市内で活躍している生産者や事業者などに
よるパネルトークを実施します。
【日時】２月16日㈮14時半～17時
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【定員】200人【費用】無料
【申し込み】農政課☎626-7540で電話受け付け
【広報ＩＤ】1017724

いわて雪まつり
　岩手高原スノーパーク（雫石町）をメイン会場に、
盛岡手づくり村など６つの会場でいわて雪まつりを開
催します。今年から会場と期間がバージョンアップ！
　詳しくは、雫石町役場観光商工課内、同まつり実行
委員会事務局☎692-6407へ問い合わせるか同まつり
公式ホームページをご覧ください。
【日時】２月14日㈬～18日㈰
【費用】会場によって入場料あり
【広報ＩＤ】1021668

　味覚と匠の技が満載のイベント「雪も
のがたり」を開催します。熱々屋台村や
ワイン・清酒・ジュースの試飲販売、手
づくり教室、南部鉄器の溶解作業公開な
ど盛りだくさんの内容！　下記の体験教
室は申し込みが必要です。▲

花まんじゅうづくり
【日時】２月17日㈯・18日㈰、10時～12時
【定員】各30人【費用】無料
【申し込み】２月５日㈪９時から同手づ
くり村☎689-2201で先着順に受け付け

あそぶ、めぐる、感じる、
雪のわくわく

もりおか映画祭2018

公式ガイドブックを市内

映画館などで配布中！

美味しい料理に舌鼓！

盛岡だから

できる農業とは？

　中田監督作品など表１のとおり上映会を開催します。★は上映
前後に中田監督による舞台あいさつなどがあります。
【費用】◆は無料。ただし、事前申し込みが必要。★は前売り1000円、
当日1500円。前売り券は各映画館やプラザおでってなどで販売中 表２　対象作品

日にちと映画名 定員 映画館
17㈯・18㈰
「巫女っちゃけん」と「サニー/32」

各日
25人

盛岡ルミエール
☎625-7117

17㈯「コンフィデンシャル　共助」
18㈰「リバーズ・エッジ」

各日
50人

中央映画劇場
☎624-2879

17㈯「空と海のあいだ」
18㈰「ＫＵＢＯ/クボ～二本の弦の秘密～」

各日
60人

フォーラム盛岡
☎622-4770

▼盛岡市
　盛岡手づくり村（繫字尾入野）

▼雫石町
　岩手高原スノーパーク・網張温
　泉スキー場・雫石スキー場・小
　岩井農場

▼滝沢市
　たきざわ自然情報センター

会場

盛岡手づくり村会場
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