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毎週金曜、7時50分～55分
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盛
岡
を

特
集

楽
し
も
う

紙面を
見直しました

　広報もりおかは、５月１日号から紙面をリニューアル。市の魅力や市政を
伝える特集記事を掲載するほか、カラーページを増やし、活字を大きくする
など、これまでよりも「読みやすく」「探しやすく」「分かりやすい」紙面
となるよう見直しました。
　ご意見やご感想は、広聴広報課か裏表紙のアンケート専用フォームからお
寄せください。皆さんのご意見が、広報もりおかを育てます。

高松公園から望む岩手山
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盛岡にはまだまだ楽しい
ところが

たくさん。あなた自身の
オススメ

の盛岡を見つけてくださ
いね！

紹介した各スポットなどの詳しい情報はこちらから！

　毎年４月から11月までの土曜日に開かれ、にぎわいを見せている材
木町よ市。商店街を盛り上げようと始められ、今年で45年目を迎えま
す。約400㍍の歩行者専用道路には露店が100店ほど並び、新鮮野菜や
果物、雑貨などが販売されています。手づくり惣菜や地ビールなどの食
べ歩きも楽しめ、人気のお店は行列ができるほど！　
家族連れも多く、よ市ならではの活気ある雰囲気を楽
しみながら、のんびり散歩する姿も見られます。北
上川の河原へ下り、いつもとは違う目線で川の流れ
や新緑を楽しむのもオススメです。

６
月
１
日
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
「
カ
ナ
ダ
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
盛
岡
」
で
す

　美しいピラミッド型の姫神山は標高1124メートル。信仰の山として
も知られ、山頂には石の祠

ほこら

、石仏や巨石群が見られます。山頂からの見
晴らしが良いので、天気の良い日には岩手山のほかに、早池峰山や七

なな

時
し

雨
ぐれ

山など360度のパノラマを楽しむこともできます。

朝市なら・・・
「神子田の朝市」

盛岡で「朝市」といえばここ。「市民の台
所」ともいわれ、年間開催日数300日以上
は全国１位！　採れたて野菜や果物はもち
ろん、郷土料理「ひっつみ」や入れたての
コーヒーも楽しめます。盛岡の澄んだ朝の
空気と一緒にどうぞ！

パワースポットで
　充電「ガロの滝」

市の南東部、大ケ生地区にある、乙部三
山の最高峰・黒森山。虫壁コースにある
「ガロの滝」はパワースポットといわれ
ており、自然の音や匂いから得られるエ
ネルギーを吸収しようと一日中いる人も。
季節によっては、小動物にも出会えます。

ハスの博物館「生
お い

出
で

湧水地」とユートランド姫神

下山後はユートランド姫神の温泉
へどうぞ。男女日替わりの大浴場
から、姫神山と岩手山の眺望を楽
しめます。そこから散策路を10分
ほど歩くと、毎分45㌧の硬水が湧
き出す「生出湧水地」が。絶滅危
惧種の水草「品

ひ ん

字
じ

藻
も

」が自生する
ほか、夏には約20種類のハスやス
イレンなどが咲き乱れ、自然の涼
を体感できるスポットです。

盛岡を楽しもう！

　姫神山に登るようになったのは、健康を意識し
始めた53歳の頃から。今や毎日登らないと気が済
まないほどで、今年も休んだのは２日だけ、間も
なく通算5600回目の登頂になります。高さの割に、
登り応えのある山ですよ。全国から来る登山者た
ちと話をしながら登るのが楽しく、健康にもつな
がっています。まずは80歳までを目標に登り続け
たいですね。

15時10分頃から18時半頃まで開催

伊藤美
み

聡
さと

さん（21）＝東緑が丘＝
江村みずほさん（21）＝滝沢市＝
菊池麻

ま
紀

き
さん（21）＝上堂三＝

　髙橋　浩
ひろし

さん（76）
＝玉山馬場字状小屋＝

盛岡の「お
・ ・ ・ ・
いしい」！

山開きは、５月20日㈰９時から

材木町　よ市 都南つどいの森

姫神山

つどいの森　佐々木長
ちょう

恒
こ う

さん

八重咲きのミズバショウ

　この春、盛岡で新生活をスタートさせた皆さん、よぐ
おでんスた！　盛岡は、盛岡城跡の石垣を中心に歴史あ
る建物やまち並みが残る風情あるまちです。伝統の祭り
や独自の麺文化などが根付き、暮らしに彩りを添えてい
ます。また、今年は大きなイベントが続きます。6月に
は東北絆まつりとスポーツクライミングの全国大会・国
際大会があり、東京五輪のカナダホストタウンとして合
宿も始まります。皆さんも、まちを歩き、イベントに参
加し、盛岡の奥深さを知っていただけたらうれしいです。

よ
ぐ

 

お
で
ん
ス
た
！

※
盛
岡
弁
で

「
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
の
意

「あかばやし探検隊」では、小・中学生の新し
いメンバーを募集中！　森林インストラクター
の指導のもと、食べておいしい草や山菜の見分
け方、水生生物の捕り方など、つどいの森周辺
で思い切り遊びながら、自然の知識を身に付け
ます。詳しくは、つどいの森ホームページを見て
くださいね。

よ市が大好きで、月に一度は食べ
歩きをしています。たくさんのお客
さんでにぎわっているので活気が
あるし、お店の人との会話も楽しい
です。懐かしいような温かい雰囲気
のところが気に入ってます！

　市の南西部にある森林公園「都南つどいの森」。約60㌶ほどの広い
敷地は自然がいっぱいで、春は山菜、秋はキノコなどが自生し、季節ご
とに山野草が咲き乱れます。活動的に過ごすなら、アスレチック施設や
テニスコート、湧き水を利用した釣り堀へどうぞ。また、県産材を使っ
た木工教室も毎月行われています。最大60人収容できるバーベキュー
ハウスは、持ち込んだ食材のほか、釣り堀で釣ったイワナを焼いて食べ
ることも！　体を動かして遊ぶもよし、すがすがしい空気の中で、のん
びりと森林散策するもよし、日常から離れて充実した時間を過ごしてみ
ませんか。【問】都南つどいの森（湯沢1-88　☎638-2270）

盛岡市
広報キャラクター「モリィ」
市の地形をかたどっています

こちらもおススメ

こちらもおススメこちらもおススメ

大慈清水

盛岡城跡

100選に選ばれています

青龍水

■日本100名城　盛岡城
■日本さくらの名所100選　盛岡城跡公園・高松公園

中津川

■甦
よみがえ

る水100選　中津川

■新日本歩く道紀行100選　 壬
み

生
ぶ

義
ぎ

士
し

伝
で ん

のまち・盛岡散策路
　　　　　　　　　　　　　御所湖一周ウォーキングコース

■平成の名水100選
　大慈清水・青龍水、中津川綱取ダム下流

■日本の音風景100選　
　チャグチャグ馬コの鈴の音

ね

■かおり風景100選
　盛岡の南部煎

せ ん

べい

南部せんべい

チャグチャグ馬コ

高松公園

御所湖盛岡散策路（紺屋町）

中津川綱取ダム下流

（左から）

自然の中に飛び出そう！ 登山シーズンがやってきた！

市公式ホームページは
広報ID・1022621で
検索してください
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　自主財源は、市税の増額が見込まれるとともに、基金からの繰入
金の増額などにより、前年度と比較して６億1192万円、1.2％の
増加となります。

　依存財源は、地方交付税は減額となる一方で、国庫補助金や市債
などは増額となり、前年度と比較して23億6807万円、4.1％の増
加となります。

20 40 60 80

歳入

歳出
（目的別）

歳出
（性質別）

歳入

表　本年度の予算総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　   （▲はマイナス) 
会 計 30年度 29年度 増減 伸び率

一般会計 1106億4000万円 1076億6000万円 29億8000万円 2.8%

特別会計

国民健康保険費 255億1138万円 315億6648万円 ▲60億5510万円 ▲19.2%★

介護保険費 253億5617万円 247億3194万円 6億2423万円 2.5%
後期高齢者医療費 30億6698万円 29億4041万円 1億2656万円 4.3%
中央卸売市場費 13億892万 14億5344万円 ▲1億4452万円 ▲9.9%
農業集落排水事業費 5億2903万円 5億2924万円 ▲21万円 0.0%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 2億372万円 1億3114万円 7257万円 55.3%
土地取得事業費 1302万円 1362万円 ▲60万円 ▲4.4%
公設浄化槽事業費 884万円 859万円 25万円 2.9%
東中野財産区 267万円 267万円 0万円 0.0%
東中野、東安庭、門財産区 70万円 70万円 0万円 0.0%

計 1666億4146万円 1690億3827万円 ▲23億9681万円 ▲1.4％
※各項目とも１万円未満を切り捨てているため、計や増減などが一致しない場合があります
★国民健康保険費は県に移管されたことに伴い、29年度より大きく減額しています

一般会計の当初予算 　市の基本的会計の一般会計予算総額は1106億4000万円。29年度
当初予算と比べて29億8000万円、率にして2.8％増加しました。

30
年
度 盛岡市の予算

【問】財政課☎613-8362【広報ＩＤ】1022592

歳出

総合計画の４つの基本目標ごとの主な事業

新規

新規

拡充

●東北絆まつり・岩手もりおか復興フ
　ェスタ開催事業
東北絆まつりと岩手もりおか復興フェス
タを開催／1億9935万円
●移住・定住・交流人口対策事業
若者の地元定着やＵＩターンなどの移
住・定住を促進するため、総合的な移
住・定住策を推進／2472万円
●地域おこし協力隊活用事業
 （移住・定住の促進）
協力隊を２名採用し、移住・定住や若
者の地元定着を推進する／800万円
●地域おこし協力隊活用事業（盛岡広
　域連携スポーツツーリズムの推進）
協力隊を１名採用し、スポーツを通じて盛

●盛岡広域連携スポーツツーリズム推
　進事業
ホストタウン事業として、水球やラグビー
の事前キャンプの受け入れ準備を進める
ほか、スポーツクライミングなど他の競
技の誘致に取り組む／2447万円

●公園等維持管理総務事務
 （いしがきミュージックフェスティバル
　支援事業）
交流人口の増加と若者の活躍を応援す
るため「いしがきミュージックフェステ
ィバル」実行委員会に負担金を支出
／400万円
●盛岡地区かわまちづくり事業
新たな観光資源や水辺のにぎわいづく
りに向けた舟

しゅう

運
う ん

事業の実現を目指す
／378万円
●観光客誘致宣伝事業
 （東北六市連携事業）
首都圏などでプロモーショ
ン活動を展開／209万円

●新産業等用地整備事業
新しいものづくり拠点として、道明地区
に産業などの用地の整備を進める
／1億円
●食と農のバリューアップ推進事業
「もりおか食と農バリューアップ推進
戦略」を基に、農業と2次産業、3次産
業の連携の強化を図り、魅力ある盛岡
産農畜産物のブランド力向上と販路拡
大、6次産業化の支援、盛岡の食の魅

●盛岡テクノミュージアム設置事業
学生などが工場を見学し、地元企業への
理解を深めることにより、企業の人材確
保や若者の地元定着を促進／100万円
●地域おこし協力隊活用事業
 （簗川地域）
協力隊を1名採用し、簗川地域での暮
らしを通した食と農などを生かした地
域支援や新たななりわいを創造し、地
域の魅力を高める／400万円

2020 あつまる・つな
がるまちプロジェクト

３億1807万円

拡充

重点的に取り組む施策
～「戦略プロジェクト」に予算を重点配分～

　市総合計画の目指す将来像「ひと・まち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡」の
実現に向け、３つの「戦略プロジェクト」を設け、重点的な予算の配分に努めました。

力発信などに取り組む。また、6次産業
化などによる商品の開発や、販路開拓
などに係る経費の一部を補助
／2756万円
●地域おこし協力隊活用事業
 （大ケ生地域）
大ケ生地域での暮らしや農業体験を通
した、都市農村の交流や地場産品のＰ
Ｒなどにより地域の魅力を高める
／799万円

岡広域圏の魅力をＰＲする／393万円
●姉妹都市等国際交流事業
 （ホストタウン機運醸成事業）
カナダのホストタウンとして相手国へ
の関心を深めるため、カナダの文化や
音楽などに関わるイベントなどを開催
／126万円　義務的経費は、人件費が減少するものの、認定こども園などへの

運営費を給付する対象施設の増加などにより、扶助費の増加が見込
まれ、ほぼ前年並みとなります。

　投資的経費は、公共施設の保有最適化・長寿命化計画に基づく
大規模改修工事が本格実施されることなどにより、24億2331万円、
19.7％の増加となります。

投資的経費は19.7％増

それに対して特別会計
は、国民健康保険など
特定の収入で特定の支
出に充てられます。

一般会計では、市民サー
ビスの提供など、行政運
営の基本的な経費を計上
しています。

市税
38.4％

民生費
41.1％

人件費
13.4％

扶助費
27.7％

土木費
14.6％

公債費
11.3％

公債費
11.3％

繰出金
6.3％

補助費
13.5％

物件費など
14.5％

普通建設事業費
災害復旧事業費

13.3％

総務費
9.7％

教育費
7.2％

その他
16.1％

手数料
使用料など

7.2％

地方交付税
12.2％

国庫支出金
18.0％

市債
10.6％

その他
13.6％

法律で義務付けられているなどの
ため、自由に節減できない経費
（人件費、扶助費、公債費）

施設の建設など、将来の財産と
して残るものに支出される経費
（道路・学校・公営住宅など）

深めよう絆　活
い

かそう資源笑顔輝く　もりおか創生予算

予算編成にあたって
　本年度は、将来にわたって安定的な財政運営を図りつつ、総合計画の目指す将来像である「ひ
と・まち・未来が輝き　世界につながるまち盛岡」の実現を目指します。特にも、「食と農・もの
づくり」「子ども・子育て」「交流人口の増」に力点を置いた予算編成に努めました。

●中学生医療費給付事業
医療費給付事業を中学生まで拡大
／7988万円
●子ども家庭総合支援拠点事業
家庭訪問などにより児童虐待の発生予防
と早期発見、早期対応を行う／1312万円
●産婦健康診査事業
産後間もない時期の検査などにより妊
娠期からの子育て期を切れ目なく支援
／1227万円
●子育て世帯支援型賃貸住宅改修事業
子育て世帯の入居促進のため、民間事

●就学援助事業（新入学児童・生徒学
　用品費入学前支給分）
経済的な理由で就学が困難な児童と
保護者に対する学用品費や給食費な
どを援助／1804万円

若い世代や子育て世代が、希望
を持って子どもを産み育てるこ
とができ、盛岡に住みたい・住
み続けたいと思えるようさまざ
まな保育ニーズに柔軟に対応し
子育て環境を充実させます。

市の魅力を国内外へ発信し、旅
行客が満足できる観光地域とな
るため、観光資源のブラッシュ
アップや受け入れ態勢の整備を
推進します。

みんなが支える子ども・
子育て安心プロジェクト

22億2457万円

・生活困窮者への支援（公営住宅建設事業）／8億1120万円
・子ども・子育て・若者への支援（地域児童クラブ等運営事業）
　／4億1822万円
・高齢者福祉の充実（老人福祉施設整備助成事業）／2億319万円

・良好な景観の形成（景観計画推進事業）／2329万円
・スポーツの推進（競技大会等開催事業）／1607万円
・計画的な土地利用の推進（都市計画調査事務）／1586万円

・生涯学習の推進（薮川地区公民館移転整備事業）／5658万円
・地球環境の保全と自然との共生（資源ごみ分別作業所管理運営事業）　
　／5487万円
・子どもの教育の充実（仙北中第二屋内運動場等整備事業）【新規】
　／3373万円

・農林業の振興（農業基盤整備事業）／6967万円
・観光の振興（まつり・イベント振興事業）／5325万円
・都市基盤施設の維持・強化（耐震対策緊急促進事業）／4876万円

人がいきいきと暮らすまちづくり

盛岡の魅力があふれるまちづくり

人を育み未来につなぐまちづくり

人が集い活力を生むまちづくり

市の魅力ある農畜産物などの地
域資源を活用した取り組
みを進め、産業の振興
を図ります。

「食と農」・「ものづくり」
応援プロジェクト
２億4472万円

自主財源

義務的経費 投資的経費 その他

依存財源

424億2773万円

454億9634万円

148億5831万円 306億5479万円

161億6244万円

199億4406万円 117億
6804万円

150億3837
万円

125億4467
万円

177億
9152万円

107億1070
万円

79億
3433万円

79億
5539万円

135億
641万円

125億
4460万円

147億
3596万円

159億
6748万円

148億
8731万円

69億9155
万

新規

拡充

●待機児童解消強化事業
既存の施設を活用して定員増を図る保
育所に対して、経費の一部を補助
／1300万円
●病児・病後児保育事業
病院の専用スペースで病児保育を行お
うとする医療機関に対し、施設改修など
の費用の一部を助成。また、病児対応型
施設を1施設新設し、
運営を委託
／1181万円

業者などへ既存の住宅などの改修費用
を一部補助／300万円
●産後ケア事業
家事や育児の十分な支援を受けられな
い産婦の育児を支援／75万円

　目指す将来像の実現のため，まちづくりの理念
や方向性を示す4つの基本目標を設定しています。

自主財源は1.2％増

依存財源4.1％増

義務的経費は前年並み



　岩手大地域課題解決プログラムの一
環として、教育学部の皆さんとアセッ
トマネジメントを紹介するためのマン
ガを作成！　アセットマネジメントの
入門編としてぜひご覧ください。市
公式ホームページに掲載しています。
【広報ＩＤ】1020220

岩大生
×

アセット
マネジメント

スマートフォン
で読み取り

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

入
門
編
！
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　市は、大規模改修工事や複合化などの実施に向
けて、各施設でどの箇所をどのように直すのか方
針をまとめたり、地域で説明会を開催したりと準
備を進めています。現在、準備中の主な施設は表
２のとおり。説明会の開催情報などは、決まり次
第、地域や施設利用者の皆さんへお知らせします。

どうなる？どうする？あの施設
工事に向けた準備を進めている施設

　本年度に大規模改修工事が始まる施設は表１
のとおりです。
※工事予定期間は変更になることがあります

工事を予定している施設

みんなで考えよう
！！

表２　準備中の主な施設
施設名

巻堀出張所・盛岡市就業改善センター・好摩地区公民
館（好摩字野中）
サンライフ盛岡（仙北二）
都南勤労福祉会館（永井23）
姫神地区振興センター（玉山馬場字葛巻）
岩洞生活改善センター（薮川字外山）
飯岡出張所・飯岡農業構造改善センター・飯岡地区公
民館・飯岡地区保健センター（下飯岡８）
総合プール（本宮五）

表１　本年度に大規模改修等が始まる施設
施設名 工事予定期間

青山支所・青山地区活動センター・
青山老人福祉センター（青山三） ６月～来年３月頃
中央公民館（愛宕町） ７月～再来年３月頃
仙北地区活動センター（仙北二） ６月～来年３月頃
芋田地区コミュニティセンター
（芋田字下芋田） 6月～来年２月頃
農民研修センター（下田字仲平） ６月～来年２月頃
山岸老人福祉センター・山岸児童セン
ター（下米内一） ８月～来年１月頃
武道館（住吉町） ７月～来年2月頃
青山二丁目アパート（青山二） ７月～来年2月頃
北厨川アパート（厨川二） 11月～来年３月頃
仙北西アパート（西仙北一） 11月～来年３月頃
川目アパート（東山一） 11月～来年３月頃
法領田アパート（乙部31） 11月～来年３月頃
緑が丘小屋内運動場（黒石野一） ７月～来年３月頃
厨川中屋内運動場（厨川二） ７月～来年３月頃 　表２以外にも、これか

ら方針を考

え始める施設があるよ。
地域や利用

者の皆さんの意見や知恵
が必要なん

だ！説明会にぜひ来てね
！

ご
理
解
と
ご
協
力

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

大規模改修でこう変わる！
　昨年度に大規模改修工事をした
区界高原少年自然の家（宮古市）
は４月からリニューアルオープン
しています。

大規模改修工事って何？

実録！　ビフォー
・アフター

　宿泊する子どもたちが快適に過ごせ
るよう改修しました。トイレは簡易水
洗から水洗に変わり、暖房便座とウォ
シュレット付きになりました。また、
寒さを防ぐ二重サッシの設置のほか、
照明は全館LEDとなり暖かく明るい
施設となりました。きれいになった自
然の家で子どもたちを待っています！

　建物を80年間使い続け
ることを目指し、費用を抑
えながら施設を長持ちさせ
るための工事のこと。新築
後、おおむね40年目で実
施します。屋根・壁の交換
や設備の更新など必要な部
材・部品を交換したり、将
来の使い方に合わせ、間取
りの変更なども行います。

教えて！石割
さくらこ

bef
ore    ZOOM UP！

特に屋根の傷み
が

ひどかった

before

after

after

トイレだってピッカピカに！多目的トイレもできました

　市が保有する施設は、約650施設・約1550棟（延床面積約
110万㎡）あります。この量は、市役所本館（８階建て）の110
棟分に相当。人口が減り、少子高齢化が進む中、施設保有数が
多いと、どのような影響があるのでしょうか？　市の施設を取り
巻く問題や今後の施設の使い方などについて、一緒に考えてみ
ましょう。【問】資産経営課☎603-8007【広報ＩＤ】1009705

公共施設は皆さん
の資産！

その資産に何が起
きているか、

私が分かりやすく
説明するぞ

石割さくらこ
　岩手大の学生と共同で作成した盛岡の公共施設
アセットマネジメント（以下、「アセットマネジメ
ント」）を紹介するためのマンガのキャラクター

公共施設を取り巻く問題って？
どれも費用が高額

　今の施設数を今後も維持し続け
ると、毎年平均して約100億円か
かる積算です。取り壊す場合でも、
大きい施設では億単位の費用がか
かることも。建て直す場合も含め、
次世代に過剰な借金を残さないた
めにも、限られた予算で効率的か
つ効果的な維持管理を行っていく
必要があります。　

  そこで登場するのが

アセットマネジメント！

利用者の減少・変化

　市の人口は、平成27年から47年までの
20年間で現在の87.7％まで減る見込みで
す。特に年少人口（0～14歳）は大幅に減
少し始めています。また、時代の流れとと
もに利用者のニーズも変わってきています。

施設保有を最適化するために

　昭和40～50年代に建てられた施設
が多く、約４割が築30年を越えてい
ます。壊れた箇所をその都度直しなが
ら利用していますが、修繕費用も年々
増えてきています。

老朽化

人が減ると、市営住宅や学校
などで空き部屋が増え、施設
の稼働率が落ちていくんだ。
また、共働きの増加で、放課
後にも子どもを預ける場所の
需要が高まっているよ

新しい建物は原則
建てません。機能が
重複している施設
や稼働率の低い施
設を見直し、施設保
有数を縮減します。

既存施設の用途転
用や建物を大規模
改修するときに複
合化するなど、新
たなニーズに対応
します。

計画的な
保全計画

80年の使用を目指
し、計画的に保全
します。事後保全
ではなく、予防保
全を取り入れ、長
寿命化を図ります。

維持・取り壊し・建て直し

施設は市民の皆さんの資産！
施設の損傷や劣化などを予測し、
管理していく上での費用対効果
を詳細に把握。そのデータを基
に効果的かつ効率的な維持管理
を行うための方法を「アセット
マネジメント」というんだ

長寿命化のために

市の
取り組み

区界高原少年自然の家
鷹
たかの

觜
は し

達
とおる

所長

　市は、アセットマネジメントとして、「施設保有の最適化」と
「長寿命化」を２つの柱に、本当に必要な施設を取捨選択し、持続
可能な市民サービスの提供を目指します。

①公共施設保有最適
化・長寿命化中期計
画※の作成

②地域や利用する人
との話し合い

④次世代まで使いや
すい施設のある生活

今
、
使
い
に
く
い

と
こ
ろ
は
？

い
つ
工
事
す
る
？

※公共施設保有最適化・長寿命化中期計画
　平成28～37年度の10年間で大規模改修などを行うおおまか
な時期などを記したもの。平成28年３月に作成

修繕竣工 修繕 大規模改修 建て替え

60年0年 20年 40年 80年

【予防保全イメージ】【最適化に向けての流れイメージ】

①量の見直し ②利用しやすさ
　の向上 ③コストの見直し

開館時間や人員配
置を見直し、利用率
に合った管理運営
をしていきます。ま
た、適切な利用者
負担を検討します。

③具体的な施設の使
い方や工事方法の決定

日本建築学会によると、鉄筋コン
クリート造の建物の物理的耐用年
数は80～100年。適切なタイミ
ングで長寿命化の改修を行うこと
で、建物をより長く使えるんだ

困っていることは？

施設の延床面積の割合は、学校
が最も割合が大きく、老朽化し
てきているところも多い。建物に
もよるけど、十数年を過ぎたあ
たりから、修繕が必要な箇所が
増えてくるぞ

資産私たちの資産をどうしていく？



※特に記載がない場合、費用は無料

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ  広報ID　  託児　  会場までバス移動

マークの
見方

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき：往復はがきに①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報

広　告広　告

広報もりおか 30．5．１ ９8 広報もりおか 30．5．1

憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

県立大の三上邦
く に

彦
ひ こ

教授が「子どもの
権利と子ども虐待への取り組み」と
題して講演。

 5月10日㈭14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 先着200人　  1022705

交通安全ゲートボール
くらしの安全課　☎603-8008

60歳以上の市民を対象に、交通安全
について学びながらゲートボールを
プレーする。
▶講習会

 5月10日㈭は屋内ゲートボール
場（前九年三）、11日㈮は世代交流セ
ンター（西見前13）、いずれも9時～
11時半。用具は貸し出します。
▶大会

 5月29日㈫8時半～15時半
 県営運動公園（みたけ一）
 申込方法など詳しくはお問い合わ

せください。5月11日㈮締め切り

手づくり市「てどらんご」

もりおかワカものプロジェクト事務局
☎080-4510-7082

手づくり作品の販売とスタンプラリー。
 5月12日㈯・13日㈰、10時半～16時
 鉈屋町の町家など

公開探鳥会
林政課　☎626-7541

鳥の見分け方や生息する環境につい
て学習。双眼鏡と筆記用具を持参。

 5月13日㈰7時～10時半
 高松の池（高松一）※旧盛岡競馬

場跡地の高松公園多目的芝生広場
（上田字堤頭）の芝水園側駐車場前
オープンステージに集合

 1018981

姫神山やま開き

産業振興課　☎683-3852
盛岡観光コンベンション協会☎621-8800

安全祈願の後、登山開始。10時半～
登頂者先着900人に山頂で記念手ぬ
ぐいを配布。

 5月20日㈰9時～
 姫神山一本杉登山口（玉山馬場字

前田）　  1019350

月釜茶会
中央公民館　☎654-5366

三
さ ん

彩
さ い

流
りゅう

彩
さ い

茗
め い

会
か い

と表千家同門会による
茶会。

 5月20日㈰9時半～15時
 上田公民館（上田四）

※駐車場が混み合うため、公共交通
機関の利用をお願いします

 当日券900円　  1022548

エコドライブ講習会

県環境生活企画室
☎629-5271　ファクス629-5334

安全運転やガソリン代の節約につな
がるエコドライブについて、座学と実
技で学ぶ。

 5月26日㈯13時半～16時半
 自動車運転免許試験場（下田字仲平）
 9人
 県ホームページに掲載の申込用紙

でメールかファクス：5月21日㈪必着

小岩井農場まきば園の
市民優待月間

小岩井農場まきば園　☎692-4321
小岩井農場（雫石町）で、盛岡市民の入
場料が無料になる優待月間を実施。

 6月1日㈮～30日㈯
 盛岡市民※幼稚園、学校や企業な

どの団体入場を除く
 入場窓口で、身分証など盛岡市民

であることを証明できるものを、提示

ファミリーサポートセンター
有償ボランティア養成講座
盛岡市ファミリーサポートセンター

☎625-5810

地域の人同士で子育てを互いに援助
する「ファミリーサポートセンター援
助会員」の養成講座を開催。

 6月13日㈬~7月11日㈬までに養
成講座（6回）と実習（2回）を開催

 市総合福祉センター（若園町）ほか
 30人　  2000円
 電話：5月18日㈮9時から先着順

にゃんと！？ワンだふる会
公園みどり課　☎639-9057

犬猫の譲渡会や犬同伴避難体験、猫
のおもちゃづくり、カフェコーナーなど。

 5月20日㈰10時～14時
 高松公園多目的屋外広場（上田字

毛無森）※旧盛岡競馬場跡地
 1017415

保護庭園・保存建造物を公開
景観政策課　☎601-5541

次の建造物等を無料公開。車での来
場はお控えください。

 1009405
■一ノ倉邸（安倍館町）

 水曜～日曜、10時～15時
※8/10～20、12/25～1/15は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会☎646-
1817
■旧宣教師館（大沢川原三）

 月曜～金曜、9時～17時（12時～
13時を除く）※土・日曜、祝日と8/13
～16、12/29～1/3は休館

 大沢川原センター☎654-6067
■明治橋際の御蔵（南大通三）

 10月までの土・日曜、10時～16時
 御蔵管理委員会☎654-2468
■武田邸（長田町）

 11月までの第2・4土曜、13時～16時
 景観政策課

市民文化ホール
〠020-0045盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
パイプオルガンの仕組みや歴史を、
演奏を交えながら学ぶ。

 6月16日㈯13時半～16時と23日
㈯13時半~15時半、全2回

 20人※中学生以上　
 大学生以下1500円、一般2000円
 電話：5月18日㈮10時から

盛岡劇場
〠020-0873松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきライヴ
サボール斎藤とザ・パープルジャドウ
ズが出演。

 5月16日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円。小

学生以下無料

姫神ホール
〠028-4132渋民字鶴塚55

☎683-3526

■2018啄木祭
映画「戦場のメリークリスマス」の助
監督で、作家のロジャー・パルバース
さんによる啄木をテーマにした講演
や対談など。

 6月9日㈯、13時半～16時
 前売り1000円、当日1300円※前

売り券は市内プレイガイドで発売中
 石川啄木記念館☎683-2315
 1022490

ゆぴあす
〠020-0102上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■母の日似顔絵コンテスト&お母さん

へのプレゼント
お母さんの似顔絵を館内に展示し
ます。似顔絵を描いてくれた人先着
250人に、お母さんへのプレゼント
を進呈。

 5月13日㈰まで、10時~20時半※
展示は20日㈰まで

都南つどいの森
〠020-0842湯沢1-88 

☎638-2270

■１
ワンバイフォー

×４材による棚作り教室
植木鉢やプランターを置く三段棚を作る。

 5月24日㈭~26日㈯、9時半～15時
 各8人※中学生以上
 1500円　
 電話：５月18日㈮9時から
 1022729

外山森林公園
〠028-2711薮川字大の平31-1

☎681-5132

■初夏の森林散策と手打ちそば体験
ガイドの解説による自然観察会と外
山そばの手打ち体験。

 6月5日㈫9時半～13時半
 30人　  1500円（昼食込み）
 往復はがき：5月25日㈮必着
 1022684
■バーベキュー用炭作り体験

 6月15日㈮・16日㈯、10時～15時
半、全2回

 6人　  2000円
 往復はがき：6月4日㈪必着
 1022686

上田公民館
〠020-0066上田四丁目1-1

☎654-2333　ファクス654-2335

■茶道入門講座
裏千家流の茶道の作法を体験し、日

本古来の文化を理解する。
 6月6日~27日、水曜、10時～12

時、全4回
 15人　  4000円
 往復はがき・ファクス：5月23日㈬必着
 1000701

河南公民館
〠020-0873松尾町3-1

☎622-2258　ファクス622-1910

■少年自然教室
キャンプやカヌーなど、さまざまな自
然体験活動を行う。

 6月9日㈯、7月21日㈯~22日㈰、
８月10日㈮、10月6日㈯、来年１月
27日㈰、8時半～15時半、全5回

 区界高原少年自然の家（宮古市）など
 15人※小学4~6年生
 5000円
 電話・ファクス・窓口：5月22日㈫必着
 1022710

都南公民館
〠020-0834永井24-10-1

☎637-6611

■生涯青春講座
健康体操や童謡唱歌の合唱、鳥

と の み の

海
柵
さ く

と安倍氏についての講話、館外研
修（金ケ崎町）など

 5月30日~6月27日、水曜、主に10
時～12時、全5回

 40人※60歳以上
 保険料や研修費など2000円程度
 往復はがき：5月16日㈬必着
 1022706

松園地区公民館
〠020-0106東松園二丁目5-3

☎661-8111

■文学史講座
浄
じょう

泉
せ ん

寺の山崎教
きょう

真
し ん

住職を講師に、啄

木の人物像に迫る。
 6月1日~15日、金曜、10時～12時、

全３回※6月8日のみ9時半~15時半
 20人　  700円
 往復はがき：5月21日㈪必着
 1022381

■軽登山・環境トレッキング（夏）
 6月13日㈬、9時15分～16時
 西岳（一戸町）
 20人※登山経験のある人
 300円
 往復はがき：5月31日㈭必着
 1022381

見前南地区公民館
〠020-0833西見前13-50

☎601-6735

■歩く歩くワン・ツー
同館から8~10㌔程度のウオーキン
グや、県予防医学協会（北飯岡4）、
都南つどいの森（湯沢1）などの見学。

 5月23日、6月6日・27日、水曜、9時～
16時半、全3回※初回は16時45分まで

 20人　  5000円※昼食付き
 窓口：5月7日㈪10時から先着順

※申し込み時に参加費が必要
 1022711
■シネマ上映会
「毎日ニュース映画」で見る、昭和
32・33年の映像。

 5月26日㈯10時～11時40分
 先着30人　  1022712

市立図書館
〠020-0114高松一丁目9-45

☎661-4343

■科学談話会
県立大盛岡短期大学部の川崎雅

ま さ

志
し

教授が「脂質（あぶら）と健康」と題
して講演。

 5月18日㈮18時半～20時
 1022605

先人記念館
〠020-0866本宮字蛇屋敷2-2

☎659-3338

■展示ツアーガイド
ボランティアが解説しながら、新渡
戸稲造と米内光政、金田一京助の展
示室を案内。

 5月~7月の第1・3日曜、10時半～
と13時半~（各１時間程度）

 入館料が必要　  1022625

もりおか歴史文化館
〠020-0023内丸１-50

☎681-2100

■盛岡弁で語る昔話
ナレーター・語り部である小野寺瑞

み ず

穂
ほ

さんによる昔話。
 5月19日㈯14時～14時半
 展示室入場料が必要
 1019825
■似顔絵プレゼント
似顔絵ユニット「さがかが」さんが似
顔絵を描いてプレゼントします。

 6月16日㈯・7月14㈯、10時～16時
 各20人
 電話：6月分は5月24日㈭、7月分

は6月28日㈭の11時から
 1020949

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■「啄木漂泊の旅」展ギャラリートーク
作家でジャーナリストの外岡秀

ひ で

俊
と し

さ
んが啄木について語る。

 5月19日㈯14時～15時半
 先着50人　  1022402

志波城古代公園
〠020-0023上鹿妻字五兵衛新田47-11

　☎658-1710

■古代の遊びで楽しもう
つぼに矢を投げ入れて得点を競う「投
げ壺」や貝合わせ、火おこしなど古代
の人も楽しんだ遊びを体験。

 5月3日㈭~6日㈰、10時～16時
■古代米づくり

昔ながらの手作業で田植えから草取
り、稲刈り、脱穀までを体験。最終回
は餅をつき、収穫を祝う。

 5月13日~10月14日、日曜、全５
回、9時半～12時※3回目以降の日程
は、天候や生育状況により決定

 30人※4歳以上。中学生以下は保
護者同伴　  140円　

 往復はがき：５月7日㈪必着
 1007672

■水道施設見学会
バスで移動し、新庄・米内の各浄水場と水質管
理センターの見学やクイズ、漏水修理の実演
など。※内容は小学３年生以上向け。見学行程には階
段の上り下りがあります

 6月10日㈰・11日㈪、10時～15時※昼食付き

 各45人
 はがき：５月16日㈬消印有効。参加希望日

と代表者名のほか、参加者全員の住所・名前・
年齢・電話番号を記入し、〠020-0013愛宕町
６-８、上下水道局経営企画課へ。上下水道局の
ホームページでも同日17時まで受け付け。電話
では受け付けません。
■水道の点検と蛇口パッキン交換
給水装置の点検などを無料実施。井戸などの
自家水道設備や給湯器、湯水混合水栓は対象
外です。

 6月7日㈭～15日㈮※平日のみ
 電話：6月1日㈮～11日㈪の平日、9時～17時
 給排水課☎623-1411

　市上下水道局は、皆さんに水道への理解と
関心を深めてもらうため、水道施設見学会など
を開催します。  経営企画課☎623-1441

36

455

桜台ニュータウン

上米内駅
ＪＲ山田線

岩手大
付属中

米内
浄水場

水道橋

▲
岩山

新庄浄水場４

岩山入口至茶畑

N
地図　浄水場の所在地

水道 のこと

　   もっと  知ろう
★米内浄水場
（上米内字中居）
☎667-2280
ＪＲ山田線の上米内
駅で下車し、徒歩２分

★新庄浄水場
（加賀野字桜山）
☎651-5048
県交通・新庄線のバ
ス停「新庄浄水場」
で下車し、徒歩１分

６月１日～７日は水道週間
■浄水場の一般公開

 6月1日㈮～7日㈭、各日10時、11時、13時、
14時の４回
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29年度3級問題❶（正解は14ページに掲載）
　現在、橋の欄干に擬宝珠が付けられているのは、上の橋とどこですか。

　①中の橋　②下の橋　③与の字橋　④富士見橋
 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進課　☎603-8013

スポーツの推進に関する重要事項に
ついて調査審議する委員を若干名募
集します。任期は6月から2年間です。

 ①18歳以上②市在住または勤務
③平日の日中に行われる会議（年2
回程度）に出席できる―の全てに
該当する人

 同課に備え付けまたは市公式ホー
ムページに掲載している申込用紙に
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。5月21日㈪必着

 1022630

農業委員
農業委員会事務局　☎639-9034

農地転用や権利移動の審議などを
行う委員を1人募集します。任期は、
任命の日から32年7月19日㈰まで。

 農業に関する識見を有する人
 応募用紙に必要事項を記入し、5

月7日㈪以降に市役所都南分庁舎の
農業委員会事務局または玉山分庁
舎の同事務局玉山分室へ持参。郵送
は同事務局〠020-8532津志田14-
37-2農業委員会事務局宛てで6月5
日㈫必着。持参は同日17時まで　

 1022603

地域おこし協力隊
企画調整課　☎626-7534

地域の振興を図る地域おこし協力隊
の募集を、5月31日㈭まで延長します。
対象は、三大都市圏をはじめとする
都市部に現在住んでいる人。

 申し込み方法など、詳しくは市公

式ホームーページをご覧ください
 1018517

キャラホール合唱祭の出演団体
都南公民館☎637-6611・ファクス637-8700
7月7日㈯13時半～16時にキャラホ
ール（永井24）で開催される合唱祭
に出演する団体を募集します。

 市内近郊の合唱団など
 都南公民館で電話またはファクス

で受け付けます。団体名と代表者名、
連絡先を記入してください。5月31日
㈭21時半締切　  1022707

原敬記念館「ギャラリー逸山」の
展示作品

原敬記念館　☎636-1192
原敬記念館（本宮四）は、作品展示ス
ペース「ギャラリー逸

い つ

山
ざ ん

」に展示する、
同館にまつわる写真や絵画作品（お
おむねＡ4～Ａ3サイズ）を募集します。
詳しくは、同館へお問い合わせくださ
い。　  1019611

ＭＴＣＡサポーター
盛岡観光コンベンション協会

☎606-6688

盛岡で開催される学会や大会などの
運営を補助するサポーターを募集し
ます。任期は登録の日から再来年３
月末まで。

 登録方法など詳しくはお問い合わ
せください。6月29日㈮必着

県民長寿文化祭作品展
いきいき岩手支援財団

総務・健康支援課　☎626-0196

6月8日㈮～10日㈰、市民文化ホール
（盛岡駅西通二）で開催される同文
化祭への出品作品を募集します。

 県内在住で60歳以上のアマチュア

 無料※作品の搬入・搬出に要する
経費は出品者の負担

 詳しくはお問い合わせください。
5月14日㈪必着

ホームステイ受け入れ家庭
アーラム大学盛岡事務所の畠山さん

☎661-5799
8月中旬から12月上旬まで市内にホ
ームステイするアメリカ・アーラム大
学生を受け入れる家庭を5月27日㈰
まで募集。会話は日本語でも問題あ
りません。詳しくは、電話で問い合わ
せるか同事務所のフェイスブックをご
覧ください。　  1022438

軽自動車税の減免申請
市民税課　☎613-8499

身体障害者手帳や療育手帳などを持
っていて、基準に該当する人は、1人1
台に限り軽自動車税が減免される場
合があります。申請期限は5月31日
㈭。詳しくはお問い合わせください。

 1000503

太陽光発電システムなどの設置
費を補助

環境企画課　☎626-3754
一戸建ての自宅に太陽光発電システ

ムなどを設置する人へ補助金を交付
します。詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。

 ①これから同システムの設置工事
に着手する②市税を滞納していない
③過去にこの補助金を受けていない
―などの全てに該当する人

 若園分庁舎4階の環境企画課に
備え付けまたは市公式ホームページ
に掲載している申込用紙に必要事項
を記入し、同課へ持参。補助金交付
総額が予算額を超えた時点で締め切
り　  1022462

緑のまちづくり補助金
公園みどり課　☎639-9057

道路（幅員4㍍以上または自転車歩行
者専用道）に面する住宅の敷地内に、
生け垣や通り木を植える場合、樹木
購入費の一部を補助します。詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

 市役所本庁舎1階の市民協働推進
課と都南分庁舎2階の公園みどり課
に備え付けの申込用紙に必要事項を
記入し、公園みどり課へ持参。12月
28日㈮締め切り　  1010583

施設の利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリンク

☎601-5001
市立総合プール　☎634-0450

■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：5月13日㈰と15日㈫の終日は
利用できません。
■市立総合プール：5月3日㈭~5日
㈯は12時から15時まで、6日㈰は13
時から20時半までの営業です。また、
5月12日㈯・13日㈰・15日㈫・26日
㈯・27日㈰・6月3日㈰~11日㈪の終
日は利用できません。

まちなか・おでかけパス
県交通☎654-2141・県北バス☎641-
1212・ＪＲバス東北☎604-2211

6月1日㈮から11月30日㈮まで利用
できる「まちなか・おでかけパス」を
販売します。

 販売日時：5月14日㈪以降の10時
～15時※土・日曜・祝日を除く

 販売場所：ななっく1階バス乗車
券売場、盛岡駅前バス案内所など詳

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付
相談

①5/8㈫・10㈭
　17時半～20時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所別館２階）と　
　健康保険課（同１階）
②玉山総合事務所税務住民課
 （渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

リハビリ
相談会

5/11㈮
10時～12時

市立身体障害者福祉センター
（若園町）

同センター
☎625-1151
※要事前申込

補聴器
相談

5/16㈬
①10時～11時半
②13時半～15時

①市立地域福祉センター
　（手代森14）
②市立身体障害者福祉センター
   （若園町）

地 域 福 祉 セ ン
ター
☎696-5640
※要事前申込

行政相談

▲

カワトク8階（菜園一）：毎月第2・第4金曜、10時～16時▲

都南分庁舎(津志田14)：偶数月の第４水曜、13時～16時▲

玉山地域：毎月第２水曜、10時～12時。５月から
月ごとに、好摩地区公民館（好摩字野中）、玉山地
区公民館(日戸字鷹高)、玉山総合福祉センター(渋民字
泉田)の順に開催▲

イオンスーパーセンター盛岡渋民店（渋民字鶴
飼）：毎月20日、11時～15時

岩 手 行 政 監 視
行 政 相 談 セ ン
ター
☎622-3470

空き家の処
分・不動産

無料相談
5/9㈬10時～15時 全日本不動産協会県本部

（八幡町）
同県本部
☎625-5900

成年後見
相談

5/11㈮・25㈮
13時半～16時

成年後見センターもりおか（大通
一、岩手教育会館内）

同センター
☎626-6112

特設人権
相談 6/1㈮10時～15時 Nanak４階（中ノ橋通一）

カワトク８階（菜園一）
盛岡地方法務局
☎624-9859

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

しくはお問い合わせください。
 市内在住の70歳以上
 5400円　  1001839

玉山地域列車でおでかけきっぷ
ＩＧＲインフォメーション　☎626-9151

盛岡駅まで割安で利用できる「玉山地
域列車でおでかけきっぷ」を販売します。

 販売場所：渋民駅、好摩駅
 玉山地域在住の70歳以上
 渋民駅～盛岡駅360円、好摩駅

～盛岡駅470円、購入証発行手数料
500円※購入には購入証の発行が必
要です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。※購入証の更新は5月1日㈫か
ら　  1001842

クールビズがスタート！
環境企画課　☎626-3754

蒸し暑い日本の夏を楽しく、涼し
く、快適に過ごすため、服装の工夫
や、みんなで涼しい場所を共有する
クールシェアなどで、家族や地域と
楽しく節電に取り組みましょう。また、
5月1日㈫から9月30日㈰の期間中、
市役所や各施設では28度を目安に
室温を管理し、職員は夏の軽装で勤
務します。皆さんも市役所には軽装
でお越しください。　  1022558

光化学オキシダントに注意
環境企画課　☎613-8419

これからの季節は大気中の光化学オ
キシダント濃度が高くなり、目や喉が
痛むなどの症状が現れることがあり
ます。県が注意報を発令したときは、
次のことにご注意ください。
①野外での激しい運動は控える
②不要な外出や車の使用を控える
③目や喉などに刺激を感じたときは
洗眼やうがいをして、医師の診察を
受ける　  1010342

工業統計調査にご協力を
企画調整課　☎613-8397

経済産業省は6月1日を基準日とし、
工業統計調査を行います。調査員証
を携帯した調査員が事業所を訪問す
るので、回答にご協力ください。

 製造業を営むすべての事業所

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局
　時間は９時から17時まで。ただし、歯科は15
　時、薬局は17時半まで。

日 区分 名称 所在地 電話番号

5/３
㈭

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目7-23 606-5161
中村内科医院 若園町2-5 622-7103
ブレスト齊藤外科クリニック 本宮六丁目17-6 631-3770
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目2-60 643-7171
あい歯科クリニック 月が丘三丁目39-50 641-8814
リーフ歯科クリニック 本町通一丁目14-8グラーベ・Ⅰ 626-4182
大通よつば薬局 大通二丁目7-20 681-4091
せいりゅう薬局 紺屋町6-24藤井ビル102 623-1511
とけい台薬局 本宮六丁目2-26 631-3115
よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

5/４
㈮

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
原田内科脳神経機能クリニック 山岸三丁目2-1山岸中央ビル１階 662-7533
かとう整形外科クリニック 中央通二丁目8-1 622-2555
小林小児科クリニック 三本柳11-12-4 638-0404
岩渕歯科医院 天神町9-15 654-1017
ゆうデンタルケア 夕顔瀬町1-1 613-9871
エメラルド薬局山岸店 山岸三丁目2-1 605-1051
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目2-5住友生命盛岡ビル１階 613-6671
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-1 637-6011
津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986

5/５
㈯

あべ神経内科クリニック 肴町6-6 606-3711
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
しんたろうクリニック 本宮一丁目9-1 631-3110
森田小児科医院 緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘１階 662-3326
うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668
じろう歯科クリニック 開運橋通1-21 622-4755
さかな町薬局 肴町4-30 651-8311
リード薬局 上田一丁目3-10イースタンキャッスル１階 622-9700
さくらの調剤薬局 本宮一丁目8-4 681-0411
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目1-50 662-2877

5/６
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-8 604-1123
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
もりた整形外科 山岸一丁目3-8 652-5858
もりおかこども病院 上田字松屋敷11-14 662-5656
都南歯科医院 三本柳7-13-8 638-8680
むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
天神町薬局 天神町8-24 681-2441
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目3-11 623-9696
こなん薬局 上田字松屋敷23-3 664-1115

5/13
㈰

荻野病院 本宮一丁目6-12 636-0317
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
遠山病院 下ノ橋町6-14 651-2111
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
横沢歯科医院 中央通二丁目8-21 652-1157
アポロ薬局 本宮一丁目6-11 636-4332
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
下ノ橋薬局 下ノ橋町7-31 604-0234
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

月日 名称（所在地） 電話番号
5/6㈰ みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
5/13㈰ ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一） 651-0480
5/20㈰ 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
5/27㈰ ふくしま整骨院（下飯岡11） 639-7557

接骨院の休日当番
受付時間：９時～17時

※当番院が変更になることがあるので、事前
　に電話で確認してから利用してください

※特に記載がない場合、費用は無料

お知らせ募　集
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定期連載コーナー定期連載コーナー

▼応募資格：盛岡市に住んでいる人

▼応募方法：はがきに住所と名前、年
齢、性別、電話番号、広報もりおかの
感想を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所広聴広報課「中田秀夫さん
サイン色紙プレゼント係」へ郵送して
ください。5月22日㈫消印有効。応募
は１人１通まで。当選者の発表は、プ
レゼントの発送をもって代えます

盛岡ロケも多く行われた監督作
映画「終わった人」は６月９日㈯
から全国公開。出演は、舘

た ち

ひろ
しさんや黒木瞳

ひとみ

さんなど

文
化
的
な
香
り
が

２月17日・18日、もりおか映画祭2018のゲスト出演のため
来盛。大ヒットとなった「リング」や「仄暗い水の底から」
はハリウッドでもリメークされている。ホラー作品以外も、
ドキュメンタリー映画「3.11後を生きる」やＴＶドラマなど
監督作品は多岐にわたる。昭和36年、岡山県生まれ。

色
濃
く
匂
う
ま
ち

c 2018「終わった人」製作委員会

映画監督 中田秀
ひ で

夫
お

さん

盛 岡の街なかをよく見たのは、平成９年の第１回みちのく国際ミス
テリー映画祭で「女優霊」が新人監督奨励賞グランプリに選ばれ

た時。作家の高橋克
か つ

彦
ひ こ

さんや映画監督仲間と飲み食いしたのですが、喫
茶店のコーヒーがやたらおいしかったり、飲み屋が都会的にオシャレだ
ったのを覚えています。多くの作家が集うまちだからなのか、石川啄
木・宮沢賢治ゆかりの人たちがいるからなのか、文化的な香りが色濃く
匂うまちだと思いました。
　大学に入った頃は新聞記者かジャーナリストを目指そうと思っていま
した。しかし、授業の一環で１日１本ペースで映画を見ているうちに「撮
影現場をのぞいてみたい」という好奇心が生まれ、日活撮影所に就職。
やっているうちに、監督として映画を撮ってみたくなりました。映画は
画

え

と音で語るもの。脚本の段階では画はないので「俳優さんの動きはこ
うで、背景はこんな感じで―」というふうに想像します。その想像を
超えた画が撮れたときのうれしい気持ちは、新人の頃から変わりません。
趣味が映画鑑賞なので、休日でも映画から完全に離れることはないです。
他には優れた絵画や音楽に触れるなどイマジネーションを豊かにするこ
とをしています。昔は山に登ったりもしましたが、今、もし岩手山に登ろ
うと思っても、まずは体力づくりからしないと（笑）。
　内舘牧

ま き

子
こ

さんの小説「終わった人」は、冒頭の「定年って生前葬だな
…」という言葉に強烈に引かれ、読み終わってすぐに映画製作会社に
「この話を撮りたい！」と訴えました。私も主人公の田代壮

そ う

介
す け

に近い年
齢なので、年をとってからでも自分が本当にやりたいことを見つけたい
気持ちがよく分かります。この先の人生で、今まで撮ってきた本数より
多くの作品を撮ることはないでしょう。だから
こそ１本１本をより真剣に考えると思います。
これからは「あのホラーの中田が」という修飾
語が外れるよう、さまざまなジャンルの作品を
撮っていきたいです。

直筆サイン色紙を
抽選で３人へプレゼント

c いわねスタジオ

年代：安土桃山時代
収蔵：もりおか歴史文化館
　　 （内丸）
公開期間：～5月7日㈪と
9月14日㈮～24日㈪

白
びゃく

檀
だ ん

塗
ぬ り

合
ご う

子
す

形
な り

兜
かぶと

　　　
(県指定有形文化財）

　戦国時代、軍師として豊臣秀吉に仕え福岡藩の基礎を築いた武将・黒
田官兵衛が着用したとされる兜

かぶと

。少し変わった形をした、いわゆる「変り
兜」の一種で、おわんを伏せたような形が特徴的です。

　「合
ご う

子
す

」とはふた付のわんのこと。詳しい来歴は不明ですが、一説で
は、対になるふたとわんのように良い夫婦関係を築けるようにとの願い
を込め、結婚の祝いに官兵衛の妻の実家から贈られた品とも言われてい
ます。この兜は、官兵衛から晩年、黒田家の家臣であった栗山利

と し

安
や す

に贈ら
れ、さらに息子の利

と し

章
あ き

（＝栗山大
だ い

膳
ぜ ん

）に引き継がれます。その後、福岡藩
家老であった利章は、2代藩主・黒田忠

た だ

之
ゆ き

との対立によって起こったとされ
る黒田家の御家騒動（黒田騒動）の責を負い、罪人として盛岡藩に御

お

預
あ ず

け
の身に。しかし、時の盛岡藩主・南部重直は利章を大変丁重に受け入れま
す。武芸に秀で、詩歌や茶などにも造詣が深い利章も盛岡の文化の発展に
貢献し、そのまま盛岡の地で生涯を終えました。この兜は、後に盛岡藩士
となった栗山家の子孫から南部家に献上されたものと考えられています。

10秒で知る文化財

知識深まる文化財

盛岡の
文化財

【問】もりおか歴史文化館☎681-2100

消費トラブルに巻き込まれた場合や過払い請求、債務整理の相談は早めに市消費生活センター☎624-4111（９時～16時）へ！

講座名など 所要時間 講座の内容 主な対象
悪質商法に
負けないために

45分
～

悪質商法の事例をたっぷり紹介。
撃退法や対処法などを詳しく解説 一般

みんなで
脳元気教室
※平日の日中のみ

60分
～

認知症を正しく理解して悪質商法
などの被害を予防。脳が元気にな
る運動も紹介

一般
（シニア）財布と体の健康教室

※開催（午後）の一
カ月前までに予約

60分
～

健康食品をネタにした悪質商法の
手口から薬との付き合い方まで、
意外に知らないポイントをお知ら
せ。県薬剤師会と共催

若者を狙う悪質商法 45分
～

スマートフォンのトラブルや、青
少年が陥りやすい悪質商法被害の
事例をたっぷり紹介。対処法など
を分かりやすく紹介

小学生
～

新社会人
よ～く考えよう！
お金の話

45分
～

お金の落とし穴とは。お金という
「道具」の使い方に失敗しないポ
イントを講義

カード・ネット社会
を快適に暮らす！

45分
～

クレジットカードの利便性と落と
し穴を学び、カード社会を生き抜
く力を養う。ネット通販などのト
ラブル事例も紹介

　７月１日㈰から、マイナンバー
カード※を使い、各種証明書をコ
ンビニで取得できるサービスが始
まります。仕事や家事で忙しく、
平日なかなか市役所の窓口に行け
ないときや、急に証明書が必要に
なったときなどに便利です。
※利用者証明用電子証明書が搭載された
ものに限る

【サービス提供時間】
6時半～23時（年末年始を除く）
【広報ID】1019900

　消費者の生活に役立つ講座を表のとおり随時開催しています。
【費用】講師の派遣は無料※会場の使用料などは申込団体の負担
【申し込み】日時と場所、受講したい講座を決めて、消費生活センタ
ー☎604-3301へ電話でお申し込みください

地図 消費生活センターの場所

盛岡城
跡公園
盛岡城
跡公園

杜陵老人
福祉センター
杜陵老人
福祉センター

ななっくななっく

栃内病院

消費生活センター消費生活センター
（肴町分庁舎２階）（肴町分庁舎２階）

栃内病院

盛岡市役所

山路を登りながら

山路を登りながら

■食品などの放射性物質を測定

■お役に立ちます。消費生活センター

■出前！消費者講座でトラブル防止
　家庭菜園の作物や採取した山菜など、自家消費する食品の放射性物
質を測定しています。費用は無料。事前予約が必要です。詳しくは、
消費生活センター放射性物質測定準備室☎603-8014へお問い合わせ
ください。対象となる食品などの種類と検査の手順をお知らせしま
す。
【受付日時】毎週火・水・金曜の8時半～17時（祝日、年末年始を除く）

　消費生活センターは、盛岡広域の住民の皆さんの消費者契約トラブ
ルや借金などに関する相談を行っています。費用は無料。来所相談、
電話相談どちらも受け付けます。秘密は厳守しますので、気軽にご利
用ください。
【場所】市肴町分庁舎２階（肴町）
【電話】もりおか広域消費者110番☎624-4111
【受付日時】平日9時～16時（祝日、年末年始除除く）

まずは
マイナンバーカードの
申請をしよう！

住民票などが
　　　　コンビニで！！

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

表　出前！消費者講座

【問】市民登録課
　　　☎613-8307

プラスチック製容器包装とは？

分け方・出し方のコツは？

どのように役立っているの？

　~分ければ資源！ プラスチックの分類していますか？~

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

「プラマーク」がある容器や包装のことを指します。

プラスチック製品に生まれ変わり、使われています。

駐車場の車止め

公園の柵

弁当や菓子袋などは、
固形物を取り除きます。

レジ袋も実はプラ！ 
もらったときは、プラをまとめ
る袋として活用しましょう。

納豆のネバネバは、水を入れ
て少し置くだけできれいに。

多少の油分や塩気はＯＫ

盛岡市ごみ減量・リサイクル
シンボルキャラクター
　　　めぐるちゃん

プラを出せる日は、
収集カレンダーで
確認してね！

※３Ｒとはリデュース（ごみを減らすこと）、リユース（使える
ものは繰り返し使うこと）、リサイクル（ごみを資源として再び
利用すること）の３つのＲの総称です。

フォークリフトの
パレット

３Ｒマイスターへの道
※

【問】資源循環推進課
　　　☎626-3733

今月の
テーマ

VOL.1



　初めてクライミングをしたのは小学２年の時。父に連れら
れ、県営運動公園のクライミングウォールを登りました。そ
の後、小学３年で出場した全国選抜大会で５位になり、もっ
と上を目指したいと思ったことがクライマーとしての原点で
す。これまで競技を続けてこれたのは、単純にクライミング
が楽しいと思い続けられたからですね。そして、盛岡には練
習施設もあり、何より周りの多くの人があったかい声援を送
ってくれます。とてもいい環境で過ごせることに感謝です。
６月に盛岡で開催される第１回コンバインドジャパンカップ
や今年から挑戦するワールドカップなどで、世界の強豪たち
と肩を並べて戦うことに今からワクワクしています。その舞
台で得られた自分の弱点を１つずつ克服しながら、２年後に
控えた東京2020オリンピック出場と、一番輝く色のメダル
を目指して頑張ります！

　盛岡で輝いている人を紹介するコーナー「theもりおか
人
び と

」。第１回は、スポーツクライミングで世界に挑戦し続
ける伊藤ふたば選手（盛岡中央高１年/TEAM a

エー

u
ユー

）を紹介
します。
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５月１日号から紙面をリニューアルし、わかりやすく、
楽しい「広報もりおか」を目指して試行錯誤していま
す。ご感想やご意見をお待ちしています。（菅原）

広報もりおかへのご意見をお待ちしています
アンケート専用フォームから、特集や各記
事への意見をお寄せください。あなたの意
見が広報もりおかを育てます。

編集後記もりけんに挑戦
（11ページに掲載）の答え

②下の橋 地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

14・

　今年も鉈屋町かいわいで旧暦の雛祭りが
開催されました。歴史あるひな人形やつる
し飾り、創作びななどが町家を彩ったほか、
人力車の運行や餅まき、日本舞踊の披露な
ども。華やかな雰囲気に会場全体が包まれ
ました。町家の風景と共に後世に残したい
盛岡の催しの一つです。

子ども未来ステーション
が開所

さ
ら
な
る
頂
へ

―

４２
　ユートランド姫神（下田字生出）が４カ
月ぶりにリニューアルオープンしました。
部活などの合宿や登山者の利用を見据えて
改修。大浴場・露天風呂が全面改装された
ほか、バーベキューサイトが新設されるな
ど、新たな交流の場として、家族や友達同
士での使い道が広がりそうです。

　子ども未来ステーションが市保健所（神
明町）1階に開所しました。社会福祉や心
理、保健師などの資格を持つ専門員が、子
どもと家庭に関するさまざまな悩みや困り
ごとに、面接や家庭訪問により対応します。
また児童相談所などの関係機関と連携して、
きめ細やかに支援していきます。

盛岡町家旧暦の雛祭り
４４８ ユートランド姫神が

リニューアルオープン

the も り お か 人
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