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連携で創る新しい盛岡産

市長コラム

 特集　盛岡の食と農

　盛岡では、盛岡産の農畜産物を使ったさまざまなメニューや商
品が提供されています。市は、盛岡産の農畜産物を積極的に使う
店を盛岡の美

う

味
ま

いもんアンバサダー（大使）として認定していま
す。９月30日現在で延べ90店を認定。目印は、各店に飾られて
いるフラッグ（写真右上）。「アンバサダー店」を利用して、美
味しい盛岡産を味わってみませんか。

【広報ＩＤ】1023466

1もりおか短角牛の低温ローストグリル仕立て 2盛岡りんごのハイボール 3盛岡りん
ごの盛岡あっぷるぱん 4盛岡産アロニアのショコラ 5玉山産行者ニンニクのみそらー
めん 6津志田芋焼酎の津志田ケークショコラ 7もりおかあじわい林檎ポークのしょう
が焼丼 8玉山産黒平豆のパン 9盛岡産の米「銀河のしずく」の生マッコリ
※期間限定の商品もあり、提供が難しい場合があります

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

お店の詳細などは市公式ホー
ムページで紹介しています→

美味いもんアンバサダー店のススメ
盛岡産を今楽しめる

認定商品（一部）

盛岡市 アンバサダー

市も積極応援

6次産業化ってこういうこと！

表　市が支援する進行中のプロジェクト紹介

　市は、市内の生産者が食産業の事業者と連携し、自身の生産物の
価値をより高めようとする取り組み（６次産業化）を応援するため、
新しい支援制度をスタートしています。本年度は2ページで紹介し
た取り組みのほか、表のようなプロジェクトを応援しています。新
たなプロジェクトも随時受付中です。詳しくは同推進室までお問い
合わせください。

プロジェクト内容
【農園ケーキの開発】りんご園で採れる果実などで作る
農園ケーキを開発。園内のほか市内での販売も予定
【果実ビール・フルーツ酢の開発】自社で収穫した果実
などを使い、市内の地ビール会社と醤油店とのコラボで
新たなビールやフルーツ酢などを開発。首都圏などでの
試飲会も予定
【りんご園のＰＲ】りんご園と園内に併設する宿泊施設
の新しいＰＲ方法を探し、さらなる顧客確保を目指す
【黒平豆スイーツの開発】黒平豆を使ったスイーツを開
発。完成したスイーツを地域の宿泊施設で販売し、特産
品をアピール
【ミックスジュースの開発】りんごの甘みと山の木ぶど
うの酸味を生かしたミックスジュースを開発。ボトルの
デザインも工夫し、選ばれる商品を目指す

魅力的なプロジェクトが進行中！

　最初からお菓子作りの話があったわけで
はなく、私たちの会社が農業組合法人とな
んさんから盛岡産の米を仕入れて、米粉を
新しいブランドとして売り出そうとしたと
ころから始まりました。南野さんと話し合
ううちに、まず盛岡の人に知ってもらいた
いという話になったんです。

　マイスター日
ひ

の本
もと

の八重樫さんから出さ
れたキーワードに「粉の里帰り」があり、

これはいいなと。うちは都南
地域の農家で構成されている
ので、三本柳に店を構え、地
産地消に熱心に取り組んでい
る砂田屋さんへ相談してみる
ことにしました。

　
　地元の人が地元の食材を知り、そのおい
しさを広く発信してもらいたいという思い
から、我が社では県内全市町村それぞれで
採れる食材でお菓子を作る独自の取り組み
をしていました。そのため「盛岡の米を盛
岡の人に」という今回の提案を喜んで引き
受けました。
　今回作ろうと考えているのは、米粉と豆
で作るお菓子です。味は黒平豆と枝豆の2
種類で、メイン食材はすべて盛岡産です。

　盛岡には、米や豆をはじめ美味しい農作物が多くあります
が、その活用や宣伝に関してもっと工夫しなければと思って
います。というのも、盛岡の農家の皆さんから、作ることは
得意でも、ＰＲや売ることは不得手であるという声を聞くか
らです。そこで市は、農業を重点施策に位置づけ、盛岡産農
畜産物の付加価値を高める6次産業化の取り組みなどをしっ
かり支援することにしました。6次産業化を進めるた
めには、市内の生産者が加工業者や流通・販売業
者などと率直に意見を交換できる場がもっと必要
であると考えています。今回紹介したプロジェク
トチームのように、専門家同士で腹を割って話
す機会があれば、新たなアイデアも生まれ
やすいはず。今後こういった場を積極的
に作り、いろいろな人たちを巻き込みな
がら、盛岡産を盛り上げる取り組みを支
援していきます。

盛岡のものを盛岡の人へ

顔が見える連携だからこそ
　チームを組んだことで、砂田屋さんが生
産者に何を求めているかを遠慮なく聞くこ
とができ、農家さんたちにもお菓子で使う
品種の生産依頼がしやすいです。自分が作
ったものが最終的にどうなっているか分か
っている農家って実はあまりないんですよ。
今回のように、お菓子に使われていく過程

を知ると嬉しいですし、生産の励みにもな
ります。

　枝豆は殻の部分も一緒に粉にしてもらう
予定です。殻まで使うことで豆だけよりも、
枝豆の風味が強くなるんですよ。香りが強
い品種を南野さんに紹介してもらったり、
八重樫さんに殻ごと粉にしてもらったりと
「餅は餅屋」と言うとおり、専門家に任せ
るのが一番です。各分野の専門家が近くに
いるというのは、盛岡の強みだと思います。
また、それぞれが自分の役割を果たしてく
れる分、私もお菓子作りにしっかり向き合
えています。まだまだ話し足りない部分も
あるので、これからもチームを継続できれ
ば、さらにいいものを作れる予感がしてい
ます。

　米粉は10年前くらいから小麦粉の代わ
りとして注目され始めましたが、当時は粒
子を細かくすることが難しく、あまり定着
しませんでした。今は技術の向上で小麦粉
と同じように使えるまでに。農家と料理店
や菓子店などが直接組んで
新たな物作りをする動きが
活発になってきていますが、
より良いものを作るために
私たちの加工技術が生かせ
るのは嬉しいです。

　全国的に農家の高齢化が進み、私たちの
組合も後継者不足の問題が出てきています。
解決策の一つとして、もっと農業にやりが
いを感じて仕事をしてもらうという方法が
あります。成果が形としてみえれば、農業を
やってみようと思う若者も増えるのではな  ホームページ政府広報オンラインから抜粋

㈱マイスター日の本
八重樫　学さん
この取り組みの発起人。米
粉などの加工や流通を担当

お菓子の開発・販売を担当。

㈱砂田屋
似内　大作さん

米や豆の生産者への依頼や納品の
取りまとめを担当

農業組合法人となん
南野　正直さん

継続が新たな挑戦につながる

今回お話を聞いた皆さん
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南　野

似　内

八重樫

盛岡産の食材を粉にした
焼き菓子を現在試作中！
発売は12月頃を目指し
ています。

焼き菓子試作品

　盛岡は農畜産物の産地と消費地が近く、
飲食店など食に関わる人たちが多いとい
う地域の特徴があります。その特徴を生
かし、盛岡の生産者と原料加工業者、料
理人や菓子業者などが連携して商品を開
発する、新しい取り組みが始まっていま

す。市は、その取り組みを支援する制度
を今年度新たにスタートさせました。そ
の制度を活用しながら、新たな取り組み
を進めている3人に、その挑戦への思い
を聞きました。
【問】食と農の連携推進室☎626-2270

いかと思っています。今回の取り組みは、そ
の点でも効果が期待できると考えています。

　そのためにも、この取り組みを継続する
ことが大切です。生産者と加工・仲卸業者、
製造・販売業者のそれぞれが、お互いのこ
とを知り、情報を共有することで、より良
い関係を築けるはず。時間はかかるかと思
いますが、今後も続けていきたいです。

　盛岡にはおいしい食材がたくさんありま
すが、県外の人たちからは知られていなく
て、「岩手ってＰＲが下手だね」と言われ
ることがあり、少し寂しい思いをしていま
した。その状況を改善するために、まずは
盛岡の人たちに盛岡の食材を
食べてもらいたい。お菓子は
広い世代に親しみやすいもの
だと思っています。確実に今
回の取り組みを成功させ、ま
た次、そのまた次へとチャレ
ンジしていきたいです。

似　内

八重樫

似　内

南　野
南　野

八重樫



　上下水道事業は、皆さんが支払っている水道
料金、下水道使用料を主な財源として運営してい
ます。29年度の決算は、水道事業と下水道事業
が共に純利益を計上しました。
　施設の老朽化や使用水量の減少など、厳しい
経営環境にありますが、今後も良質な上下水道サ
ービスを提供するため、業務の見直しや適切な
事業選択を行い、効率的な運営に努めます。
【問】上下水道局経営企画課☎623-1442

水道事業

上下水道局の決算
29年度

　上下水道局の会計は公営企業会計です。この会計
は、年度ごとの料金など主たる収益・維持管理費用の
「収益的収支」と、施設整備の投資とその財源の「資
本的収支」の２つに分けて管理しています。

　総収益は73億8284万円、総費用は
54億2384万円で、収益的収支は19
億5900万円の純利益となりました。 

　総収益は82億8060万円、総費用
は76億452万円で、収益的収支は6
億7608万円の純利益となりました。
経営の効率化に努め、今後もさらな
る改善を図っていきます。

収益的収支（消費税抜き）
水道水をつくり送り届けるための収益と費用

総収益73億8284万円　　総費用54億2384万円

水道料金
61億9069万円

長期前受金戻入
６億5758万円

その他  5億3457万円

純利益
19億5900万円

施設の減価償却費など
21億7595万円

人件費
10億7738万円

動力費・薬品費
2億187万円

修繕費など
15億8929万円

借入金の利息
3億7935万円

不足額
34億5689万円

※不足額は、留保
　資金などで補て
　んしました

工事負担金など
5億1417万円

収入5億1417万円　　　  支出39億7106万円

施設の建設改良
のための費用
19億7486万円

借入元金の返済
12億8673万円

将来のための投資
7億円
その他
947万円

総収益82億8060万円　　    総費用76億452万円

下水道使用料
43億3780万円

他会計負担金
28億2649万円

長期前受金戻入
9億732万円

その他
2億899万円

純利益
6億7608万円

施設の減価償却費など
40億1201万円

人件費  
3億6046万円

動力費
3876万円

修繕費など
22億8822万円

借入金の利息
9億507万円

収入25億3661万円　　　  支出60億2744万円

不足額
34億9083万円

借入金
10億6140万円

他会計負担金
5億2587万円

工事負担金や分担金、
国庫補助金など

9億4932万円

固定資産売却代金
 

2万円

資本的収支（消費税込み）
下水道施設を整備するための財源と費用

その他
169万円

借入元金の返済
37億2386万円

施設の建設改良の
ための費用

23億189万円

※不足額は、留保
　資金などで補て
　んしました

施設の建設改良の
ための費用で、老
朽化した配水管路
を新しくしました

下水を処理するための収益と費用

水道施設を整備するための財源と費用

❶安定した給水確保のため、老朽化
の進んでいる浄配水場施設や配水
管路を計画的に更新しました

❷災害に強い水道システムの構築の
ため、応急給水用資機材や災害支
援システムを整備しました

❸水道水源の良好な水質を保つため、
水源かん養林を適切に維持・管理
しました

❹市の水道事業への理解と関心を深
めてもらうため、上下水道局の広報
紙「みずの輪」の発行や水道施設
見学会などを実施しました

❺水道料金の改定や料金収納の強化
に取り組むなど、健全な事業運営
に努めました

主な事業

❶安定した汚水処理と浸水被害の防
止を図るため、ポンプ場などの下水
道施設を改修しました

❷下水道施設の耐震化・老朽化への
対応のため、長寿命化対策と設備
更新の工事をしました

❸水洗化普及のため、排水設備無料
点検の実施や水洗化普及資金融資
制度の利用啓発と融資を行いました

❹衛生的な生活ができるよう、生活
排水を処理場まで送る「汚水管」
や雨水の浸水を防ぐ「雨水管」を
整備しました

❺局所的な集中豪雨などによる内水
浸水被害を最小限にするため、内
水ハザードマップを作成しました

　※マップは市防災マップと上下水道
　局のホームページに掲載

主な事業

水
道
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下
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道
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収益的収支（消費税抜き）

資本的収支（消費税込み）

（　）内は構成比 （　）内は構成比

下水道事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲はマイナス）

特別会計名 歳入決算額 前年度との比較増減 歳出決算額 前年度との比較増減
国民健康保険費 317億3464万円 2億8047万円 304億3596万円 ▲6億2273万円
介護保険費 251億1855万円 8億3858万円 249億1257万円 8億6415万円
後期高齢者医療費 29億7211万円 1億223万円 29億6235万円 9898万円
中央卸売市場費 14億3940万円 ▲1億4632万円 14億3831万円 ▲1億4611万円
農業集落排水事業費 5億2602万円 109万円 5億2459万円 134万円
土地取得事業費 2081万円 566万円 2058万円 547万円
母子父子寡婦資金貸付 2億6007万円 5377万円 9015万円 6082万円
公設浄化槽事業費 897万円 37万円 835万円 17万円
東中野財産区など 719万円 354万円 719万円 354万円

計 620億8776万円 11億3939万円 604億5万円 2億6563万円

　地方公共団体の財政健全度を判断する４つの指
標について、市はいずれも早期健全化基準を下回
り、健全な水準です。いずれかの指標が基準を超
えると「早期健全化団体」や「財政再生団体」に
なり、財政健全化のため税金の増額、住民サービ
スの見直しなどが必要になります。

　市は、市税や地方交付税などを財源にして予算を編
成し、市民生活の向上と快適なまちづくりに取り組ん
でいます。29年度決算について、概要をお知らせし
ます。【問】財政課☎613-8362　【広報ＩＤ】1024587

　国民健康保険費や介護保険費など、特定
の財源で事業を運営しています。すべての
事業で黒字となりました。

29年度の主な事
業はこちら！

平
成
29
年
度
盛岡市の決算

歳
　
入

市税 426億6970万円（38.5％）
国庫支出金 196億8183万円（17.8％）
地方交付税 139億8768万円（12.6％）
市債 104億7867万円（9.5％）
県支出金 71億8133万円（6.5％）
地方消費税交付金 56億4310万円（5.1％）
繰入金 22億4892万円（2.0％）
繰越金 13億8417万円（1.2％）
その他 75億3551万円（6.8％）

計 1108億1091万円（100％）

歳
　
出

民生費  453億3225万円（41.5％）
総務費 112億2000万円（10.3％）
土木費 151億1499万円（13.8％）
公債費 125億7988万円（11.5％）
教育費 82億8122万円（7.6％）
衛生費 80億3307万円（7.3％）
消防費 38億3402万円（3.5％）
農林費 28億8962万円（2.6％）
その他 20億6596万円（1.9％）

計 1093億5101万円（100％）

市
税
の
負
担

個人市民税 ５万6603円
固定資産税 ５万8430円
都市計画税 7238円
その他 9105円

計 13万1376円

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
掛
か
る
費
用

民生費 15万6073円
総務費 3万8629円
土木費 5万2039円
公債費 4万3311円
教育費 2万8511円
衛生費 2万7657円
その他 3万  260円

計 37万6480円

　28年度に比べて、地方交付税や市積、国庫
支出金などが減ったことにより、総額では22
億2574万円の減になりました。

　市債残高は1309億7529万円で、28年度に
比べ9億9472万円減になりました。市民１人当
たりの借金は45万930円（29年度末時点）と
28年度に比べ1000円の減となりました。

　28年度に比べて民生費や農林費、
衛生費などが増え、総務費や教育費な
どが減ったことにより、総額では23
億147万円の減になりました。

財政指標
（財政健全化判断比率）

市の財
政は

健全で
す！

※いずれも年額

歳入 歳出

①実質赤字比率
一般会計を中心とした赤字割合

早期健全化基準 財政再生基準

②連結実質赤字比率
全ての会計の赤字割合

③実質公債費比率
年間の借金返済額の割合
④将来負担比率
将来負担すべき負債の割合

表

健全
団体

早期
健全化
団体

財政再生
団体

健全財政 財政悪化

赤字は発生
していません

9.5％
（9.6％）

64.2％
（68.6％）

：29年度の盛岡市の比率 ※（　）内は28年度の比率

350％

25％

16.25％

11.25％ 20％

30％

35％

赤字は発生
していません

一
般
会
計

特
別
会
計

市税の使いみち！
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盛岡市タカヤアリーナ

きらり盛岡おでんせプロジェクト
盛岡広域連携スポーツツーリズム
推進事業 915万円
盛岡デー等観光ＰＲ事業
（東北復興イベント開催事業） 1500万円
祭り・イベント振興事業
（盛岡さんさ踊り40周年記念事業） 1602万円
MICＥ※2（マイス）誘致推進事業 2350万円

「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト
食と農の連携推進事業 2693万円
新規就農・経営継承総合支援事業 1958万円
工場新設拡充等事業 4735万円
新産業等用地整備事業 2717万円

子育て応援プロジェクト
私立児童福祉施設等運営事業
（保育士などの処遇改善） 3億1659万円
認定こども園等運営費給付事業 20億8231万円
医療費給付事業
（妊産婦、乳幼児、小学生） 7億9879万円

※1　市として施策を横断して戦略的に取り組む事柄
※2　企業などの会議や報奨・研修旅行、国際会議、

　　  展示会・見本市、イベントの英訳頭文字を使っ 

　　  
た造語で、これらのビジネスイベントの総称

市民一人当たりで見ると
市債の状況

全項目で基準をクリア！

2％減 2.1％減

こうなります！

　使いみちが決められていない市民税や固定資
産税など普通税と、使いみちが決められている目
的税（入湯税と都市計画税）があります。29年度
の入湯税の収入は5558万円で、観光振興や消防
設備などにあてられています。都市計画税の収入
額は21億223万円で、街路や公園、下水道の整備、
土地区画整理などにあてられています。

　福祉や教育の充実、住みよくするための都市整備など、市の主なお金
の出し入れをしています。29年度の決算は、歳入から歳出を差し引いた
14億5990万円から、30年度へ繰り越した事業の財源4億2347万円を
差し引いた実質収支で、10億3643万円の黒字になりました。

　子育て環境の充実や交流人口の増加、農商工
観光連携の促進などを「戦略プロジェクト」※1

事業とし、重点的に取り組みました。
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■29年度の決算
市立病院は、一般診療や各種健康診査を行うほか、救急医療にも対応する

など、皆さんの健康のために必要な医療を提供しています。
29年度は、入院収益や外来収益などの総収益は41億1856万円、給与費や

材料費などの総費用は41億3495万円で、1639万円の純損失となりました。

診療体制やさまざまな取り組み、最新情報
などをホームページで紹介しています。市立病院の経営状況 【問】市立病院総務課☎635-0101

①医療体制の充実
　呼吸器内科1人、消化器内科２人の常勤医師を
増員しました。

②総合内科制の開始
　どの診療科で受診すべきか迷う症状の場合、初期
診療を総合内科医が行い、専門的な診療が必要と判
断された場合は、院内の各専門医に紹介する仕組み
を開始しました。

③検診体制の充実
　検査のときの苦痛が少ない経鼻内視鏡の予約枠
を増やし、より多くの人が検査を受けられる体制
を整えました。

④消化器・栄養センターの設置
　消化器内科・外科の連携を強化するとともに、栄養
士や理学療法士なども含めた院内の多職種のスタッ
フによるチーム医療を提供できる体制を整えました。

　29年度に引き続き、地域の診
療所や病院、介護施設などと連
携を進めています。高齢社会の
進展に伴って今後も増加が予想
される、がんや生活習慣病、認
知症、肺炎、骨折などに対する
対応を強化し、地域の中核病院
として地域包括ケアシステム※

を支えます。

１　医療サービスの拡充

　脳神経外科を新設し、頭部外傷
などの受け入れを開始したほか、
泌尿器科の常勤医師を１人増員し、
手術件数の増加に努めています。

２　 検診体制の充実

　神経内科医と脳神経外科医が連
携した脳ドックを実施できるよう
になったほか、成人検診では子宮
頸
け い

がん検診を再開しました。

３　臨床研修医の受け入れ準備

　厚生労働省から、独自に研修医
を雇用し研修プログラムを実施で
きる「基幹型臨床研修病院」の指定
を受けました。これに伴い、来年度
から臨床研修医の受け入れを開始
するため、医学生の院内見学を実
施するなど、準備を進めています。

定期的に検診を受けましょう

■30年度の取り組み

盛岡市立病院

４　入院説明室の設置

　外来受診時から入院・退院・退
院後の生活まで、切れ目のない支
援を行い、患者とその家族の皆さ
んの不安を解消することを目的と
して設置しました。安心して入院
してもらうための説明や相談を行
っています。

　気付かないうちに症状が進行するがん。早
期発見には定期検診が有効です。

 ▼ 乳がん検診：毎週月曜・水曜・金曜
          　　　　  ※祝日除く

▼ 子宮頸がん検診：実施日はお問い合わせく     
        　　　　　　ださい
（いずれも来年3月15日㈮まで）

■乳がん検診・子宮頸がん検診（成人検診）
　自覚症状がない初期の脳梗塞と、脳卒中の
原因と考えられている動脈硬化の進行状態、
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤・脳動脈
奇形を早期に発見することができます。

 毎週水曜と金曜（通年）※「１泊２日人間
ドック」の中で脳ドックを同時受診すること
もできます。詳しくはお問い合わせください

■脳ドック

　精神科作業療法利用者による作品や手
作り菓子の販売、バザーのほか、統合失
調症の幻覚疑似体験や記念講演などを行
います。参加は無料。当日、会場へどうぞ。

 11月8日㈭・9日㈮、10時～15時
　 ※9日は13時半まで

 同病院（本宮五）
■記念講演
　同病院神経精神科の橋本信

し ん

一
い ち

郎
ろ う

医師が
「総合病院精神科の役割」と題して講演。

 11月9日㈮、14時～15時

盛岡市立病院
神経精神科作品展

29年度の主な取り組み

※高齢者や要介護者などが、住み
慣れた地域で自分らしい暮らしを
最期まで続けられるように、医療
面でサポートするシステム

早期発見がカギ！

 いずれも同病院☎635-0101で事前予約が必要。受け付け時間
は、月曜~金曜（祝日除く）の次の時間帯です。

▼ 脳ドック：9時から17時まで

▼乳がん検診・子宮頸がん検診（成人検診）：13時から16時半まで

入院収益
25億8355万円

外来収益
7億4989万円

その他医業収益
（検診など）
2億1676万円 負担金交付金

2億7970万円
その他
2億8866万円

純損失
1639万円

給与費
21億6909万円

材料費
6億7302万円

施設管理費など
7億9836万円

減価償却費
2億2071万円

その他
2億7377万円

総収益 41億1856万円 総費用 41億3495万円

12月９日㈰
に実施！

【日時】12月９日㈰９時～11時
【場所】県予防医学協会（北飯岡四）
【定員】60人
【費用】無料※郵送した受診券を持参
【申し込み】11月8日㈭10時から健
康保険課☎626-7527で先着順に電話
受け付け
【問】同課☎626-7527

今年度の特定健診
　市の国保に加入し、本年度の特定健康
診査や人間ドックを受診していない40
歳から74歳までの人を対象に、集団健
診を実施します。今年も10月までの実
施期間に特定健診を受けられなかった、
平日には健診に行けない…という人、こ
の機会をお見逃しなく！

　国民健康保険に

  加入している人へ

乳がん検診と子宮頸がん検診は、来年 3
月 15 日㈮まで指定医療機関で実施中。市
の国保に加入していない人も受診できます

まだ間に合います！

内臓脂肪型肥満（メタ
ボ）や高血圧、糖尿病、
貧血、心疾患、肝疾患、
腎疾患、痛風などが
調べられます

▶問診（服薬歴・喫煙習慣など）
▶計測（身長・体重・腹囲・血圧）
▶血液検査（中性脂肪・HDL
コレステロール・LDLコレステ
ロール・肝機能・血糖・貧血・
クレアチニン・尿酸など）
▶尿検査（尿糖・尿タンパク）
▶心電図
▶眼底検査（該当者のみ）

検査項目
【時間】９時～11時
【定員】各検診30人
【費用】市成人検診受診券に記載
【申し込み】11月8日㈭10時から健康増進
課☎603-8306で先着順に電話受け付け

乳がん検診 と 子宮頸がん検診 も
同時に受けられます

市国保に加入している40～74歳の人で、特
定健康診査などの結果が次の人が対象です。

ＢＭＩ＝体重㌔÷身長㍍÷身長㍍
計算例：身長160㌢で体重70㌔の人
　　　　ＢＭＩ＝70÷1.6÷1.6≒27.3

・血糖が高め・血圧が高め
・脂質に異常あり
（一つ以上該当）

＋

喫煙習慣あり

＋

腹囲
・男性85㌢以上
・女性90㌢以上

ま
た
は

ＢＭＩ
25以上

体格 やせ 正常域 肥満
18.5未満 18.5以上

25.0未満 25.0以上ＢＭＩ値

　現在、血圧や血糖、コレステロールを
下げる薬を服用している人、脳卒中や心
臓病などの生活習慣病で通院中の人は、
サンサンチャレンジの対象になりません。
引き続き、かかりつけ医の指導を受けて
ください

チャレンジの対象者

特定健康診査や国保人間ドックの結果、生活習慣病の予防が
期待できる人に、食事や運動などの生活習慣の改善に取り組む
「サンサンチャレンジ」の利用券を送付します。さまざまな生活
習慣病の発症や心臓病などの重い病気につながらないよう、専門
スタッフがアドバイス。費用は無料です。ぜひ利用してください。

▶「毎食のご飯は１膳まで」、
「歩数計を付けて歩く」を目
標に取り組んだところ、腹囲
がマイナス３㌢、体重もマイナ
ス3.3㌔を達成することがで
きました。（60代・男性）

▶食べ過ぎる傾向にありまし
たが、腹八分目でやめること
ができるように。食べ過ぎた
時も翌日の食事で調整するよ
う心掛けたところ、腹囲マイ
ナス2.4㌢、体重マイナス3.6㌔
になりました。（60代・女性）

▶おやつとマヨネーズが大好
きでしたが、おやつは1日200
㌔㌍までに抑え、マヨネーズも
ヨーグルトとあえるなど工夫
し、量を減らしたところ、腹囲マ
イナス2㌢、体重マイナス3㌔に。
家族の健康意識も高まり、夫
も一緒にウオーキングするよ
うになりました。（60代・女性）

生活習慣の改善に、
　　　取り組んでみませんか？

【問】健康増進課☎603-8305

受けて
よかった！

参加者の 声

生活習慣改善の必要性の度合いによって、
２つのクラスに分かれます。チャレンジの流れ

　　　生活習慣を改善する
　         必要性が中程度の人

動機付け支援
よつばクラス

　　生活習慣を改善する
            必要性が高い人

積極的支援
ひまわりクラス

参
加
申
し
込
み

教室（グループ制）また
は個別面接で自分の生活
習慣を振り返り、保健師
や管理栄養士と一緒に生
活スタイルに合わせた健
康プランを考える

保健師や管理栄養士との
個別面接で、生活スタイ
ルに合わせた健康プラン
を一緒に考える

健康プランに沿って生活
習慣の改善に取り組む。
保健師や管理栄養士など
が、手紙や電話でも支援

健康プランに沿って自主
的に生活習慣の改善に取
り組む

３カ月後に体重・
腹囲や生活習慣の
変化を確認

希望者は運動教室
に何回でも参加で
きます！

参
加
申
し
込
み
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※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　

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：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

広報もりおか 30. 11. １　９８ 広報もりおか 30．11．1

中央卸売市場
〠020-8567 羽場10地割100

☎614-1000

■卸売市場開放デー
新鮮な魚や野菜、果物の販売と旬の
サケを使った料理の振る舞い。

 11月10日㈯9時～11時
 1017256

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-25

☎604-8900

■バロックの散歩道
バロックバイオリン奏者の阿部千

ち

春
は る

さんとリュート奏者の蓮
は す

見
み

岳
や ま

人
と

さん
によるバロックコンサート。

 12月4日㈫19時～20時半
 100人
 前売り2500円、当日3000円
 同館と市内プレイガイドで販売中
 1024525

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■ワークショップ 年賀状をつくろう
来年の干支「いのしし」の消しゴムは
んこと年賀状を作る。

 12月2日㈰13時半～15時半
 20人※小学生。小学3年生以下は

保護者同伴　
 300円
 電話：11月10日㈯10時から
 1021248

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

さんらによる、昔話・伝説の語り。
 11月17日㈯14時～14時半
 50人　
 展示室入場料が必要
 1019825

が出演。入場料は全額「盛岡市子ど
も未来基金」に寄付します。

 12月23日㈰17時～18時
 全席自由。1000円
 整理券を11月17日㈯から、同ホー

ルと盛岡劇場、キャラホール、姫神ホ
ール、プラザおでってで配布

 1024578
■佐藤彦

ひ ろ

大
お

ピアノリサイタル
 来年3月16日㈯15時～17時
 全席自由。2000円、Ｕ-25（25歳

以下）チケット1000円
 11月22日㈭から、同ホールと市

内プレイガイドで販売
 1024579

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目3-3
☎601-5001

■子どもと大人のスケート教室
 11月12日㈪～14日㈬、全3回、17

時～18時
 25人※小学生～60歳の初心者　
 3000円
 電話：11月5日㈪10時から
 1024519

盛岡劇場
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきライヴ
C

シ カ ゴ

HICAGO　B
バ ウ ン ド

OUNDが出演。
 11月21日㈬19時~21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料　
 1024580

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■子育て応援企画　
　プール用おむつプレゼント
当日券・回数券でプールを利用する３
歳未満の子どもを連れた保護者1人
につき1枚、プール用おむつ（水遊び
のときに漏れを防ぐおむつ）を進呈。

 11月1日㈭～30日㈮※23日㈮除く

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■森荘已池劇場
県内初の直木賞作家、森荘

そ う

已
い

池
ち

が昭
和21年に執筆した「生と死と」の朗読劇。

 12月15日㈯は14時～15時半と18
時～19時半、16日㈰は14時～15時半

 各80人　
 前売りは学生1000円、一般1200

円。当日は300円増し
 同館と市内プレイガイドで11月5

日㈪から販売
 1024466

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■啄木の謎の行動に迫る
　～上田地域との関わりを中心に～
国際啄木学会盛岡支部長の小林芳

よ し

弘
ひ ろ

さんを講師に、結婚式前後の啄木の
謎の行動を読み解く。

 12月7日㈮10時～12時
 30人　
 往復はがき：11月20日㈫必着
 1020016

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■子どもシネマランド
映画「天狗の羽うちわ」ほか2本。

 11月10日㈯10時半～11時半
 幼児～小学生と保護者
 1024550

■お父さんとつくろう！
　おいしいX

ク リ ス マ ス

masケーキ教室
 12月9日㈰9時半～12時半
 12組※小・中学生と父親　
 1550円程度
 往復はがき：11月25日㈰必着※イ

ベント名と親子の氏名、年齢・性別、
学校名、学年も明記

 1024549

 11月16日㈮～18日㈰、10時～15時
 1024536

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■講演会「北東北縄文中期の土器」
 11月11日㈰13時半～15時半
 80人　

■壺
つ ぼ

打楽器ウドゥコンサート
　「土のにおい・水の音」

 11月17日㈯14時～15時
 80人

市立図書館
〠020-0114  高松一丁目9-45

☎661-4343

■科学談話会
岩手大農学部の袁

エ ン

春
シュウ

紅
コ ウ

准教授が「水
産物と食」と題して講演。

 11月16日㈮18時半～20時
 1024532

■盛岡児童文学研究会
　50周年プレイベント
岩手日報連載「ようこそ本の森へ」で
紹介した本の展示。

 11月17日㈯・18日㈰、9時～17時
※18日は16時まで

 1024533
■ミニおはなし会
絵本の読み聞かせなど。大人も参加
できます。

 11月17日㈯・18日㈰、11時～11
時半・14時～14時半　  1024534

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界2-111

☎0193-77-2048
ファクス0193-77-2124

sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■区界土遊塾～出前工作教室～
区界高原の自然素材で工作をする。

 12月1日㈯9時半～12時
 都南公民館（永井24）
 40人※小・中学生と保護者　
 １人500円
 はがき・ファクス・メール：11月20

日㈫必着※イベント名と参加者全員
の氏名と年齢、性別、学校名、学年も

明記　  1000876渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■和菓子教室
栗蒸しようかんと季節の上生菓子を作る。

 11月25日㈰13時半～16時
 20人※高校生を除く18歳以上
 830円
 往復はがき：11月14日㈬必着
 1024535

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目5-3

☎661-8111

■味噌づくり教室
岩手大の小野伴

と も

忠
た だ

名誉教授と味噌づ
くりアドバイザーの長沢光

み つ

雄
お

さんを
講師に、大豆の栄養とみそ作りの仕
組みについて学び、県産大豆でみそ
を作る。

 11月30日㈮10時～15時
 20人※初めての人優先　
 1200円
 往復はがき：11月20日㈫必着
 1024475

■ヘルシークッキング（冬）
 12月6日㈭10時～12時半
 15人　  600円
 往復はがき：11月29日㈭必着
 1024477

見前地区公民館
〠020-0838 津志田中央二丁目9-1

☎639-1788

■見前地区公民館まつり
同館で活動する団体による発表や作
品展示。

 11月10日㈯・11日㈰、10時～16時
 1024530

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■文化まつり
踊りサークルなどによる発表や展示。
最終日には、フクロウやウサギなどと
触れ合える移動動物園を開催。

もりおか女性センター
〠020-0871  中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■なくそう！女性に対する暴力
ドメスティックバイオレンス（DV）防
止の啓発パネル展示など。

 11月9日㈮～15日㈭、９時～21時
半※土・日曜は17時、15日は15時まで

 同センター（中ノ橋通一）
 1017291

▶パープルリボンツリー展示
 11月９日㈮９時～25日㈰17時
 同センターと市役所本館1階エレ

ベーター前ホール（内丸）、市保健所
ロビー（神明町）
▶街頭キャンペーン
クイズや啓発グッズの配布など

  11月10日㈯12時～15時はイ
オンモール盛岡南（本宮七）、14日㈬
11時～13時はホットラインサカナチ
ョウ（肴町）
■ＳＮＳビジネス活用講座
　～小さなチカラの売り方・伝え方

 12月1日㈯10時～12時半
 15人※スマートフォンを持ち、既

に起業またはこれから起業する女性
 5人※生後6カ月～未就学児、1人

につき500円、要予約
 500円
 電話：11月6日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583
 1024494

■ＬＧＢＴって何！？～映画を通して性
　の多様性について考えよう～

 12月8日㈯13時～16時
 30人
 5人※生後6カ月～未就学児、1人

につき800円、要予約
 電話：11月5日㈪10時から
 1024472

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5100

■パイプオルガン プロムナードコン  
    サート78th クリスマス・チャリティ
同ホールオルガニストの渋

し ぶ

澤
さ わ

久
く

美
み

さ
んとサクソフォン奏者の古舘祥

よ し

枝
え

さ
ん、クラリネット奏者の多田敦

あ つ

子
こ

さん

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎638-1122

同センター（湯沢1）でさまざまな健
康教室を開催。

 電話：11月4日㈰10時から
 20人※60歳以上

■ヨガ教室
ヨガで呼吸と姿勢を意識し、柔軟性
を高める。

 11月8日㈭10時半～11時半
 500円

■青竹シニア体操教室
青竹を使った体操で、足裏のツボを
刺激し、内臓の血流を良くする。

 11月15日㈭10時半～11時半　
 500円

■ピラテス体操教室
体幹を鍛え、しなやかな体作りを目
指す。

 11月22日㈭10時半～11時半
 500円

■リフレッシュ体操教室
ストレッチや筋力アップなどの体操
で気分をリフレッシュする。

 11月29日㈭10時半～11時半

老人の意見発表大会
長寿社会課内、もりおか老人大学事務局

☎603-8003

豊富な人生経験で培った意見や思い
を高齢者が発表します。

 11月14日㈬13時半～15時半
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）　  1007604

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

 電話：11月5日㈪10時から
■親子でエコクッキング！
地元の旬な食材を中心に、エコな料理
を学ぶ。

 11月17日㈯10時半～13時半
 高松地区保健センター（上田字毛無森)
 12組※小学生と保護者　
 728円　
 1024584

■盛岡の秋の夜空を観察しよう！
日没後の空や身近な自然を観察し、
地球温暖化について学ぶ。

 11月17日㈯17時～18時半
 高松地区保健センターなど　
 20人　  28円　
 1024585

■地産地消！手打ちそば体験
そば打ちを体験して地産地消を学び、
温泉に入ってリフレッシュする。

 11月29日㈭10時～13時半
 ユートランド姫神（下田字生出)
 14人　  1040円　
 1024586

障がい者のための料理教室
もりおか障害者自立支援プラザ　

☎632-1331・ファクス632-1332

炊飯器で簡単にパンを作る。
 11月17日㈯10時～12時半
 ふれあいランド岩手（三本柳8）
 15人※障がい者とその関係者
 電話・ファクス：11月5日㈪9時から

月釜茶会
中央公民館　☎654-5366

江戸千家不
ふ

白
は く

会と三
さ ん

彩
さ い

流
りゅう

彩
さ い

茗
め い

会によ
る茶会。

 11月18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

 900円　
 1022548

家族介護者リフレッシュ交流会
①みたけ・北厨川地域包括支援センター

☎648-8834
②盛岡駅西口地域包括支援センター

☎606-3361
 各15人※認知症の人や要介護１以

上の高齢者、重度の障がい者を在宅
で介護する家族
①みたけ会場
介護による腰痛の防ぎ方の実技と昼
食を食べながらの交流。

 11月22日㈭10時半～13時
 みたけ老人福祉センター（みたけ三)
 電話：11月15日㈭17時まで

②大通り会場
理学療法士による肩こり・腰痛予防
体操と参加者同士の交流。

 11月27日㈫10時～12時
 桜城老人福祉センター（大通三)
 電話：11月13日㈫17時まで

広　告 広　告



市スキースポーツ少年団員
市スキースポーツ少年団の坂本さん

　☎662-3814
次のスポーツ少年団員を募集します。
①基礎スキー②競技スキー

 ①80人②30人※小・中学生。先着順
 ①新規1万2000円、継続7000円

②1万8000円
 印鑑を持参し、11月10日㈯14時

～14時半に総合アリーナ（本宮五）
へお越しください　  1024521

沿岸被災地「ふるさとの復興
見学会」の参加者

県沿岸広域振興局復興推進課
☎0193-27-5521　ファクス：0193-23-3472

メール：bi0001@pref.iwate.jp

 11月25日㈰7時半～19時
 釜石鵜

う の

住
す ま

居
い

復興スタジアム（釜石
市）などを見学※盛岡駅西口バスタ
ーミナルに集合し、バスで移動

 40人
 電話・ファクス・メール：11月6日㈫

8時半から

お知らせ

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や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売
します。

 ▶せり売り：11月29日㈭13時～
12月2日㈰23時▶入札：11月29日㈭
13時～12月6日㈭13時

 11月8日㈭13時～21日㈬23時
 1010803

働き方改革フォーラム2019～人
生100年時代の働き方と暮らし方

男女共同参画推進室　☎626-7525
子ども青少年課　☎613-8356

人生100年時代における働き方や生
き方についての講演と働き方改革先
進企業などによる実践事例発表。

 来年1月17日㈭13時半～17時
 盛岡劇場（松尾町）

 電話・市公式ホームぺージ：11月5
日㈪9時から　

 1024266

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

次の期間は大会などにより利用でき
ません。
■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：11月3日㈯・17日㈯・18日㈰・
20日㈫・21日㈬・23日㈮～25日㈰
■市立総合プール：11月16日㈮～18
日㈰・20日㈫・25日㈰

啄木新婚の家の休館日が変更
観光交流課　☎626-7539

毎年の休館日を次のとおり変更します。
 12月28日～1月4日と11月最終週

～3月の火曜・水曜日
 1006984

もりおかエコライフ2018
資源循環推進課　☎626-3733

古着を活用したファッションショーや
エコクッキングの実演、小・中学生に
よるコンサートなど「衣・食・住」か
らエコなライフスタイルを考える。

 11月10日㈯・11日㈰、10時～17時
 イオンモール盛岡（前潟四）
 1024596

図画コンクール入賞作品展示会
環境企画課　☎613-8419

きれいな街づくり運動図画コンクー
ルと花の児童画コンクールの入賞作
品を展示。

 ①11月15日㈭～20日㈫、９時～
18時②11月22日㈭～27日㈫、９時
～18時

 ①マリオス20階展望室（盛岡駅西
通二）②都南公民館（永井24）　

 1024479

東北地方再犯防止シンポジウム
地域福祉課　☎626-7509

ファクス 653-2839
東京未来大こども心理学部長の出口
保
や す

行
ゆ き

氏による基調講演などを通して、
犯罪をした人の地域における就労の
確保について考える。

 11月27日㈫13時～16時半
 アイーナ（盛岡駅西通一）
 50人
 電話・ファクス：11月5日㈪10時か

ら　  1024647

農業を始めたい人のための
現地見学会

農政課　☎613-8458

農家の生産現場見学など。
 11月7日㈬13時半～17時
 経営規模の拡大に取り組んでい

る農家の施設など　
 10人※定年退職者や新たに農業

を始めたい人
 電話：11月5日㈪9時から
 1008201

盛岡中央消防署防災フェア
盛岡中央消防署　☎626-7303

11月9日㈮から15日㈭までの期間、
全国で秋の火災予防運動が展開され
ます。それに先立ち、はしご車や救急
車の展示のほか、放水や綱渡り救助
などの各種体験コーナーを楽しめる
同フェアを実施します。

 11月3日㈯・4日㈰、10時～15時
 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）

地区計画変更に関するお知らせ
都市計画課　☎639-9051

建築基準法の一部改正に伴い、盛岡
広域都市計画地区計画の変更案の
縦覧と説明会を行います。※地区計
画の制限内容は変わりません

 ①説明会は11月13日㈫19時～20
時、②地区計画変更案の縦覧と③意
見書の受け付けは11月13日㈫～27
日㈫、9時～17時

 ①都南公民館（永井24）②③都
市計画課

 対象地区：渋民駅周辺・渋民・大
平・前潟・乙部北・乙部南・盛岡南新
都市・津志田西・道明・大慈寺地区

 ③任意の用紙に、住所と名前、意
見を記入し〠020-8532（住所不
要）市役所都市計画課へ郵送または
持参。11月27日㈫必着。持参は同日
17時まで　  1024437

水道サービス週間
給排水課　☎623-1411

同期間にあわせて、蛇口や水抜栓の
点検と、蛇口のパッキン交換を無料
で行います。※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。

 11月12日㈪～20日㈫
 電話：11月5日㈪～14日㈬、9時

～17時※土・日曜を除く

成人のつどい入場券を送付
生涯学習課　☎639-9046

式典や実行委員会によるアトラクショ
ンの参加には入場券が必要です。

 来年1月13日㈰14時～15時
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 平成10年４月２日～平成11年４月１

日生まれ
 市内在住の対象者には11月中旬

に送付します。市外在住で帰省先が
市内にある参加希望者は、往復はが
きに帰省先の住所と名前、生年月日
を記入し〠020-8532（住所不要）
生涯学習課へ郵送してください。12
月21日㈮必着

 1003281

油漏れに注意を
環境企画課　☎613-8419

これからの時期は、家庭や事業所の
ホームタンクからの灯油漏れにより、
河川などの水質汚染事故が多発しま
す。事故が起きたときや油臭を確認
したときは同課か盛岡消防本部☎

※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①11/6㈫・8㈭
　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

成年後見相談 11/5㈪・19㈪
13時半～16時

岩手教育会館
（大通一）

成年後見センタ
ーもりおか
☎626-6112
※要事前申込

リハビリ
相談会

11/9㈮
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

空き家の
処分・不動産

無料相談会
11/14 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
※要事前申込

高齢者・障がい者
なんでも110番
（法律相談）

11/15㈭
13時～17時

県福祉総合相談センター
（本町通三）※電話相談
もあります

東海林法律事務所
☎623-9511
電話相談☎625-
0110

補聴器相談
11/21㈬
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

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

　  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

11/11
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
澤田内科医院 上田一丁目6-11 654-1007
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
開運橋歯科クリニック 開運橋通2-34 654-5841
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-3 653-6133
上田薬局 上田一丁目6-9 625-5612
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-9 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-8 652-1300
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

11/18
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-3 696-2012
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町2-2 606-3765
みやた整形外科医院 上堂二丁目4-12 656-6350
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
かみはら歯科医院 中ノ橋通一丁目8-21 654-4181
オトベ薬局 乙部13-135-1 675-1151
ぺんぎん薬局 梨木町2-14 652-3345
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目4-11 681-0165
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-1 656-1250

※11/3㈯と11/4㈰の休日救急当番医・薬局は、10月15日号に掲載しています

622-0119へご連絡ください。　
 1010343

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

12月1日㈯から来年5月31日㈮まで利
用できる「まちなか・おでかけパス」
を販売します。

 11月12日㈪以降の10時～15時※
土・日曜・祝日・年末年始を除く

 市内在住で購入時に70歳以上の人
 5400円
 住所、氏名、生年月日を確認でき

る公的機関の発行した証明書と本
人の写真（直近1年以内に撮影した
上半身・脱帽・正面向きで縦3㌢、横
2.4㌢のもの）を持参し、ななっく１階
バス乗車券売場や盛岡駅前バス案内
所などでご購入ください。

 1001839

いわて気候講演会
盛岡地方気象台　☎622-7870

気候の専門家が「温暖化と岩手県の
気候と暮らし」と題して講演。

 11月8日㈭13時半～16時20分
 水産会館（内丸）　
 100人　
 1024524

絵で伝えよう！　
わたしの町のたからもの

盛岡ユネスコ協会　☎637-7855
市内の小・中学生が感じた市のたか
らもの絵画展。

 11月23日㈮～25日㈰、10時～17
時※25日は16時まで

 テレビ岩手（内丸）

2018ワン・ワールド・フェスタ
in いわて

県国際交流協会　☎654-8900
「世界へトライ！」をテーマに異文化
体験や、いろいろな国・地域の人と交
流してみませんか。詳しくは、同協会
ホームページをご覧ください。

 12月8日㈯10時～16時
 アイーナ（盛岡駅西通一）

高病原性鳥インフルエンザなど
の発生を予防しましょう！

県中央家畜保健衛生所　☎688-4111

家庭で飼われている鶏など、飼育さ
れた鳥は、渡り鳥から同インフルエン
ザや低病原性鳥インフルエンザに感
染する可能性があります。鶏舎への
野鳥の侵入防止や、鶏舎とその周辺
の消毒など、予防対策を必ず行いま
しょう。詳しくは、同所にお問い合わ
せください。　  1008256

保育施設と幼稚園の入園受け付け
■保育施設　  1002502
31年度の保育施設の新規入園を
受け付けます。

 11月5日㈪～19日㈪、9時～17
時※日曜除く

 市に住民登録をしている人
 窓口：各保育施設に備え付けの

申し込み案内を確認のうえ、申し込
み用紙と健康状態等調査票に必要
事項を記入し、第1希望の保育施設
に提出してください。詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください　

 子育てあんしん課☎626-7511

■幼稚園　  1002726
太田・米内・好摩の各市立幼稚園の
入園を受け付け中です。

 入園に関すること：太田幼稚園☎
659-0597、米内幼稚園☎667-2151、
好摩幼稚園☎682-1300
保育料に関すること：学務教職員課☎
639-9044

都市景観シンポジウムを開催
テーマ「わたしの好きなまち盛岡 ～まちの魅力の再発見～」
▶30年度都市景観賞の表彰　  13時半～
▶基調講演　  14時～
ＩＢＣ岩手放送の大塚富

と み

夫
お

アナウンサーによる
「わたしの好きな盛岡」と題した講演。
▶パネルディスカッション　  15時～
県外出身盛岡在住者が外からの視点で話し合う。

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 景観政策課☎601-5541　  1010220 29年度景観賞「木伏緑地」

パッキン交換
の対象となる
蛇口の例▶

パッキン交換
の対象とならない
蛇口の例▶

盛岡の魅力を
再発見！

11月27日㈫

昨年のファッションショーの様子

広　告 広　告

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題➐（正解は14ページに掲載）
　石川啄木の筆跡で駅名が挙げられている駅はどこですか。
　①渋民駅　②仙北駅　③好摩駅　④盛岡駅

 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
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定期連載コーナー

広　告

加入していた年金種別 手続き先
国民年金（1号被保険者）のみに加入 住民登録のある市区町村
厚生年金・共済年金（2号被保険者）の加
入期間がある 全国の年金事務所配偶者の扶養（3号被保険者）となった期
間がある

国民年金のイ・ロ・ハ 　国民年金についてよく寄せられる質問にお答えします。第2回は、
年金を受給している人や年金を請求する人からよくある質問です。
【問】医療助成年金課☎626-7529

Q1. 老齢基礎年金の請求手続きはどこでできますか？

A１．加入していた年金の種別ごとに手続き先が変わります。

ＶＯＬ.2

定期連載コーナー

Q３. 過去に年金に加入していなかった時期がありますが、老
齢基礎年金は請求できますか？

A３．年金被保険者加入期間（保険料納付期間や免除期間な
ど）の合計が10年以上あれば、老齢基礎年金の請求ができま
す。なお、老齢基礎年金の金額は保険料の納付と免除の状況
に基づき、決定されます。

A5．市役所への死亡届の提出とは別に、年金事務所などに死
亡届の提出が必要です。また、生計が同一だった遺族の人は死
亡した月までの年金を受け取ることができ、さらに遺族年金を
請求できる場合もありますので、ご相談ください。

Q5. 年金受給者が亡くなったときの手続きは？

A２．最初の相談の際に、
・障がいの原因となった傷病名と初めて医師の診察を受けた日（初診日)
・現在までの受診状況や転院歴
・初診日から1年6カ月後（初診日が18歳6カ月より前の場合は20
   歳の誕生日の前日）と現在の障がいの状態（障害年金に相当
   する病状か）
についてお聞きします。傷病名や障がいの状態などは主治医に確
認した上で、市役所本館2階の医療助成年金課にお越しください。

A4．本人確認書類と新しい振り込み先の通帳があれば、同課
で手続きできます。
　なお、氏名を変更した場合は、口座が同じでも年金の振り込
みができなくなるので、氏名変更届の提出が必要です。本人確
認書類と通帳のほかに、年金証書をお持ちください。

Q２. 障害年金請求の相談をするとき、調べておくことはありますか？ Q４. 各種年金の受け取り口座を変更するには？

障害年金請求の相談以外は、
都南総合支所・玉山総合事務
所でも手続きできます。

12　広報もりおか 30. 11. １

広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

　収穫したそばの実は天日干しにこだわり、こしと熟
成された旨みがあるのが、朝霧そばの特徴です。盛岡
東部産直センター「てんぐの里106」では打ち立ての生
そばを購入でき、併
設する「味の小

こ

てん
ぐ」では手打ちそば
が食べられます。熟
練した技で作られた
手打ちそばは、多く
の人に好評です。地
域に笑顔と元気を生
む朝霧そば―。山
里の味をぜひお召し
上がりください。

簗川支所

至手代森

　国道106号から南へ向かい、秋の色鮮やかな山間の
道を自動車で30分進むと、「朝霧そば」の産地、砂子沢
地区に辿

た ど

りつきます。昼と夜の寒暖の差があり、涼しい
気候の砂子沢地区は、良質のそばを育むのに適してい
て、簗川地区と共にそばの産地になっています。
　この地区では、そばをよりおいしくするため、これまで、市
と盛岡農業改良普及センター、農業協同組合と共に新し
い品種を導入するな
どの検討を重ねてき
ました。また、初秋に
は美しい朝霧が立
ち込めることから、
「朝霧そば」と名付
けました。

　今年も新そばの季節がやってきました。
市の東部に位置する砂子沢と簗川の山里で
は、「朝霧そば」が作られています。自然と
共に暮らしてきた人々の生活と山里の特産
品は、今も大切に受け継がれています。
【問】農政課☎613-8458

アグリ
チャンネル

も
り

お
か

食 農

VOL.6

自然に恵まれた山里の味わい
　　  砂子沢と簗川の朝

あ さ

霧
ぎ り

そば

味の小てんぐ（川目6地割85-2）
☎654-2201　営業時間：11時～15時

至盛岡
競馬場簗川

106

36 至宮古

Ｎ

【問】消費生活センター
☎624-4111（平日9時～16時）

 きれいなまちにはワケがある！　
「きれいなまち推進員」の活動を知ろう

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

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

　市内に436人（９月末現在）いる同
推進員は、各町内会のごみ集積場所
の管理者に対する助言・指導やごみ
カレンダーの配布などの啓発活動を
しています。朝早くから、分別の立ち
会い指導を行うなど、きれいなまち
づくりに大きく貢献しています。

▼収集日の前日夜に出されたごみが、
カラスに荒らされてしまい、後片付け
が大変！

▼ペットボトルと缶が同じ袋にまとめ
られていたため、ごみ集積場所の当番
の人に正しく分別し直してもらった。

▼事業者が出したと思われるごみ※

があり、市に連絡した。

きれいなまち推進員とは？

活動する上ではこんな悩みも…

ぼくたちが集積場所を気持ちよく
使えるのは、きれいなまち推進員
や地域の皆さんのおかげなんだ
ね！　ルールをしっかり守って、負
担を減らそう！

分
別
が
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い

な
い
違
反
ご
み
は
収
集
さ
れ

ま
せ
ん
！

集積場所に出された違反ごみ

※事業者が排出するごみは、少量であっ
ても集積場所に出せません

【問】市民登録課☎613-8307
【広報ＩＤ】1019900

■証明書コンビニ交付サービス

▼ 便利ポイント１
　取得できる証明書は７種類！
（住民票、住民票記載事項証明、印鑑証
明、所得証明、戸籍全部事項証明、戸籍
個人事項証明、戸籍の附票）

▼ 便利ポイント２
　全国約5万店舗で利用可能！

▼ 便利ポイント３
　早朝から深夜まで利用できる！
 利用可能時間：6時半～23時
（12月29日から１月3日までを除く）　

★証明書自動交付機で交付できるのは住
民票と印鑑証明です。利用時間は、月曜～
金曜は8時半～19時、土曜・日曜は10時～
15時です（設置場所により異なります）。

■証明書自動交付機は終了します
　市庁舎などに設置している証明書自
動交付機★は、12月28日㈮で終了しま
す。早めにマイナンバーカードを取得
し、もっと便利なコンビニ交付サービス
をぜひご利用ください。

こんなに便利！

困ったときは、

消費生活センター

にご相談ください。

　仮想通貨※に関するトラブルが増加しています。平成29年度は、全
国的に相談件数が増え、28年度に比べて約３倍！　中には投資を募っ
て集めたお金を持ち逃げするといった詐欺も存在します。
　仮想通貨の購入などでトラブルにあった場合や、仮想通貨に関連し
た投資の実態や内容に少しでも不安を感じた場合は、取り引きを中止
し、すぐに消費生活センターへご相談ください。

＜相談事例１＞
　友人に誘われて参加した
セミナーで「仮想通貨の投
資で、１口25万円購入す
れば、あとは何もしなくて
も配当がつく」などと聞い
て投資に参加。事業者に
50万円振り込んだ。しか
し、配当が振り込まれたの
は最初だけで、その後は業
者と連絡もつかない。
（30代女性）

※仮想通貨
　インターネット送金
や決済に使われる、紙
幣や硬貨といった現物
が存在しないデジタル
通貨の一種。日本銀行
が発行する円などと違
い、公的な管理者は存
在しません。

440件

847件

2895件

500

1000

1500

2000

2500

3000

27年度 28年度 29年度

！  注意
仮想通貨に関するトラブルに注意！
　～必ずもうかるという投資はありません～

＜相談事例２＞
　知人から「必ず値上がり
する」と勧められて仮想通
貨を購入したが、もうかる
どころかむしろ値下がりし
ている。
（30代男性）

　価格変動のリスクは必ず伴
います。価格の急激な低下や
元本割れなどのリスクを十分
に理解した上で取り引きしま
しょう。

！  注意
図
：
仮
想
通
貨
に
関
す
る
相
談
件
数

　
　
（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
調
べ
）

　取り引きするときは、金融
庁が定める金融商品取引業の
登録業者であることを、同庁
などのウェブサイトで確認し
ましょう。ただし、登録業者
であっても、投資の信用性が
保証されるわけではありませ
ん。不安がある場合は、取り
引きしないようにしましょう。

約３倍
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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

④盛岡駅

今回の特集を担当して、地元で採れるものがどこで使
われているのか調べてみたくなりました。とりあえずア
ンバサダー店に行くところから始めてみます。（佐藤）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

　本年度の市勢振興功労者に3人が選ばれました。
市勢振興功労者表彰は、公共の福祉の増進と市勢
の進展に尽くした功績が顕著な人または団体を顕
彰するもので、市で最高の栄誉ある表彰です。受
賞者は、学識経験者や市議会議員などで構成する

　民俗芸能に関わるようになったのは単純に好きだ
ったからです。気付けば三本柳さんさ踊りの保存活動
は今年で51年目。保存会には、子供から大人まで100
人以上が所属し、年間を通して全国各地での公演など
活発に活動しています。各世代が一つになって踊りを
伝えるこの形が、民俗芸能のあるべき姿だと思うので、
幅広い人にその醍

だい

醐
ご

味
み

を味わってほしいです。また、市
内外の各地域に口

く

伝
でん

で伝わる神楽などの演奏を譜面
に書き出す作業もしています。譜面があると、初めて練
習する人にも分かりやすいんです。このような、民俗芸
能を後世に残す活動を今後も続けていきたいです。

　市無形民俗文化財保存連絡協議会会
長として、市内外の民俗芸能の保存や継
承、後継者育成などに貢献。映像などで
の記録保存や市民向け手引書の執筆など、
無形の文化財を後世に伝える取り組みを
推進。また、三本柳さんさ踊りの復活に
尽力。（昭和21年生まれ・東見前在住）

　昔は、大通商店街も活気があり、若い人が出掛けるなら
大通り、といわれるくらい人があふれていました。しかし、郊
外への大型店舗進出などで商店街を訪れる人が減り、各
店舗の後継者も減る中、大通りが衰退するのを見過ごし
ていてはいけないと強く思うように。商店街ににぎわいを
取り戻すため、映画館が複数ある大通りの特色を生かした
「もりおか映画祭」や学生と連携した芸術祭など、新しい
イベントを実施してきました。近所での親しい交流を表す
「向こう三軒両隣」こそが商売の本質。人間関係が希薄な
今だからこそ、自分さえ良ければではなく、商店街で助け
合いながら、少しずつ昔のような活気を取り戻したいです。

吉田　莞
か ん

爾
じ

さん

　盛岡大通商店街協同組合理事長や市
商店街連合会会長として、イベント企画
運営や学生との連携による店舗運営支援
など、大通商店街の活性化に尽力。また、
「もりおかスクエア事業」を展開し、中心
市街地の商業基盤の強化に貢献。（昭和
19年生まれ・茶畑二丁目在住）

　新型インフルエンザが発生したとき、国は、あらかじめ
指定した病院のみで診る方針を出しました。しかし、市医師
会では、その体制では感染拡大したときに速やかな診療
ができないと考え、市内の全医療機関で診療できる体制
を、いち早く整えました。また、16年前に、認知症患者がさら
に増加していくと考え、もの忘れ検診を成人検診に組み込
むことを市に提言しました。今では受診者が年間5000人
を超え、早期発見・治療につながっています。今後は、自分
も患っているパーキンソン病の患者の立場から見たまちづ
くりに対する意見を発していきたいです。それが患者や高
齢者にとって住みやすいまちづくりに役立てばうれしいです。

臼井　康
や す

雄
お

さん

　市医師会会長や市学校保健会会長な
どとして、盛岡広域圏の一次・二次救急
医療の充実・強化を図り、平成21年の新
型インフルエンザ発生時には、感染拡大
前から医療供給体制の確保に尽力。また、
もの忘れ検診を始めるなど認知症の地域
ケア体制の構築に大きく貢献。（昭和22
年生まれ・松園二丁目在住）

市表彰選考委員会の答申を受けて決定しました。
本年度の受賞を含め、これまでに315人と24団体
を表彰。本年度の表彰式は11月3日㈯、上田公民
館（上田四）で開催します。
【問】総務課☎626-7513【広報ＩＤ】1021192

民俗芸能の継承と発展

救急医療体制の確保と
認知症の地域ケア体制の構築

商業の振興と中心市街地の活性化

Kiyomi Fujisawa

Kanji Yoshida

Yasuo Usui

藤澤　清
き よ

美
み

さん

平成30年度　市勢振興功労者

の 功績 表彰尽発展市勢 に くした を
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