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け に挑戦挑 29年度3級問題❿（正解は10ページに掲載）
　盛岡市内で「本州一の極寒の地」と呼ばれている地域はどこですか。
　①大志田　②薮川　③日戸　④根田茂もりおかインフォ

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、広報ＩＤ（7桁の数字）を入力す
ると、記事の詳細を見ることができます。

 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

※特に記載がない場合、費用は無料

　市は、市民の考えや意見を市政に反映させるため、
2年に一度、テーマを設けて市民アンケート調査を
行っています。本年度の調査結果を一部紹介します。
【問】広聴広報課☎626-7517　  1025463男女共同参画と女性活躍に関する意識について
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男性の家事や育児などについて職場の上司や周囲の理解を進める　76.4％

夫婦や家族間でコミュニケーションをよく図る　65.0％

男女ともに抵抗感をなくす　60.3％

社会の中で、男性による家事や育児の価値を高める　58.1％

働き方改革などで仕事以外の時間をより多く持てるようにする　56.8％

その他・無回答　4.0％

男性が家事や育児をするための仲間 ( ネットワーク ) 作りを進める　31.9％

年配者や周囲の人が夫婦の役割などについて個人の意見を尊重する　53.7％

男性の家事や育児などについて情報提供や研修などを実施　37.3％

今後、男性が女性と共に家事・育児・介護・地域活動に積極的
に参加するためにはどのようなことが必要ですか（複数回答）
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全ての国民は法の下に平等であるとされていますが、実際に
男性と女性は平等になっていると思いますか

【参考】25年度の同調査結果

■表1：性別の比率
男　性 48.1％
女　性 51.4％
無回答 0.5％

■表2：年代別の比率
18～19歳 1.5％ 50代 17.1％

20代 7.5％ 60代 20.8％
30代 13.2% 70代以上 22.2％
40代 17.2% 無回答 0.5％

調査結果(全6問より抜粋)
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子どもを預けられる環境の整備や介護サービス施設の充実　90.6％

職場での仕事と育児や介護との両立を支援する制度の充実　80.2％

男女双方の働き方の見直し ( 長時間労働の見直しなど )　65.9％

男性の家事や育児参加への理解と意識改革　63.2％

女性が働き続けることへの本人と周囲の理解と意識改革　62.2％

その他・無回答　3.6％

育児中でも仕事への能力などを発揮し、働きがいを感じられる支援　50.2％

育児や介護による仕事への制約を理由とした不当な対応の禁止　55.9％

市民アンケート調査結果

【対象者】市内在住の人で満18歳以上の2000人（無作為抽出による）
【回答者】842人※性別と年代は表1・2のとおり

調査結果についての考察
　「男女の地位は平等になっていない」
と思う人の割合が高くなっているが、性
別による不平等感への社会的関心が高く
なっていることが背景にあると考えられ

※小数点第2位の四捨五入や複数回答の設問があるため、
　それぞれの合計が100にならない場合があります

詳しい調査結果は、市役所別館6階の広聴
広報課や各支所などでも閲覧できるほか、
市公式ホームページにも掲載しています

女性が出産後も離職せずに働き続けるために、家庭・社会・
職場で必要なことは何だと思いますか（複数回答）

（％）

る。また、女性が出産後も就業を続ける
ために支援する制度を充実させることや、
男性が家事や育児をするために上司や周
囲の理解を深めるなど、職場での取り組
みや意識改革を求める声が多かった。

もりおか老人大学特別講座の
運営団体

長寿社会課　☎603-8003

生きがいづくりと地域活動を行うき
っかけとなる講座の企画立案や運
営などを請け負う団体を募集します。
詳しくは市公式ホームページをご覧
ください。

 3月1日㈮まで　  1006421
▶説明会

 2月13日㈬14時～15時半※当日
会場へどうぞ

 市役所別館4階403会議室（内丸）

先人記念館ボランティア
先人記念館　☎659-3338　

展示の解説などをサポートするボラ
ンティアを募集します。

 活動期間：4月~来年3月末
 10人程度　  電話：2月13日㈬

17時まで　  1025521
▶オリエンテーション

 2月16日㈯13時半~14時半
▶養成講座

 3月2日・9日・16日、土曜、全3回、
13時半~14時半

盛岡芸術祭の出品作品・出演者
文化国際室　☎626-7524　

同芸術祭の美術展部門への出品作品

と舞台部門への出演者を募集します。
 ▶美術展部門：日本画と洋画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書道、写真、俳句▶舞台部
門：声楽とピアノ

 詳しくは市役所1階と都南分庁舎1
階の窓口案内所や玉山総合事務所1
階の市民ホールに備え付けの開催要
項または市公式ホームページをご覧く
ださい。　  1025594

犯罪被害者支援活動のボランティア
いわて被害者支援センター　

☎621-3750
事件や交通事故の被害者や家族など
への支援や電話相談をするボランテ
ィアを募集します。活動内容や応募
方法など詳しくは同支援センターへ
お問い合わせください。

 3月31日㈰まで

スポーツパル対象施設が拡充
スポーツツーリズム推進室　

☎603-8009
スポーツパルは、中学生以上でスポ
ーツに関心ある人なら誰でも会員に
なれます。会員になると、スポーツ施
設の利用などでポイントがたまり、グ
ッズなどと交換できるほか、メールマ
ガジンでスポーツ情報の配信を受け
ることができます。交換グッズがさら

に充実し、対象施設が盛岡広域8市
町に拡大しました。登録方法など詳
しくは、ホームページをご
覧ください。　

 1003301

市の女性活躍推進に関する
事業所調査報告会

男女共同参画推進室　☎626-7525
メール：dｊs@city.morioka.iwate.jp

市内事業所の女性活躍推進への意識
や課題などに関する調査の報告や情
報提供など。

 2月15日㈮14時~16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 30人　  電話・メール：2月4日

㈪9時から　  1024008

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：3月5日㈫13時～7日
㈭23時▶入札：3月5日㈫13時～12
日㈫13時　

 ２月14日㈭13時～26日㈫23時　
 1010803

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　☎613-8144

認知症の症状や予防方法、認知症の
人への接し方を学びます。

 3月15日㈮13時半～15時
 みたけ老人福祉センター（みたけ三）
 市内在住か在勤で、同講座を初め

て受講する人　  1024315

青山支所が移転
市民登録課　☎626-7501

大規模改修工事の終了に伴い、青山
支所は3月25日㈪から元の場所(青
山三丁目37-7)に戻ります。

 1022469

宝くじ助成で
自治公民館と備品を整備
市民協働推進課　☎626-7535

宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成を受け、次の集会施
設や備品を整備しました。

▶北山自治会：自治公民館の建設や
複写機、テーブルなどの備品
▶寺林自治会：会議用テーブルやパイ
プ椅子、音響機器などの備品

北方領土返還要求岩手県大会
北方領土返還要求運動岩手県民会議

事務局　☎629-5765

2月7日㈭の「北方領土の日」を迎え
るにあたり、北方領土問題への関心
と理解を深めるための大会を開催。

 2月5日㈫13時半～15時半
 ホテルメトロポリタン盛岡（盛岡駅

前通）
 電話：詳しくは同事務局へお問い

合わせください　  1024957
▶北方領土パネル展

 2月5日㈫までの9時～18時※5日
のみ15時半まで　  岩手教育会館
（大通一）　  1024979　

岩手県Ｕ・Ｉターンフェア
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

岩手県内に勤務先があり、正社員を募
集する企業との面談や就職相談など

 2月9日㈯13時～16時
 赤坂インターシティＡ

エ ア

ＩＲ（東京
都港区）

県特定（産業別）最低賃金改正
岩手労働局　☎604-3008

昨年12月28日に特定の業種で働く
労働者の最低賃金が改正されまし
た。改正された業種など詳しくは、同
局に問い合わせるか、同局のホーム
ページをご覧ください。

 1008114

寄付をいただきました

■ＮＴＴ岩手グループ（ＮＴＴ東日本
岩手支店栗田均

ひとし

支店長）　
13万2110円。子ども未来基金のた
めに。

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①2/5㈫・7㈭
　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 2/7・21、木曜
13時半～16時

岩手教育会館4階
成年後見センターもりおか
（大通一）

同センター
☎626-6112
※要事前申込

リハビリ
相談会

2/8㈮
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
2/13㈬
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

補聴器相談
2/20㈬
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

暮らしと事業の
電話無料相談会

2/22㈮
10時～15時

県行政書士会事務局内
☎623-1555で電話相談

同事務局
☎623-1555

日 区分 名称 所在地 電話番号

2/3
㈰

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247
渋民中央病院 渋民字大前田53-2 683-2336
鈴木整形外科 本宮字石仏20-1 658-0202
寺井小児科医院 山王町1-9 623-8249
小林歯科医院 菜園二丁目7-33-2階 654-1088
津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
アイリス薬局 高松三丁目10-14 665-3030

2/10
㈰

大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-3 639-3315
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-4 662-2888
さかもと整形外科 天神町11-3 623-8555
村田小児科医院 紺屋町3-4 622-7132
コバヤシデンタルクリニック 中央通二丁目10-15 604-8848
つばさ薬局 津志田西二丁目13-5 632-2166
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-1 662-0576
ヨシダ調剤薬局 天神町11-4 625-8148
こんや町薬局 紺屋町3-7 653-1521

休日救急当番医・薬局 ※往診はできません

新
設
し
た

北
山
自
治
公
民
館

日 区分 名称 所在地 電話番号

2/11
㈪

小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503

水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明
治中央通ビル1階 604-8002

菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町5-22 606-5100
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目2-10 662-9845
小松デンタルオフィス 名須川町17-6 653-6491
せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
清水町調剤薬局 清水町5-18 654-7253
のぞみ薬局 松園二丁目3-3 662-7733

2/17
㈰

川村内科医院 志家町4-4 651-6677
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
緑が丘整形外科 緑が丘三丁目2-45 664-1555
川久保病院 津志田26-30-1 635-1305
西郷歯科医院 西見前14-83 638-7711
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目2-35 665-3360
オーロラ薬局 南仙北三丁目2-30 635-1233

 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。
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