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特集　盛岡市の予算

撮影：うえだ保育園

   子どもたちの笑顔は

   盛岡の明るい未来!



力を入れる事業
▶プレミアム付商品券　　   　３億8680万円
▶病児や病後児保育の充実　　   　8176万円
▶介護職員の奨学金返還を支援　　   　234万円

総合計画の４つの基本目標

力を入れる事業
▶移住・定住・交流人口対策　   　2041万円
▶盛岡城跡の保存に向けた整備　　 663万円
▶盛岡ブランドの確立                           363万円

力を入れる事業
▶若者の就業支援　　　　　　　   1719万円
▶教職員の働き方改革の推進              168万円

力を入れる事業
▶境田川原踏切の交通安全施設などの整備　
　　　　　　　   　　　　　　１億1259万円
▶まちなかおでかけパスの推進　   5750万円
▶動物公園の整備　　　　 　  　　 5490万円
▶観光客誘致宣伝　　　　　　　   2768万円
▶森林経営管理の推進　　　　　   2412万円

　　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

　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。

　国内外の旅行客から選ばれる観光地とな
るため、歴史や自然などの観光資源の魅力
を高め、プロモーション活動を展開します。
また、ラグビーワールドカップ2019や東
京2020オリンピック・パラリンピックな
どを盛り上げ、スポーツを通じた交流人口
を増やします。

■主な事業

▶いわて盛岡シティマラソンの開催
3000万円

▶木伏緑地ににぎわい空間を整備
2913万円

▶盛岡国際俳句大会の開催　          600万円

▶ホストタウンの事前キャンプ受け入れなど
スポーツツーリズムの取り組み　 3955万円
▶姉妹都市などとの国際交流
                                                               1227万円
▶いしがきミュージックフェスティバルの
開催支援                                                400万円
▶東北六市と連携した観光客の誘致・宣伝
                                                                 197万円

2020あつまる・つながるまち
プロジェクト　２億440万円

　盛岡の魅力ある農畜産物を活用し、関
連する食品産業・ものづくり産業を支援
し、価値を高めます。また、戦略的な企業
誘致・企業支援を進めます。

■主な事業
　　　
▶渋民バイパス「道の駅」の基本設計など

5499万円
▶成長分野と位置付けている医療福祉機器
製造業などの支援　　　　　　  2236万円
▶猪去地域に地域おこし協力隊を配置　

800万円

▶道明地区の新産業等用地を整備
４億9581万円

▶盛岡産農畜産物の魅力を発信
2562万円

「食と農」・「ものづくり」
応援プロジェクト　７億2679万円

重点的に取り組む施策
　市総合計画の目指す将来像の実現へ向け、３年
を目途に優先して取り組む「戦略プロジェクト」に、
重点的に予算を分けました。　

　子育て世代が希望を持って子どもを産み、
育てることができるよう、さまざまな保育
ニーズに応え、子育て環境の充実を図ります。

■主な事業

▶保育園などへのエアコン設置
　　　　　　　　　　　　　　   7599万円
▶新生児の聴覚検査助成　　　　 869万円
▶（仮称）見前第二児童センターの基本設
計など　　　　　　　　　　　　 619万円
▶家事援助サービスの提供　　　 228万円

▶私立保育所などの建設・改修に助成
                                                      ８億2831万円
▶乳幼児の保険医療費を全額給付
                                                      ４億6844万円
▶小学生の保険医療費を一部給付　
                                                      ２億2384万円
▶中学生以下のインフルエンザ予防接種補助                 
                                                               7187万円
▶保育士確保対策                             7060万円
▶義務教育に必要な経費の援助
                                                               2770万円

みんなが支える子ども・子育て
安心プロジェクト　24億7453万円
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公共施設保有最適化・
長寿命化計画等

　保有施設の「最適化」と「長寿命化」の２つ
を柱に、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。

■主な事業
▶中央公民館の大規模改修 ※    ９億7238万円
▶サンライフ盛岡の大規模改修※

　　　　　　　　　　　　　   ２億9689万円
▶公共施設トイレの洋式化　     　３億61万円

※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
ことです。

　本年度の予算が、市議会３月定例会
で可決されましたので、概要をお知ら
せします。
【問】財政課☎613-8362
【広報ＩＤ】1026289

歴史と未来につながる
　　　盛岡に暮らす心地よさ実感予算

特集　盛岡市の予算

　　　　　  ≪予算編成 ５つの視点≫

１　市制施行130周年を市を挙げて祝うとともに、盛岡の歴史を感
　じられるイベントを通じて盛岡の価値や魅力を市内外に発信する
　こと
２　若い世代や子育て世代が安心して暮らすための施策を拡充すること
３　産業の振興や働く場所の確保に努め、盛岡広域８市町の地方創
　生につなげること
４　盛岡シティマラソンやホストタウンなどを通じて、スポーツに  
　よる盛岡広域の活性化や、移住・定住・交流人口対策の推進により、
　魅力あふれるまちづくりに取り組むこと
５　多くの市民が利用する施設について、環境改善を図り、利便性の
　向上に結び付けること

当初予算の概要

　一般会計は、子ども・子育て関連事業や障がい者の自立
支援事業など、社会保障関係経費が昨年度に引き続き増加
したほか、プレミアム付商品券の対応に伴う経費が新た
に増えたことにより、予算総額が前年度比８億9000万円
（0.8％）増の1115億3000万円となりました。10年連続で
1000億円を超え、過去最大の予算規模です。
　特別会計は、新産業等用地に工場を建てるための土地や
下水道の整備事業を円滑に進めるため、特別会計を新た
に設置し、11会計の合計で、前年度比３億4361万円（0.6
％）増の563億4500万円となりました。

　市税は、緩やかな
景気回復基調を反映

した法人市民税の増収
のほか、固定資産税やたばこ税の
増収を見込み、前年度と比較し、
７億2800万円(1.7％)増加しまし
た。また、国庫・県支出金は、教
育・保育給付費負担金の増額など

　支出項目として最も
多いのは、子どもや高

齢者などの福祉に要する
経費です。認定こども園などへの
運営費給付や障がい者への介護給
付費などの増加により、前年度と
比較し、12億8300万円（2.8％）増
の467億7900万円です。次に多い
支出項目は、道路や公園の整備な

市税
 431.6

繰入金や手数料など
 70.2

国庫・県支出金
 　　288.1

地方交付税
 　136.4

市債
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譲与税その他  80.5
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　本年度は、市が目指すまちの将来
像「ひと・まち・未来が輝き 世界に
つながるまち盛岡」の実現にむ
け、右の５つの視点の
もとで予算の編成を進
め、３つの戦略プロ
ジェクトに予算を
重点配分するとと
もに、市民サービ
スの向上と充実を図
るため、必要な経費の
予算化に努めました。

歳出
1115.3

億円

子ども・高齢者
などの福祉
　　467.8

市債の返済
　124.5

教育・生涯学習
　　83.6

防災・スポーツ
振興など　100.2

道路・公園など
　　158.3

消防・救急
45.7

衛生環境の
向上　82.7

農林業の振興や
商・工業と観光
の振興など
　　   52.5

どに要する経費で、前年度比３億
3600万円（2.1％）減の158億2600
万円となりました。また、学校・
生涯学習に要する経費では、中央
公民館複合化・大規模改修や大新
小学校校舎長寿命化改修などによ
り、前年度と比較し、４億2300万
円（5.3％）増の83億5800万円と
なりました。

により、前年度と比較し、14億
3000万円（5.2％）増加しました。
また、地方交付税は、推計で前
年度と比較し１億3700万円（1.0
％）増加する見込みです。その結
果、自主財源と依存財源の比率は
昨年度とほぼ変わりません。

歳入 歳出

市の財政の
健全性を確保

予  算総額

一般会計    1115億 3000万円

特別会計 　   563億4500万円
　（11会計）

単位：億円 単位：億円

　本年度末の一般会計における市債の残高は、歳入予算総額に占める市債の
割合や、新たに発行する市債の抑制に努めたことから、前年度比６億5900
万円減の1342億3500万円となる見込みで、本市の未来を担う世代の負担の
軽減を図りました。市の貯金である基金についても、財政調整基金からの繰
り入れ（取り崩し）を12億1000万円（前年度比４億6500万円の減）に抑え、
地震や大雨災害などの不測の事態にも対応できるようにしています。
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平成31年４月１日、私たちのまち「盛岡」
は、市制施行130周年を迎えました。
本市では、この記念すべき年を市民の皆
さんと共に祝い、さらなる飛躍をしていく
ために、さまざまな事業に取り組んでいき
ます。また、初開催となる盛岡国際俳句大
会やいわて盛岡シティマラソンなどのイベ

ントを、多くの皆さんの参加をいただきな
がら、一緒に盛り上げてまいります。
先人が作り上げてきた市の歴史に思いを
はせ、元号も新たに迎えるこれからの新し
い時代に、より良い「盛岡」を築くため、
市民の皆さんと力を合わせて市政を進めて
まいります。

「ひと・まち・未来が輝き
　　世界につながるまち盛岡」を目指して

明治
22年４月 市制施行（人口２万9190人）❶
23年11月 東北本線・上野～盛岡間開通
38年11月 市内に初めて電灯がつく
41年１月 電話が開通

大正
10年６月 橋場線・盛岡～雫石間開通
12年９月 盛岡測候所（現・地方気象台）開所
12年10月 山田線・盛岡～上米内間開通

昭和
９年11月 上水道給水開始
13年８月 ＮＨＫ盛岡放送局開局
29年２月 下水道事業、国民健康保険事業開始
34年11月 東北初の盛岡民衆駅完成❷
37年11月 現在の市役所庁舎（本館）完成
40年10月 東北本線・上野～盛岡間の電化完成
43年11月 市旗決定
44年５月 国道４号盛岡バイパス全線開通
44年８月 ごみ焼却場（門工場）完成

45年10月 国民体育大会秋季大会開催❸
全国障害者スポーツ大会開催

46年９月 市のシンボル（花、木、鳥）決定
52年11月 東北自動車道・一関～盛岡南間開通
57年６月 東北新幹線・上野～盛岡間開通❹
60年５月 カナダ ビクトリア市と姉妹都市提携❺

平成
４年４月 都南村と合併

５年２月 アルペンスキー世界選手権盛岡・雫
石大会開催

５年10月 国民文化祭いわて’93開催

６年10月 全国ファミリンピック・全国ボラン
ティアフェステイバル岩手大会開催

11年８月 全国高総体（岩手インターハイ）開催
12年11月 特例市に移行

14年12月 東北新幹線・盛岡～八戸間開業
ＩＧＲいわて銀河鉄道開業

18年１月 玉山村と合併

19年７月 公共空間のハンギングバスケット設
置数日本一を達成（604個）

20年４月 中核市に移行❼、市保健所開所
23年３月 東日本大震災発生
24年５月 東北六魂祭開催
24年７月 沖縄県うるま市と友好都市提携❽
25年10月 盛岡南新都市土地区画整理事業完了

26年６月 盛岡さんさ踊り和太鼓同時演奏数世
界一を達成（3437個）❾

27年７月
盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
にて、「ラージスト・ラフト・レー
ス」部門の世界一を達成（完走艇数
814艇、完走者1628人）❿

28年１月 希望郷いわて国体冬季大会開催

28年10月 希望郷いわて国体希望郷いわて大会
開催⓫

30年６月 東北絆まつり開催⓬

31年２月 東京都文京区と友好都市提携
※12ページに関連記事

31年４月 市制施行130周年

平成
元年４月 市制施行100周年❻、動物公園開園

３年９月 全国健康福祉いわて大会「ねんりん
ピック́91」開催

年表と写真で振り返る

盛岡市 これまでの歩み

❽うるま市と友好都市提携

❿北上川川下り大会で世界一

❾さんさ和太鼓同時演奏で世界一

❹東北新幹線上野～盛岡間開通

❷開業当時の盛岡民衆駅

❺ビクトリア市と姉妹都市提携

❸初開催の国体開会式

❶市制施行当初の市庁舎

❻市制 100 周年記念式典

⓫ 45 年ぶり二度目の国体

❼中核市移行の記念セレモニー

⓬東北絆まつりで復興をＰＲ

市制施行 130 周年
記念フォーラム（６月）
　著名な講師を招き、130 周年を
記念した基調講演やパネルディ
スカッションなどを行います。

盛岡市動物公園記念
イベント（７月）
　動物公園開園 30 年の節目に
もあたることから、たくさんの
人に楽しんでもらえるイベント
を開催します。

市制130周年を記念し、初めて実
施する事業の一部を紹介します。主な 記 念 事 業

盛岡国際俳句大会（８月）
　大会のゲストに俳人の夏井い
つきさんらを招き、日本語と英
語による俳句の大会を開催。俳
句 を 通 し て 盛 岡 市 の 魅 力 を 全
国、そして世界に発信します。

誰もが活躍できる職場づく
りフォーラム（来年１月）
　性別にかかわらず、多様な人
材が活躍できる職場の実現を考
えるフォーラム（基調講演・分
科会）を開催します。

下水道デザインマンホール
蓋製作設置など（12 月～）
　市役所周辺や市内各地の道路
などのマンホール蓋

ふ た

130 個を限
定デザインに交換します。また
今後、限定デザインのマンホー
ル蓋で「マンホールカード」を
約 2 千部発行予定。市の公共施
設で配布し、市の下水道事業の
イメージアップにつなげ、市の
観光ＰＲの一つとしても活用し
ます。

いわて盛岡シティマラソン
2019（10 月）
　日本 陸 連 公 式 コー スとなる
42.195㌔のフルマラソンのほか、
8.8㌔のファンラン、2.5㌔のペア
ランコースも設定し、多くの人
が楽しみながら、盛岡の街並み
を満喫できる大会を開催します。

当日、コース沿道か
らの応援をよろしく
お願いします！

市制130周年

さらなる飛躍に向けて 【問】企画調整課☎626-7534　
【広報ＩＤ】1026367

盛岡のここを残したい！こんな街になってほしい！

＃玉山地域が魅力満開の地域に

工藤 昭
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＃リンゴを通して子どもの美しい笑顔

佐藤農園　
佐藤 澄
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恵
え

さん（42）＝羽場 14 ＝

　　　　　

＃八幡などの情緒ある街並

角舘 ハルエさん（75）
　　 キミさん（100）= 茶畑一 =

市民の皆さんに聞きました！

いわてグルージャ盛岡
清水 敦

あ つ

貴
き

選手（18）

＃人とのつながりで支え合うまち

＃世代を紡ぐ伝統芸能

手島 大
や ま と

和君 （本宮小５年）   

＃おいしい空気　すんだ空 ＃みんななかよしのまち

好摩地区の子どもたち

＃子どもの笑顔がいっぱいのまち

菊池 ちひろさん（35）
　　 幸

さ ち

ちゃん（1）　　= 上ノ橋町 =

イタリアン酒場サルーテ　
米澤 崇

たかし

さん（47）＝門一＝

＃食材王国　美食のまち＃感謝はこれからも忘れない

久我 伸
し ん

也
や

さん (87) ＝東松園一＝

三本柳さんさ踊り・
都南太鼓保存会の皆さん

＃市民の意見が反映されるまち

髙橋 茉
ま

依
い

さん（岩手大付属中３年）

＃世界に愛されるまち

清水 千
ち

聖
さ と

さん（仙北中３年）

盛岡は、16世紀末からの南部氏による盛岡
城築城に始まり、江戸期を通じて城下町とし
て発展。明治 22年に市制を施行し、人口 2万
9190 人、面積 4.47 平方㌔㍍の県都盛岡市が
誕生しました。
その後，隣接する町村と合併※し、人口約

30万人、面積 886.47 平方㌔㍍で現在の規模
に。また、平成 20年には中核市に移行し、岩
手県の政治・経済・文化の中心となって、北東
北の拠点都市として発展することを目指してい
ます。

市が、これからのまちづくりを考える上で重
視している視点は、「若者や女性が住みたくな
るまち」「高齢者がいきいきと暮らすまち」「人
にやさしい安全・安心なまち」「都市の魅力を
磨き選ばれるまち」「次世代につなぐまち」「東
北の拠点となるまち」「共につくるまち」です。
歴史の中で培われた伝統や文化を生かしなが
ら、さらなる飛躍を目指します。

130周年キャッチコピー

伝統をつなぎ　未来へつむぐ

岩手山と市内を流れる３つ
の１級河川 ( 中津川・北上
川・雫石川 ) をイメージし
た記念ロゴマーク※昭和 3 年に米内村、昭和 15 年に厨川村、昭和 16 年

に本宮村、中野村、浅岸村、昭和 30 年に簗川村、太田村、
平成 4 年に都南村、平成 18 年に玉山村を編入

☜
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　４月から始まった国民年金の新制度や学生納付特例制度
などについてお知らせします。

 医療助成年金課☎626-7529

産前産後期間の
保険料の免除

新制度が始まります
国民年金

対象者

　国民年金第1号被保険者で、次の人は、届け出をすると、平成31年
４月分以降の国民年金保険料が一定期間免除になります。

　平成31年２月１日以降に出産※１した人または出産予定がある人で、
産前産後期間※２に国民年金第１号被保険者として保険料を納付する
必要がある※３人
※１ 妊娠85日以上の分娩を指し、死産・流産・早産・人口妊娠中絶を含む
※２ 単

た ん

胎
た い

妊娠の場合：出産月（出産予定月）の前月から４カ月間
　　多

た

胎
た い

妊娠（双子以上の妊娠）の場合：出産月（出産予定月）の３カ月前から
　　６カ月間
※３（１）従来の保険料納付免除などにより免除・猶予されている場合を含む
      （２）海外居住者などで国民年金に任意加入している人は除く

Q１　産前産後期間は、すでに従来の制度で保険料が免除されてい
ますが、産前産後期間免除の届け出は必要ですか？

A１　産前産後期間の免除は、将来受給する老齢基礎年金の金額を
計算するときに、保険料を納めた期間と同等の扱いとなり、これまで
の制度より有利になるので、届け出をしてください。

Q２　出産前に届け出をしましたが、予定日の前月に出産しました。
免除期間を変更する届け出は必要ですか？

A２　原則として再度の届け出は不要です。ただし、単胎妊娠で届け
出をし、後で多胎妊娠が判明した場合は、変更の届け出ができます。
また、出産日で届け出た方が産前産後期間による免除月数が増える
場合、変更の届け出ができます。

学生納付特例制度
　大学や専門学校などに在学中の20歳以上の人は、前年1月から12
月までの本人の所得が118万円以下であれば、保険料の納付を猶予さ
れます。猶予が受けられる期間は、毎年４月から翌年３月までの期間
で、１年ごとに更新の申請が必要です。

届け出に必要な書類や申請方法など

Q１　保険料の納付が猶予される以外に、学生納付特例を受けるメリ
ットはありますか？

A１　学生納付特例が承認された期間は、将来、老齢基礎年金を受
給するための資格期間に含まれます。また、「障害基礎年金」★１や
「遺族基礎年金」★２を受給するための納付月数の計算で、納付した
ときと同等の期間として算定されます。

Q２　１年間の収入がいくらだと学生納付特例の対象となる所得118
万円以下になりますか。

保険料の追納
　保険料納付の免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であ
れば申し出により追納できます。過去に保険料の納付を猶予されてい
た期間は、老齢基礎年金の金額計算に反映されないため、追納制度
の利用をおすすめします。

 1003605

 1025034

届け出に必要な書類

●問い合わせ・手続き先
▶市に住民登録がある人　
医療助成年金課年金係（市役所本館２階）…☎626-7529

 iryounenkin@city.morioka.iwate.jp
都南総合支所税務福祉係（津志田14）………☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）…☎683-3869
▶市に住民登録がない人
盛岡年金事務所（松尾町）……………………☎623-6211
住民登録先の市区町村や全国の年金事務所

不
明
な
点
は

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

区分 必要書類
出産前に届け出を
する場合 マイナンバ

ーカード
または

本人確認
書類（免

許証など)

母子手帳や医師が作成した妊娠証明書など、
出産予定日及び胎児数が分かる書類

出産後に
届け出を
する場合
※４

母子が
同一世帯 出生届受理証明書または出生証明書※５

母子が
別世帯

出生届受理証明書や医師、助産師などが作成
した出生証明書、戸籍謄本など出産日と胎児
数、母子の関係が分かる書類

※４ 死産などの場合は、死胎火葬許可証や医師・助産師が作成した死産証書など、
　　分娩日と胎児数が分かる書類も必要です
※５ 出生届を市に提出した人は不要

※大学から大学院に進学する人、短期大学から4年生大学に編入する人を含む

※平成29年３月分以前の保険料を追納する場合、一定の加算額が含まれます

A２　アルバイトなどの収入から計算する「給与所得」で考えると、年
間給与収入194万3999円（月平均約16万2000円）以下の場合、所
得118万円以下となります。

NEW
よくある質問

区分 申請場所など 必要書類
平成31年４月１日までに同
特例の承認を受けていて、
次年度も同じ学校にいる人

日本年金機構から送られてい
る同特例継続申請用のはがき
に必要事項を記入し、返送

ー

平成31年４月から学校が
変わった人※と学生証が１
年更新の学校にいる人

住民登録先の市町村で申請 ・マイナンバーカー
ドまたは本人確認
書類（免許証など）
・在学期間の記載
がある学生証また
は在学証明書

平成31年（令和元年）度
中に20歳になる人

日本年金機構から送られる申
請書類に必要事項を記入し、
住民登録している市町村で
申請

★１ 老齢年金を受け取る年齢になる前に、病気やケガなどで障がいが残った人
　　が請求できる年金
★２ 死亡した時に、配偶者や子が請求できる年金

４月 ５月 ６月 ７月 ８月
納付 免除 被扶養 被扶養 被扶養

４月 ５月 ６月 ７月 ８月
免除※ 免除 被扶養 被扶養 被扶養

例：６月から夫の扶養に入る妻が、６月を出産予定日と
届け出ていて、５月に出産した場合

出産前

出産後

１号被保険者 ３号被保険者

↑出産予定月

↑実際の出産月

左の例以外の場
合でも、免除期
間を変更できる
場合があります。
詳しくは、お問い
合わせく
ださい

よくある質問

※後日、日本年金機構から還付などについて通知
　されます

さまざまな俳句

るー。俳句は決して難しいもの
ではありません。自然・歴史・文化
が美しく調和する街、盛岡。訪れた
俳人がたちまちこの地に魅了され
る姿を幾度も見てきました。啄木
と賢治の気配を感じるとも。皆さ
んも、この盛岡に心を寄せて、自然
のうつろいやさまざまな出会いに、
俳句であいさつしてみませんか。

俳人協会岩手支部
二階堂光

み つ

江
え

事務局長

　自然や気候など、日々のあらゆる出会いを「あいさ
つ」の心で見回すと、いろいろなことが鮮やかに見え
てきます。それを言葉にし、五・七・五のリズムにのせ

「俳句」は「あいさつ」の心で

　８月３日㈯・４日㈰に開催される盛岡国際俳句大会。これを機会
に、皆さんも俳句を詠んでみませんか。俳句の魅力や詠み方、有名
な句などを、今号から３回にわたりお届けします。

 文化国際室626-7524

意訳：ただ一人の御
お ん

山
や ま

（天台寺）の夜。満開の桜の奥には
深い闇が豊かに広がっている。

御山のひとりに深き花の闇（瀬戸内寂聴）

意訳：松尾芭蕉や西行が訪れたこの地を行き交っている
人々も私も、みな過ぎゆく春を惜しんでいる旅人である。

人も旅人われも旅人春惜しむ(山口青邨)

　元禄文化期に「奥の細道」を残した松尾芭蕉をはじめ、
山口青

せ い

邨
そ ん

など盛岡の先人たちや岩手にゆかりのある多く
の人が俳句をたしなみ、歴史と自然に恵まれた岩手の情
景を詠んだ句を残しました。

　俳句は五・七・五の17音の中
に、春夏秋冬を表す季語を入
れ、自然の美しさや繊細な心
情などを詠みます。このことか
ら、世界最短の定型詩ともい
われています。川柳も五・七・
五で表現されますが、季語を
使わない点が俳句との大きな
違いです。俳句は日本を代表
する文化の一つでもあり、近年
は海外にもその人気が広まり、
世界中で親しまれています。

俳句とは

第一回俳句に親しむ

　消費者の生活に役立つ講座を表のとおり用意しています。
 講師の派遣は無料※会場の使用料などは申込団体の負担
 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

困ったら
相談しよう！

 講座予約など：消費生活センター☎604-3301
　相談：もりおか広域消費者110番☎624-4111（平日9時～16時）

表　出前！消費者講座で実施している講座の内容など
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
※午後のみ。開催の１
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
法なども分かりやすく説明

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説明

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

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

プラザおでってプラザおでって

毘沙門橋毘沙門橋

中の橋中の橋

地図 消費生活センターの場所
悪質商法撃退キャラクター
がんがん君

　消費生活センターは、盛岡広域に住む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。

 肴町分庁舎２階（肴町）　  無料
 もりおか広域消費者110番☎624-4111
 平日9時～16時※祝日、年末年始を除く

■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

定期連載コーナー
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 ５月３日㈮～５日㈰、９時～16時半
　 ※５日は中学生以下の展示室入場料が無料

 子ども科学館（本宮字蛇屋敷）☎634-1171 

子ども科学館
　　　　まつり

■工作コーナー、実験コーナー
物作りをしながら科学を体験。

 受付：９時～16時
※材料が無くなり次第終了

 スライムは100円、ペットボトル
空気砲は150円、偏光板キーホル
ダーは300円。所要時間15分程度

■サイエンスショー
　空気砲であそびまショー
科学で魅せるエンターテインメント。

 10時40分～と11時40分～、13
時40分～、14時40分～（各20分
程度）

 展示室入場料が必要

■プラネタリウム
①クレヨンしんちゃん「星空と学校の
七不思議だゾ！」②ぼのぼの 宇宙か
ら来たともだち（各30分程度）

 ①10時半～と13時半～、15時
半～②11時半～と14時半～

 各回160人
 ４歳～中学生：各回100円、高校

生以上：各回300円※９時から各
回のチケットを１階受付で販売

■中庭コーナー
特製シャボン液で作ったシャボン
玉で遊ぶ※悪天候のときは中止

 ９時～16時に随時

みんな遊び
に来てね！

子ども科学館マスコット
キャラクター　こかぼう

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
か い

によ
る茶会。

 5月19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　  1026199

ノルディックウオーキング教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

高い運動効果が得られる、ポールを
使った歩き方を学びます。

 ５月20日㈪・27日㈪、全２回、10
時～11時半

 松園中央公園（東松園二）
 20人
 1600円※ポール貸し出し料を含む
 電話：５月８日㈬10時から

2019啄木祭
石川啄木記念館　☎683-2315

市在住の芥川賞作家、沼田真
し ん

佑
す け

さん
を迎え、「芥川賞作家の素顔」と題し

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■縄文ふれあいＤＡＹ
土器の拓本とりや古代のお守りネッ
クレス、ストラップ作りなど。

 ５月11日㈯、10時～11時半と13
時～14時半

 各100円※入館料が別途必要

区界高原自然の家
〠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
板の表面をあぶって作る焼き板工作
や水晶探し、野外炊事を楽しみます。

 ６月１日㈯9時半～15時
 50人※小・中学生と保護者
 １人1200円
 はがき・ファクス・メール：５月17日

㈮必着※学校名・学年や交通手段、
アレルギーの有無も記載すること　

 1000876

交通安全ゲートボール
くらしの安全課　☎603-8008

交通安全について学びながらゲート
ボールをプレーします。

 60歳以上　  1001113
▶講習会

  ５月９日㈭は屋内ゲートボール
場（前九年三）、10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31日㈮8時半～15時半
 県営運動公園（みたけ一）
 5月10日㈮まで。申込方法など詳

しくは、お問い合わせください

憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

市制施行130周年を記念し、弘前大
の山下梓

あずさ

助教が「性・生の多様性と
人権～多様性が受容される社会を考
える」と題して講演。

 ５月９日㈭14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）

回、13時半～15時半　  16人　
 電話：５月21日㈫10時から

■市制施行130周年記念講座
「戊辰戦争から岩手県・盛岡市の誕
生」、「北田親

ち か

氏
う じ

（第４代・６代盛岡
市長）～原敬から『日本一の市長』の
お墨付き！～」と題した講座。

 5月25日㈯・６月15日㈯、全２回、
10時～12時　  500円

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目5-3

☎661-8111

■松園いきいき教室１
①朝日ニュース映画で見る昭和（昭和
33～35年）②パステルアート体験

 ５月21日㈫・22日㈬、全２回、10
時～11時半

 30人※60歳以上　  100円　
 電話：５月４日㈯９時から
 1026198

■スイーツづくり教室
シフォンロールケーキやブラウニーな
どの作り方を学びます。

 ５月28日～６月11日、火曜、全３
回、13時～15時

 16人　  3500円　
 往復はがき：５月17日㈮必着
 1026197

■初級英語講座～Ｏ
オ ー

ｈ！もてなし英会話～
テキストを使って、英語表現の基礎
を学び、もりおか町家物語館（鉈屋
町）など観光施設で英語による案内
を体験します。

 ６月18日㈫・25日㈫・７月３日㈬・
９日㈫、全４回、10時～12時

 20人※英語初級者で、研修場所
に集合できる人

 2500円※観光施設の入場料別途
 往復はがき：５月30日㈭必着
 1026196

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目9-45

☎661-4343

■科学談話会
岩手大の山本英

ひ で

和
か ず

准教授が「地震の
はなし～盛岡市の揺れやすさを地震
が起こる前に予測する～」と題して

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258　ファクス622-1910

■もりげきサロン
気軽に集まって、おしゃべりを楽しみま
せんか。出入り自由です。

 ５月７日～28日、火曜、10時～19
時※10時と15時にお茶っこ会を開催

 1026272
■もりげきライヴ
アコースティックデュオJ

ジ ュ ン

unN
ナ ナ

anaが出演。
 ５月15日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円

■少年自然教室
姫神山登山や御所湖でのカヌー体験、
農業体験、雪遊びなど。

 ６月15日㈯・７月13日㈯～14日
㈰・８月９日㈮・９月28日㈯・来年２
月１日㈯、全５回、主に８時半～15時
半※初回は10時～

 20人※小学４～６年生　
 5000円
 電話・ファクス・窓口：５月31日㈮

21時半まで　  1026273

キャラホール
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■キャラホールジャズ鑑賞講座
　～時代が変わってもジャズが好き
多方面からジャズの魅力を知ります。

 ６月11日～７月９日、火曜、全５
回、19時～20時半

 50人　  2000円　
 電話・窓口：５月８日㈬10時から
 1026355

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室「エクセ
　ルを始めよう！」

 5月22日㈬～24日㈮、全3回、9
時半～12時半　

 16人　  2900円
 電話：５月８日㈬10時から
■音声訳ボランティア養成講座

 ５月30日～６月13日、木曜、全３

講演。
 ５月24日㈮18時半～20時
 1026240

■児童文学を読む会
まはら三

み

桃
と

作「鉄のしぶきがはねる」
（講談社）。

 ５月22日㈬10時～12時
 1026241

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50

☎681-2100

■もりおか民俗風信帖
県立博物館の金野静

せ い

一
い ち

元館長が遠野
物語の話の背景や意味を解説。

 ６月９日㈰13時半～15時半
 50人　
 往復はがき：５月26日㈰必着
 1019613

先人記念館
〠020-0866 本宮蛇屋敷2-2

☎659-3338

■展示ツアーガイド
ボランティアが解説を交え、新渡戸
稲造と米内光政、金田一京助の各記
念室を紹介します。

 毎月第１・３日曜、13時半～14時半
 入館料が必要　  1022625

■もりおか★先人てくてくさんぽ
櫻山神社（内丸）に集合し、菜園・大
沢川原かいわいを歩いて、歴史に触
れます。

 ６月１日㈯９時半～13時半
 15人※小学３年生以上の子と保

護者
 1100円※昼食代を含む
 電話：５月18日㈯９時から
 1026245

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■入門講座「いちから分かる原敬」
原敬の生涯や功績などを、講義と展
示資料の解説などで学びます。

 5月11日㈯13時半～15時半
 20人　  1024203

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

 電話：５月４日㈯10時から
■トレーニングカウンセリング
体組成を測定し、その人に合ったトレ
ーニングメニューを紹介します。

 ５月10㈮・16㈭・21日㈫・29日㈬、
14時～16時

 各４人※18歳以上　
 540円※トレーニングルーム使用

料は別途　  1026304
■月１フィットネス教室

 ５月23日㈭19時半～20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 540円　  1026305

■ヨガ教室
ハタヨガを中心にヨガの基礎を学び
ます。

 ６月４日～７月23日、火曜、全6回、
19時～20時　  20人※高校生以上

 4341円　  1024276
■パワーヨガ教室
筋力トレーニングと瞑

め い

想
そ う

を強化した
パワーヨガの基本動作を学びます。

 ６月６日～７月25日、木曜、全6回、
19時～20時　  20人※高校生以上

 4341円　  1024271

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

■子どもと大人の初心者スケート教室
 ５月13日㈪～15日㈬、全３回、17

時～18時　
 20人※小学生～59歳の初心者
 3000円　
 電話：５月６日㈪10時から　
 1025155

■大人フィギュアスケート教室
①初心者がステップやターンなどを習
得②ステップやターンなどの技術向上

 ５月19日㈰①９時半～10時15分
②10時15分～11時　

 各30人※18～59歳
 各1500円※貸靴代別途
 窓口：開始１時間前から
 1026301

 先着200人　  1022705

古澤 巌
いわお

ヴァイオリンの夜
ハートニットプロジェクト事務局　☎625-1993
復興支援団体である同プロジェクトの
解散と新生ハートニットのスタートを
記念したチャリティコンサート。

 ５月10日㈮18時～19時半
 県民会館中ホール（内丸）
 4500円※同会館と各プレイガイ

ドで販売中

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11日㈯・12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環境について学
ぶ。双眼鏡と筆記用具を持参。

 ５月12日㈰7時～10時
 高松の池（高松一）※こがねパー

ク高松（旧盛岡競馬場跡地）内、高
松公園ウッドステージに集合

 1018981

にゃんと！？ワンだふる会
公園みどり課　☎639-9057

犬猫の譲渡会や猫のおもちゃづくり、
青空図書館、カフェコーナーなど。犬
猫を飼っている人もそうでない人も、
楽しみ、学べる場です。※ペットを同伴
する際は、リードを着用してください

 5月12日㈰10時～14時
 こがねパーク高松（旧盛岡競馬

場跡地）内、高松公園ふれあいはらっ
ぱ・やねの広場（上田字毛無森）

 1017415

姫神山やま開き
産業振興課　☎683-3852

安全祈願の後、登山開始。10時半か
ら、登頂した人先着900人に、山頂
で記念手ぬぐいを配布。

 5月19日㈰9時～
 姫神山一本杉登山口（玉山馬場字

前田）
 1019350

た対談など。渋民小の鼓笛隊と渋民
中の吹奏楽の演奏、コールすずらん
による合唱などもあります。

 ６月１日㈯13時半～16時（予定）
 姫神ホール（渋民字鶴塚）
 前売り1000円、当日1300円
 市内プレイガイドや石川啄木記念

館（渋民）で販売中

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

 電話：５月７日㈫10時から
▶エコキッズ①野菜作りと生き物みっけ
野菜苗の植え付けと昆虫観察。※秋
には収穫祭を行います

 ６月２日㈰10時～12時
 エコアス広場（上田字堤頭）
 15組※小学生以下の子と保護者
 各28円　  1026306

▶エコキッズ②外山森林公園へ遠足
自然体験や工作などを行います。

 ６月９日㈰10時～14時
  外山森林公園（薮川字大の平）
 15組※未就学児と保護者
 228円　  1026307
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高齢者に生活支援サービスを
提供する団体

長寿社会課　
☎613-8144　ファクス 653-2839

高齢者に家事などの支援を提供する
団体に対し、経費の一部を助成します。

 同課に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした用紙
に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所長寿社会課へ郵
送または持参。市の予算額に達した
時点で終了

 1025748

盛岡手づくり村の食堂経営者
盛岡手づくり村　☎689-2201

盛岡手づくり村にある盛岡地域地場
産業振興センターの食堂を経営する
事業者を募集します。詳しくは、盛岡
手づくり村へ問い合わせるか、公式
ホームページをご覧ください。

 食堂などの経営実績がある事業者
※同施設運営営法人による審査あり

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２日㈭～５月５日㈰と12日
㈰・21日㈫は利用できません。
■市立総合プール：５月11日㈯・５月
12日㈰・21日㈫・25日㈯・26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
できる同パスを販売します。※通勤・
通学の時間は大変混み合いますので、
平日は９時～17時に利用するようご
協力をお願いします。土・日曜、祝日

や時間内に乗車したい便がない場合、
バスが大幅に遅れた場合は時間に関
係なく利用できます。

 販売日時：５月13日㈪以降の10
時～15時※土・日曜、祝日を除く

 販売場所：盛岡駅前バス案内所など
 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

玉山地域から盛岡駅まで割安で利用
できる同きっぷを販売します。きっぷ
の購入には、購入証が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

 販売場所：渋民駅と好摩駅
 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
 購入証の発行：公的な身分証明書

と本人写真を販売窓口に持参。発行
手数料が500円かかります

 1001842

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

 若園町分庁舎４階の環境企画課
に備え付けまたは市公式ホームペー
ジからダウンロードした用紙に必要
事項を記入し、〠020-8531（住所不
要）市役所環境企画課へ郵送または
持参。郵送は来年１月31日㈮消印有
効、持参は同日17時45分まで※期間
内でも補助金の交付総額が市の予算
額に達した時点で終了

 1025866

私道整備に補助
道路管理課　☎613-8542

私道などを整備する場合、補助金の
交付と砂利の支給を行っています。
詳しくは、市公式ホームページをご覧

ください。
 補助金：1001755　

　 砂利支給：1001766

地域公共交通網形成計画
策定に関する説明会

交通政策課　☎626-7519

人口減少・少子高齢化や公共交通の
空白地域、バスの運転士不足などの
状況を踏まえ、今後の公共交通のあ
り方について表の各会場で説明会を
開催します。

 各60人　  1026130
表　説明会の期日など

期日 場所
5/13㈪ プラザおでって(中ノ橋通一)
5/14㈫ 上田公民館(上田四)
5/15㈬ 西部公民館(南青山町)
5/16㈭ 都南公民館(永井24)
5/17㈮ 渋民公民館(渋民字鶴塚)

※時間はいずれも19時～20時半

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
ち、一定の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。詳しくはお問い合
わせください。

 申請期限：５月31日㈮まで
 1000503

ふるさと納税のしくみが変わります
市民税課　☎626-7504

６月１日から、国から特例控除対象
寄附金の指定を受けていない自治体
へふるさと納税をする場合、個人住
民税の控除が減額になる場合があり
ます。寄附する自治体が指定を受け
ているかどうかは総務省ホームペー
ジをご確認ください。

 1026366

盛岡市文化財シリーズ新刊発売
歴史文化課

☎639-9067　ファクス 639-9047
edu.bunka@city.morioka.iwate.jp

「厨
くりやがわのさく

川柵と嫗
う ば と の さ く

戸柵」を刊行しました。
いまだに場所が特定されていない両
柵について考察します。

 販売場所：同課、遺跡の学び館

（本宮字荒屋）、もりおか歴史文化館
（内丸）。郵便やファクス、メールで
も申し込みできます。詳しくはお問
い合わせください

 1009378

春の交通安全・地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

５月11日㈯～20日㈪は春の全国交
通安全運動と地域安全運動期間です。
■交通安全運動：20日は「交通事故
死ゼロを目指す日」。子どもと高齢者
の安全な通行の確保や自転車の安全
利用、全ての座席のシートベルト着
用とチャイルドシートの正しい着用を
心掛けましょう。尊い命を守るため、
飲酒運転は絶対にやめましょう。
■地域安全運動：特殊詐欺の防止や
子どもと女性の安全確保、施錠の確
認など、防犯意識を高めましょう。

 1001109

保護庭園・景観重要建造物を公開
景観政策課　☎601-5541

次の建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください

 1009405
■一ノ倉邸（安倍館町）

 水～日曜、10時～15時
※８月10日～20日、12月25日～１月
15日は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会☎646-
1817
■旧宣教師館（大沢川原三）

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

 大沢川原センター☎654-6067
■明治橋際の御

お く ら

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

いわて就職マッチングフェア
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業・団体と
の面談、移住・定住の相談など。

 ５月18日㈯13時～16時半
 アピオ（滝沢市)　  1026195

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①5/7㈫・9㈭
　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

5/10㈮
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
5/22㈬
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

空き家の処分・
不動産無料相談

5/8㈬
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

成年後見相談 5/7㈫・21㈫
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４階）

同センター
☎626-6112
※要事前申込

　  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

5/12
㈰

佐藤内科クリニック 大通三丁目１-24第三菱和
ビル４階 626-1115

おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
佐藤博歯科医院 　 上田一丁目７-11 621-7011 
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
あおい薬局 上田四丁目20-60 604-7103
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
アップル薬局山岸 山岸二丁目9-24 623-6633

※５月１日㈬～５月６日㈪の休日救急当番医・薬局は４月15日号に掲載しました

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

　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

■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（加賀野字桜山）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。

 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  ６月２日㈰・３日㈪、10時～15時※昼食付き
 各45人
 はがき：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。５月９日㈭消印有効。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
　給水装置の点検と蛇口のパッキン交換を無
料で実施します。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。

 ６月３日㈪～７日㈮、10日㈪・11日㈫
 電話：５月28日㈫～31日㈮、６月３日㈪～

５日㈬、９時～17時
 給排水課☎623-1411

■浄水場の一般公開
　職員が場内を案内し、浄水のしくみを説明
します。

 ６月１日㈯～７日㈮、各日10時、11時、13
時、14時の４回

　　盛岡手づくり村の
　　公式ホームページ→

地図　浄水場の位置

旧盛岡競馬場跡地の
　　愛称が決定しました
　平成30年12月に募集した旧盛岡競馬場跡地の愛称に、589作品の
応募があり、選考の結果、最優秀賞と優秀賞を次のとおり決定しました。

 企画調整課☎613-8394

　  最優秀賞　
　 高橋伶

りょう

さん（黒石野中２年）

『こがねパーク高松』
最優秀賞は

優秀賞

「オーバルパーク」

　佐々木直
な お き

樹さん（58）

「黄
こ が ね

金ふれあいパーク」
　鈴木佑

ゆ い

依さん（黒石野中２年）

　  たくさんの ご応募ありがとう　ございました！

こがねパーク高松
（旧盛岡競馬場跡地）

　友達と勉強やおしゃべりをする
身近な場所が、昔は黄

こ が ね

金競馬場だ
ったと地域の人から聞き、その頃
のように人がたくさん集まる場所
になることを願って名付けました。

盛岡三高

至国道４号

高松公園

高松多目的広場

至松園
至県営
野球場

エコアス
広場

高松地区
保健センター

地図　こがねパーク高松の位置

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

もりおかインフォ 　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題⓭（正解は12ページに掲載）
　盛岡競馬場の愛称「オーロパーク」の「オーロ（ORO）」の意味は何ですか
　①黄金　②巨大　③地方　④きれい

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

　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。

※特に記載がない場合、費用は無料

募　集

お知らせ
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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

①黄金

先人たちがつなぐ縁。こうした交流がきっかけで、文
京区・盛岡市の子どもたちの世界が広がるといいです
ね。（池内）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

友好都市提携調印式（2月20日）

文京区と盛岡市の絆

文京区ってどんなまち？

　石川啄木の生誕の地である盛岡と終焉の地である東京都文京区。
この縁がきっかけで、両都市の友情を深め、永続的な交流が図られ
ることを願って友好都市として提携しました。文京区とのこれまで
の交流などを紹介します。　  企画調整課☎626-7534

啄木がつなぐ

　東京23区のほぼ中心に位置し、人口
は約22万人。江戸～明治時代には、東
京大学を始め、多くの高校や大学が区
内に設置され、「学問の府」「文教の
府」という特徴から「文京区」と名付け
られました。また、出版や印刷・製本な
どの数多くの文化創造産業が栄え、文
化と教育のまちとしても知られていま
す。森鷗外や夏目漱石、樋口一葉など
数多くの文人も住み、ゆかりのある文
人は約200人も。文

ふ み

の京
みやこ

と称されるこ
の地から数多くの名作が生まれました。
啄木も同郷の先輩である金田一京助を
頼って移り住み、明治45年にこの地で
亡くなりました。

▲子どもの孤立を防ぐ文京
区の「子ども宅食プロジェク
ト」を支援するため、岩手中
央農業協同組合と新岩手農
業協同組合から白米1.2㌧を
贈呈

これまでの交流

左から、名取顕
けん

一
いち

文京区議会議長、成澤廣
ひろ

修
のぶ

文京区長、石川啄木の曽孫・石川真
しん

一
いち

さ
ん、谷藤裕

ひろ

明
あき

盛岡市長、天沼久
ひさ

純
ずみ

盛岡市議
会議長

①江戸時代初期に水戸徳川家が造成。琵琶湖を表現し
た池「大泉水」を中心にした回遊式の庭園で、桜やカキツ
バタなど、四季を通じ、美しい景色を楽しめます
②学問の神様・菅原道真公を祭る神社で、「湯島天
神」とも呼ばれています。梅の名所で、約300本の梅
が咲き誇ります
③啄木最後の歌とされる第二詩集「悲しき玩具」冒
頭の二首が刻まれた歌碑。碑材は、姫神山麓から採
れる「姫神小桜石」を使用。顕彰室では啄木の直筆
原稿やこの地から送った手紙などを展示しています

①小石川後楽園（国指定特別史跡・特別名勝）

②湯島天満宮

③石川啄木顕彰室と石川啄木終焉の地歌碑

盛岡駅前滝の広場に設置
した友好都市提携記念碑。
揮
き

毫
ごう

は、石川真一さんによ
るもの

本年度も、文京区の小
学生が盛岡の自然を体
験する「小学生農村体
験交流」など、さまざ
まな交流事業を企画し
ています！

言語学者の金田一秀
ひで

穂
ほ

さん
が、盛岡市の名誉市民であ
る祖父・金田一京助と啄木
の友情などについて講演

写真提供：石川啄木記念館

▲文京区から市に贈られた
江戸甲

かっ

冑
ちゅう

（日本伝統工芸甲
冑士・加藤鞆

とも

美
み

さん作）

　平成19年度から交流が始まり、それぞれの文
化など魅力を知ることで、友好を深めてきました。

▼ 啄木学級 文の京講座
　交流のきっかけとなった講座。文京区と市
が、啄木の「文人としての功績」と「ひとりの人
間としての魅力」を知ってもらうために文京区
で開催し、毎年300人以上が受講しています。

▼ 文京博覧会
　文京区の産業や食、伝統工芸品を紹介する
同博覧会で、盛岡市のブースを毎年出展。盛岡
冷麺や盛岡りんごなどの特産品を販売してい

ます。サンふじが大人気で、毎年購入する人も
います。

▼盛岡さんさ踊り
　昨年は文京区民が来盛し、盛岡さんさ踊り
を楽しみました。また、３月には、文京区民がさ
んさ踊りを体験したり、「文京さくらまつり」で、
ミスさんさによる踊りの披露を楽しみました。

▼各種協定を締結
　平成23年に「災害時における相互応援に関
する協定」、24年に「地域文化交流に関する
協定」を締結しました。
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