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【問】林政課☎626-7541

２ 広報もりおか 1 . ９. １ 広報もりおか １. 9. １ ３

地域材を使う 木づかいのまち

写真２　内装に地域材（ヤマザクラなど）を使った店舗

もりおか

写真１　市内の豊かな森林資源（中央は栗の木）

写真３　地域材（ケヤキ・ナラ）で製作した作り付けの戸棚

　市は、（仮称）新盛岡バスセンターなど、
新たに整備される公共施設へ積極的に市
産材を活用していく予定です。また、市産材
を活用したオリジナルデザインのベンチを
岩手大と共同で開発中です。このベンチは、
友好都市提携の記念として文京区にも寄贈
します。
　今後も、市産材を中心に地域材を活用し
た取り組みを進め、盛岡の森を守る、「木づ
かいのまちもりおか」を目指していきます。

市長コラム地域材の利用をサポートします！

■市産材で住宅を建てると補助金が　

■店舗の新築・改装にも

■県産材でも補助が受けられます　

■地域材に興味がある人はこちらから　

　住宅の新築・増改築に２立方㍍以上の市
産材を使用する場合、使用量に応じた補助
金を交付します。上限は１棟15万円まで。
完成前に申請が必要です。
【広報ＩＤ】1008273

　店舗の新築・改装で、目に見える部分に
市産材を使用した場合、補助金を交付しま
す。上限は20万円まで。完成前に申請が
必要です。
【広報ＩＤ】1026570　

　地域材を利用したいという人は、相談で
きる設計士・工務店などの情報を提供する
ポータルサイト「いわて木の
家ナビ」を活用してください。

　住宅の新築やリフォームに県産材を利用
した場合、県から補助金を交付します。利
用できる条件や金額などは県公式ホーム
ページをご覧になるか、県建築住宅課☎
629-5934へお問い合わせください。

岩手県森林組合連合会　阿部　慎
し ん

也
や

さん

　岩手県の森林資源は、針葉樹だけでな
く、たくさんの種類の広葉樹【写真１】
に恵まれているのが特徴です。かつては、
その恵まれた地域の木が首都圏に出荷さ
れるばかりで、県内ではあまり使われて
いなかったですね。
　地域材を使い始めた当初は本当に大変
でした。仕入れの時に「地元産の木材が
欲しい」といっても発注自体を受け付け
てもらえないこともあって…。
　地元の木を使って家を建てるという考
えがあまりなかったこともあり、その当
時、一般的な木材の流通に地域材が着目
されることがありませんでした。そのた
め入手すること自体が困難でしたね。必
然的に家造りに地域材を使うことを提案
できない状況でした。
　組合としては、その状況を変えるため
に、要望があればすぐに地域材を出せる
ようにする取り組みから始めました。結
果、今では盛岡市産材が欲しいという注
文に、当たり前に応じられるまでになり
ました。

　製材所と地元の工務店や設
計士のつなぎ役。地域材の在
庫確保と今どんな木が市場に
あるかの情報を取りまとめ、
その時に使える最高の木材を
提供する。

　地元の木のぬくもりに囲ま
れた家に住んでもらいたいと
いう思いから、地域材で作る
家を提案。地域材の魅力を伝
え、建主と共に楽しみながら
家づくりを進めている。

　地元の大工は地元の木で家
を建てることが重要という考
えの元、10数年前から地域
材での建築を行うように。現
在は住宅だけでなく店舗の改
修にも地域材の利用を進めて
いる。

　盛岡で育った木で家を建てる―。皆さんは考
えたことがありますか？　「高額になる」「他の
高級材には及ばない」と思うかもしれませんが、
そんなことはありません。地元の木材である地域
材の利用促進を先頭に立って進める３人に、その
良さなどを聞きました。

㈲岩井沢工務所　岩井沢　賢
け ん

一
い ち

さん

長澤紗織設計室　長澤　紗
さ

織
お り

さん

　地元の木を流通させる

　地域材のここがいい！
　地域材は高いというイメージがありま
すが、そんなことはありません。岩手に
はさまざまな種類の木があるため、柱に
は杉、梁

はり

には赤松などの針葉樹、家具に
は栗の木などの広葉樹、と適所に適材を
活用できます。また、地元で使うことで、
輸送コストも抑えられ、より手ごろな値

段で提供できます。
　大工は昔から地元の木で家を作ってき
たので、地域材の使い方をよく知ってい
ます。家の構造材だけでなく、日常的に
使う家具や、店舗の内装【写真２】には
どんな木の種類が合うのか提案できます
し、加工もできます。地域材を使うとき
は、ぜひ地元の大工にご相談ください。
　野菜の地産地消と同じで、地域材も安
心・安全で安い。これを薦めない手はな
いと思っています。また、家を作る際に、
どこにどの地域の木が使われていると説
明をすると建主さんの愛着がより深まり、
引き渡しの時には木材に詳しくなる人が
多いです。完成見学会などで、建主さん
が「この梁は手代森の赤松なんだよ」と
か「この棚は玉山の栗の木」など身近な
地名を話すだけで、見学している人にも
愛着や親しみが伝わります。作り手とし
ても、自信をもってお薦めした地域材の
良さが自然と伝わり、それを広めてくれ
るのは、作りがいがありうれしいです。

　地元の木をさらに使う
　１棟の家を地域材だけで建てられるの
は森林資源に恵まれた岩手の強み。木材
を使うことで、森林の循環につながるこ
とや、豊かな環境を知ってもらい、愛着
を持ってほしいです。長澤さんや岩井沢
さんが提案しているような、地元の木材
に囲まれた温かみのある家を当たり前の
ように建てられるようになったことを本

当にうれしく思っています。
　将来的には、人の集まる公共施設や職
場などにもっと地域材を使っていきたい
です。そこで木に触れ、そのぬくもりや
安心感を感じてもらえれば、今度は自分
の家にも取り入れてみたいと思う人が増
えるのではと思います。
　新築に限らず、１部屋だけのリフォー
ムや作り付けの家具【写真３】など身近
なところにも、地域材を提案するように
しています。木の種類によって色合いや、
堅さ、温かみなど特徴はさまざま。用途
に合わせて、たくさんの地域材を提案で
きるようになりました。地域材で作った
ものを長く使うことで魅力を実感し、そ
れが広まっていく―。この循環をより
大きくするために、日々頑張っています。
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地元の木を地元で使う
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木を使ってもっと人を集めたい！

　肴町商店街のアーケード内にはぬくも
りのある手作りの木製のベンチや机が並
び、その脇には木製の本箱も。これらは
全て地元の木で作られています。アー
ケードを通る人たちがその場にとどまり、
そこから生まれるにぎわいで商店街をさ
らに活気づけたいと、肴町商店街振興組
合の青年部の皆さんが設置しました。今
後は地域材でチェスや将棋なども作り、
遊んでもらう予定。アーケードをさらに
地元の木でいっぱいにする計画が進行中
です。
　同組合青年部がこのベンチなどを作

かっこいい戦車を
作ったよ！

るときに利用するのが、肴町商店街に
あるホームセンター２階のＤ
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E」。誰でも気軽に利用でき
る店内には、各種工具や作業台を備え、
使う木材は県産材にこだわっています。
「せっかく自分で作るなら、地元の材料
の方がより愛着が湧く」と話すのは代表
の齊藤健

けん

吾
ご

さん（36）。簡単に作れるい
すのキットや木製おもちゃなど、気軽に
ＤＩＹ体験ができます。皆さんも一度足
を運んで、地元の木に触れてみてはいか
がでしょうか。

　　　　　机で木製オセロを楽しむ人たち（左）
　ＤＩＹ体験をした日野丘丈

ひろ

海
み

くん（５）（右）▶
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ourselfの略。専門家でない
人が自分で何かを作ったり、直した
りすることを言います

木を使うことが森林を守る

　盛岡の森林面積は市域の73㌫を占め、豊か
な水と自然を育んでいます。その中で、戦後
に植林した樹木が成長し、木材として利用で
きる時期を迎えています。森林を守るために、

木を切り、地元で「地域材」として消費し、ま
た新たに植林をすることの大切さや、地域材
を使う魅力などについて紹介します。
【表紙写真左上：赤松・右下：ナラ】

木を植える

植えた木が育つ
よう草を刈る

植えた木の成
長を妨げる木
を切る

植えた木を間
引きし、木を
太らせる

育った木を切り
製材し利用する

森林の保全

岩手大農学部 山本信
し ん

次
じ

教授

森林を守るための循環

　林業は散髪に似ているところがあります。時には坊主刈りに
なりますが、また髪を生やし整えるように、より良い状態にす
るために木を切り整えます。岩手県の場合、その過程で出る木
材は、地元の人たちが新築やリフォーム、店の内装などに利用
するのに適した量です。また、その需要が現在の倍に増えたと
しても、岩手の森林は対応するだけの広さがあります。
　盛岡は全国でも珍しく、地域材を使いたいと思えばすぐに使
えるシステムが出来上がっている地域です。地域材を使う人が
増えていけば、森林の整備が進み、ひいては森林を守るという
好循環につながります。「せっかく木を使うなら地元のもの
を。」こういった意識が市民にもっと広がってほしいですね。

　森林には、きれいな水を蓄えるだけでなく、土砂災害の防止や動植物の生態系保
存などの大切な機能があり、その保全のために下記の循環が必要となります。



　盛岡広域８市町は、圏域内のごみの共同処理に向けて取り組ん
でいます。令和11年度から新しいごみ処理施設を稼働するため、
盛岡インターチェンジ付近を最も有力な候補地として、地域と協
議を続けています。

盛岡広域圏でごみ処理を進めています
【問】ごみ処理広域化推進室☎613-8146
【広報ＩＤ】1020646

１施設に集約

循環型社会※の形成のため、８市町
が一体となって３Ｒの推進に取り組
み、効率的で環境に配慮し
たごみ処理を目指します

※ごみをなるべく出さず、できるだけ資
源として使い、利用できないごみは適正
に処理することで、限りある資源の消費
を抑制し、環境への負荷を減らす社会

１あなたの地区はどう変わった？
≪表の見方≫
⑴ 家庭ごみ排出量
　※30年度調査結果。

地区ごとに1人1日当
たりに換算

Ａ：473㌘以下（目標値)
Ｂ：473㌘超過～498㌘以下
Ｃ：498㌘超過～523㌘以下
Ｄ：523㌘超過

⑵ 可燃ごみに含まれてい
　 た資源の割合
　※30年度調査結果

Ａ：21％以下（目標値）
Ｂ：21％超過～26％以下
Ｃ：26％超過

⑶ おおむね分別ができて 
      いるごみ袋の割合
　※30年度調査結果

Ａ：50％以上（目標値）
Ｂ：50％未満～25％以上
Ｃ：25％未満

盛岡市全域
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 478.1㌘
(2) Ｂ Ｂ 22.7％
(3) Ｂ Ｂ 48.5％

住んでいる町名がど
の地区なのかは、こ
ちらでご覧ください

④緑が丘地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 478.2㌘
(2) Ｂ Ｂ 24.4％
(3) Ｂ Ｂ 32.0％

⑤松園地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 548.3㌘
(2) Ｂ Ａ 16.5％
(3) Ｂ Ａ 74.0％

③上田地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 460.9㌘
(2) Ｃ Ｂ 23.4％
(3) Ｃ Ｃ 20.0％

②桜城地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｃ Ｃ 499.5㌘
(2) Ｂ Ｂ 26.0％
(3) Ｂ Ａ 92.0％

①仁王地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 535.7㌘
(2) Ｂ Ｂ 25.9％
(3) Ａ Ａ 68.0％

⑨西厨川地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｃ 518.4㌘
(2) Ｂ Ｂ 23.0％
(3) Ｂ Ａ 54.0％

⑩土淵地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 496.3㌘
(2) Ｂ Ｂ 21.6％
(3) Ｂ Ｂ 26.0％

⑧北厨川地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 444.8㌘
(2) Ｂ Ａ 19.8％
(3) Ａ Ａ 62.0％

⑦みたけ地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 484.2㌘
(2) Ｂ Ａ 14.3％
(3) Ｂ Ｂ 26.0％

　⑥青山地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｃ Ｃ 506.5㌘
(2) Ｂ Ｂ 23.3％
(3) Ｂ Ｂ 34.0％

⑭加賀野地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｃ Ｃ 514.0㌘
(2) Ｂ Ｂ 25.0％
(3) Ａ Ｂ 32.0％

⑮杜陵地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 544.4㌘
(2) Ｃ Ａ 15.9％
(3) Ｂ Ｂ 48.0％

⑬山岸地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｃ 521.5㌘
(2) Ｂ Ａ 14.1％
(3) Ｂ Ｂ 30.0％

⑫城南地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 547.5㌘
(2) Ｃ Ａ 19.8％
(3) Ｂ Ｂ 36.0％

⑪東厨川地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 484.4㌘
(2) Ｃ Ｂ 25.8％
(3) Ｃ Ａ 70.0％

⑲本宮地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 466.2㌘
(2) Ｃ Ｂ 25.0％
(3) Ｂ Ｂ 38.0％

⑳太田地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 567.4㌘
(2) Ｃ Ｂ 25.4％
(3) Ｂ Ａ 56.0％

⑱仙北地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｃ Ｃ 516.9㌘
(2) Ｂ Ｂ 21.3％
(3) Ｂ Ｂ 34.0％

⑰上米内地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｄ Ｄ 546.2㌘
(2) Ｃ Ｂ 21.6％
(3) Ｂ Ｂ 38.0％

⑯大慈寺地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｃ 502.6㌘
(2) Ｃ Ｃ 26.4％
(3) Ｃ Ａ 66.0％

㉔都南地域
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 436.2㌘
(2) Ｃ Ｃ 30.5％
(3) Ｂ Ｂ 33.3％

㉕玉山地域
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 494.5㌘
(2) Ｂ Ｂ 21.8％
(3) Ａ Ａ 55.5％

㉓簗川地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 425.5㌘
(2) Ｃ Ｂ 23.8％
(3) Ｂ Ａ 76.0％

㉒中野地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ｂ Ｂ 497.8㌘
(2) Ｂ Ｂ 21.9％
(3) Ｂ Ｃ 22.0％

㉑つなぎ地区
Ｈ29 Ｈ30

(1) Ａ Ａ 423.5㌘
(2) Ｂ Ａ 19.5％
(3) Ｂ Ａ 98.0％

　平成30年度は、29年度と比較すると、多くの地区でごみ排出量の減少、ま
たは分別状況の改善が見られました！　市全体としても、ごみ排出量は29年
度より約401㌧（ごみ収集車約100台分）減少しています。

地区ごとの資源とごみの現状

オールＡ

オールＡ

３Ｒマイスターへの道 特別編

Q.出された可燃ごみには、どんな資源が混じっているの？

　30年度に行った、地区ごと
の分別状況を把握するための組
成分析調査では、可燃ごみの中
に資源として分別できるものが
重さで約４分の１含まれていま
した。例えば、トイレットペー
パーの芯やチラシなどの古紙、
お菓子の袋などのプラスチック
製容器包装、店頭回収をしてい
る食品トレイや紙パックなど、
さまざまな資源が可燃ごみとし
て出されています。資源として
の認知度が高いペットボトルや
缶、瓶も混じっていることも…。

Q. 分別した資源はどうなるの？

　さまざまな製品にリサイクルされ
て、皆さんの役に立っています！　
例えばプラスチック製容器包装は、
マンホールや植木鉢などになります。

３Ｒとは…
リデュース（ごみを減らす）、リユース（使えるものは繰り返し
使う）、リサイクル（資源を再利用する）の３つのＲの総称

➡
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グラフ：平成30年度組成分析調査結果より

プラスチック製容器包装の分別ワンポイント！

分別は
このマークが
目印！

プラスチックでできていても、
マークがないものはプラスチッ
ク製容器包装の分別対象外です。

資源

洗剤やシャンプーなどの容器は、
使い切れば、プラスチック製容
器包装として出せます。逆さま
にして振っても、中身が出てこ
なくなればＯＫ！

２あなたの地区は何タイプ？
　地区の特徴により、資源とごみの状況や効果的な
取り組みが異なります。タイプ別に特徴とごみの減量
のための実践法を紹介します。

タイプ別診断で取り組みを効果的に実践

【特徴】
　借家の割合が高く、一人暮らしの学生や働いている人が多い地
域です。アパートなどでは、分別するためのスペースが確保でき
ず、お困りの人も多いのではないでしょうか？　省スペースでで
きる分別のコツを実践してみましょう。

借家タイプ
③上田地区⑦みたけ地区⑧北厨川地区
⑪東厨川地区⑯大慈寺地区⑲本宮地区
㉒中野地区㉔都南地域

　ごみ箱を用意しなくても、
壁に掛けて分別すると、場所
を取らずに分別ができます。
袋や容器を工夫すれば見た目
もおしゃれに！　
　菓子箱や雑誌などは紙袋に
入れて保管。収集日にはその
まま出せるので、ごみ出しも
簡単！　※都南地域はひもで
縛って出してください

【特徴】
　持ち家の割合や高齢者、子どもの割合が高いことから、家で食事を
とる機会が多く、ごみの排出量が多いと考えられます。分別のための
スペースや時間を確保しやすい世帯が多いため、分別状況は良好な傾
向！　ごみの量を減らすために、ごみの発生抑制に取り組みましょう。

在宅生活タイプ
⑤松園地区⑥青山地区
⑩土淵地区⑬山岸地区
⑭加賀野地区㉕玉山地域

　生ごみの「３キリ運動」を実施しましょう！　また、着なく
なった衣類はリサイクルショップなどを活用してみましょう。

□使いキリ：買い物前に冷蔵庫をチェック！　残っている食
　　　　　　   材で作れるメニューを考えてみましょう
□食べキリ：食べる分だけ作りましょう。作りすぎたら冷凍
　　　　　　   して保存食にしましょう
□水キリ　：水気をぎゅっとしぼれば、重量が大幅減！

【特徴】
　郊外で敷地が広い家が多く、庭木の手入れなどにより、草木が
多く排出されることがごみの排出量が多くなる一因だと考えられ
ます。集積場所に出す前のひと工夫で、ごみの減量を目指しまし
ょう。

農業地域タイプ ⑰上米内地区⑳太田地区

　庭などの草取りをするときに、草をすぐにごみ袋に入れて
いませんか？　数時間屋外に広げて乾かすだけで、重量が大
きく減少します！　ごみ出しがラクになります。

□根についた土を落とす

□すぐに袋に入れずに乾かしてから入れる

落
ち
葉
拾
い
も
、
晴
れ
の

日
に
！
　
雨
の
後
は
水
分

を
含
ん
で
重
く
な
る
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【特徴】
　持ち家の割合が多いため、地域内での周知・啓発が行き届きや
すいことや分別するためのスペースを確保しやすいことが、ごみ
の少なさと分別の良好さにつながっていると考えられます。引き
続き、地域ぐるみでごみの減量・資源の再利用に取り組みましょう。

コミュニティ
タイプ

④緑が丘地区㉑つなぎ地区
㉓簗川地区

　町内会や老人クラブ、子ども会などの町内の皆さんが集まる
機会を利用して、ごみと資源について考えてみましょう！

　市は紙芝居やパネル、ゲー
ムなどさまざまな啓発グッズ
を用意して啓発教室を開催し
ています。出張依頼は、資源
循環推進課へどうぞ！

分別教室の様子

【特徴】
　分別状況は良好ですが、ごみの排出量が多い傾向があります。事
業者が多い地域なので、地域のごみ集積場所に事業系ごみが出さ
れているのも一因と考えられます。地域内での声掛けや事業者への
指導を強化することで、ごみの減量につながる可能性があります。

商業地域タイプ
①仁王地区②桜城地区
⑨西厨川地区⑫城南地区
⑮杜陵地区⑱仙北地区

　事業系ごみは地域の集積場所に出すことはできません。事業
者が排出したと思われるごみが、集積場所に出されていた場合
は、市へ情報提供をお願いします。市から事業者へ啓発・指導
を行います。

事業系ごみは、業種やごみの種
類を問いません。商店や病院、
事務所などから出る紙くずや飲
食に伴うごみなども該当します。

布で作った分別ボックス

ごみ減量＆資源再利用に取り組もう

　市は、平成29年度から地区ごとに資源とごみの
分析をしています。その結果、住んでいる地区に
よって、排出されるごみの内容や分別状況に特徴
が見えてきました。自分の地区のタイプを知って、
ごみの減量と資源の再利用に取り組みましょう。
【問】資源循環推進課☎626-3733

地区別タイプ診断付き！

広報もりおか １. ９. 1 ５４ 広報もりおか １. ９. １
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　３歳から５歳までの子どもと、住民税非課税
世帯の０歳から２歳の子どもは、幼稚園や保育
所、認定こども園の保育料が10月から無償にな
ります。対象となる家庭には、９月中に利用施設
を通して市から通知します。詳しくは、子育てあ
んしん課へお問い合わせください。

対象

０～２歳児クラスで
住民税非課税世帯

３歳児クラス～小学
校入学前まで（幼稚
園は満３歳から）

【問】子育てあんしん課、保育サービス推進室☎626-7553
【広報ＩＤ】1028054

幼児教育・保育料が
無償になります10月か

ら！

申請を忘れずに！

★の施設や事業を利用して給付を受
けるためには、利用する前に市から
「子育てのための施設等利用給付」
の認定を受けてください。認定の申
請については、各施設を通して案内
しています。

利用料を給付

※複数の施設を利用する場合は、
　合計した料金に対して給付

３歳～５歳：月額３万7000円まで
０歳～２歳：月額４万2000円まで

認可外保育施設
に通っている

★

※一時預かり保育　、病児保育
　ファミリーサポートセンター　
　を併せて利用する場合を含む

★ ★
★

幼稚園・保育所
・認定こども園
に通っている

※住民税非課税世帯の場合には、
　地域型保育事業所も対象

延長保育料や行事費などの実費
無償にならないもの

保育料が無償

※一部の幼稚園　は入園料と保育
　料を合わせて月額２万5700円ま
　で給付

★
月額１万1300円または日額450円
×日数のいずれか低い方の額まで

幼稚園の預かり
保育　
の利用料を給付

★

保育所や認定こども園で保育を受ける、３歳児クラスから小学校入
学前までの子どもの副食費（おかず、おやつ）は､これまで保育料に
含まれていましたが、10月からは施設に直接支払いが必要です。

ここも変わります！

さらに！

ネーミングライツ

　ネーミングライツは、市と民間団体など（ネーミングライツ
パートナー）との契約により、市の施設などに愛称を付ける取
り組みです。その対価であるネーミングライツ料は、施設の維
持管理や利便性の向上に役立てられます。

【問】財政課☎626-7515
【広報ＩＤ】1010823

①愛称（施設名）
②スポンサー企業
③ネーミングライツ料
※税抜き年額
④契約期間

①盛岡タカヤアリーナ
（盛岡市総合アリーナ）
②㈱タカヤ
③480万円
④平成31年４月１日～
令和６年３月31日

①みちのくコカ・コーラボトリング
リンク（盛岡市アイスリンク）
②みちのくコカ・コーラボトリング㈱
③100万円
④平成31年４月１日～
令和６年３月31日

①いわぎんスタジアム
（盛岡南公園球技場）
②㈱岩手銀行
③200万円
④平成31年４月１日～
令和５年３月31日

①ＦＰホーム’s自転車駐車場
（盛岡市営盛岡駅前自転
車駐車場）
②㈱ＦＰホームサービス
③30万円
④平成29年10月１日～
令和４年３月31日

①盛岡グランドホテル・ウェ
ディングヒル愛宕山公園
（愛宕山記念公園）
②㈱岩手ホテルアンドリゾート
③20万円
④平成28年６月１日～
令和３年５月31日

ネーミングライツ
パートナーを募集中！

市民

盛岡市ネーミングライツ
パートナー

●施設の利便性が向上
　する　

●持続的な施設運営のた
　めの財源が確保される
●施設の魅力向上・イメ
　ージアップにつながる

●自社の広告、宣伝に効果
　がある
●地域活性化に貢献できる

どんないいことがあるの？

　ネーミングライツによ
り、これまで５施設に愛
称が付けられました。

　施設の利便性向上や企業の宣伝効果など、市民とネーミン
グライツパートナー、市の三者に、次のメリットがあります。

他にも「覚えやすく、
親しみのある名称で
愛着が湧く」との声
もあります。

って知ってる？

　市の施設（道路や公園なども含
む）に愛称を付けてみませんか？
対象施設など詳しくは、財政課へ
お問い合わせください。

【契約期間】３年以上５年以下
【対象】法人または団体
【金額】ネーミングライツ料、名称変更に
より生じる費用（看板修正など）
【申し込み】随時受け付け

例えば…
盛岡タカヤアリーナ
では、卓球台を整備！

６ 広報もりおか １. ９. １

　大ケ生地域担当の富岡です。東京都出身
で、古き良き生活文化があるこの地で、昔な
がらの知恵を生かした生活をし、その良さを
移住定住につなげたいという思いから昨年
９月に盛岡へ。今は、縁があって築100年以
上の南部曲り家に住んでいます。大ケ生では
地域の皆さんとのコミュニケーションを通し
て楽しく生活方法を学んでいます！　野菜の
育て方や調理方法など、些細な話をするまで
になりました。自分たちで育てた野菜などを
物々交換したり、梅をもらった時は、ジャムに
してお礼をしたりー、そんな大ケ生の生活
文化を地域の外へ広げていきたいです。
　地域の皆さんとの会話が増えると、皆さん
の得意分野を知ることができます。その得意
分野と大ケ生ならではの身近にある豊かな自
然などを組み合わせることで、さまざまな活
動が生まれ、地域がさらに盛り上がると考え
ています。たとえば、きれいな川が多く蛍が
たくさん生息している大ケ生は、蛍の里とい
われています。そこを活用して、まずは住民

の皆さんに改めて地域の良さを感じてもらお
うと思い開催した「流しそうめんと蛍を楽し
む会」では、餃子作りが得意なご近所さんに
お願いして、手作り餃子をふるまうなど活躍
してもらいました。また、南部曲り家の庭で
藍を育てていたことや大家さんが藍染めが得
意ということもあって「藍染めのワークショ
ップ」を開催。藍に漬け込んだ状態では緑色
の布地が、空気に触れると徐々に藍色に変化
する工程にみんなびっくりしていました。
　これからも季節に合わせ、大ケ生ならではの
イベントを開催予定です。ぜひ大ケ生の南部
曲り家へ、新しい発見をしにお越しください！

地
域

お
こし

協力隊コラ

ム

もり探
た ん

盛岡をディープ
に探る

第10回 南部曲り家から魅力を発信！

　市の地域おこし協力隊員が、自身の活動状
況や地域で発見した盛岡の魅力などについて
語る本コラム。今回の担当は、富岡美

み

恵
え

隊員
です。　  農政課☎613-8458

藍染めのワークショップ

インスタグラム
「こあらかまど」も
checkしてね！

　事業所や店舗などで取引や証明に使う
はかりは、２年に１回、定期検査を受ける
ことが義務付けられています。今年度の
対象は北部ブロック。検査の日程は表の
とおりです。手数料は、はかりの種類によっ
て250円～3100円程度。家庭の体重計な
どは検査の対象外ですが、希望者には無料
で検査します。

 消費生活センター☎604-3301

表　はかり検査の日程
期日 時間 場所

９/17㈫
10時～11時半 玉山地区公民館（日戸字鷹高）
13時半～15時 薮川地区公民館（薮川字外山）

９/18㈬
10時～12時 玉山総合事務所（渋民字泉田）
13時半～15時 好摩地区公民館（好摩字野中）

９/19㈭
10時～15時※

みたけ地区活動センター（みたけ四）
９/20㈮ 青山地区活動センター（青山三）

９/24㈫
10時～12時 緑が丘地区活動センター（黒石野二）
13時半～15時半 松園地区活動センター（西松園二）

９/25㈬
10時～12時 厨川老人福祉センター（前九年三）
13時半～15時半 市立図書館（高松一）

９/26㈭

10時～15時※
市計量検査所（愛宕町）

９/27㈮
９/30㈪ 城西中学校（城西町）
10/１㈫ 市計量検査所（愛宕町）
10/２㈬ 10時～12時 土淵地区活動センター（前潟四）

※12時～13時を除く
悪質商法撃退キャラクター
がんがん君

　民法の改正により、令和４年４月から
成年年齢が引き下げられ、18・19歳も親
の同意なしでクレジットカードを作成す
る、ローンを組む、などお金に関する契
約ができるようになります。契約をする
かどうかを決めるのが自分自身なら、そ
の契約に対して責任を負うのも自分自
身！　契約のさまざまなルールなどを知
らずに行動すると、多額の借金を背負う
ことやトラブルに巻き込まれることにもつ
ながります。その契約の責任が取れるか
十分に考えて行動しましょう。
　消費生活センターの出前講座では、成年
年齢引き下げに伴う注意点についても学ぶ
ことができます。ぜひ活用してください！

■令和４年から18歳も大人に！ ■はかりの検査を実施

出前講座やはかりの検査につい
て詳しくは、消費生活センター
へお問い合わせください！
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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　  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：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

８ 広報もりおか １. ９. １ 広報もりおか １. ９. 1 ９

へお問い合わせください

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
 ９月10日㈫・13日㈮・18日㈬、14

時～16時※１人30分
 各４人※18歳以上　  各540円※

トレーニングルームの使用料は別途　
 電話：９月４日㈬10時から　
 1026304

■月１フィットネス教室
 ９月20日㈮19時半～20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 電話：９月４日㈬10時から
 540円　  1026545

■市民体力テスト＆ファミリー体力測定会
握力や上体起こしなど６種目を測定。

 ９月21日㈯13時半～16時
 50人※６～79歳
 電話：スポーツ推進課☎603-8013で

９月17日㈫まで受け付け　  1021189

乙部体育館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2129

■リフレッシュ運動教室
ストレッチなどで運動不足を解消します。

 10月３日～17日、木曜、全３回、
10時～11時半　  20人　  72円

 電話・窓口：９月５日㈭10時から

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■敬老の日似顔絵コンテスト
おじいちゃん、おばあちゃんの似顔
絵コンテスト。描いてくれた人へプレ
ゼントを贈呈。

 ９月８日㈰～16日㈪※30日㈪まで
同施設で似顔絵を展示　  1020537

盛岡手づくり村
〠020-0055 繫字尾入野64-102

☎689-2201

■盛岡手づくり村工房まつり

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■田代山登山 
 10月５日㈯８時～17時
 田代山（八幡平市）※集合は同館
 20人※高校生を除く18歳～75歳
 1430円　  往復はがき：９月19

日㈭必着　  1028208
■ＩＢＣラジオ公開録音　歌って！笑っ
　て！！民謡まわり舞台in姫神ホール

 10月19日㈯13時半～15時半
 ９月10日㈫９時から同ホールやＩＢ

Ｃ岩手放送（志家町）などで整理券を
配布※１人２枚まで　  1024068

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3303

■パソコンミニセミナー・エクセル関数入門
 ９月19日㈭10時～12時
 ８人※就職や起業を目指す女性
 300円　  電話：９月４日㈬10時か

ら芽でるネット☎624-3583で受け付け
■もりおか女性センターフェスティバル
「未来を花束にして」など、1日3本の映画
上映や利用団体の活動紹介展示など。

 10月４日㈮～５日㈯
 映画祭のみ前売券1000円（一日券）
 ９月４日㈬からプラザおでってで販売

■いざという時のために今できること
　～女性の視点から考える地域防災～
安心・安全を確保するための防災の
あり方を学ぶ講義とワークショップ。

 10月９日～23日、水曜、全３回、
10時半～15時半※９日は13時半から

 20人※地域防災に関心のある人
 各５人※生後６カ月~未就学の子、

一人につき800円（９日は500円）
 電話：９月４日㈬10時から

■目指せ！MOS試験Excel2016
 10月23日㈬～11月６日㈬※土・日曜・

祝日を除く、全10回、18時半～20時半
 10人※エクセルの基本操作がで

きる就労中または就労を目指す女性
 ５人※生後６カ月~小学４年生（小

学生は要相談）、１回につき500円
 3660円
 詳しくは、芽でるネット☎624-3583

製作実演や物づくり教室、たらふく
屋台市など。

 9月15日㈰・16日㈪、
10時～16時

 詳しくは、同手づくり
村ホームページをご覧ください

中央卸売市場
〠020-8567 羽場10-100

☎614-1000

■卸売市場開放デー
新鮮な魚や野菜、果物などの販売と県
産食材を使った料理の振る舞いなど。

 ９月７日㈯９時～11時　
 1017256

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目1-1

☎654-2333

■エンジョイ！生き生きライフ
お米の食べ比べや自然観察、ピラテ
ィス、韓国の食文化と暮らしなどを
学習・体験します。

 10月16日・11月13日・12月11日・来
年１月15日、水曜、全４回、10時～13
時※11月13日と12月11日は12時まで

 40人　  2000円
 往復はがき：９月25日㈬必着

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！」

 ９月18日㈬～20日㈮、全3回、9時
半～12時半　  16人　  2900円

 電話：９月４日㈬10時から
■パソコン初心者教室

 ９月25日㈬～27日㈮、全３回、
13時～16時　  16人　  3120円

 電話：９月11日㈬10時から
■古代・中世史講座～鎌倉幕府下か
　ら室町幕府下の奥羽社会～

 ９月14日・28日・10月12日、土
曜、全３回、10時～12時

 156人　  500円
■初級者のための囲碁教室

 10月２日～30日、水曜、全５回、13

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■オータム・オルガン・カフェ
オルガンの演奏会やオルガン製作者
のトーク、演奏体験など。

 10月12日㈯12時半～16時半
 演奏体験のみ10組まで
 電話：演奏体験のみ９月13日㈮

10時から　  1024243

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町3-1

☎622-2258

■もりげきサロン
気軽におしゃべりを楽しみませんか。

 ９月３日～24日、火曜、10時～19
時※出入り自由。10時と15時にお茶
っこ会を開催します　

 1028206
■もりげき八時の芝居小屋
全10チームによる短編演劇のコンテ
スト「もりげき王」を開催します。

 予選は９月４日㈬・５日㈭、決勝
は６日㈮、19時半～21時

 前売り各1000円、当日各1200
円。予選は２日間セットで1600円※セ
ット券は同劇場のみで販売

 1025820
■もりげきライヴ
D
ダ ー リ ン ズ

arlings 4
フォー

 w
ウ ィ ズ

ith S
シ

HIZ
ズ

UK
ク

Uが出演。
 ９月18日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料　  1026643
■イキイキライフ応援講座
①栄養士から減塩や低糖質などの献
立作りのコツを学びます。②盛岡て
がみ館収蔵の手紙の解説と街なかを
散策します。③気持ちが落ち着くア
ンガーマネージメントを学びます。

 ①９月25日㈬②10月２日㈬③10
月９日㈬、13時半～15時

 ②盛岡てがみ館（中ノ橋通一）周辺
 各15人※50歳以上
 ①200円②100円
 電話・窓口：９月11日㈬10時から①

９月20日㈮21時半まで②９月27日㈮
21時半まで③10月６日㈰21時半まで

 ①1028203②1028204③1028205

時半～15時　  15人　  1000円
 電話：９月13日㈮10時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目5-3

☎661-8111

■ヘルシークッキング教室（秋）
季節の素材を使った料理を作ります。

 10月３日㈭10時～12時半
 15人　  600円
 往復はがき：９月24日㈫必着　

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■科学談話会
岩手大の名

な

越
ごし

利
とし

幸
ゆき

教授が「岩手の局
地気象」と題して講演します。

 ９月20日㈮18時半～20時
 1028175

■児童文学を読む会
ミヒャエル・エンデ作「モモ」（岩波書店）。

 ９月25日㈬10時～12時
 1028156

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■合
ごう

子
す

形
なり

兜
かぶと

実物公開
戦国時代の武将、黒田官兵衛ゆかり
の兜の実物を公開します。

 ９月14日㈯～23日㈪、９時～19時
 展示室入場料が必要

●休館のお知らせ
次の期間は燻

くん

蒸
じょう

のため休館します。
 ９月24日㈫～10月５日㈯

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■講話「ビアク島の戦いと遺骨収集」
太平洋戦史館（奥州市）の小原守

もり

夫
お

専務
理事が、多数の県出身者が戦死した太平
洋戦争の激戦地について講演します。

 ９月14日㈯11時～12時
 入館料が必要　
 1028177

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■縄文ふれあいDAY
古代のお守りネックレス・土

ど

玉
だま

彩
さい

色
しき

（ブ
レスレット）作りや火おこし体験など。

 ９月14日㈯10時～11時半、13時
～14時半

 100円※火おこしは無料。別途入
館料が必要　  1009440

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

■歴史の道　旧宮古街道探訪
一里塚や古

こ

碑
ひ

に触れながら同自然の
家～高畑公民館（川目３）の約14㌔㍍を
自然散策。秋の味覚満載の弁当付き。

 10月６日㈰７時半～16時10分
 20人※小学４年生以上。小・中学

生は保護者同伴　  2000円
 はがき・ファクス・メール：必要事項のほ

か、参加者全員の名前と年齢、性別、学
校名・学年、交通手段、アレルギーの有無
も明記。９月19日㈭必着　  1028160

市産業まつり
ものづくり推進課内、

市産業まつり実行委員会　☎626-7538

盛岡の郷土色豊かな食品販売や手作り
体験教室などの食と工芸のイベント。

 ９月11日㈬～16日㈪、10時～19時
※16日は17時まで

 カワトク（菜園一）　  1028290

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

と江戸千家不
ふ

白
はく

会
かい

によ
る茶会。

 ９月15日㈰９時半～15時
 上田公民館（上田四）
 900円　  1026199

湖畔の秋を満喫しよう　
岩洞湖まつり

産業振興課内、岩洞湖まつり実行委員会
☎683-3852

 ９月15日㈰10時～15時

 岩洞湖家族旅行村（薮川字亀橋）
※盛岡駅西口バスターミナルと巻堀小
から出発するバスを運行。利用者は電
話申し込みが必要です　  1016457

環境学習講座 
環境企画課　☎626-3754

①もりおかエネルギーパークツアー！
②盛岡の秋の夜空を観察しよう！

 ①９月18日㈬10時～15時②28日
㈯18時～19時半

 ①姫神ウィンドパーク（玉山地域）な
ど②エコアス広場（上田字上堤頭）など

 各30人　  各28円
 電話：９月４日㈬10時から
 ①1028155②1028158

バスの日まつり
交通政策課　☎626-7519

バス車両やさまざまな降車ボタンの
展示、バスの乗り方教室など。

 ９月22日㈰10時～16時※肴町アー
ケード会場（中ノ橋通一）は10時半から

 S
サ イ ド

IDE-B※旧盛岡バスセンター所在
地（中ノ橋通一）と肴町アーケード内

 1020484

素敵なまちの映画会
経済企画課　☎613-8389

「県政ニュース（昭和42年）」や「芹
せり

澤
ざわ

銈
けい

介
すけ

の美の世界」などの上映。
 ９月25日㈬13時半～15時
 リリオ（大通一）　  70人　
 当日13時から先着順　  1008146

手話初級講座
障がい福祉課　☎613-8346

 ９月26日～10月24日、木曜、全５
回、10時～12時

 市総合福祉センター（若園町）
 30人※初心者　  648円
 電話：９月４日㈬10時～12日㈭17時

皇后陛下ゆかりの地・
大ケ生を巡るバスツアー 

農政課　☎613-8458
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）で特別
展の見学と大ケ生地域の名所巡りを
します。昼食付き。

 10月１日㈫10時～16時半
 萬

まん

寿
じゅ

坑
こう

（大ケ生17）など※集合・解

散は同館　  30人　  1500円
 往復はがき：〠020-0878肴町２

-29農政課へ郵送。９月17日㈫必着

犬のしつけ方教室
生活衛生課　☎603-8311

犬の①飼い方と②しつけ方を学びます。
 ①10月19日㈯９時半～12時②10

月20日㈰９時半～12時
 ①高松地区保健センター（上田字

毛無森）②中央公園ドッグラン（本宮字
蛇屋敷）　

 ①50人、②20組※①を受講した
人と同伴犬（市に登録し、狂犬病・混
合ワクチン接種済の犬に限る）

 電話・ホームページ：９月５日㈭９
時～20日㈮17時　  1001659

太田老人福祉センターまつり
太田老人福祉センター　☎659-2133

サークルの作品展示や舞台発表など。
 ９月22日㈰10時～15時※送迎バ

スあり。詳しくはお問い合せください

歴史と文化の香りが漂う
ビクトリアロードを歩こう
盛岡観光コンベンション協会　

☎604-3305　ファクス653-4422

中津川沿い周辺を盛岡ふるさとガイ
ドの解説を聞きながら散策します。

 10月１日㈫10時～11時45分
 30人　  電話・ファクス：９月５日

㈭10時～20日㈮17時　  1028210

もりおか大人の朝活・夕活
もりスポネット事務局の板垣さん　

☎090-4882-2343

①ノルディックウオーキング体験会
②③ピラティス体験会

 ①９月14日・10月５日・11月９日、土曜、
９時半～11時半②９月19日・10月17日・11
月21日、木曜、19時～20時③９月22日・
11月24日・12月22日、日曜、10時～11時

 ①中津川周辺など②市保健所（神
明町）③中野地区活動センター（東
安庭字小森）

 各日20人※20歳～59歳　
 ９月４日㈬10時から。詳しくは、

もりスポネットホームペー
ジをご覧ください

 1028209
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り
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 日時　  場所　  対象、定員
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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
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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

広報もりおか １. ９. １ 1110 広報もりおか １. ９. １

違反貼り紙除去ボランティア
　景観政策課　☎601-5541

電柱や街灯柱、街路樹など、禁止さ
れた物件に貼られている貼り紙を除
去するボランティアを募集します。

 20歳以上で、市内在住または在
勤の2人以上の団体

 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申請
書に必要事項を記入し、〠020-8532
（住所不要）市役所景観政策課へ郵
送または持参　  1010263

もりおか市場まつり
フリーマーケット出店者

中央卸売市場業務課　☎614-1000
10月13日㈰に開催する同まつりのフ
リーマーケットへの出店者を募集し
ます。内容など詳しくは、同課へお
問い合わせください。

 35区画※出店者１組につき１区画
 1000円
 往復はがき：必要事項のほか、出

店品目を記入し、〠020-8567（住
所不要）中央卸売市場業務課へ郵送。
9月11日㈬必着。※募集区画数を超
えた場合は抽選

金婚慶祝会の参加者
長寿社会課内、金婚慶祝会実行委員会

☎603-8003

結婚して50年を迎える夫婦を祝う金
婚慶祝会の参加者を募集します。人
生を共にしてきた2人の記念にどうぞ。

 11月20日㈬10時～13時
 盛岡グランドホテル（愛宕下）
 昭和44年1月1日～12月31日の間

に結婚した夫婦と昨年やむを得ず欠
席した夫婦　  1組6000円

 ①地域の老人クラブ会長②市役
所本庁舎本館5階の長寿社会課③は
がき―のいずれかで申し込み。10
月11日㈮必着。②の場合は同日17時
半まで※電話やファクスでの申し込
みはできません
※はがきで申し込む場合
▶参加の場合：夫婦の住所と名前・ふ
りがな、生年月日、結婚年月日、電話

 電話・ファクス：①９月５日㈭17時
まで②11月１日㈮17時まで
■介護の職場見学バスツアー 

 ①９月30日㈪12時半～16時半②
11月26日㈫11時45分～16時半

 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 各20人※高校生を除く
 電話・ファクス：①９月20日㈮17

時まで②11月16日㈯17時まで

租税フォーラム「みんなで考えよう！
高齢化時代と税」

東北税理士会　☎022-293-0503
ファクス 022-293-6731

IBC岩手放送の大塚富
と み

夫
お

アナウンサ
ーや税理士による講演、税理士との
無料相談会など。

 11月17日㈰　  ホテルメトロポリタ
ン盛岡N

ニ ュ ー

EW W
ウ ィ ン グ

ING（盛岡駅前北通）
 150人※無料相談会は30人
 電話・ファクス：10月31日㈭まで。詳しく

は、県税理士会館（大沢川原三）や盛岡税
務署（本町通三）などに備え付
けのチラシや東北税理士会公
式ホームページをご覧ください

番号、車いす使用の有無を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所長寿
社会課内、金婚慶祝会実行委員会へ
郵送。また、当日配布する資料に「結
婚50年を迎えて一言」（短歌や川柳
も可）を掲載したい人は、その一言を
添えてください（名前を伏せたい場
合はその旨も明記）
▶欠席で記念品（無料）のみを希望
する場合：上記に加え、「欠席・記念
品希望」と記入してください。後日、
指定した窓口でお渡しします

 1006420

おでって市民企画
市観光文化交流センター　☎621-8800

芸術文化の振興と街のにぎわいに貢
献する斬新でユニークな企画に支援
を行います。

 12月１日㈰から来年３月31日㈫ま
でに実施する企画

 ９月２日㈪から10月31日㈭まで。
詳しくは、同センターへお問い合わ
せください　  1028192

排水設備の無料点検
給排水課　☎623-1426

公共下水道や農業集落排水施設の利
用者が住む建物などの排水設備の点
検を行います。内容など詳しくは、同
課へお問い合わせください。

 9月10日㈫～17日㈫　  20件
 電話：9月９日㈪17時まで

保育士カフェ
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス 652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

再就職に向けて不安なことを、一緒
に話してみませんか。

 ９月27日㈮10時~11時半

 都南公民館（永井24）
 保育士資格があるが、現在保育所

などで働いていない人
 電話・ファクス・メール：９月24日

㈫17時まで　  1022480

もりおか健康フェスタ
　健康増進課　☎603-8305

体験コーナーのほか、①イオンモー
ルウオーキング②薬剤師による講演
会③医師による講演会「肺がんのこ
とならタバコ屋のせがれに聞け～肺
がん患者4000人の尊い教え～」など。

 ９月27日㈮①10時～11時②11時15
分～12時15分③13時半～14時45分

 イオンモール盛岡（前潟四）
 ①25人②50人③80人
 電話：９月４日㈬10時から

産業支援センターセミナー
市産業支援センター　☎606-6700

起業家として押さえておきたい、ＩＴ
の導入や活用について学びます。

 10月15日㈫18時半～20時
 市産業支援センター（大通三）
 10人※起業家や起業予定の人、

経営者など
 同センターのホームペ

ージ：９月４日㈬10時から

盛岡文士劇公演
チケット一般販売

盛岡劇場　☎622-2258
「恋はトライ&トライ」「口上」「牡

ぼ

丹
た ん

燈
と う

籠
ろ う

」の３演目。
 11月30日㈯・12月１日㈰、両日と

も13時～と17時半～　  各3000円
 同劇場のほか、市内プレイガイド

やローソンチケットで10月３日㈭か
らチケットを販売

 1024169

スポーツ栄養学の基礎知識
市体育協会　☎ 652-7600

ファクス 652-7557
 k-satomi12@morioka-taikyo.or.jp

スポーツに取り組む子どものための
栄養学講座を行います。

 ９月11日㈬19時～20時半
 総合プール（本宮五）　  20人
 大学生以下500円、一般1000円
 ファクス・メール：９月８日㈰まで

施設の利用制限
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
☎601-5001

■市立総合プール：９月１日㈰・７日
㈯は利用できません。
■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：９月11日㈬・12日㈭・21日㈯～
23日㈪は利用できません。

名称と住所が変わります
市体育協会　☎652-7600

10月１日㈫から、市体育協会の名称な
どが次のとおり変更されます
▶名称：公益財団法人盛岡市スポー
ツ協会▶所在地：〠020-0866本宮
五丁目４-１（盛岡タカヤアリーナ内）
▶電話番号：601-5700▶ファクス：
658-1214▶メール：jimukyoku@
morioka-sport.or.jp　  1028248

し尿などのくみ取り料金の改定
廃棄物対策課　☎626-3755

盛岡北部行政事務組合　☎0195-74-2724
消費税の引き上げに伴い、し尿・浄化
槽汚泥のくみ取り料金が10月から表の
とおり変更になります。　  1021639

就学時健康診断を忘れずに
　　学校教育課　☎639-9045

来春に小学校へ入学する児童を対象
に、健康診断を行います。9月中旬に
該当者がいる家庭へ案内を送ります。

  ▶盛岡・都南地域：10月中、各小学
校▶玉山地域：10月２日㈬13時半～15時
半、玉山総合福祉センター（渋民字泉田）

宝くじ助成で活動備品を整備
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
ミュニティ助成で、稲荷町内会が会
議用テーブルやパイプ椅子、音響機

表　し尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金
地域 １回のくみ取り量 10月１日から

盛岡
180㍑未満 1484円

180㍑以上 10㍑につき
82.5円

都南
180㍑未満 1326円

180㍑以上 10㍑につき
73.7円

玉山
300㍑未満 1676円

300㍑以上 10㍑につき
58円

器などを整備しました。

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本館1階の窓口案内所に振込用
紙を用意します。ご協力をお願いします。
※春季の募金額は576万4788円で
した。ご協力ありがとうございました

 ９月1日㈰～10月31日㈭
 1008281

潜在保育士への支援研修会
県保育士・保育所支援センター

　☎637-4544　ファクス 637-9612

保育士としての仕事復帰に向けて、
保育園の現状や子育て支援制度につ
いて勉強してみませんか。

 ９月12日㈭９時半～12時
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 40人　  電話・ファクス：９月９

日㈪17時まで

介護の職場で働こう！
県福祉人材センター

☎601-7061　ファクス 637-9612

就労に向けて介護職の魅力を知るイ
ベントを開催します。
■小規模介護事業所の合同面談会

 ９月11日㈬13時～16時
 岩手保健医療大（盛岡駅西通一）

■介護入門研修
 ①９月12日㈭・17日㈫・24日㈫②11月８

日～22日、金曜、いずれも９時～17時、全３
回　  ふれあいランド岩手（三本柳８）

 各10人※介護の仕事未経験の人

同慶祝会の様子

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

9/８
㈰

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２ 606-3765
むろおか骨粗鬆症・整形外科
クリニック

菜園一丁目11-１エス
ビル菜園４階 613-2760

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
高山歯科医院 茶畑一丁目１-６グリー

ンビレッジ盛岡C棟２階 651-8241
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
そうごう薬局盛岡中央通西店 中央通三丁目16-15 681-7101

9/15
㈰

盛岡南病院 津志田13-18-４ 638-2020
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目１-63 647-3333
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
田中歯科医院 上堂一丁目16-27 645-2821
あまいろ薬局 仙北二丁目１-20 613-7005
みつばち薬局 月が丘一丁目１-63 647-3888
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

9/16
㈪

盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
高橋衛歯科医院 北天昌寺町７-10 645-6969
かつら薬局 永井13-17-３ 614-2061
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

※9月１日㈰の休日救急当番医・薬局は、８月15日号に掲載しています

＜おわびと訂正＞
　８月１日号12ページに掲載した、県
知事・県議会議員選挙に関する記事
に一部誤り・説明漏れがありました。
盛岡市で投票ができる人は、正しくは
「６月１日までに転入届を出した人」
です。また、５月30日以降に転入届を
出した人が期日前投票できるのは、９
月１日からです。おわびして訂正します。

　豊かな森を育てるための植樹活動
や、身近な自然である森林に親しむ
木
も く

育
い く

イベントを行います。
 ９月28日㈯10時～14時
 外山森林公園（薮川字大の平）※

当日は公園内の食堂は営業しませ
ん。上の橋観光バス専用駐車場と都
南総合支所、玉山総合事務所から予
約制の無料送迎バスを運行します
▶ツツジとシラカバの植樹
　国道沿いの山林を彩る木を植えま
す。参加者には特製きのこ汁と、地域材
のオリジナルコースターを贈呈します。

 200人※応募多数の場合は抽選
 電話・メール：メールは住所、名

前・ふりがな、年齢、性別、電話番
号、バス利用の有無と乗車場所を明
記。９月13日㈮まで

盛岡市民植樹祭  林政課☎626-7541　  1026945
 rinsei@city.morioka.iwate.jp

▶森のめぐみフェスティバル
　インストラクターと一緒に木のお
もちゃで遊ぶ木育ひろばや林業用の
大型機械の展示、きのこの販売など。

過去の植樹祭の様子

木と触れ合う木育ひろば（イメージ）

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①９/10㈫・12日㈭
　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）
　と健康保健課（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

９/９㈪・30日㈪
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★

空き家の
処分・不動産
無料相談

９/11 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

リハビリ
相談会

９/13㈮
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★

補聴器相談
９/18㈬
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★

★要事前申し込み

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カツラ

特集をはじめとして植樹祭、木伏緑地と「木」尽くし
の号になりました。11ページの「もりけん」もそれに合
わせて、木にまつわる出題でした。（太田代）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

木
き っ

伏
ぷ し

緑地 を 楽しもう
～公園から始まるまちづくり～

　開運橋のたもとにある「木伏緑地」は、公園整備の
ための新たな制度を活用し、たくさんの人の憩いの
場として生まれ変わります。新しい木伏緑地の魅力と、
新制度の概要について紹介します。

 公園みどり課☎639-9057

図　木伏緑地の飲食店エリアのイメージ

　盛岡の玄関口である開運橋と旭橋の間、北
上川沿いの緑地帯にある木伏緑地を知ってい
ますか。「2016希望郷いわて国体・いわて大
会」開催に合わせ、平成28年に園路やベンチ
が整備されましたが、9月10日㈫に、さらに魅
力的なスポットとして生まれ変わります。
　この場所を整備するにあたってはP

パ ー ク

ark-PFI
制度（下記説明を参照）という新しい制度を活

用しています。レストランやカフェなどが９店
舗オープンするほか、公衆用トイレも設置。北
上川を眺めながら、昼はウッドデッキでランチ、
夜はお酒を飲みながら食事を楽しむ―とい
った利用もできるようになります。緑地の旭橋
側には、新たに芝生広場も作られ、水辺の心
地よい散歩空間として、寄り道したくなる場所
になりそうです。

　木伏緑地から望む北上川では、平成27年に
世界記録の認定を受けた「盛岡・北上川ゴムボ
ート川下り大会」や、地元の団体による、北上川
の舟

しゅう

運
う ん

文化を復活しよ
うというイベントが毎年
行われています。水辺と
公園の一体的な活用も、
今後期待できそうです。

営業時間：11時～23時
※コーヒースタンドは８時から
※一部店舗は24時まで

9月10日㈫
飲食店エリア
　　　　オープン

管理棟

公衆用
トイレ

開運橋
方面

旭橋
方面

コーヒースタンド
地産地消レストラン
カフェ
ジェラート店
ジンギスカン専門店
大衆料理店
焼鳥専門店
海鮮料理店
クラフトビール専門店飲食店

エリア

開
運
橋

旭
橋

芝生
広場

北上川

図　木伏緑地全体

公園の新たな活用法～Park-PFI制度～

　地域住民の憩いの場やイベント会場などと
して、全国的に整備が進められてきた都市公
園。経済成長や人口増加などを背景にその数
は増え、市内にも475カ所（４月１日現在）の
都市公園が作られています。
　都市公園にある遊具や樹木、トイレなどの
維持管理は公園の設置者である地方自治体
が行ってきましたが、公園の増加や経年劣化
により経費が増大し、
手入れが行き届かな

▶中央公園（本宮字蛇屋敷ほか）
　平成31年２月に公募を行い、5月に事業者
が決定。来年度内の完成を目指し、事業を進
めています。広々とした芝生広場のほか、飲食
店、体験施設など「まなび」をテーマとした施
設を整備する予定です。また、盛南地区で課題
となっている待機児童の解消を図るため、保
育園の整備も進めています。

▶盛岡城跡公園芝生広場（内丸）
　市のシンボルでもあり、多くの市民や観光客
が訪れる憩いと安らぎの場の同公園。老朽化
したトイレの整備や植栽の整理とともに、史跡
外の芝生広場の魅力を高める整備の仕方につ
いて、懇話会で意見を聞いています。これまで
の経過と今後の進め方については、市公式ホ
ームページをご覧ください。　  1028058

写真：雑草が生い茂っ
たり、ベンチが破損し
たままの公園

い公園が全国的にも問題となっていました。こ
の問題を解決する一つの方法が、公募設置管
理制度（Park-PFI制度）です。

■Park-PFI制度とは
　従来、公園内に建築物を建てる場合は、建
築面積や占用期間に制限がありました。しか
し、Park-PFI制度によりこれらの制限が緩和
され、公募で選定された事業者が飲食店など
の施設を整備し、その施設から生じる収益を
活用して、園路や広場などの公園施設の整備
や管理を一体的に行うことができるようにな
りました。これまで以上に公園を活用する幅
が広がり、公園としての魅力向上や街のにぎ
わいにもつながるとして、この制度を活用した
公園づくりが全国で行われています。

■都市公園の問題
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