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このコーナーについて詳しくは、消費生活センター☎604-3301へどうぞ。

消費生活情報

　　水道施設見学会
「水のみちを探検しよう～安全・安

心な水道水の秘密とは～」をテーマに、
新庄浄水場と水質管理センター、米内
浄水場を回ります。
※内容は小学３年以上向けです
【日時】６月５日㈰・６日㈪
　　　　10時～15時
※内丸の県民会館脇に集合し、バスで移動
【定員】各45人【費用】無料（昼食付き）
【申し込み】はがきに参加希望者全員
の住所と名前（ふりがな）、年齢、電
話番号、参加希望日（記入がない場合
は、市が指定します）、代表者名を記
入し、〠020-0013愛宕町６-８、市
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時まで受け付けます。電
話では受け付けません。定員を超えた
場合は、選考の上、結果をはがきでお
知らせします。
【問】経営企画課☎623-1411　

　　浄水場の一般公開
新庄浄水場と米内浄水場

を一般公開します。職員が
施設内を案内し、浄水の仕
組みなどを説明。参加を希
望する人は当日、各浄水場
へお越しください。
【日時】６月１日㈬～７日㈫
①10時～②11時～③13時
～④14時～の１日４回
【問】浄水課☎651-8949

　市上下水道局は、６月１日～７日の水道週間にち
なんで、市民の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。

対象にならな
い湯水混合水
栓の例 ▼

対象になる
蛇口の例 ▼

　　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。

【期間】６月１日㈬～９日㈭
　　　　※土・日曜を除く

【申し込み】５月 26 日㈭～６月
３日㈮の９時～ 17 時、給排水課
☎ 623-1411 で電話受け付け

◇新庄浄水場（加賀野字桜山）☎651-5048
　平成７年に通水開始した、岩山の登り口にある浄水場。中津川の水
を浄水し、給水量は１日３万3000立方㍍です。場内の庭園「水と杜

もり

の広場」は平成８年、国の「手づくり郷
ふる

土
さと

賞」を受賞しました。県交
通・新庄線の新庄浄水場前バス停で下車し、徒歩１分。

◇米内浄水場（上米内字中居）☎667-2280
　昭和９年に通水開始した、市内で最も古い浄水場。米内川の水を浄
水し、給水量は１日３万2450立方㍍です。同浄水場に併設の水道記
念館（休館中）や緩

かん

速
そく

ろ過池、調整室などは平成11年、国の有形文
化財に登録されました。ＪＲ山田線の上米内駅で下車し、徒歩２分。
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　市指定の保護庭園と保存建造物を無料で公開しています。
どうぞお越しください。【問】景観政策課☎601-5541

■一ノ倉邸（安倍館町）
【公開日時】水曜～日曜
　　　　　　10時～15時
※８/10～20、12/25～１/15
　は休館
【問】一ノ倉邸管理保存委員
会☎646-1817

■環境モニターになりませんか？
【活動内容】①使用電力がリアルタイムに分かる省エネナビを自
宅に取り付けて、節電に取り組む②年２回の会議で省エネや環
境について提案する【対象】次の全てに該当する人①市内に１年
以上住んでいる②20歳以上③過去に環境モニターになっていな
い【任期】６月～来年３月【定員】５人【謝礼】5000円【申し込
み】５月９日㈪10時から、環境企画課で先着順に電話受け付け

　市は、省エネや二酸化炭素削減による地球温
暖化防止のために、さまざまな取り組みを行っ
ています。【問】環境企画課☎626-3754

27年度の環境モニターの
活動結果をまとめた冊子
「家庭での節電のヒント」
を、環境企画課で配布して
います

■太陽光発電などに設置補助
　自分で住むための一戸建て住宅に太陽光発
電システムやこのシステムと同時に蓄電シス
テムまたはH

ヘ ム ス

EMS（住宅用エネルギー管理シ
ステム）を設置する人に、補助金を交付しま
す。工事実施業者の事務所（支所・営業所含
む）が市内にあることが要件。いずれも予算
が無くなり次第終了します。
【対象】次の全てに該当する人①これからシ
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過去にこの補助金の交付を受けて
いない【交付額】

▲

太陽光発電システム：太
陽電池の出力１㌔㍗当たり２万円（上限８万
円）

▲

蓄電システム：10万円

▲

HEMS：２万
円【申し込み】若園分庁舎４階の環境企画課
に備え付けの申請書に必要事項を記入し、同
課へ持参。申請書は市公式ホームページから
もダウンロードできます

６月１日から水道週間

■旧宣教師館（大沢川原三）
【公開日時】月曜～金曜、９
時～17時（12時～13時を除く）
※祝日と８/13～16、12/29～
　１/３は休館
【問】大沢川原センター
☎654-6067

■明治橋際の御蔵
　（南大通三）
【公開日時】10月までの第
２・４土・日曜、10時～16時
【問】御蔵管理委員会の千葉
館長☎090-5598-5230

■武田邸（長田町）
【公開日時】11月までの第
２・４土曜、13時～16時
【問】景観政策課
☎601-5541
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～27年度の環境モニターの声～

安全でおいしい水を
皆さんにお届けします
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　電気を使い過ぎると省エネナビの赤
ランプが点灯するので分かりやすいで
す。子どもたちも、目標を達成するため
に、使わない部屋の電気を積極的に消
したりと、ゲーム感覚で省エネに挑戦。
家族で楽しくエコライフを送りました。

　暖房を低めに設定して衣類で調整す
るなど工夫しました。水道料金なども
記録するので、生活を見直すきっかけ
に。電気代が前年と比べて１万円も安
くなった月もあります。地球にも家計
にもやさしい暮らしを学びました。
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 エコに取り組みました！
　  家族みんなで

まちなか・おでかけパス

表 出前！消費者講座の内容
講座名 所要時間 講座の内容（所要時間） 主な対象

悪質商法に
負けないために 30～90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
お金にきちんとした
子どもを育てるために 60～90分

お金という「道具」をきちんと扱
える大人になるために、お金のし
つけの仕方を学びます

みんなで
脳元気教室 70～90分

認知症を正しく理解して悪質商法
などの被害を予防しましょう。脳
が元気になる運動も紹介します

シニア

クーリングオフ講座 45～90分
消費者の味方、クーリングオフ。
契約トラブルなどの事例から安心
な取引のポイントを考えます

中学２年生
～シニア

財布と体の健康教室 70～90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

シニア

よ～く考えよう！
お金の話 45～90分

お金の落とし穴など、子どものと
きから正しい金銭感覚を養うため
の講座

小学４年生
～新社会人

悪質商法に
負けないために 45～90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します

中学２年生
～

新社会人

カード社会を
快適に暮らす！ 45～90分

クレジットカード申し込み体験に
トライ。利便性と落とし穴、電子
マネーの特性を学び、カード社会
を生き抜く力を養います

ネット社会を
快適に暮らす！ 45～90分

スマートフォンやインターネット
でのトラブル事例を紹介。保護者
や教職員の研修にもどうぞ

ズバリ！私のどこが
いけなかったの？ 45～90分

若者が陥りやすい借金問題、お金
との付き合い方などについてビデ
オ教材で学びます

消費生活センターは、消費者契約のトラブルや借金などに関す
る相談について助言を行う、市が設置している機関です。早めの
相談が解決につながります。相談は無料。秘密は厳守します。お
気軽にご利用ください。
【主な相談内容】
○借金に関する相談　○悪質商法などによる契約トラブル
○保険や金融、利殖商品などのトラブル
○インターネット取引や通信サービスなどのトラブル
○製品や食の安全の相談
【来所相談】市役所肴町分庁舎２階
【電話相談】もりおか広域消費者110番☎624-4111
【受付日時】月～金曜、９時～16時（祝日と年末年始を除く）
【対象】盛岡広域８市町に住んでいる人

転
ば
ぬ
先
の
杖

近年、悪質商法は巧妙化し増加しています。また、インターネ
ットやスマートフォンなどの普及により、児童生徒が被害に遭う
事例も発生。悪質商法などに関する知識や対応策をあらかじめ知
っていれば、被害に遭わずに済む事例も多いはず。消費生活セン
ターでは、悪質商法の被害を防止するため、「出前！消費者講
座」を表のとおり随時開催しています。ぜひご活用ください。
【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へ電話かファクス624-4123でお申し込みく
ださい

　ＩＧＲいわて銀河鉄道は、盛岡駅までの割引乗車
券「玉山地域列車でおでかけきっぷ」を買うことが
できる購入証を渋民駅と好摩駅で発行しています。
【対象】玉山地域在住で購入時に70歳以上の人
【発行手数料】500円
【問】ＩＧＲインフォメーション☎626-9151

利用できる区間 片道運賃
渋民駅～盛岡駅 360円（通常510円）
好摩駅～盛岡駅 470円（通常650円）

食品などの
放射性物質を測定

出前！消費者講座で
トラブル防止

栃内病院

盛岡市役所

中の橋
プラザおでって

消費生活センター
盛岡バス
センター

テレビ岩手

盛岡城
跡公園

消費者信用
生活協同組合
消費者信用
生活協同組合

杜陵老人
福祉センター
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中の橋
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消費生活センター
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ななっくななっく

（肴町分庁舎２階）（肴町分庁舎２階）

栃内病院

地図 消費生活センターと消費者信用生活協同組合の場所

お役に立ちます
消費生活センター

【日時】7月９日㈯、９月10日㈯、12月10日㈯、来年３月4日㈯
　　　　10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合（南大通一、ＣＦＣビル２階）
【内容】借金や生活費不足、貸付制度など日常生活のお金の悩み
の相談について、弁護士や専門の相談員が応じます。秘密は厳守
します
【費用】無料　
【申し込み】同協同組合☎653-0001に電話予約が必要
【主催】同協同組合と市、県社会福祉協議会、市社会福祉協議会、
岩手弁護士会消費者問題対策委員会、NPO法人いわて生活者サ
ポートセンター

玉山地域列車でおでかけきっぷ

家庭菜園の作物や自分で採ってきた山菜など、自家消費する食
品の放射性物質を測定しています。費用は無料です。
【受付日時】月～金曜、9時～16時（祝日と年末年始を除く）
【申し込み】消費生活センター放射性物質測定準備室
　　　　　　☎603-8014に電話予約が必要

困
っ
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し
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くらしとお金の
安心合同相談会

過払い請求や債務整理の
相談はお早めに

　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」を盛岡駅前バス案
内所や盛岡バスセンター、松園
バスターミナルなどで販売。
【販売価格】5400円
【対象】市内在住で購入時に
70歳以上の人
【販売日時】５月9日㈪以降の

月～金曜（祝日と年末年始を除
く）、10時～15時※松園バスター
ミナルは11時半～13時を除く
【利用方法】降車の際は、パス
を乗務員へ見やすいようにご提
示ください
【問】県交通☎654-2141か県
北バス☎641-1212、JＲバス
東北☎604-2211
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