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　昭和45年に整備された岩山公園。市街地や周囲の山並み
を一望でき、１年を通じて広く市民に親しまれています。し
かし、岩山からの夜景は、日本夜景遺産と夜景100選※に認
定され、全国有数の夜景スポットであることは意外に知られ
ていないのではないでしょうか。
　撮影に訪れたのは17時頃。この日の盛岡は最低気温がマ
イナス５度と冷え込み、凛

りん

とした冬らしい晴天。赤から紺へ
変わる空のグラデーションと雄大な岩手山のシルエット、明
かりがともり始める市街地の大パノラマが広がり、幻想的な
雰囲気を楽しむことができました。空気が澄む冬の季節、皆
さんも夜景を見に出掛けませんか。
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 ◆主な内容◆（平成28年２月１日号）

市民意識調査の結果、市指定駐車場の案内 …………… ２～３ページ
もりおか雪あかり、マイナンバーのお知らせ
郷土芸能フェスティバル、軽自動車税の変更 ………… ４ページ
成人のつどい ……………………………………………… ８ページ
※男女共同参画を考える情報紙「あの・なはん」を折り込んでいます
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※岩山公園は星11個を獲得し、東北から北関東では最も高い評価を得て
　います
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市指定駐車場の

　これからの時期、内丸の市役所裏の駐車場は、市・県民税
の申告や住所異動の手続きなどで大変混み合います。市役所
にお越しの際は、市指定駐車場（地図の 印）を利用すると、
混雑が少なくて便利です。
　市役所の用務先に駐車券を持参し、確認印と所定時間分の
無料券の交付を受けてください。
　なお、身体障がい者用駐車場は市役所本館正面に設けてい
ますのでご利用ください。担当は管財課☎626-7507。

市役所が混み合う時期
地図　市指定駐車場の所在地

ご利用を

【調査について】市内在住の20歳以上の人の中から、２％に当
たる4838人を無作為で選びアンケート調査票を送付。全５テー
マ・26問に、40.7％に当たる1970人から回答をいただきまし
た。回答者の性別と年代別の比率はグラフ１・２のとおりです。
※端数処理や複数回答の設問があるため、それぞれの割合の総計が100

にならない場合があります

　市は２年に一度、市民意識調査を行っています。昨年７月に行った調査の
主な結果をお知らせします。担当は広聴広報課☎626-7517。

市は、インターネットなどを利用したさまざまな行政サービス
の提供に取り組んでいます。あなたは、この電子市役所にどの
ような効果を期待しますか（複数回答）

電子市役所　担当：情報企画室☎626-7514
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男性　42.7％55.5％   女性

無回答1.8％

グラフ１：性別の比率 グラフ２：年代別の比率

30代 13.9％

40代  17.4％

無回答0.9％

17.5％

21.9％  60代  

70歳
以上

20代 6.8％
21.7％

50代
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地区組織※のまちづくり活動で、あなたはどのような活動に
参加したいですか（複数回答）
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盛岡市での文化芸術振興のために必要なことはどのようなこ
とだと思いますか（複数回答）

ここ１年間でどのような芸術鑑賞を行いましたか（複数回答）
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住宅・住環境について重要と思うものは何ですか
（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

家庭ごみの減量のためには、ごみの処理を有料化することが有効と
言われていますが、あなたは、ごみの処理を有料化することについ
てどう思いますか

ごみの減量やリサイクルをより一層進めるためには、行政の
どのような取り組みが効果的だと思いますか（複数回答）

住宅・住環境
　　　　　　　担当：建築住宅課☎626-7533

ごみの減量とリサイクルの推進
         担当：廃棄物対策課☎626-3755

文化芸術について
　担当：文化国際室☎626-7524

地域コミュニティ　担当：市民協働推進課☎626-7535

市民意識調査結果

インターネットを通じて各種の
申請手続きが可能になる 　　　　　　　　　　　　　　　　  66.1％

コンビニエンスストアや郵便局、
駅などで各種証明書の発行や施設

予約などが可能になる
  　　　　　　　　　　　　　　　48.8％

インターネットを通じて公共施設
の利用予約が可能になる 　　　　　　　　　　　　　　44.0％

各支所や地区活動センターなどの
公共施設で各種証明書の発行や施

設予約などが可能になる
　　　　　　　　　　　　　40.5％

市のホームページから市政の情報
や地域の情報の取得が可能になる 　　　　　　　　　　　　36.6％

お祭りや交流会などの地区の親睦
を深めるための活動 　　　　　　　　　　　32.0％

清掃や植樹などの環境美化活動 　　　　　　　　　　　30.7％

趣味などの各種サークル活動 　　　　　　　　　26.9％

防災訓練や防災無線の整備などの
防災活動 　　　　　　　　　26.4％

運動会やスポーツ大会など、
地区住民の健康増進のための活動 　　　　　　　　22.0％

音楽（クラシック、ポピュラー、
合唱、民謡など） 　　　　　　　　　　　33.0％

メディア芸術（映画、アニメーシ
ョン） 　　　　　　　　　　　33.0％

美術（日本画、洋画、彫刻、
写真、書道など） 　　　　　　 　　24.4％

伝統芸能（能楽、歌舞伎など） 　　　　9.2％

鑑賞していない 　　　　　　　　　　 30.8％

コンサートや美術展などの開催情
報を提供する 　　　　　　　　　　　　　　　43.6％

コンサートや美術展などの開催を
増やす  　　　　　　　　　　　　35.2％

児童や生徒の文化芸術に対する関
心や興味を高める事業を実施する 　　　　　　　　　　　　35.0％

市民が利用できるホールやギャラ
リーなどの情報を提供する 　　　　　　　　　　28.4％

文化芸術活動をしている団体の情
報を提供する  　　　　　　　　　26.1％

日常の買物、医療・福祉・
文化施設などの利便性 　　　　　　　　　　　　　 42.2％

地震時の住宅の安全性 　　　　　　　　　　　　　 41.9％

台所、トイレ、浴室などの
使いやすさ 　　　　　　　　　　30.2％

住宅の広さや間取り 　　　　　　　　　28.7％

収納の多さ、使いやすさ 　　　　　27.1％

町内会・自治会のエリアをまたぐ
ような活動の実施（子どもの見守

りや福祉活動など）
　　　　　　　　　　　　　　　　48.3％

町内会・自治会との情報共有・
連絡調整機能 　　　　　　　　　　　　　38.5％

行政との情報共有・連絡調整機能 　　　　　　　　　　　33.7％
複数の町内会・自治会、ＮＰＯ、
商店街、企業などが連携協力して

行う活動の実施
　　　　　　　　　　30.7％

地区組織のまちづくり活動は必要
ない 　　　6.8％

地区組織のまちづくり活動や組織には、どのよ
うなことが必要だと思いますか（複数回答）
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資源集団回収などのごみ減量・
リサイクルの活動を支援する         　　　　　　　　　　　　　　　55.9％

ごみの減量やリサイクルの重要性
について説明を行うとともに、広
報紙、ホームページなどを通じて

情報を提供する
        　　　　　　　　　　　　　49.6％

トレイなどの容器包装やレジ袋を
減らすよう、スーパーマーケット

などに働きかける
　                　　　　　　　40.6％

分別収集する資源となるごみの
品目を増やす 　       　　　19.5％

ごみの収集を有料にする 　　　　10.7％

全26問の調査結果は、市役所別館６階の広聴広報課や各支所、各図書館などで閲
覧できるほか、市公式ホームページにも掲載しています。

皆さんの意見を
市政に反映させるために

参加したいまちづくり活動についての設問で、
市民が望む活動の傾向が見て取れました。地区
組織は、そうした活動を偏りなく展開する必要
があると考えます。
また、地区組織の活動と組織の在り方につい
ては、市が推進する「地域協働」に当たる「複

市が住宅施策を展開する際
は、日常生活の利便性や安全
性に関する支援を重視してい
きます。

ここ１年間芸術鑑賞していない市民にその理由を
聞いた設問では、「興味はあるが時間が取れない」
が43.2％と最も高い結果となりました。市は開催
時間に配慮しつつ、事業内容を充実させ、情報提供
の方法を検討していきます。

男性　42.7％55.5％   女性

無回答1.8％

グラフ１：性別の比率 グラフ２：年代別の比率

30代 13.9％
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※おおむね中学校の学区
を範囲とする「コミュ
ニティ推進地区」「地
区福祉推進会」などの
こと。複数の町内会・
自治会で構成されます

数の町内会・自治会、ＮＰＯ、商店街、
企業などが連携協力して行う活動の実
施」を必要と考える割合が30.7％でし
た。地域活動とＮＰＯなどの活動をい
かに組み合わせていくかについて、市
は引き続き検討していきます。

ごみ処理の有料化について19年度の調
査結果と比べると、「ごみ処理経費は税金
でまかなうべき」が増え、「納得できる額
なら負担してもいい」が減少。有料化に対
する抵抗感が高まったことがうかがえます。

行政の取り組みについては、分別収集の
品目を増やすことを求める割合に比べて、
資源集団回収などへの支援を求める割合が
高く、行政回収の充実よりも他の活動によ
る回収の活性化が望まれています。

インターネットの普及により、時間や場所にと
らわれない行政サービスの提供が求められていま
す。市は、電子申請や、届け出のオンライン化に
取り組んでいきます。
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19年度の同設問の結果

ごみ処理の経費
は、今までどお
り税金でまかな
うべきだと思う

その他・無回答
分からない

ごみの排出量を減
らすためには負担
もやむを得ない

納得できる額であれ
ば負担してもいい

49.7％

36.0％

34.3％

15.6％

4.7％

13.9％

24.1％

7.6％

8.1％
6.0％

今回の結果
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市環境部ウェブサイトキャラクター
石割メイちゃん
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市民サークルの会員募集や催事情報など
を無料で掲載するコーナーです。掲載は
先着順です。掲載方法など詳しくは、広
聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲
載時点での予定です。

市民伝言板
次の皆さんから心温かい寄付をいただき
ました。ありがとうございました。大切
に活用させていただきます。

寄付

が
聞
い
た
よ

Q&A
市政

●各種無料相談
日時２月27日㈯・３月26日㈯、13時
～16時 場所アイーナ（盛岡駅西通
一）内容年金や雇用保険、健康保険、
ＮＰＯの会計・経理・設立などの相
談費用無料問ＮＰＯシニアパワーいわ
ての中村さん☎080-1663-8418
●女性文化大学
　～すばらしい民族衣装の世界～
日時２月28日㈰14時～場所盛岡劇場
（松尾町）内容着物ファッションショ
ーなど費用無料問民族衣装文化普及
協会の平井さん☎0120-029-315
●気軽にできる「ゆったり体操」
　会員募集
日時毎週水・木曜、13時半～14時半
場所乙部老人福祉センター（乙部28）
費用１カ月1000円問高橋さん☎070-
5320-2615
●行政書士試験勉強サークル会員募集
日時２月19日㈮から毎週金曜、19時
～21時場所中央公民館（愛宕町）な
ど内容現役行政書士による講義（初
回は無料説明会）費用５万円問岡田
さん☎090-4550-9687

歓迎装飾で
おもてなし

　冬季大会のスピードスケート競技が行われた県営スケート場。その
隣に建てられた大型休憩所「おもてなしロッジ」は、近隣地区の子ども
たちによって飾り付けられ、にぎわいと温かみのある空間に。「みんな
がんばれ」「ようこそ岩手へ」などのメッセージも飾られ、選手や監督、
応援に訪れた市民らを楽しませました。
　10月の本大会・希望郷いわて大会でも歓迎装飾を実施。商店街や
盛岡駅構内などで着々と準備が進められています。全国から訪れる多
くの皆さんをおもてなしの心でお迎えするため、市民一丸となって歓
迎ムードを高めていきましょう！
【担当】同実行委員会事務局（国体推進局内）☎603-8009

vol.
18国体

コラ
ム

もりおか郷土芸能
フェスティバル

▲山岸さんさ踊り
▼玉山神楽

【日時】
２月11日㈭～13日㈯、17時～20時
※11日の18時から、もりおか歴史文化館前でオー
プニングセレモニー（点灯式）を開催。どなたで
も点灯に参加できます

【内容・場所】

▼メーン会場（スノーキャンドルや雪像、メッ
セージキャンドルの展示など）：盛岡城跡公園
のサンビル側、もりおか歴史文化館前（いずれ
も内丸）

▼サブ会場（スノーキャンドルの展示など）：
盛岡駅滝の広場（盛岡駅前通）、M

モ ス

OSSビル
前（大通二）、プラザおでって（中ノ橋通一）、
県公会堂（内丸）、もりおか町家物語館（鉈屋
町）、日影門緑地（中央通一）、東大通り周辺、
カワトク（菜園一）、盛岡八幡宮（八幡町）、
前九年公園（前九年三）、盛岡ふれあい覆

おおい

馬
ば

場
ば

プラザ周辺*（青山二）

★フォトスポットの設置（盛岡城跡公園）
　記念撮影用のパネルを設置

★メッセージキャンドル販売
　（もりおか歴史文化館前）
　感謝の気持ちや願いを書いて会場
　にともすことができるメッセージ
　キャンドルを販売

★アートコンクール一般投票（盛岡城跡公園）
雪あかりアートコンクール作品（雪像）の
投票を11日㈭の17時から20時まで受け付
けます。表彰式は12日㈮18時から開催

★牛乳パック灯籠制作会
　（もりおか歴史文化館前）
東日本大震災の月命日に思いを寄せ、牛乳
パックを使った灯籠を制作し会場内で点灯。
11日㈭14時～16時半

市民やボランティア団体が１つ１つ手作りし
たスノーキャンドルが、盛岡を温かな光で包み
込む「もりおか雪あかり」。今年も３日間開催。
幻想的な世界をお楽しみください。【問い合わ
せ】盛岡観光コンベンション協会内、もりおか
雪あかり実行委員会事務局☎621-8800

３日間開催するイベント

11日㈭のみ開催するイベント

★四輪以上の軽自動車について
○27年３月31日までに登録された車両
　28年度以降も現行税額で据え置き
○27年４月１日に登録された新車
　27年度分から新税額が適用されています
○27年４月２日以降に登録された新車
　28年度分から新税額が適用されます
※27年４月１日以降に登録された環境負荷が少ない新車につ
　いては、初年度分に限り税額が軽減される場合があります
○初度検査年月から13年を経過した車両
　28年度分から順次、重課税が適用（電気軽自動車など
一部を除く）。税額についてはお問い合わせください

税制改正に伴い、軽自動車や原動機付自転
車、オートバイ、小型特殊自動車などの税額
が28年度分から表のとおり変更になります。
【担当】市民税課☎613-8499

軽自動車税が
上がります

表　軽自動車の区分や税額など
区分 現行税額 新税額

原動機付
自転車

50cc以下 1000円 2000円
50cc超90cc以下 1200円 2000円
90cc超125cc以下 1600円 2400円
ミニカー 2500円 3700円

オートバイ 125cc超250cc以下 2400円 3600円
250cc超 4000円 6000円

小型特殊
自動車

農耕作業用 1600円 2400円
その他 4700円 5900円

四輪以上の
軽自動車★

乗用（自家用） 7200円 １万800円
乗用（営業用） 5500円 6900円
貨物（自家用） 4000円 5000円
貨物（営業用） 3000円 3800円

28
年
度

か
ら

●軽自動車・オートバイ（125cc超250cc以下）
　→岩手県軽自動車協会（湯沢16）☎639-8021
●オートバイ（250cc超）
　→東北運輸局岩手運輸支局（矢巾町）☎050-5540-2010
●原動機付自転車（125cc以下）や小型特殊自動車など
　→市役所本館２階の市民税課か都南総合支所、
　　玉山総合事務所税務住民課

【日時】２月21日㈰10時～15時半
【場所】市民文化ホール
　　　　（盛岡駅西通二）
【内容】市指定文化財である民俗芸能
の保存団体が一堂に会し演舞を披露
※久慈市の夏

なつ

井
い

大
だい

梵
ぼん

天
てん

神楽が特別出演
【費用】前売り800円、当日1000円。
中学生以下無料
※前売り券は市内プレイガイドで発売中
【担当】歴史文化課☎639-9067

個人番号カードの
交付が始まります

マイナンバーに関するお知らせ

「個人番号カード」の交付が２月から始まり
ます。申請後に届く「交付通知はがき」を確認
の上、忘れずにお受け取りください。【担当】
市民登録課☎613-8145、613-8307

　名前や住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバ
ーなどが記載されたプラスチック製のカード。本人確
認のための身分証明書として利用できます。

個人番号カードの申請方法
マイナンバーの通知カードに同封されている
申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付
け、返信用封筒で送付してください。パソコ
ンやスマートフォンからも申請できます

○受け取り方法
　申請後に届く「交付通知はがき」に、交付期間と交
付場所、必要書類が記載されています。必要書類を持
参し、期限までに本人がお受け取りください。

○個人番号カードとは？

もりおか

  雪あかり

市役所本館１階の市民登録課（玉山区の人は玉
山総合事務所税務住民課）で受け取ることがで
きます。印鑑と本人確認書類、委任状（代理で
受け取る場合）をご持参ください。なお、通知
カードの保管期間は３月31日までの予定です。
これを過ぎると再交付の手続きが必要になる場
合があります。お早めにお受け取りください

　軽自動車税は、４月１日時点で登録されている軽自動車な
どに課税されます。廃車や名義変更をする場合は、次の窓口
で忘れずに手続きしてください。

廃車・名義変更の手続きをお忘れなく！

申
請
期
限
は

あ
り
ま
せ
ん

※病気や障がいなどで本人が受け取れない場合は、代理人が
手　続きできます。詳しくは、お問い合わせください

※その他の車両については、市公式ホームページに掲載
　しています

昨年のアートコ
ンクール作品

■岩手県印刷工業組合（斎藤誠
まこと

理事
長）と同組合盛岡支部（吉田尹

ただし

支
部長）
10万円。緑化活動のために。
■㈱奥村電気商会（奥村大

だい

祐
すけ

代表取
締役）
事務室照明器具ＬＥＤ化工事一式。
太田地区活動センターでの有効活用
のために。
■コスモスの会（熊谷靖

やす

子
こ

代表）
１万9000円。社会福祉のために。

■土屋信
まこと

さん（神奈川県）10万円
■医療法人イーハトーブ仙台内科総
　合クリニック、鎌田和

かず

彦
ひこ

さん（宮
　城県）300万円
■佐々木誠

まこと

さん（東京都）非公開
■宮本竜

たつ

夫
お

さん（大阪府）非公開
■下

し

タ
た

村
むら

正
まさ

樹
き

さん（秋田県）10万円
■佐瀬くららさん（東京都）非公開
ほか匿名１人（埼玉県、10万2000
円）。市公式ホームページには、公
表を承諾した全寄付者を紹介します。

♥ふるさと納税（もりおか元気応援寄付）
市外在住の皆さんから、ふるさと盛岡

を応援したいという温かい思いが込もっ
た寄付です。平成27年に10万円以上の
寄付をいただいた皆さんを紹介します。

＊盛岡ふれあい覆馬場プラザは12日と13日のみ

※玉山区では小型除雪機と運転
手付きダンプトラックの貸し出
しは行っていません。凍結防止
剤の配布は行っていますので、
詳しくは玉山総合事務所建設課
☎683-3839へどうぞ

市民提案箱や市公式ホームページなどに寄せられた、市民の皆
さんからの市政に対する疑問や意見などのうち、特に関心が高
いと思われる事項を取り上げて、市広報キャラクター「モリ
ィ」が市の担当者に聞きます。

Q 雪が積もったから、早く家の前の道路を
除雪してほしいのだけれど…。

Ａ 市は、除雪を行う基準・優先順位を定め作業を行ってい
ます。降雪量がおおむね10㌢を超えたとき、幹線道路

から住宅地内の道路の順で除雪作業を行います。除雪機械や業
者を増やして早く終わるように努めていますが、降雪時間や
量、交通状況によっては時間がかかってしまう場合があります
ので、ご理解をお願いします。
　また、道路幅が狭かったり、袋小路になっていたりする場所
は除雪機械で作業できないため、全ての市道を除雪することは
困難です。町内会などを対象に、小型除雪機や運転手付きのダ
ンプトラックを無料で貸し出したり、凍結防止剤を配布したりし
ています。行政では行き届かない部分については、皆さんのご
協力をお願いします。【担当】道路管理課☎613-8543

おもてなしロッジに
飾られた子どもたち
のメッセージ

（
下
）
盛
岡
駅
南
口
の
歓
迎
シ
ー
ト

（
上
）
中
央
公
園
横
断
幕

※降雪の状況によってはコンクールを中止する
　場合があります

通知カードを受け取っていない人へ

小
型
除
雪
機
は

１
日
単
位
で
も

貸
し
出
し
可
能
で
す

節目を祝い決意新たに
盛岡市・玉山村が合併10周年

盛岡市・玉山村合併から10周年の節目を祝う記念式典
が１月９日、盛岡グランドホテル（愛宕下）で開かれまし
た。約600人が参加し、谷藤裕明市長は「合併して良かっ
たと実感してもらえるよう、市勢発展の決意を新たにして
いる」と式辞。日本総合研究所の藻

も

谷
たに

浩
こう

介
すけ

さんによる記念
講演や合併後の10年を振り返る記念映像上映も行われ、
さらなる発展へ向けて理解を深めました。続いて行われた
祝賀会では、外山節やさんさ踊りが披露された他、玉山区
の岩洞そばや雁

がん

喰
くい

豆
まめ

ごはんなど特産品も振る舞われ、節目
を祝うとともに市の魅力を再発見する一日となりました。

▶盛岡市民歌
を斉唱する参
加者

「岩手山をのぞむ拠点都
市『盛岡』のこれから」
と題し講演する藻谷さん

▲上映された記念
映像の１シーン ▲多くの人でにぎ

わう祝賀会場
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休日救急当番医・薬局
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：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。往診はできません。
当番医が変更になることがありますので、事前に電話で確認してからご利用ください。

月日 区分 名称 所在地 電話番号

２/７
㈰

内
ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633
八角病院 玉山区好摩字夏間木70-190 682-0201

外 たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19 621-1234
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 夕顔瀬歯科医院 材木町11-17                                     652-0806 

薬

コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
下小路薬局 本町通一丁目６-31 604-9101
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

２/11
㈭

内 菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400

外 見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
成島整形外科医院 玉山区好摩字上山14-66 682-0001

小 みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
歯 山田歯科クリニック 　     山岸三丁目２-１山岸中央ビル2階            662-8865 

薬
菜園薬局 菜園一丁目５-25 625-7521
あおば薬局 上田一丁目18-44 622-0370
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

２/14
㈰

内 金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
江村胃腸科内科医院 城西町７-33 623-4035

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 木のまち歯科医院 材木町２-26近三ビル３階      626-4618

薬

オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
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
あおば薬局 上田一丁目18-44 622-0370

月日 接骨院名 電話番号
２/７ ひかり整骨院（高松二） 663-7515
２/14 小笠原整骨院（玉山区好摩）682-0106
2/21 あきもと接骨院（北飯岡二） 681-3186
２/28 村上整骨院（青山一） 645-2313

【受付時間】９時～17時
※当番院が変更になることがあるので、事
前に電話で確認してからご利用ください

接骨院の日曜当番

情報インデックス
もりけんに挑戦（26年度３級問題）⓬（正解は８ページに掲載）
盛岡市内で柔道・剣道・弓道・相撲競技の施設が併せて設置されているのはどこですか。
①盛岡体育館　②岩手県営武道館　③飯岡体育館　④盛岡市立武道館

生以上【定員】初心者クラスと男女混合
クラス各10チーム【費用】１チーム１万
円【申し込み】２月４日㈭12時から同館
☎652-8855で先着順に電話または直
接受け付け

●税証明申請時に
　本人確認を実施します
　２月１日㈪から課税（所得）証明書や
納税証明書など税証明の申請を受け付
ける際に、個人番号カードや運転免許
証など本人確認書類の提示が必要です。
第三者によるなりすましを防ぎ、個人情
報を保護するためです。写真付きの本人
確認書類がない場合は、健康保険証と
年金手帳など複数の書類で本人確認を
します。本格実施は４月１日㈮から。３
月31日㈭までは試行期間として、従来
の押印による申請も受け付けます。【担
当】市民税課☎626-7504

●総合プールの利用制限
　市立総合プール（本宮五）は、大会な
どのため、２月７日㈰と21日㈰、28日
㈰の終日、利用できません。【問い合わ
せ】同プール☎634-0450

●下水道事業計画変更案の縦覧
　市は、公共下水道の事業計画変更案
を縦覧します。この案に意見がある人は、
縦覧期間内に市上下水道事業管理者へ
意見書を提出できます。【縦覧期間】２
月２日㈫～16日㈫（土・日曜、祝日を除
く）、９時～17時【場所】上下水道局下
水道整備課（愛宕町）【応募方法】任意
の用紙に住所と名前、意見を記入し、〠
020-0013愛宕町６-８、上下水道局下
水道整備課へ郵送または持参してくだ
さい。郵送は２月16日㈫必着。持参は
同日17時締め切り【担当】同課☎623-
1411

●チャグチャグ馬コの引き手募集
　チャグチャグ馬コ保存会は、６月11日
㈯に行われるチャグチャグ馬コの引き
手を10人程度募集します。【対象】18
歳以上で、当日馬を引いて約13㌔を歩
くことができる人。3回程度の練習会参
加が必要【費用】2000円【申し込み】
はがきに住所と名前、年齢、職業、電話
番号を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所観光課内、チャグチャグ馬コ
保存会事務局へ。２月19日㈮消印有効。
定員を超えた場合は抽選【担当】観光
課☎613-8391

●公用電気自動車の広告を募集
　市は、電気自動車２台への掲載広告を
募集しています。応募期限は２月22日㈪ま
で。詳しくは、市公式ホームページをご覧く
ださい。【掲載期間】４月１日㈮～来年３月
31日㈮※１カ月単位で掲載可【応募方法】
市公式ホームページに掲載または若園町
分庁舎４階の環境企画課に備え付けの申
込書に必要事項を記入の上、関係書類を
添えて〠020-8532（住所不要）市役所
環境企画課へ郵送または持参してくださ
い。郵送は２月22日㈪必着。持参は同日
17時締め切り【担当】同課☎626-3754

●盛岡芸術祭の
　出品作品・出演者を募集
　市は、４月27日㈬～６月５日㈰に開催
する盛岡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。
【募集部門】 ▼美術展：日本画、工芸、洋
画、彫塑、写真、俳句、書道 ▼舞台発表：
ピアノ、声楽【応募方法】部門により異な
ります。詳しくは、市役所本館１階の文化
国際室や窓口案内所、都南分庁舎、玉山
総合事務所に備え付けの開催要項をご
覧ください。市公式ホームページにも掲載
します。【担当】文化国際室☎626-7524

●婚活には「i ‐サポ」の登録を
　県と市町村が連携し開設している「いき
いき岩手結婚サポートセンター（i

アイ

 ‐サポ）」
（菜園一）は、結婚を希望する人のパート
ナー探しを支援します。【対象】20歳以
上の独身者【登録料】１万円（2年間有効）
【問い合わせ】同センター☎601-9955

●青年国際交流事業へ
　参加しませんか
　内閣府は、28年度の「東南アジア青
年の船」「国際青年育成交流」「日本・
韓国青年親善交流」などの各事業への
参加者を募集しています。詳しくは、県
若者女性協働推進室☎629-5392へお
問い合わせください。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
※２月16日㈫～25日㈭は、図書点検の
ため休館します。
◎えほんのへや
【日時】２月４日㈭15時半～16時
◎児童文学を読む会
【日時】２月10日㈬10時～12時【内容】
カレン・ヘス作「リフカの旅」
◎講演「盛岡の先人　大島高任」
【日時】２月11日㈭14時～16時【内容】

●夜間納付相談
市民税や国民健康保険税の納付と

相談の受け付けを次のとおり行います。
【日時・場所】２月９日㈫17時半～20時
は納税課（市役所別館２階）と健康保
険課（同１階）。毎週木曜、17時15分～
19時は玉山総合事務所税務住民課（玉
山区渋民）【担当】納税課☎613-8465

●リハビリ相談会
【日時】２月12日㈮10時～12時【場
所】市立身体障害者福祉センター（若
園町）【申し込み】同センター☎625-
1151で電話受け付け

●補聴器相談会
【日時・場所】２月17日㈬、10時～11時
半は市立地域福祉センター（手代森14）、
13時半～15時は市立身体障害者福祉セ
ンター（若園町）【問い合わせ】地域福
祉センター☎696-5640

●成年後見相談
【日時】２月８日㈪・22日㈪、13時～
16時【場所】成年後見センターもりお
か（菜園一）【申し込み】同センター☎
626-6112で電話受け付け

●出前労働相談会
【日時】２月28日㈰13時～16時【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）【内容】労
使問題の相談【申し込み】県労働委員
会事務局☎0120-610-797へ電話受け
付け※当日受け付けは15時まで

●地球温暖化防止パネル展
【日時】２月３日㈬～９日㈫、９時～21
時【場所】姫神ホール（玉山区渋民）
【費用】無料【担当】環境企画課☎
626-3754

●一ノ倉邸「ひな遊ぶ」
【日時】２月４日㈭～３月３日㈭※月
曜・火曜は休館、10時～15時【場所】一
ノ倉邸（安倍館町）【内容】段飾りや歴
史あるひな人形などの展示【問い合わ
せ】同邸管理保存委員会☎646-1817

●原敬生誕160年記念イベント
【日時】２月６日㈯～11日㈭、９時～16
時半※児童生徒作品展示会は21日㈰

まで【場所】原敬記念館（本宮四）【内
容】

▲

ミニイベント：クイズラリーやオリ
ジナル段B

ボ ッ ク ス

OXパズル、記念写真、冬の
生家開放など

▲

児童生徒作品展示会：
原敬にちなんだ書道・絵画作品の展示
【費用】入館料が必要※出展者と同
伴の家族は無料【問い合わせ】同館☎
636-1192

●手づくり村ウインターフェア
【日時】２月６日㈯・７日㈰、９時～17時
【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【内容】清酒やワイン、ジュースの試飲
販売や抽選会、餅つき大会など【問い
合わせ】同手づくり村☎689-2201

●埋蔵文化財調査資料展
【日時】２月６日㈯～５月15日㈰、９時～
17時※入館は16時半まで【場所】遺跡
の学び館（本宮字荒屋）【内容】平成27
年度発掘調査の最新情報を展示【費
用】入館料が必要【担当】同館☎635-
6600

●小笠原哲二展
　ギャラリートーク
【日時】２月6日㈯14時～15時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）【内容】盛岡出身の画家・小笠原
哲
て つ

二
じ

について鉄器デザイナーの松坂英
ひ で

孝
た か

さんと画家の村上誠
まこと

さんが語る【費
用】無料。当日、会場へどうぞ【問い合
わせ】同館☎604-8900

●子育てを楽しく
市立とりょう保育園子育て支援セン

ターは、次のとおり子育て支援の場を
開設します。時間はいずれも10時～11
時半。参加無料。当日、会場へどうぞ。
【問い合わせ】同支援センター☎651-
8580

▲

ぴよぴよルーム【期日・場所】
２月９日㈫は高松地区保健センター（上
田字毛無森）、26日㈮は飯岡地区保健
センター（下飯岡８）【対象】０歳の子と
保護者

▲

にこにこルーム【期日・場所】
２月12日㈮はアイスアリーナ（本宮五）、
19日㈮は高松地区保健センター【対

象】０～３歳の子と保護者

▲

マタニティ
サロン【期日】２月17日㈬※同支援セン
ターに電話予約が必要【場所】とりょう
保育園（肴町）【対象】初妊婦
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】２月９日㈫・16日㈫・23日㈫、
９時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦

●住み就くもりおか
　合同企業説明会
【日時】２月12日㈮13時～17時【場所】
アイーナ（盛岡駅西通一）※２月３日㈬
はマイナビ本社（東京都）、６日㈯はマ
イナビ宮城支社（仙台市）でも開催【内
容】企業担当者が事業内容を説明【対
象】市内に就職を希望する人。当日、会
場へどうぞ【問い合わせ】マイナビ宮城
支社☎0120-017-366

●冬の動物公園臨時開園
【日時】２月1３日㈯・14日㈰、９時半～
15時半【場所】動物公園（新庄字下八
木田）【内容】動物の冬ならではの様子
を観察。その他イベントも盛りだくさん▲

ゾウのフンで紙を作ろう【時間】13
時～14時半【定員】各20人【申し込み】
当日12時50分から動物資料館前で先
着順に受け付け【費用】入園料、駐車場
代とも無料【問い合わせ】同園☎654-
8266

●盛岡市障がい者芸術文化祭
【日時】２月13日㈯・14日㈰、10時～16
時半【場所】ギャラリーおでって（中ノ橋
通一）【内容】障がい者が制作した絵画
や工芸などを展示【担当】障がい福祉
課☎613-8346

●子ども科学館で遊ぼう
　子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で、表
のとおりイベントを開催します。【問い
合わせ】同館☎634-1171

●さよならアイスアリーナ
　～最後の一般無料開放～
【日時】２月14日㈰、①９時～②10時

半～③12時～④13時半～⑤15時～の
各１時間※各回毎に完全入れ替え【定
員】各200人。当日、会場で先着順に
受け付け【問い合わせ】同アリーナ☎
658-1212

●キャラホール少年少女合唱団
　コンサート
【日時】２月14日㈰13時半～15時半
【場所】キャラホール（永井24）【内
容】合唱ミュージカル「ピーターパン」
や愛唱歌など【費用】500円。チケット
は同ホールやカワトク、市民文化ホール、
盛岡劇場、姫神ホールで販売中【問い
合わせ】キャラホール☎637-6611

●もりげきライヴ
【日時】２月17日㈬19時～21時【場
所 】盛 岡 劇 場（ 松 尾 町 ）【 出 演 】
u

ア ン ダ ー パ ス

nderpath!、オオザカレンヂk
ケ イ ス ケ

eisuke
【費用】前売り1000円。当日1200円。
小学生以下は無料【問い合わせ】同劇
場☎622-2258

●農政フォーラム
【日時】２月19日㈮14時～16時【場所】
渋民公民館（玉山区渋民）【内容】風力
発電と農業の活性化をテーマに、東北
農政局職員による講演や風力発電を検
討している事業者などがパネルディスカ
ッション【定員】200人【申し込み】２月
３日㈬９時から農政課☎626-7540で
先着順に電話受け付け

●パイプオルガン
　ファミリーコンサート
【日時】２月20日㈯11時～11時50分
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通
二）【内容】同ホールオルガニストの渋
澤久

く

美
み

さんによる親子向けコンサート
【費用】小学生以下500円、一般800
円。チケットは同ホールやプレイガイ
ドで販売中【問い合わせ】同ホール☎
621-5100

●東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
【日時】２月20日㈯15時～【場所】西
部公民館（南青山町）【内容】「弦楽四
重奏＆ピアノによる宮沢賢治の世界」
と題してピアノやバイオリン、ビオラ、チ
ェロの演奏。会場に東日本大震災復興
支援のための募金箱を設置【費用】無
料。当日、会場へどうぞ【担当】同館☎
643-2288

●フットサル大会
【日時】２月28日㈰８時半～19時【場
所】盛岡体育館（上田三）【対象】高校

◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
■渋民図書館（玉山区渋民☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】２月17日㈬15時半～16時
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】２月５日㈮10時半～11時
◎わくわくおはなし会
【日時】２月13日㈯10時半～11時
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】２月６日㈯10時半～11時40分
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】２月10日㈬10時半～11時

元釜石市立図書館長の中村公
こ う

一
い ち

さんが
大島高

た か

任
と う

の生涯について講演【定員】
50人【申し込み】２月４日㈭10時から同
館で先着順に電話または直接受け付け
◎かみしばいのへや
【日時】２月11日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時】２月12日㈮、10時20分～11時
は１歳３カ月以上の幼児、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下の幼児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】２月13日㈯、11時～11時
20分は4歳～小学1年生、11時半～12時
は小学２年生以上
◎科学談話会
【日時】２月19日㈮18時半～20時【内
容】「植物ウイルスの機能を利用した果
樹・花き類の早期開花技術」と題して岩
手大農学部の吉川信

の ぶ

幸
ゆ き

教授が講演
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】２月10日㈬11時～11時半
◎「岬のマヨイガ」を語る
【日時】２月14日㈰10時半～12時【内
容】作者で児童文学作家の柏葉幸

さ ち

子
こ

さ
んによる講演【定員】40人。当日会場
で先着順に受け付け

相　談

表　子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容 日時 定員 費用

ナイト
ミュージアム

①今夜の星空みどころ案内
②夜の実験室
　「冬の星座イルミネーション」
③星を見る会（駐車場）
④スペシャルプラネタリウム　
　「GOODNIGHT GOLDILOCKS」
※②③は17時半から受付でチ
ケットを販売

２/６㈯
①18時～18時20分
②18時～18時半と19
　時半～20時
③18時20分～20時
④18時45分～19時
　15分

①160人
②各回
20人
③なし
④160人

①③無料
②各回800円
④４歳～中学
生200円、一
般500円

ワークショップ
「ホッピングダン
サー」

ビーズが踊っているように飛
び跳ねるおもちゃを作る

２/７㈰・11㈭・14㈰
10時半～12時と14
時～15時半　

各回
30人

各回150円
※展示室入場
料が必要

サイエンスショー
「燃（ねん）ショー」

燃焼と空気の関係を探るた
め、物を燃やす実験

２/７㈰・11㈭・14㈰
13時～13時20分　 なし 無料※展示室

入場料が必要
正しくは「上田一丁目18-50」です

図　書

催　し

お知らせ



8［広報もりおか 28.２.１］

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

もっと知りたい！盛岡

発行：盛岡市
〠020-8530盛岡市内丸12-２

☎019-651-4111
ファクス：019-622-6211
info@city.morioka.iwate.jp
編集：市長公室広聴広報課
☎019-613-8369

発行部数：14万2580部
１部当たり約11円で制作し、
市内全世帯へ配布しています。
経費の一部は広告料
で賄っています。記
事の無断転載を禁じ
ます。Ⓒ盛岡市2016

もりけんに挑戦
（９ページに掲載）の答え
②岩手県営武道館

広告に関する問い合わせ
ナチュラルコム㈱

☎019-652-9190へどうぞ

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」
ラヂオもりおか（FM76.9MHz）
で毎月第２・４金曜の７時40分
～７時50分、放送中。

盛岡市公式ホームページ
http://www.city.morioka.iwate.jp/

盛岡市公式ツイッター
https://twitter.com/moriokashi

盛岡市公式フェイスブック
https://www.facebook.com/
　　　　　　　　　　moriokashi

▼

パソコンやスマホからどうぞ

毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

ツイッターとフェイスブッ
クでは盛岡の“今”を発信
します。イベントや観光情
報のほか、災害情報や緊急
情報など、生活に密接
な情報を伝えます。

広報もりおかに掲載した記
事の詳しい内容のほか、さ
まざまな市政情報を掲載！

編集後記
新成人が考えたテーマ「結」には
「もりおかの歴史を未来に結び
つなぐ」という思いがあるとのこ
と。自分が広報もりおかを担当す
る間も未来につなげられるよう
な紙面にしていきたいです（菊）

広　告

祝
★
成
人

新
成
人
の
声

成人のつどいが１月10日、内丸の県民
会館で開かれ、華やかな振り袖やスーツに
身を包んだ新成人2145人が出席、新たな
門出を祝いました。式典では、伊藤龍

りゅう

成
せい

さ
ん＝黒石野＝と川村真

ま

未
み

さん＝三本柳＝が
新成人を代表して決意を表明。中学卒業の
直前に東日本大震災が発生したことなどに
触れながら「二十歳になって手に入れた自
由には判断と責任が伴うことを忘れず、向
上心を持って挑戦し続けたい」と述べまし
た。式典後は、新成人らで構成される同実
行委員会が企画したアトラクションが行わ
れ、陸前高田市の新成人たちとの交流の様
子や中学校の卒業アルバムのスライドショ
ーなどに会場は大いに盛り上がりました。

大
橋
め
ぐ
み
さ
ん
＝
東
見
前
＝

吉
田
光こ

う

野や

さ
ん
＝
大
新
町
＝

藤
優ゆ

う

希き

さ
ん
＆
珠す
ず
羽は
ち
ゃ
ん

＝
黒
石
野
＝

決意を述べる伊藤龍成さん（左）
と川村真未さん

春
か
ら
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
屋

に
勤
め
る
の
で
頑
張
る
♡

社
会
人
に
な
る
の
で

仕
事
を
頑
張
り
た
い

家
事
や
料
理
な
ど
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ

う
に
し
た
い

久々の再会を喜
び合う新成人

▲「結
ゆい
」がテーマのアトラクショ

ンにはとふっちや国体選手も登場。
新成人へエールを送りました

▲懐かしの写真に大盛り上がり

写真deもりおか

成人のつどい
の模様

祝
★
成
人

　希
望を胸

に新たな門出祝う



　 男女共同参画を考える情報紙

No.87
あの・なはん 盛岡弁で「あのねぇ」と呼び掛けることば

担当：男女共同参画青少年課☎626-7525

あの・なはん

資料：内閣府「男女共同参画白書平成27年版」
資料：厚生労働省「平成27年版厚生労働白書」
（注）農林業を除いた数字。割合は、各内訳の合計に占める割合

雇用者の雇用形態別構成割合の推移（男女別）
〈女性〉 〈男性〉

｝

仕事と生活の調和の実現 ～ワーク・ライフ・バランス※～

　暮らしを支える仕事も、家事や育児・介護などの家庭生活もどちらも大切なものです。
しかし実態は、「仕事が忙し過ぎる」「仕事と育児・介護が二者択一になっている」
「働きたいのに働く場がない」など厳しい状況になっています。
　人生の各段階に応じて、誰もがやりがいと充実感を感じながら仕事や家庭生活・趣味
に取り組み、自分らしい生き方を選択できる社会が求められています。

※ワーク・ライフ・バランスとは、一人一人が
やりがいや充実感を感じながら働き、仕事
上の責任を果たすとともに、家庭や地域生
活などにおいても、子育て期、中高年期と
いった人生の各段階に応じて多様な生き方
が選択・実現できること

　26年の非正規雇用率は、女性56.6％、男性21.8％といずれも
増加。女性の非正規雇用率は、男性の約2.6倍となっています。

　30代の男性の約６人に１人が週60時間以上働いている状況です。
男性が家事・育児へ参画するには、長時間労働の改善が重要です。

●豊かな生活のための時間は確保できていますか？●経済的に自立はできていますか？

育児休業を取りたいけど…

有給休暇が取りにくい…

子どもと遊ぶ時間がない…
給料が安くて生活が心配、
正規で働きたい…

仕事が忙し過ぎる…

介護や育児も仕事と両立したい…

〈心身の疲労〉　
〈経済的な不安〉
〈労働意欲・生産性の低下〉
〈キャリア形成ができない〉

◆企業では…

◆個人では…

ニュー
ス！

仕事と生活の調和の実現へ
　個人のライフイベントやライフステージにおいて、誰
もが仕事や家庭生活を自分のバランスで両立でき、充実
した生活を送ることができる社会にしましょう。

　平成27年８月28日に成立したこの法律は、働きたい
女性がその希望に応じた働き方を選択・実現できるよう
社会全体で取り組み、活力ある社会を目指すものです。
　詳しくは「内閣府男女共同参画局」のホームページを
ご覧ください。

【多様な働き方・生き方が選択できる】

【健康で豊かな生活の時間を確保できる】

【就労による経済的自立ができる】

［あの・なはん 28.２.１］

目
指
す
の
は
こ
の

よ
う
な
社
会
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【女性活躍推進法】成立

　仕事や家庭生活において、ありたい将来像を考え、家庭や地域の中で積
極的な役割を果たすよう取り組んでいきましょう。

　企業とそこで働く人は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識
や職場風土の改善と併せて働き方の改革に自主的に取り組みましょう。

「誰もが、家事や育児・介護を担う」という意識づくり！

●仕事と育児・介護の両立が可能な働き方

｝

●仕事の進め方の効率化の推進、長時間労働の抑制に向けた取り組み

変えて

いこう
！

※どちらのグラフも比率はすべて小数点第２位を四捨五入して
　算出したため、合計が100.0％とならない場合があります。



　

［あの・なはん 28.２.１］

報告会を開催（無料）
　日本女性会議2015倉敷に参加した研修生の報告会を開催します。
【日時】２月11日㈭14時45分～16時15分【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）【定員】100人
【申し込み】もりおか女性センター☎604-　　　　　　3303またはファクス050-2013-　　　　　　4750で受け付け中

あの・なはん

　男女が互いに認め合い、対等な
パートナーとしてさまざまな活動に
参加し、個性と能力を十分に発揮し、
自分らしく生き生きと毎日を過ごす
ことができる社会の実現に向けて、
新しく「なはんプラン2025」を策
定しました。前計画の課題を検証し、
さらに社会経済情勢の変化に伴う新
たな課題を解決するため、５つの基
本目標を掲げ、男女共同参画社会の
実現に向けて施策を推進していきま
す。
　詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。

豊島まり子さん

「第２次盛岡市男女共同参画推進計画
　～なはんプラン2025～」がスタート！

基本理念
未来の盛岡がさらに
輝くために、女性の
参画機会を拡大し、
活躍しやすいまちづ
くりを推進します。

　男女共同参画推進リーダーの育成を目的として、27年10月９日～11
日に開催された「日本女性会議2015倉敷」に市民を派遣。全国から約
2000人の参加者が集まる中、記念講演や基調報告、各テーマごとの分
科会が行われました。派遣した３人のレポートを紹介します。
　

女性が輝き
盛岡が輝く

市民への男女
共同参画の理
解の促進

男女のワーク・
ライフ・バラン
スの実現

男女のあらゆ
る分野への参
画機会の拡充

女性に対する
あらゆる暴力
の根絶

政策や方針決
定過程への女
性の参画促進

「日本女性会議2015倉敷」
参加者レポート

佐藤菊
きく

子
こ

さん

　当時者がパネリストとなり、それぞれの立場から本音での
トークが行われました。「誰にも言わない」という言葉を信
じて話した末に裏切られ、孤独感と恐怖を感じたことや、明
らかにすることで仕事や結婚がうまくいかなくなってしまう
現状など、本当の自分を出せずに偽って生きていくことの辛
さが痛いほど分かりました。「一人一人違って良い」という
生き方を互いに理解し、認め合える社会になるよう、もっと
努力していきたいです。

平成27年度からスタート

一人一人違って良い

分科会「セクシ
ュアル・マイノ
リティ※１」に
参加

　日本は世界の中でも政治・経済分野における女性の参画が
少ないことが指摘されています。現在の労働環境は、男性の
長時間労働の陰に、働きたくても働けない女性がいる、非正
規雇用のため働いても低賃金で満足な暮らしができない人た
ちが多くいるという「いびつ」な構造になっています。また、
職場環境としても「男は仕事をしてなんぼ！」という意識が
依然としてあり、長時間労働を余儀なくされるなど育児や介
護への参画もままなりません。
　安定した仕事とワーク・ライフ・バランスが確保されれば、
性別に関わらず自分らしい生活が送れるようになります。そ
のためには、一人一人の意識が変わっていかなければいけな
いと感じました。

自分らしい生活を送れるように

基調報告「日本
の男女共同参画
施策の現状と今
後の課題につい
て」に参加

佐々木裕
ひろ

美
み

さん

　私たちが安心・安全に生活していくために、こ
の分科会では、DVのない社会を目指して私たち
が出来ることを専門家と一緒に考えました。効果
的な予防教育についてのパネルディスカッション
では、「幼少期、小中高でのジェンダー※２平等
教育」「親密な関係においても人権意識について
の教育」が必要という意見や、子どもからデート
DV（交際相手からの暴力）の相談を受けた際には、
適切な知識を持って対応できるよう「保護者に対
する教育もまた重要」との意見がありました。
　地域社会全体でDVについての知識を深め、困
り事を抱えた人に寄り添う力を持つこと、それが
広い意味での予防教育となることを再認識する機
会となりました。

人に寄り添う力を

分科会「 D V
（ドメスティッ
ク・バイオレン
ス）」に参加

※２「男らしさ」「女らしさ」など、個人とは関係なく「文化的・社会的につ
　　くられた性別」のこと

※１レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛　
　　者）、トランスジェンダー（心と体の性が一致しない人）などの性的少数者

【第２次盛岡市配偶者暴
　力防止対策推進計画】
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