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地域の力を盛岡のまちづくりにつなげよう！  

発行日：令和１年12月４日 

発行元：盛岡市市民部 

     市民協働推進課 
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協働によるまちづくり 
/公募型協働推進事業の活動事例集 
 （平成30年度ｖｅｒ） 

 盛岡市は，地域課題の解決や，まちの賑わいづく

りに関する事業「公募型協働推進事業」を実施して

います。 

 平成30年度に募集した事業は，次の３種類でし

た。 

① 協働事業 

 市が実施していない事業で，団体等と市が協働する

ことにより，高い成果が期待できる公益的な事業。 

② 施設等活用事業 

 指定のまちづくり拠点施設等の利用活性化や，施設

等を中心としたまちの賑わいづくりを行う事業。 

③ テーマ設定型事業 

 市が設定したテーマに基づいて，団体等と市が協働

で実施する公益的な事業。 

 ≪応募資格者≫ 

 盛岡市内に主たる事務所を有し，又は盛岡市内で活

動実績がある市民活動団体等。 

※個人での応募はできません。 

 ≪補助対象額≫ 

 補助額は，補助対象経費の４/５以内。 

 補助対象経費が10万円未満の事業については，補

助対象経費の全額。補助対象経費が10万円以上12万5

千円以下の事業については，10万円を補助します。 

補助最高額

50万円 

選考委員会の様子 
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テーマ設定型事業 

平成30年度市がテーマを設定し，企画提案を募集した事業は次のとおりです。 

※事業を募集するテーマ・担当課は毎年ことなります。 

テーマ 担当課  

寝たきりゼロを目指す「健康体操」普及 玉山総合事務所健康福祉課 １ 

学校図書館における読書活動の充実 盛岡市教育委員会事務局学校教育課 ２ 

支障木伐採支援 建設部道路管理課 ３ 

震災記憶の風化防止と防災意識の向上 総務部危機管理防災課 ４ 

地域版防災マップづくり 総務部危機管理防災課 ５ 

ホストタウン交流の機会拡大 市民部スポーツツーリズム推進室 ６ 

７ 元気なまち盛岡サポーター養成 市民部市民協働推進課 

施設等活用事業 

 施設等活用事業の対象となる「まちづくり拠点施設等」は，盛岡市が平成24年から26年度にかけて

市民協働推進事業（まちづくり施設整備事業）により整備された，次の６施設です。 

三㐂亭（旧藤原家町家

（三原家）） 

場所：鉈屋町9-35 

旧盛中図書庫及び鉈屋

町・大慈寺露地遊歩道 

場所：鉈屋町9-35 

鉈屋町旧消防番屋 

場所：鉈屋町9-36 

茣蓙九・森九商店 

場所：紺屋町1-31 

太田民俗資料館 

場所：中太田深持９ 

盛岡駅前 

 観光案内ビジョン 

場所：盛岡駅前通1-48 
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平成30年度公募型協働推進事業 

 ～ 応募から採択までの流れ 

団体内で実施する事業を検討 

協働担当課を選定。 

担当課と事業内容を打ち合わせ。 

活用したい施設を選定。 

施設所有者の利用承諾を得る。 

協働事業・テーマ設定型事業 施設等活用事業 

提案団体から，協働担当課へ申請

書（案）及び「事業実施に向けた

チェックシート（様式第５号）」

を提出 

協働担当課から，提案団体へ「事

業実施に向けたチェックシート

（様式第５号）」を回答 

応募期限までに，関係書類を添えて，市民協働推進課へ申請書を提出。 

市民協働推進課において，書類審査を実施。 

応募要件を満たしていることを確認した場合，提案団体及び協働担当課

あて，選考委員会の日程を通知。 

プレゼンテーションの内容につい

て，提案団体と協働担当課で打ち

合わせ。 

選考委員会へ出席 

平成30年度は 

５月11日(金)17時 

締め切り 

選考委員会から１週間～10日を目処に，各団体あて選考結果を通知 

平成30年度は 

５月25日に実施 

「適」の場合 

 平成30年度の事業は，概ね次のような流れで行われました。 

平成30年度は 

５月31日 
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協働事業 

施設等活用事業 

テーマ設定型事業 

 事業名 団体名 協働担当課 

１

位 

市民協働でスポーツのまちを盛り上げる“盛岡南公園おも

てなしプロジェクト” 
中永井自治会 

スポーツ推進課 

道路管理課 

２

位 
みんなで育む地域づくりプロジェクト～Step2 もりおかNPO連絡協議会 市民協働推進課 

３

位 
保護猫預かりボランティア支援事業 

特定非営利活動法人 

もりねこ 
生活衛生課 

 テーマ 事業名 団体名 担当課 

１

位 
支障木伐採支援 

セーフティ・グリーン・プロ

ジェクト事業 
三ツ割鉢の皮振興会 道路管理課 

２

位 寝たきりゼロを目指す

「健康体操」普及 

盛岡市オリジナル介護予防体操

『笑顔満快！元気盛り盛り体

操』開発普及事業 

特定非営利活動法人 

ウェルネスクラブ・レイン

ボー健康体操で寝たきり0を

目指す会 

健康福祉課 

３

位 
ホストタウン交流の機

会拡大 

盛岡の食・伝統文化でカナダ

チームをおもてなしプロジェク

ト 

岩手県日本・カナダ協会 

スポーツ

ツーリズム

推進室 

４

位 
元気なまち盛岡サポー

ター養成 

知ってるようで知らない地域の

こと 街づくりを促進するファ

シリーテーター養成講座事業 

特定非営利活動法人 

いわてNPOフォーラム21 

市民協働推

進課 

５

位 震災記憶の風化防止と

防災意識の向上 

心に伝え，子どもたちが楽しく

参加する震災記憶伝承と防災プ

ログラム事業 

特定非営利活動法人 

RAY of HOPE 

危機管理防

災課 

６

位 

震災記憶の風化防止と

防災意識の向上 

東日本大震災被災者による手記

制作支援事業 

一般社団法人 

SAVE IWATE 

危機管理防

災課 

７

位 

学校図書館における読

書活動の充実 

学校図書館における読書活動の

充実事業 

特定非営利活動法人 

うれし野こども図書室 
学校教育課 

 活用施設 事業名 団体名 

１

位 

三㐂亭（旧藤原家

町家（三原家）） 

女性の経済的自立支援事業「企業応援フォー

ラムｉｎ 鉈屋町」 

特定非営利活動法人 

参画プランニング・いわて 

２

位 
太田民俗資料館 ひなの会作品展 手芸サークルひなの会 

３

位 

三㐂亭（旧藤原家

町家（三原家）） 

子どもの居場所を活用した家庭問題解決支援

から見えてきた共同の地域づくり事業 

一般社団法人 

しあわせ計画舎 

平成30年度 採択事業一覧 
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 盛岡南公園球技場“いわぎんスタジアム”（以下いわぎんス

タジアム）は，盛岡市のスポーツツーリズムの拠点施設の一つ

として位置づけられており，JR岩手飯岡駅西口は，盛岡南公

園の玄関口となっています。このことから，“市民協働でスポー

ツのまちを盛り上げよう”というコンセプトのもと，盛岡南公園に

直結する駅西ロータリーを整備し，いわぎんスタジアムを訪れ

る観客のおもてなし拠点にするとともに，電車の乗降客を対象

に，スポーツへの関心を高めることを目的に，この事業を行い

ました。 

 看板デザインは，自治会・設置協力者のグルージャ盛岡・市

景観政策課と何度も協議を重ね，最終的には地域おこし協力

隊の協力も得て完成させました。看板の序幕式には，地域住

民をはじめ，市関係者やグルージャ盛岡の選手，いわぎんス

タジアム関係者など100名を越える参加者があり，盛大に行わ

れました。 

 駅西ロータリー花壇整備後は，市，地元，関係事業者の連

携により，同駅と南公園を結ぶ道路（市道岩手飯岡駅南公園

線）沿線に整備範囲を拡大することにより，プロジェクトの事業

範囲を“点”から“線”，さらには“面”に広げていきたいと考え

ています。 

市民協働でスポーツのまちを盛り上げよう 

協働事業 （H30活動事例） 

盛岡南公園おもてなしプロジェクト 

事業の内容 

1. JR岩手飯岡駅西口花壇の整備と管理 

6月30日 花壇草取り 

その後，土を搬入し，花壇の整備を実施。 

７月28日 子供会・老寿会（老人クラブ）を中心に花植え 

その後，11月末まで，５つのグループ花壇を整備 

（草取り・水遣りなど） 

2. おもてなし看板の設置と序幕式 

10月28日 『おもてなし看板』除幕式 

3. 記念デザイン軍手の制作 

地域住民へプロジェクトの浸透を図るため，

記念デザイン軍手（1,000双）を制作。 

『おもてなし看板』除幕式の案内と併せて，地域住民に配布。 

4. 交流事業（講演会） 

11月26日 『盛岡市におけるスポーツツーリズムの推進と新野球場について』 

講師： 盛岡広域スポーツコミッション事務局長 細川 恒 氏 

    盛岡市市民部参事スポーツ推進課長 山本 英朝 氏 

2月24日『プロスポーツと地域の関わりについて』 

講師： いわてグルージャ盛岡常務取締役 高橋 理 氏 

 実施主体 

 中永井自治会 

● 設立年月日 平成６年４月 

 （前身の中永井自治公

民館は昭和41年） 

● 代表者 兼平 孝信 

● 主な活動実績 

円滑な自治会活動のた

め，施行部のほか４部を組織し，活動している。 

①総務部：総会，新年会など 

②文教部：世代間交流事業，研修旅行会など 

③厚生部：花壇整備，町内清掃など 

④体育部：自治会運動会，飯岡地区体育振興

会主催大会（年５大会）への参加など 

            ※H30年５月 事業申請時の情報 
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 当団地を取り囲む雑木林は，台風や積雪により倒木し，道

路をふさぐことが頻発し，地域住民の手には負えない現状と

なってきました。緑に囲まれながらも地域の安全を確保する

ためには，住民相互の山火事防止への意識向上と，環境整

備の観点から，伐採作業を進めることが重要であると考えま

した。 

 そこで，行政や専門業者だけでなく，地域住民も協力し，

将来的に当団地周辺の道路にかかる法面の管理をしやす

い状態にすることを目指し，この事業に取組ました。  

 全ての支障木を伐採するには，多額の費用がかかることか

ら，単年度で事業を行うのではなく，３ヵ年で整備する計画と

しています。計画１年目となる平成30年度は，倒木の危険性

の高い部分の伐採を行いました。２年目は，道路に面した桜

並木（団地造成時に植樹されて以降，所有者による手入れ

は一切行われておらず，道路に張り出している状態となって

いる）と雑木林部分の整備に取り組むこととしています。 

緑と地域の安全を守るために 

テーマ設定型事業 （H30活動事例） 

セーフティ・グリーン・プロジェクト 

事業の内容 

1. 自主防災隊研修会 

8月26日 訓練（避難，通報） 

       防火講話（講師：山岸消防署員） 

2. 伐採作業 

７月６日 近隣土地所有者への事業説明と協力依頼 

８月21日～23日 東北電力による伐採作業 

９月29日 地域住民による伐採作業 

       33名参加。当日の様子は， 

       盛岡タイムス，岩手日報にも 

       掲載されました。 

10月29日～11月９日 森林組合による 

              伐採作業 

 実施主体 

 三ツ割鉢の皮振興会 

● 設立年月日 昭和50年４月 

● 代表者 木井 さくや 

● 主な活動実績 

昭和62年５月から，上水

道導入対策協議会を発足

し，平成17年に上下水道

導入及び浄化槽設置完了にいたる。 

平成12年５月より，市道拡幅に関する要望書

を毎年提出。平成28年に，一部道路の拡幅

工事完了。 

※H30年５月 事業申請時の情報 

 

 事業のテーマ（担当：建設部道路管理課） 

 支障木伐採支援 

 盛岡市道に隣接する私有地法面の管理され

ていない雑木は，台風や積雪が原因で倒木す

ることもあり，道路を塞ぐ事故が年々増えていま

す。市道への倒木により緊急車両が通行でき

ない危険性もあることから，地域住民は緊急救

助や消火活動に支障があることに不安を抱え

ています。 

 こうしたことを踏まえ，地域住民が雑木伐採の

補助的な作業を行い交流することにより，地域

のつながりを深めながら防災と安全を図ろうと

するものです。 

● うっそうとしていたが，明るくなって良かった。 

● 子供にも，伐採する体験をさせられて良かった。 

● 倒木の心配がなくなり安心だ。 

● 配達業者の運転手が，通りやすくなったと言っていた。 

● 草や木が伸びるだろうから，今後のことも考えたほうが良い。 

地域住民の声 
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 今回の事業の目的は，「もりおか女性センター」が実施して

いる「女性起業芽でる塾」で培った女性起業家とのつながりや

ワークショップの手法を活用して，岩手で暮らす女性たちの起

業支援，先輩女性起業家や同じ思いを持つ女性同士の交流

の場を提供することでした。 

 Facebook等でイベントの周知を図ったところ，盛岡市内外か

ら多くの皆様に参加いただくことができました。ランチ会やワー

クショップ終了後も，会場のあちらこちらで話し込む参加者の

姿が見られ，起業している女性や起業したい女性の交流の場

としての役割を十分に果たすことができました。 

 また，盛岡市及び広域市町村圏で起業支援に取り組んでい

る団体等の協力を得て，起業支援情報を収集し，来場者にパ

ンフレットとして情報提供することができました。 

 イベント全体を通して，起業を考えている女性の学び，考え

る一助になることができたと思います。 

女性の経済的自立を支援 

施設等活用事業 （H30活動事例） 

起業応援フォーラム ｉｎ 鉈屋町 

事業の内容 

【 日時 】 ２月16日（土） 11時～15時 

1. 講演会 「あなたの想いをかたちに ～手仕事を商品化す

るために～」 

講師：工藤 昌代 さん（株式会社ホップス代表） 

2. ランチ会 講演会講師の工藤 昌代 さん＆ワークショップ

出店者とのランチ会 

3. はなそう！はなそう！タイム 「私のやりたいこと，私のアイ

ディアについて」 

お茶とお菓子で参加者同士の交流タイム 

4. ワークショップ 

①ダンボール織り機での織物体験「コースターを作ろう」 

 講師：幸呼来japan 石頭 悦 さん 

②春巡るコサージュ手作りワークショップ 

 講師：Salon de Ohana 清水 友美 さん 

5. マーケット 

女性起業家10人が出店 

 実施主体 特定非営利活動法人 

 参画プランニング･いわて 

● 設立年月日 平成17年３月18日 

● 代表者 平賀 圭子 

● 主な活動実績 

平成18年度から 

もりおか女性センターの指定管理を受託。 

平成21年６月から 

盛岡市配偶者等暴力防止事業を受託。 

平成23年６月から27年３月まで 

東日本大震災支援活動を実施。 

・東日本大震災 女性の心のケアホットライ

ン・いわて（内閣府から受託） 

・被災地女性自立促進デリバリーケア事業

（盛岡市緊急雇用創出事業を受託） 

           

           ※H30年５月 事業申請時の情報 

活用施設 三㐂亭 

（旧藤原家町家（三原家）) 

● 施設の所在地  

盛岡市鉈屋町9-35  

● 旧藤原家町家（三原家）修

理活用事業 

歴史的建造物の旧藤原家（三原家）の保

存と活用のため，内外装の全面修繕と構

造補強，給排水，電気設備の更新を行

い，催事や飲食，宿泊体験などが可能な

施設として活用を図る。 

● 修理活用事業 実施期間 

平成24年７月３日～平成25年６月14日 
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Ｑ１ 「市民活動団体等」とはどのような

団体のことですか？ 

公募型協働推進事業に関する よくある質問 

A１ 市民協働推進事業補助金の対象となる「市

民活動団体等」とは，営利活動又は宗教活動

を目的としない団体のうち，市内に主たる事

務所を有し，又は市内で活動実績がある団体

を言います。 

 

  具体的には，次のような団体が該当します。 

  特定非営利活動法人 / 法人格を取得してい

ない市民活動団体 / 町内会・自治会 など 

Ｑ３ 補助対象となる経費はどのようなも

のですか？ 

Ｑ２ 採択された事業は，いつから実施で

きますか？ 

Ａ２ 補助金の交付決定日以降となります。 

 交付決定より前に支出した経費は，補助対

象となりませんのでご注意ください。 

 補助金の交付決定通知は，選考委員会開催

後，１月以内を目処に送付します。  

Ａ３ 提案する事業を実施するために，直接必要

な経費です。 

  

具体的には次のようなものが想定されます。 

謝礼金 / 旅費 / 手数料 / 賃借料 / 印刷

費 / 消耗品費 / 食糧費 など 

   

団体の運営経費や，備品等財産の取得にかか

る経費は，原則として対象外です。 

 

具体的には次のようなものが想定されます。   

事務所の地代 / 家賃 / 光熱水費の支払い / 

比較的長期間の使用又は保存に耐える物品 / 

取得価額が３万円以上のもの 

Ｑ５ 選考委員会とは，どのようなもので

すか？ 

A５ 選考委員は４名。市民活動団体の役員，学

識経験者，市職員等から構成されます。 

 選考委員会では，応募者および協働担当課

が，提案する事業の概要や事業実施による効

果などについて，プレゼンテーション（約10

分）を行います。プレゼンテーション後は，

委員からの質疑がありますので，その場で応

答いただきます。 

 選考委員会の日程や場所は，応募締め切り

後１週間程度を目処に，申請団体及び協働担

当課へお知らせします。 

Ｑ４ 定款，会則又はこれに代わるものと

はどのようなものを提出すれば良い

ですか？ 

Ａ４ 任意様式で構いませんので，次の内容が分

かるものを提出してください。 

 ・ＮＰＯ活動※を行う団体である 

・市内に事務所があるまたは活動が市内で行わ 

 れている 

・会員の資格に関して，不当な条件を付してい 

 ない 

・代表者や運営方法が決まっている 

・独立した組織による継続的活動を行っている    

 （特定の事業を行うために単年度限りで設立 

  された組織は補助対象外とします。） 

・暴力団もしくはその構成員の統制下にある団 

 体ではない 

※盛岡市は，「ＮＰＯ活動」を次のように定義し

ます（「ＮＰＯ活動促進のための基本方針」参照）  

①自発的・自主的に行う活動  

②市を基盤とした活動 

③非営利活動 

④公益性を有する活動 

⑤誰に対しても開かれている活動 

⑥政治活動及び宗教活動を目的としない活動 

⑦反社会的ではない活動 
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協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合 

協働事業の検討 

協働形態の選択 

 盛岡市は，『盛岡市市民協働推進指針（平成26年３月策定）』において，「市民協働」を次のとお

り定義しています。 

  

 市民活動を行うものと市が，社会的な課題の解決や「盛岡のまちづくり」など，共通の目的に対し

て高い成果を上げるために，お互いの特性を認識し，尊重し合いながら，対等な立場で連携・協力し

あうこと。 

 

 協働でまちづくりなどの事業を行う場合，次のようなプロセスで取り組むことが想定されます。 

 盛岡市と協働事業を行う際の，参考としてください。 

協働相手の選定 

協働事業実施前の最終

チェック 

協働事業の実施 

実施事業の検証と公表 

協働事業の基本的なフローチャート 

協働事業の提案促進，協働に向けた項目

のチェック。 

適切な協働形態の選択，取り決め。 

協働相手の適切な選定。 

チェック項目の確認。 

取り決め内容に基づいた，事業の実施。 

実施した事業の検証と，成果等の公表。 
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協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民活動団体等が協働で事業を行う場合 

協働事業の検討 

協働形態の選択 

 盛岡市は，協働事業を行う際は，具体的に，次のような内容を確認します。 

 なお，確認内容は，事業の性質等により，異なる場合があります。 

□ 盛岡市民のニーズが反映されていますか？ 

市民ニーズの把握方法の妥当性について検証します。 

□ 協働による効果が期待できますか？ 

市民サービスの向上（地域の実情に応じたきめ細やかな対応，専門的知識やノウハウの

活用，現行制度では対応が難しい課題への対応など），事業の効率化，雇用創出等の効

果が期待できるか検討します。 

□ 市が実施するべき事業ですか？ 

国や県，民間等で実施するべき事業でないかを確認します。 

また，市の方針・計画に合致するか。今実施するべきものかを検証します。 

□ 公益的な事業ですか？ 

得られる効果が，広く盛岡市民に還元されるものであるかを検証します。 

□ 予算の見積りは適正ですか？ 

予算の見積もりが，得られる効果に対して過度に高い額であったり，実施するにあたり

不十分な額ではないかを検証します。 

□ 将来的な事業効果が見込めますか？ 

事業効果が一過性のものではなく，持続性を有しているか，事業終了後どのような効果

が期待されるかを検証します。 

□ 事業実施に必要な資源を措置できますか？ 

事業実施に必要な資源（人，予算，物など）を協力して準備できるか検証します。 

□ 情報提供・情報交換 

 それぞれが持っている情報を提供・共有しあうこと。協働事業の提案を受けたりする

ことも，協働の一つと考えられます。 

□ 後援 

 団体が主催する取組に対して，行政が「後援」という形で名を連ねたり，行政主体の

イベント等に団体が名を連ねること。主に，金銭的支出を伴わない協働の形態。行政か

らの後援によって，団体の活動に対する社会的な理解や信頼が増したり，団体からの後

援によって，地域社会との密着性や親しみが生まれることが期待されます。 
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協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民協働団体等が協働で事業を行う場合 

協働相手の選定 

□ 事業の遂行能力 

  協働対象事業と類似する事業実務経験の有無（専門性，ノウハウの確認） 

□ 団体運営の健全性 

  経理の適切性，収支の安定性（会費・寄附金などの収入に占める比率等） 

□ 団体運営の透明性 

  事業報告書，収支報告書などの積極的な公開 

□ 会員数・事務局体制 

  幅広い会員による支援や事務局体制の整備 

□ その他 

  宗教・政治活動・反社会勢力との関わり等の有無  

□ 共催 

 団体と行政が，ともに事業主体となって，共同で短期間の取り組みを行う形態。取り

組みの検討段階から協働し，目的の明確化と情報の共有化を図ることが大切です。十分

協議のうえ，対等な立場で役割分担を行い，責任の所在を明確にしておく必要がありま

す。 

□ 実行委員会等 

 団体と行政で構成された「実行委員会」や「協議会」が事業主体となって，取り組み

を行う協働形態。取り組みの検討段階から協働し，目的の明確化と情報の共有化を図る

ことが大切です。 

□ 事業協力 

 団体と行政が，協定書などに基づき目的，役割分担，責任分担，経費分担，有効期限

などを決めて，一定期間継続的な関係のもとで事業を協力して行う協働形態。 

□ 委託 

 本来行政が責任を持って行うべき分野と考えられている領域において，団体の有する

専門性，柔軟性，先駆性などの特性を活かし，より効果的に取り組みを進めるため，団

体に業務を委託する協働形態。 

□ 補助 

 要綱などに基づく補助金等の行政からの財政支援により，団体が公益的な事業を行う

場合も，協働形態の一つと考えられます。先駆性や補完性など，行政が特定の団体に公

金を支出するに足りる合理性が求められます。 
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協働によるまちづくりの進め方 

 ～盛岡市と市民協働団体等が協働で事業を行う場合 

協働事業実施前の最終チェック 

協働事業の実施 

□ 事業目的の共有 

お互いに事業目的合致しているか，目的の共有を再度行います。 

□ 役割分担の明確化 

 双方の役割分担について，再度確認します。 

□ 責任分担の明確化 

 双方の責任の所在について，再度確認します。 

□ 費用負担の明確化 

 双方の費用負担について，再度確認します。 

□ 定期的な協議機会の確保 

 事業実施前だけでなく，実施中においても定期的に協議する場を設け，適正な事業遂

行が確保されるよう努めます。 

□ 協働関係の解消時期の明確化 

 様々な主体と協働事業を行い，多様な公共サービスの提供や，サービスの質の向上を

図る機会となる可能性があることから，特定の団体との協働を安易に継続することな

く，協働関係の解消時期を明確にしておきます。 

実施事業の検証と公表 

 協働事業の実施に当たっては，事前に双方で取り決めた内容を遵守して進めます。 

 ただし，内容を変更することにより，事業の目的を効果的に達成できる可能性が高いと判

断される場合は，双方十分な協議のうえ，所定のルールにしたがって変更手続きを行うこと

もあります。 

 事業実施後は，実施事業のプロセス，効果課題等について検証し，報告書を作成します。 

 また，市は，行政の透明性の確保，事業成果の共有化及び普遍化のため，実施した事業の

内容について，市民に対して公開します。 

〒020-8530 盛岡市内丸12番２号 

電話: 019-626-7535（直通） 

FAX: 019-622-6211（代表） 

電子メール: kyodo@city.morioka.iwate.jp 盛岡市市民協働推進課 

 

ホームページもご覧ください 

広報ＩＤ 1022498 


