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新バスセンターのロゴ
盛岡市の木である「カツラ」の葉
の葉脈とバス路線をイメージした
ロゴ。文字は、旧盛岡バスセンタ
ーの外壁に取り付けられていたロ
ゴを１文字ずつ再現しています。

新・盛岡バスセンターの完成イメージ
※イラストは現時点でのイメージであり、変更する場合があります

特集　新・盛岡バスセンター

解体前の旧・盛岡バスセンター



都市間を運行する路線

市街地を運行する路線

バス路線

　全国的には、駅に隣接した場所にバスターミナルを設
置することが多いなかで、本市では盛岡駅と河南地区の
２カ所に配置し、バス交通機能を維持してきました。そ
の特長は次のとおりです。
▶バスターミナルに挟まれた中心市街地のバス運行数が
　多い。利便性が高く、中心市街地の活性化に結び付く
▶どちらか最寄りのバスターミナルに行けば、沿岸部や
　県外行きの長距離バスを利用できる

２つのバスターミナル
　　　　　　そのメリット

　盛岡バスセンターは、昭和35年４月20日
に、自動車ターミナル法を適用した全国初の
バスターミナルとしてスタートしました。バ
ス会社６社が出資した㈱盛岡バスセンターに
よって建てられ、開業当時は１日150台のバ
スが発着していました（営業終了時は、約
200台）。２階建ての建物には、待合室や乗
車券販売所の他、飲食店や理容室、売店など
が入り、屋上には遊園地が併設されていまし

た。また昭和41年には３階部分が増築され、
デパートのような商業機能を備えた盛岡バス
センターは、市民をはじめ多くの利用者の憩
いの場としても親しまれ、中心市街地のにぎ
わい創出に大きく貢献してきました。施設の
老朽化などのため、運営会社により建て替え
も検討されましたが、建設から57年を迎え
た平成28年９月に、惜しまれながらも営業
を終了し、建物は解体されました。
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開業当時の盛
岡 バ ス セ ン
ター（上）と
その周辺

※旧盛岡バスセンター営業時の運行状況
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人と地域の魅力をつなぐ拠点人と地域の魅力をつなぐ拠点

新・盛岡バスセンター
　平成28年９月に営業を終了した「盛岡バスセ
ンター」。市は土地を取得し、新・盛岡バスセン
ターの開業に向けて準備を進めています。これま
での取り組みと、新しい盛岡バスセンターの概要、
完成までの予定などについてお知らせします。
【問】市街地整備課まちなか整備室☎639-9061

３
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ま
い
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方
」
で
す
。

　市のバス交通は、これまで盛岡駅と河南地区
の２カ所のバスターミナルに支えられてきまし
た。平成28年３月に盛岡バスセンターの廃止
が発表されると、市民の皆さんや商業関係者な
どからは、バスセンター機能の継続を求める声
が市や市議会に寄せられ、市は新しいバスセン
ターを整備する方針を決定。老朽化した建物が
解体され、空き地となった跡地を平成29年３月
に取得しました。現在は、仮設の待合所や乗降
所を設置し、バス交通機能を維持しています。
　また、開業までの間、周辺地域のにぎわい
を維持しようと、地域の商店街などで構成す
る「バスセンターおよび周辺地区活性化協議
会」が跡地の一部を市から借り受けています。
「S

サ イ ド

IDE-Bプロジェクト」と銘打ち、跡地を活用
してさまざまなイベントを開催するなど、まち
の活性化に取り組んでいます。

１１　開業に向けて進めています

　市は、令和３年度中の新・盛岡バスセンター
開業を目指し、平成30年９月に「（仮称）新盛
岡バスセンター整備事業基本方針」を、令和
元年６月には「（仮称）新盛岡バスセンター整
備基本計画」を策定しました。これらの計画な
どに基づき、市の第三セクターである㈱盛岡
地域交流センターが市の代理人として、市と
連携しながら事業を進めています。　

これまでの取り組み 開業に向けて
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２２　このような施設になります
　新・盛岡バスセンターを整備するために、昨
年５月に「（仮称）新盛岡バスセンター整備基
本計画案」へのパブリックコメントを実施した
ところ、「高齢者や障がいのある人にも利用
しやすい施設にしてほしい」「盛岡の魅力を発
信し、観光拠点となる施設にしてほしい」など、
144件の意見が寄せられました。これらの意見
を踏まえ、これまでの交通拠点としての歴史や
地域での結びつきを生かし、さらに多くの人が
集い、まちのにぎわいを作る役割を担い、中心
市街地の活性化に結び付くような施設にします。

・行き先や発着時間などの案内表示を分かり
　やすくします。
・バスターミナル全体に大屋根を架け、天候
　を気にせずに誰もが快適に利用できる施設
　にします。

・商業施設や飲食店、宿泊・温浴施設、子育
　て支援施設を整備し、地域のにぎわいを作
　り、周辺に住む人の暮らしを豊かにします。
・遠くから訪れる人も、ここを拠点に周辺地
　域を歩いて楽しめます。

バスターミナル機能

にぎわい機能

通りからもにぎわいが感じ
られる市場（マルシェ）
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バスターミナル部分には大屋
根が架かるから、雨や雪の日
も快適に利用できるね！

平   面   図 ※図は現時点でのイメージであ
　り、変更する場合があります
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３３　私たち、期待しています
　４月からは、施設整備の具体的な計画が公
表され、いよいよ工事が始まります。バスに
乗るために盛岡バスセンターを利用する人は
もちろん、たくさんの人が新しい盛岡バスセ
ンターに関心を寄せています。旧・盛岡バス
センターの営業終了を見届け、跡地を見守り、
そして新・盛岡バスセンターの開業を心待ち
にしている３人から話を聞きました。

　県内の交通の中心ともいえる盛岡バスセ
ンターは、開業当時から沿岸部などからの
買い物客も集まり、肴町商店街はその受け
皿となってきました。しかし営業終了後は
「滞在する場所」から「通過点」になって
しまい、商店街を行き交う人の流れも１割

ほど減少しています。「N
な な っ く

anak」の閉店も重なり、かなりの影
響を受けています。組合では、ここを訪れた人が少しでも快適
に買い物できるよう、アーケード内にベンチや買い物カートを置
いたり、トイレだけの利用ができる店舗を増やすなど工夫を重ね
てきました。新しいバスセンターは、バスターミナル機能に加え、
さまざまなテナントの出店も予定されていて、ここを目的に訪れ
る人も増えることでしょう。肴町商店街だけでなく河南地域一帯
が、にぎわいのある楽しい街になることを非常に期待しています。

　バスセンター営業終了の話を聞いたとき、県内のバス交通を担っ
てきたあの場所を、ただの空き地にしてはダメだと強く思いました。
そんな思いのもと、平成29年５月に周辺の商店街と地元のまちづ
くり団体とで組織を立ち上げ、バスセンターが再整備されるまでの
間、市から跡地を借り受けました。この跡地を「S

サ イ ド

IDE-B
ビー

」と名付
け、さまざまなイベントなどに活用することで、人が集い、街のに
ぎわいを保つよう取り組んできました。新しいバスセンターを中心
に、多くの人がこの一帯を行き交い、河南地区から街の盛り上がり
の波が市全体に広がっていくことを大いに期待しています。　　
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盛岡バスセンターおよび
周辺地区活性化協議会
　　豊岡卓

た く

司
じ

会長

　小さい頃から、母に連れられてバスで出掛け、
盛岡バスセンターを利用していました。高校生に
なってからは、毎日、乗り継ぎのために待合室を
利用し、バス待ちをしているおばあちゃんと世間
話をすることも。盛岡バスセンターは私にとって
なじみのある、当たり前の風景の一つでした。そ
の「当たり前」がなくなると知ったときはとても
驚き、寂しい気持ちになったことを覚えています。今も大学への往復
でバスを利用していますが、車内から「S

サ イ ド

IDE-B
ビー

」を眺めながら通学
していると、新しいバスセンターの完成が本当に待ち遠しいです。新
しいバスセンターは、バスの乗り継ぎだけでなく、お店やイベントな
どがあって、行くのが楽しみな場所になってほしいです。

  県立大３年
  冨
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澤
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南
みなみ

さん（三本柳５）

盛岡バスセンター跡地
「SIDE-B」

にぎわいのある楽しい街に

盛り上がりを市域全体に

行くのが楽しみになる場所に

表　今後の予定
期日 内容

～令和２年３月
・設計・施工に関する提案の
　募集、事業者を選定
・テナントを選定

令和２年４月～ ・整備計画の公表
・設計、工事着工

令和３年度中 ・開業
※具体的な開業の時期は、改めてお知らせします

　新しいバスセンターが位置する河南地区は、
住み・働き・遊び・学ぶ人々の拠点として発展
してきました。しかし近年は、旧バスセンター
とN

な な っ く

anakがなくなり、不安を抱く方も多いか
と思います。
　一方で、変化のリスクは新たな挑戦に向けて
の絶好のチャンスです！　この変化の中で、新
バスセンター整備事業は、公共交通のターミナ
ル機能充実とにぎわい創出を公民連携で実現さ
せ、中心市街地及び河南
地区の価値向上を目指し
ます。
　まもなく工事が着工さ
れます。市民の皆さんに
は、残りの期間も引き続
き、SIDE-Bで開催される
イベントなどを楽しんで
もらいたいですね。

市長コラム
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地図　市指定駐車場の所在地

　市は、市政への市民参画や協働によるまちづくりのた
め、市民アンケートを毎年行っています。昨年８月に行っ
た調査の主な結果をお知らせします。なお、全４テーマ
28問の調査結果は、市役所本庁舎別館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。
【問】広聴広報課☎626-7517　【広報ID】1029594

どのような目的で図書館や図書室を利用しますか。（複数回答）

盛岡の特産物を活用した創作メニューを提供する飲食店「盛岡
の美

う
味
ま
いもんアンバサダー」を知っていますか。盛岡産農畜産物を意識して購入していますか。

図書館がもっと魅力的な施設になるには、どのようなサービス
を充実させると良いと思いますか。（複数回答）

【調査について】
　市内在住の18歳以上の人の中から、3000人を無作為で選び、アン
ケート調査票を送付。39.9㌫に当たる1196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右のグラフのとおりです。
※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
※複数回答の設問は、回答数の多かった選択肢５つを掲載しています
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図書サービスについて 　担当：市立図書館☎661-4343

食と農について 　担当：食と農の連携推進室☎626-2270

環境意識について 　担当：環境企画課☎626-3754

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庁舎本館正面に設
けていますのでご利用ください。

市役所が混み合う時
期

ご利用を 【問】管財課☎626-7507
【広報ID】1011846

本を借りる、調べ物をするといった本来の役割だけでなく、図
書館では読み聞かせや科学談話会など、幅広い人に向けたイベン
トを定期的に開催しています。より多くの人に図書館を利用して
もらうため、今後はさらにイベントの内容や周知を工夫していき
ます。

担当課から

利用者の期待に応える本を収集するとともに、郷土資料を始め
とした市民の皆さんに読んで欲しい本を効果的に紹介して、本に
親しむ機会を増やしていきます。
また、誰もが利用しやすい施設を目指して、大規模改修を予定
している市立図書館では、施設のバリアフリー化に取り組みます。

担当課から

「店先で見かけたら購入している」が一番高い結果となり、
「盛岡産」と明記されていることが商品を選ぶ理由になっている
ことが分かりました。盛岡産であることを積極的に表示すること
で、地産地消の推進につながると考えられます。

担当課から

創設から３年目の「盛岡の美味いもんアンバサダー」制度の認
知度は27.6㌫。しかし、制度を知らなくても関心を持っている
人は半数近くいます。より多くの人に知ってもらうためのＰＲと、
認定店を充実させる取り組みをさらに強化していきます。

担当課から

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  31.7％話題性のある本を増やす 

  22.1％新聞・雑誌の種類を増やす 

  20.5％子ども連れでも利用しやすくする 

  19.7％高齢者、障がい者が利用しやすくする 

  19.4％無線LANでパソコンが使える 

意識して購入した
ことはない

1.3%無回答

39.7%

17.1%

日頃から積極的に
購入を心掛けている

店先で見かけたら
購入している

41.9％

知っていて、店に
行ったことがある

無回答

知らないし
関心がない

知らないが店に
行ってみたい

22.4％

5.2％

49.7％

21.7％

1.0％

知っているが店に
行ったことがない

地域コミュニティについて 　担当：市民協働推進課☎626-7532

住民によって組織された団体が行う地域活動に、どのくらいの
頻度で参加していますか。

お住まいの地域の団体で、役員の担い手不足や高齢化などの
課題がある場合､どのような方法で解決できると思いますか。
（複数回答）

定期的に活動に参加している人は全体の45.7㌫。多くの団体
では地域活動の担い手不足や高齢化が課題となっています。活動
事例の紹介や地域づくり講座など、地域コミュニティに関心を持
ってもらうための活動に取り組んでいきます。

担当課から

活動の見直しに関する意見が多く、役員の負担を減らすことや
誰もが無理なく参加しやすい環境づくりが重要と考えられます。
働く世代や子育て世代が、将来にわたって地域とのつながりを維
持できるような活動のあり方を共に考えていきます。

担当課から

  39.5％

  31.4％

  28.9％役員のサポート 
体制をつくる 

  27.9％会議の回数や 
時間を減らす 

  27.0％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

地域活動の 
規模を縮小する 

世代やライフスタイル 
に合わせた活動を行う 

役員の仕事を誰もが 
分かるようにする 

参加したこと
がない

現在は参加してい
ないが、過去に参
加したことがある

25.8%

26.9%

月１回以上
1.6%無回答

２～３カ月
に１回程度

年に
１～２回程度

23.2%

14.8%

7.7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  39.2％本を借りるため 

  31.7％

  22.2％本・雑誌・新聞を読むため 

  17.2％勉強や仕事をするため 

  12.5％子どもなど家族の付き添い 

調べ物のため 

環境に関する活動で参加したいと思っていることは何ですか。
（複数回答）

地球環境のために日常生活で行っていることは何ですか。
（複数回答）

10年前の調査結果と比べて、ごみの分別や節水、節電を心掛け
る人の割合がいずれも10㌫程度増えています。長年にわたり市民
の皆さんと共に取り組んできた成果が反映された結果になりました。
今後も無理なく生活に取り入れられる工夫をお知らせしていきます。

担当課から

まちをきれいにする活動や緑化活動など、住環境に関連した活
動に高い関心が寄せられています。市が開催する環境学習講座を
始めとして、今後も皆さんにより興味を持ってもらえるイベント
を企画し、環境活動への参加の機会を増やしていきます。

担当課から

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  80.4％

  70.7％

  66.6％照明やテレビなどを 
つけっぱなしにしない 

  61.9％冷房・暖房の 
適正な温度設定 

  58.9％エコバッグを
利用している 

節水を心掛けている 

ごみの分別を 
きちんと行う 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  36.2％

  32.2％

  25.8％リサイクル活動への参加 

  13.0％環境についての学習会 

  12.2％自然保護活動への参加 

花や緑を育て増やす 

美化・清掃など 
まちをきれいにする 

　皆さんの　　　　 を

市政 に 反映 させるために

意見
市民アンケート調査
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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

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0878 中ノ橋通一丁目１-25 

☎604-8900

■森荘已池展
　～岩手初の直木賞作家の生涯～

 ４月５日㈰まで　  1029487

▼ギャラリートーク
四女の三

み

紗
さ

さんが父・森荘
そ う

已
い

池
ち

の仕事
と宮沢賢治との交流について語ります。

 ２月29日㈯14時～15時　  50人

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911
machiya@iwate-arts.jp

■鉈屋町・大慈寺町界隈 おもいで写真展
昭和時代の同界隈を振り返る写真展。

 ３月８日㈰まで　  1029439
■浜藤JAZZライブ
酒蔵を改装したホールでワインなどを
飲みながらジャズライブを楽しみます。

 ２月29日㈯19時～20時半
 80人　
 前売り3000円、当日3500円
 ２月５日㈬10時から同館とカワト

ク、プラザおでって、シグアートギャ
ラリーで販売。※同館のみ電話・メー
ルで予約を受け付けます

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■寒仕込手前味
み

噌
そ

作りに挑戦！
 ２月21日㈮９時～15時
 麹屋もとみや（八幡平市）※集合・

解散は同館
 20人　  3130円　
 往復はがき：２月12日㈬必着
 1017348

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■名作映画会
「お茶漬けの味」を上映します。

 ２月14日㈮13時半～15時半
■じっくり学ぶパソコン教室
①ワードを始めよう！②エクセルを始
めよう！

 ①２月18日㈫～20日㈭②２月26
日㈬～28日㈮、各全３回、13時～16時

 各16人　  各2900円
 電話：①２月４日㈫10時から②２

月12日㈬10時から　  1029449
■東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
管楽合奏や合唱のコンサートなど。

 ２月22日㈯14時～15時半

 電話：２月４日㈫10時から
 1026545

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■障がい者スポーツ教室
①鉄棒や跳び箱、マット運動②クロ
ールの練習をします。

 ２月８日㈯①９時半~10時20分
②10時40分～11時半　

 各10人※知的・発達障がいのある
小学生

 各550円※①②両方に参加する場
合は990円

 電話：２月４日㈫10時～２月６日㈭
17時　  1029441
●一般開放の利用制限
次の期間は、大会により利用できません。

 ２月２日㈰・22日㈯・23日㈰

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
 ２月25日㈫～27日㈭、全３回、17時

～18時
 20人※小学生～60歳未満の初心者
 3050円
 電話：２月７日㈮10時から　
 1029445

●一般開放の利用制限
次の期間は、大会などにより利用でき
ません。

 ２月８日㈯・９日㈰・15日㈯・23
日㈰・24日㈪

つなぎスポーツ
研修センター

〠020-0055 繫字舘市69-２
 ☎681-6880

■スポーツ吹矢で楽しく健康！
 ２月14日㈮10時～11時半　
 20人　  500円
 電話：２月４日㈫10時から
 1025426

太田老人福祉センター
〠020-0053 上太田細工４

☎659-2133

■陶芸体験講座
皿やコーヒーカップを作ります。※送
迎バスがあります

 ２月15日㈯・22㈯、10時～14時
 各16人　  各500円
 電話・窓口：２月４日㈫９時から

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■みんなで吹奏楽体験！
身近な材料での楽器作りや演奏体験、
社会人吹奏楽団のミニ演奏会など。

 ３月８日㈰13時～16時
 20人※小・中学生と保護者
 1400円　
 往復はがき：必要事項の他、保護

者の名前と子の学校名・学年を明記。
２月20日㈭必着　  1029453

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■簡単！Windows10で写真加工
 ２月22日㈯10時～16時
 16人※18歳以上でパソコンの基

本操作ができる人　  3128円
 電話：２月４日㈫９時から
 1029454

■親子の休日（七滝氷
ひょう

瀑
ば く

ハイキング）
 ２月23日㈰８時～14時
 七滝（八幡平市）※集合・解散は同館
 20人※小学生と保護者　  150円
 電話：受け付け中　  1029455

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ジュゼッペ・フェスタ作「飛ぶための
百歩」（岩崎書店）

 ２月12日㈬10時～12時
 1029450
■科学談話会
岩手大の福井大

だ い

祐
す け

准教授による「地
球の健康を診る獣医学～人と動物と
地球は一つ～」と題した講演。

 ２月20日㈭18時半～20時
 1029451

●図書点検のため臨時休館
 ２月17日㈪～27日㈭

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■盛岡弁で語る昔話
同館サポーターズ「ふたば」の語り探求部
員が盛岡弁で昔話や伝説を語ります。

 ２月15日㈯14時～14時半
 50人　  1019825

■歴史探求部研究発表会
「ふたば」の歴史探求部員が１年間
の調査研究報告をします。

 ２月22日㈯13時半～15時半

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン初級演奏講座
オルガニストからパイプオルガンの基礎
を学びます。申し込み方法など詳しくは、
同ホールウェブサイトをご覧ください。

 ４月～来年２月、主に
木曜、全13回

 ６万３000円　
 3月22日㈰必着

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
お茶を飲みながら、気軽におしゃべり
を楽しみませんか。

 ２月４日～25日、火曜、10時～17
時※出入り自由　  1029452
■もりげきライヴ
絵

え

美
み

夏
か

M
ミュージック

usicT
ト ラ ベ ラ ー ズ

ravelersが出演します。
 ２月19日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料　  1028880

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
①エクセル入門②ビジネス文書の作
り方。

 ①２月20日㈭10時～12時②２月
27日㈭13時～15時

 各８人※起業や就労を目指す女性
 各300円
 電話：２月４日㈫10時から芽でる

ネット☎624-3583で受け付け
 1021926

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
 ２月12日㈬・19日㈬・25日㈫、14

時～16時※１人30分
 各４人※18歳以上　
 各550円※トレーニングルームの

使用料は別途　
 電話：２月４日㈫10時から　
 1026544

■月１フィットネス教室
ボクシングの動きによる有酸素運動
と全身の筋力トレーニングをします。

 ２月21日㈮19時半～20時半
 20人※高校生を除く18歳以上
 550円

 50人　  1029456

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■収蔵資料展・啄木と渋民の人々
 ２月４日㈫～５月10日㈰
 入館料が必要　  1025435

■啄木生誕記念講演会
同館の森義

よ し

真
ま さ

館長による啄木と万葉
集についての講演。

 ２月20日㈭13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 50人　  1021849

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■企画展「北の大地に魅
み

せられて
　～盛岡の先人と北海道～」
新渡戸稲造など盛岡の先人と北海道
の関わりを紹介します。

 ２月11日㈫～５月24㈰
 入館料が必要
 1025616

▼ギャラリートーク
 ３月20日㈮・５月16㈯、14時～15時
 入館料が必要　

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■埋蔵文化財調査資料展　盛岡を発
　掘する～令和元年度調査速報～

 ２月１日㈯～５月24日㈰
 入館料が必要

■縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
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。
 ２月８日㈯、10時～11時半と13時

～14時半
 各100円※火おこしは無料。別途

入館料が必要

志波城古代公園
〠020-0855 上鹿妻五兵衛新田47-11

☎658-1710

■いにしえのひなまつり展
貝にきらびやかな細工をした「貝び
な人形」を展示します。

 ２月１日㈯～３月３日㈫、９時～16時
 1017894

■貝びなづくり体験講座
 ２月22日㈯10時～12時
 10人※小学生以上。小学生は保

護者同伴　  1000円
 電話：２月５日㈬９時から
 1017895

もりおか短角牛フェアを開催中！
もりおか短角牛振興協議会　☎613-8457
期間中に同フェア参加24店舗でもり
おか短角牛メニューを食べて応募す
ると、抽選でもりおか短角牛肉を贈
呈。詳しくは市公式ホームページを
ご覧ください。

 ２月29日㈯まで
 1008242

もりおか雪あかり
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

手作りのスノーキャンドルが街を温かい
光で包み込みます。詳しくは、同実行委
員会のホームページをご覧ください。

  メイン会場：２月６日㈭～８日㈯、
17時～20時、盛岡城跡公園（内丸）
サブ会場：会場ごとに開催日時が異

なります。ユートランド姫
神（下田字生出）など市内
11カ所

いわて雪まつり
同まつり実行委員会事務局　☎692-6407
岩手高原スノーパーク（雫石町）をメ
イン会場に、盛岡手づくり村（繫字
尾入野）など７会場で開催します。

 ２月７日㈮～11日㈫、９時～18時
※会場により開催時間が
異なります

 会場により入場料あり

農政フォーラム
農政課　☎626-7540

栃木県のこころみ学園施設長兼ココ・
ファーム・ワイナリー農場長の越

お

知
ち

眞
ま

智
ち

子
こ

さんによる農福連携の講演など。
 ２月７日㈮14時～17時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 電話：２月６日㈭17時まで
 1029617

盛岡地区かわまちづくり（舟運）
講演会

盛岡地区かわまちづくり（舟運）
実行委員会事務局　☎601-7244

国土交通省岩手河川国道事務所の
佐

さ

近
こ ん

裕
ひ ろ

之
ゆ き

所長による「河川の防災」
と題した講演会など。

 ２月13日㈭14時～15時半　
 盛岡商工会議所（清水町）

「美食王国もりおか」
ジョイントミーティング

トラベル・リンク㈱内、「美食王国もりおか」
ファンクラブ事務局　☎658-8644

消費者・生産者・事業者が集まり、盛
岡の「食と農」の新たな価値づくりを
考えます。申し込み方法など詳しくは、

美食王国もりおかのホームページを
ご覧ください。

 ２月19日㈬、①14時～15時50分
②16時～16時45分

 エスポワールいわて（中央通一）
 ①60人②生産者と事

業者のみ
 ２月４日㈫10時から

ラファエルのフランス語講座
文化国際室内、盛岡国際交流協会

☎626-7524

あいさつなど基礎的な会話とスイス
の文化を学ぶ初級者向け講座。

 ３月２日～23日、月曜、全４回、
18時半～20時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 20人　  3000円※同協会賛助

会員は1500円
 電話：２月５日㈬10時から
 1029462

卓球バレー教室
市障害者スポーツ推進協会の

小野時雄さん　☎・ファクス 622-6507

 ２月15日㈯10時～12時
 県勤労身体障がい者体育館（青

山四）
 電話・ファクス：2月10日㈪20時ま

で※電話は17時～20時のみ

ジュニアスポーツ医・科学セミナー
市スポーツ協会　☎601-5700

ジュニアアスリートのためのトレーニ
ングやコンディショニングストレッチ
の方法などを学びます。時間や費用、
申し込み方法など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 ３月８日㈰
 西部公民館（南青山町）
 1025425　
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も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 　29年度3級問題㉒（正解は12ページに掲載）
　　城下盛岡二十八丁の中で、北三陸沿岸へ通じる「野田街道」の起点として

栄えた町はどこですか。
　①材木丁　②青物丁　③油丁　④生

しょう

姜
が

丁
もりおかインフォ

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID　  託児

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

ほいくのしごと出張相談会
県保育士・保育所支援センター　☎637-4544
専任コーディネーターによる保育に
関する就職相談や情報提供など。

 ２月５日㈬・３月４日㈬、10時～14時
 ハローワーク盛岡（紺屋町）
 保育士資格があるが、現在保育所

などで働いていない人と保育士資格
を取得見込みの学生

観光審議会委員
観光交流課　☎626-7539

盛岡の強みを生かした観光の推進に
必要な事項を調査・審議する同委員
を２人募集します。任期は３月１日㈰
から２年間です。

 次の全てに該当する人①平成14
年３月１日以前に生まれている②市
の他の審議会などの委員を務めてい
ない③平日の日中に開く年２回程度
の会議に出席できる

 市役所本庁舎別館７階の同課や
本館１階の窓口案内所、各支所などに
備え付けの応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課へ郵送または持参。郵送は
２月12日㈬必着。持参は同日17時まで

 1021549

道の駅整備懇話会委員
道の駅整備推進室　☎683-2116

「（仮称）道の駅もりおか」の設置に
関して、意見や提言を述べる同委員
を２人募集します。任期は２月下旬か
ら２年間です。

 次の全てに該当する人①２月１日現
在で満20歳以上②平日の日中に開く
年３回程度の会議に出席できる③同
道の駅に関心を持ち、広い視野でさま
ざまな角度から意見や提言ができる

 玉山総合事務所２階の総務課や
市役所本庁舎本館１階の窓口案内
所、各支所などに備え付け、または市
公式ホームページからダウンロードし
た応募用紙に必要事項を記入し、〠
028-4195（住所不要）市役所玉山
総合事務所総務課へ郵送または持参。
郵送は２月14日㈮必着。持参は同日
17時まで　  1029561

①農業委員
②農地利用最適化推進委員
農業委員会事務局　☎639-9034

農地利用の集積・集約化、耕作放棄
地の発生防止や解消などの活動を行
う同委員を募集します。任期は７月
20日㈪から３年間です。

 ①19人②26人※農業に関する識

見を有する人
 同事務局や市役所本庁舎本館１階

の窓口案内所などに備え付け、また
は市公式ホームページからダウンロー
ドした応募用紙に必要事項を記入し、
２月14日㈮以降に〠020-8532（住
所不要）市役所農業委員会事務局ま
たは〠028-4195（住所不要）市役所
農業委員会事務局玉山分室へ郵送ま
たは持参。郵送は３月13日㈮消印有
効。持参は同日17時まで

 1029413

チャグチャグ馬コの引き手
観光交流課　☎613-8391

６月13日㈯に行われるチャグチャグ
馬コの引き手を12人程度募集します。

 次の全てに該当する人①当日馬を
引いて歩くことのできる、馬が好きな
18歳以上②事前に開催する２回程度
の練習会に参加できる　  2000円

 はがき：必要事項の他、職業を記入
し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課内、チャグチャグ馬コ保
存会事務局へ郵送。２月24日㈪必着

盛岡ゆうゆう大学（旧もりおか老
人大学）特別講座の運営団体
長寿社会課　☎603-8003

生きがいづくりと地域活動を行うき
っかけとなる特別講座の企画立案や
運営などを請け負う団体を募集しま
す。詳しくは、説明会へ参加するか、
市公式ホームページをご覧ください。

 ３月２日㈪まで　  1006421
▶説明会

 ２月13日㈭14時～15時半
 市役所本庁舎別館403会議室（内丸）

ビクトリア市への市民訪問団
盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35周
年記念事業実行委員会　☎626-7524

英国の面影を残す街並みや、５月18日
㈪に開催される一大イベント「ビクトリ
アデー」の祭典を楽しみ、パレードにも
参加することもできます。

 ５月16日㈯～21日㈭　  60人
 １人28万5000円※金額は変更に

なる場合があります
 東武トップツアーズ☎651-8800

に電話申し込み。受け付けは２月５日

㈬から４月６日㈪まで　  1029566

認知症講演会
～認知症と共生する社会に向けて～

長寿社会課　☎613-8144
認知症の人や家族に関わり、寄り添
う精神科医、青南病院（青森県八戸
市）の深澤隆

たかし

院長を講師に、認知症
になっても安心して暮らせる地域づく
りなどを学びます。

 ２月14日㈮13時半～15時
 市総合福祉センター（若園町）
 1029576

鳥獣被害対策研修会
農政課　☎613-8457

生活環境などに悪影響を及ぼす鳥獣
被害が増えています。野生鳥獣につ
いて正しい知識を身につけましょう。
申し込み方法など詳しくは、同課へ
お問い合わせください。

 ２月14日㈮14時～16時　  50人
 市役所都南分庁舎３階研修室（津

志田14）　  ２月４日㈫10時から
 1029483

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が 差し 押さえた不 動 産 や 動 産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売します。
 ▶せり売り：３月３日㈫13時～５

日㈭23時▶入札：３月３日㈫13時～
10日㈫13時

 ２月13日㈭13時～26日㈬23時
 1010803

２月は省エネルギー月間
環境企画課　☎626-3754

同月間にちなみ、環境パネル展を開
催します。

 ２月６日㈭～12日㈬
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 1029430

預かり保育料と認可外保育施設
利用料の請求を受け付け
子育てあんしん課　☎626-7553

幼児教育・保育の無償化の対象とな

っている、令和元年10月から12月分
の①幼稚園などの預かり保育料と②
認可外保育施設などの利用料の請求
を受け付けています。利用している
各施設からの案内に沿って書類を提
出してください。

 各利用施設へ提出。提出期限を
過ぎた場合は〠020-0884神明町
３-29市役所子育てあんしん課へ郵
送または持参。①は２月20日㈭必着、
②は２月10日㈪必着。いずれも持参
は17時まで　

 ①1029225②1029419

宝くじ助成を活用しました
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、長橋町自治会が
自治公民館の建設や複写機などの備
品の整備をしました。

認知症の当事者と家族それぞれ
が自分らしく生きるために

もりおか女性センター　☎604-3303

認知症カフェで知り合った、当事者
と家族が経験を語り、安心できる暮
らし方を考えます。

 ２月29日㈯13時半～15時半
 40人　  ５人※1人につき500円、

要予約
 プラザおでって（中ノ橋通一）　
 電話：２月４日㈫10時から
 1029437

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会
市産業支援センター　☎606-6700

管理会計実践サポート㈱の関洋
よ う

一
い ち

代表
取締役から、起業家・経営者に必要な
考え方などを学び、起業家によるトーク
セッションと異業種交流会をします。

 ３月６日㈮18時～21時15分
 市産業支援センター（大通三）
 交流会のみ2000円
 同センターホームページ：２月４日

㈫10時から

地元で就職しよう！
ふるさと定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業との面談
や就職、移住・定住についての相談など。

■岩手県Ｕ・Ｉターンフェア
 ２月８日㈯10時半～16時
 御茶ノ水ソラシティ（東京都千代田区)
 同財団にお問い合わせください
 1029408
■いわて就職マッチングフェア

 ２月15日㈯11時～16時
 アピオ（滝沢市）　
 1029427

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①２/４㈫・６㈭
　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

成年後見相談 ２/３㈪・17㈪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★

リハビリ
相談会

２/７㈮
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★

空き家の
処分・不動産
無料相談

２/12 ㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

補聴器相談
２/19㈬
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

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

日 区分 名称 所在地 電話番号

２/９
㈰

かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬13-２ 658-1223
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
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
ゆいとぴあ歯科医院 本宮六丁目11-10 631-2222
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
みつばち薬局 月が丘一丁目１-63 647-3888
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

２/11
㈫

工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
細川歯科医院 三ツ割二丁目１-12 665-0118
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

２/16
㈰

いしい内科・糖尿病クリニック 中ノ橋通一丁目４-20
水晶堂ビル４階 601-2277

二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
かまた歯科クリニック 山岸二丁目16-12 626-1777
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
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
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

※２月２日㈰の休日救急当番医・薬局は１月15日号に掲載しました。
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表１　廃車や名義変更手続きの窓口　  1000504
種別 受付窓口 電話番号

軽自動車 軽自動車検査協会岩手事務所（湯沢16) 050-3816-1833
オートバイ（125cc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
（125㏄以下）
小型特殊自動車など

市民税課（市役所本庁舎本館２階）
都南総合支所（津志田14）
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田)

613-8499
（市民税課）

表２　新車登録後13年を経過した軽自動車の税額　  1000502

区分
課税額

元年度まで ２年度から

初度検査年月が平成18年４月から
平成19年３月までの四輪の軽自動車

乗用
自家用 7200円 １万2900円
営業用 5500円 8200円

貨物
自家用 4000円 6000円
営業用 3000円 4500円

■廃車や名義変更はお早めに
　税制改正により令和元年10月から、
軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」
に名称が変わりました。同税は４月１日
時点で登録されている軽自動車などの
所有者に課税され、４月２日以降に廃
車や名義変更の手続きをしても、その
年度は全額納める必要があります。使
用していない車両の廃車や名義変更の

手続きは早めにしましょう。手続きが
できる窓口は表１をご覧ください。

■四輪の軽自動車等の税額
　新車登録後13年を経過した、軽自
動車は税額が高くなります（電気自動
車など燃費の種類により一部を除く）。
令和2年度から税額が変更になる車両
などは表２をご覧ください。　

軽自動車・オートバイなどを
　　　　　　所有する皆さんへ

【問】市民税課☎613-8499

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療
　していない時間は、「２次救急医療機関」へ

診療時間外に具合が悪くなったら
■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科☆土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の

休日救急当番医・
薬局のとおり

９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
☆ 内科医師のみとなる時があります。事前に市立病院へお問い合わせください

▶各病院で、その日の当直
診療科が異なります。事前
に各医療機関に問い合わせ
るか、市医師会のホームペ
ージをご覧ください。
▶症状が重く、入院が必要と
思われる子どもの、夜間など
の受入病院は、15日号の広
報もりおかに掲載しています。
※受診の際は、医療費とは
別に定額負担料金が必要に
なる場合があります

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら　⇒

募　集

お知らせ

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
髙松病院（館向町） 624-2250
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111
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上映する作品

もりおか
   映画祭2020

【①②の申し込み方法】
　はがきに希望する映画名と住所、名前、電話番号を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所経済企画課内、もりおか映画祭実行委
員会事務局へ郵送。ファクス622-6211と市公式ホームページ応募フ
ォームでも受け付けます。２月５日㈬必着。定員を超えた場合は抽選。

表１　上映する作品など
映画名 会場

友好都市文京区記録映像 ◆
リリオ（大通一）山懐に抱かれて ◆①

そして、生きる ◆②
３月のライオン（前編） 中央映画劇場（大通一）３月のライオン（後編）
秘密 THE TOP SECRET 盛岡ピカデリー（中央通一）
るろうに剣心 フォーラム盛岡（大通二）

　同映画祭公式ガイドブックを持参すると、
映画館で特定の作品が500円で鑑賞できます。

 ２月15日㈯・16日㈰

◆L
ラ ッ キ ー

ucky ２D
デ イ ズ

ays

　２月14日㈮～16日㈰の３日間を中心に、「もりお
か映画祭2020」を開催します。

 経済企画課内、もりおか映画祭実行委員会事務局
☎613-8389　  1029586

２月１日㈯から公式ガ
イドブックを市内映画
館などで配布予定！

　盛岡にゆかりがある作品などを表１のとおり上映します。
各
作
品
の
上
映
時
間
は

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
！

他にもイベントが盛りだくさん！
　同映画祭に関連したイベントが他にも開催されます。各イベン
トの内容や応募方法、対象となる映画などについて詳しくは、公
式ガイドブックか市公式ホームページをご覧ください。

◆啓発教室

◆分別説明会

大友啓
け い

史
し

監督による「影裏」の舞台挨拶も！
　「影裏」の劇場公開を記念し、大友監督が舞台挨拶をしま
す。日時など詳しくは、決まり次第、映画「影裏」または市
の公式ホームページ、市公式ＳＮＳなどでお知らせします！

　協賛店で今年１月１日以降に鑑賞した映画チケットの半券を提示
すると、盛岡の地カクテル「I

イ ナ ゾ ー

NAZO」が提供されるなどさまざま
なサービスをうけられます。　  ２月14日㈮～３月15日㈰

◆シネマチケットサービス

　カワトク（菜園一）とクロステラス盛岡（大通三）、フェザン
（盛岡駅前通）の３会場で映画のポスター展示や「影裏」のパネ
ル展を開催します。　  ２月11日㈫～２月16日㈰

◆シネマポスターギャラリー

　市内各映画館で映画を鑑賞し、スタンプを集めて応募すると抽
選ですてきな景品をプレゼント！

 ２月11日㈫～３月15日㈰

◆シネマスタンプラリー
子ども向けに！

少人数でもＯＫ

 前売り800円、当日1000円。前売り券は各映画館やプラザおでって
（中ノ橋通一）などで販売中※ただし、◆は無料

 ①と②は事前申し込みが必要

■会社に入ったきっかけは？
　就職活動をし始めた頃、食品関係の仕事をしたいと漠
然と考えていました。そんなとき、「つなぐビール」と
いうベアレンの立ち上げから今に至る内容の本を読み、
常に成長するために学び、お客さんとの近い距離を大切
にする会社の姿勢に心を打たれました。
■仕事の内容とやりがいを教えてください
　私の仕事は、商品の販売と、ビールを醸造している工

場の見学案内です。人と話すの
が好きなので、お客さんと直接
話す機会が多いこの仕事がとて
も楽しいです。ビールに詳しい
人に、ビール酵母の種類など専

門的なことを質問されることもあり、日々勉強していま
す。覚えた知識でお客さんに納得してもらえたときは、
努力が報われたような気持ちになります。仕事をしてい
てうれしいと思える瞬間の一つですね。
■後輩に向けてアドバイスを！
　就職活動をしていた時、しっくりくる業種がなく、
妥協しそうになった時期がありました。そこで本当に
これでいいのかと自分に問いかけ、粘り強く企業研究を
続けた結果、「つなぐビール」という本と出会い、この
会社を見つけることができました。諦めずに探し続けれ
ば、働きたいと思える会社にいつかは巡り合えると思い
ます。自分が納得できるまで、企業のリサーチをしても
らいたいですね。

　地元で働くことの魅力や仕事のやりがいなどを、若手社会人に聞くシリーズ。
若い力が活躍中です！　  経済企画課☎613-8298

株式会社ベアレン醸造所　
マーケティングチーム　直販担当  
　菊地　香

か

帆
ほ

さん（21）
　（奥州市出身）

MORIOKA
WORK
STYLE

vol.６

ベアレンビールは、盛岡で
生まれた地ビール。オスス
メはシュバルツです！　
ぜひお試しください！

　複数の企業が参加するの
で、１日で多くの企業の情報
を収集することができます。
知らなかった企業や業界のこ
となど、新たな発見があるか
もしれません。

合同企業説明会
就職  豆  知識

　昨年は盛岡広域の100社が参加！

 もりおか就職ガイダンス
 ３月９日㈪13時～16時
 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）
 来年3月に大学、短大などを

卒業する学生やおおむね35歳
未満の求職者

 ごみと資源について学んでみませんか？

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

３Ｒマイスターへの道

 資源循環推進課

今月の
テーマ

　「ごみの分け方・出し方が難しい」「分別した資源はどんなものにリサイ
クルされるの？」といったごみと資源への困りごとや、疑問の解決を市がお
手伝いします！

　　　☎626-3733

　紙芝居やゲームで楽しく資源と
ごみについて学べます。家庭から出
るごみがおもちゃに変身するエコ工
作が子どもたちに大人気！　子ど
も会の行事にいかがでしょうか。

　「これは何の日に出すごみ？」「分
別のコツを知りたい」といったごみ
の分け方や出し方への疑問を分かり
やすく解説。休日や夜間の開催もご
相談ください。

どちらも準備が必要なのは会場だけ！　参加者の年齢や希望する内容
に合わせて、開催しています。詳しくは同課へお問い合わせください

制度を知る 第５回
 子ども家庭総合支援センター☎601-2414

里親
家庭
の新しい

カタチ

　「里親」って聞いたことがあるけれど、自分には関わりがない。そう思う人
が多いのではないでしょうか。親と暮らせない全ての子どもたちが、家庭で
温かい生活を送ることができるよう、あなたの力が必要です。今回は、里親
の子育て支援に携わる、児童養護施設和光学園（青山一）の里親支援専門
相談員である斎藤あずささん（33）に話を聞きました。

　里親支援専門相談員は、平成24年
から里親委託の推進と里親支援の充
実のために任命され、今では県内全て
の乳児院・児童養護施設に配置され
ています。里親の皆さんの悩みや不
安に耳を傾け、相談に乗ったり、子育
てについてのサロンを開いたりと、里
親の子育てを専門的な視点からサポ
ートしています。
　岩手県は里親会や施設での交流会
を通じて里親同士の横のつながりが
しっかりしていましたが、それでも里
親ならではのちょっとした悩みを話せ
る場が少ない状態でした。今はママ
友のように気軽におしゃべり出来る
相談員が、里親の精神的な負担を軽
減する存在にもなっていると感じて
います。そして何よりも、里親だけで

子どもを抱え込まず、子どもを中心と
したチームで子育てをしていると思っ
てもらうことが重要だと考えています。
　今後は子どものた
めの里親制度を広く
知ってもらえるよう
活動の幅を広げなが
ら、里親に寄り添っ
たサポートを続けて
いきたいです。

里親と同じ目線で寄り添える存在でありたい

●里親制度説明会
　里親制度の説明や体験談など。詳しく
は県公式ホームページをご覧ください。

 ２月11日㈫13時半～16時
 アイーナ803会議室

（盛岡駅西通一）　
 県福祉総合相談センター

里親担当☎629-9608

VOL.16

　猪去地区を中心に、農作物に被害を与える
鳥獣を減らすことで農業を守る活動をしてい
ます。神奈川県出身で、大学では農業を専
攻。東日本大震災のボランティアで岩手を訪
れたときに自然の豊かさに触れ、岩手の農業
に可能性を感じました。その後、自分に何が
できるかと考えたときに、もともと関心があ
った狩猟を通して、年々増加している鳥獣に
よる農作物への被害対策にアプローチできる
のではと思い、地域おこし協力隊に応募し、
昨年６月に着任しました。
　狩猟は一見、日常生活とは関係ないと思う
かもしれませんが、そんなことはありませ
ん。市内ではシカやクマが畑を荒らし、カラ
スがごみを漁るなど日常生活への影響が増し
ています。そんな鳥獣を駆除しているのが、
猟友会に所属している人たちです。このよう
に日常生活からは見えないところで活躍して
いる人たちが身近にいることを広めていきた
いです。
　私自身は、市内の鳥獣被害対策に役立てる

ため、田畑に残された痕跡から野生鳥獣の特
定の仕方などを現場で学んでいます。また、
９月には狩猟免許を取得し、罠などを使った
実際の狩猟もできるようになりました。今
後、さらに野生鳥獣に関する知識や経験を蓄
え、市民の皆さんに広く伝えていきたいと考
えています。
　また、今まで活動してきて、狩猟に関わる
人材が少ないことや、猟友会メンバーの高齢
化に危機感を持ちました。そこで、長く携わ
ってくれそうな若い人材を確保するために、
岩手大の学生に狩猟サークルを立ち上げても
らうように働きかけています。猟友会のメン
バーが講師を務める狩猟の方法を紹介するイ
ベントや狩猟のスキルアップにつながる研修
会に参加することで、若い人や女性も狩猟に
興味をもつようになることを期
待しています。今後も、若く
新しい人材が狩猟に関わりや
すくなる環境作りに取り組ん
でいきたいです。

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15回

狩猟をより多くの人に広めたい！
～猟師を増やして農作物を守る～

　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、伊藤将

ま さ

大
ひ ろ

隊員
です。　  農政課☎613-8457

獣用の罠

クマ用の罠
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成人のつどいを取材しました。若さあふれる成人たち
の笑顔に圧倒されながらも、このパワーがあれば将来
何事も乗り越えられそうだと感じました。（佐藤）

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
（９ページに掲載）の答え

③油丁 地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

市公式フェイスブックのア
ルバムでも写真を公開中！

祝

成
人

成
人
の
つ
ど
い

実
行
委
員
の
皆
さ
ん

　成人のつどいが1月12日、盛岡タカヤア
リーナ（本宮五）で開催されました。振り
袖や真新しいスーツに身を包んだ2096人
の新成人が参加。会場内は、懐かしい級友
との会話や写真撮影を楽しむ新成人の笑顔

記念式典
の様子

であふれました。
　出席した伊藤梨

り

瑚
こ

さん＝緑が丘三＝（写
真★）は「何にでもがんばれるいい大人に
なりたい。」と成人としての自覚を新たに
していました。

★

写
真

de
も

り
お

か

公務員目指して
勉強頑張ります！

何にでも挑戦でき
る大人になる！

始
め
て
の
一
人
暮
ら
し
で
も

勉
強
を
な
ま
け
な
い
！
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