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特集 盛岡市の予算

未来のもりおかを創る
　　若者・仕事を応援！

　本年度の予算が、市議会３月定例会で可決されましたので、
その概要をお知らせします。
【問】財政課☎613-8362　【広報ＩＤ】1026289

［ 令 和 ２ 年 ］

　新型コロナウイルス感染症の関連情報は３・11ページをご覧ください。
また、感染防止対策に伴い、中止や延期となるイベントなどの情報は、市公式
ホームページをご覧になるか、担当課または各施設へお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症

　緊急経済対策

　新型コロナウイルス感染症に対する
市独自の緊急経済対策として、当初予算
に加え、次のような事業を検討していま
す。詳細は決まり次第お知らせします。
①事業者の資金繰りへの支援
②雇用の維持への支援
③経済活動の維持への支援
④勤労者の生活資金への支援

【問】①ものづくり推進課☎626-7538
②③④経済企画課☎613-8298
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観光の振興など
　　   46.7
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歳入
1148.9

源

公共施設保有最適化・
長寿命化計画等

　市が保有する施設の「最適化」と「長寿命
化※」の２つを柱に、本当に必要な施設を取
捨選択し、持続可能な市民サービスの提供
を目指します。

▶仁王小・大新小・城西中・北陵中の校舎
　の長寿命化改修　　　14億4837万円
▶市営住宅の改修     　　　　　６億104万円
▶総合プールの改修　　    ５億3381万円
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月
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日
号
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集
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マ
は
「
地
域
活
動
」
で
す
。

である基金は、公共施設等整備基金から８億3804
万円、財政調整基金から12億7855万円を繰り入れ
（取り崩し）ました。今後も、地震や大雨災害など
の不測の事態にも対応できる適正な基金規模を維持
しながら、効果的に活用します。

　本年度末の一般会計における市債の残高は、盛岡
南公園野球場整備事業や学校給食センター建設事業、
旧清掃工場施設解体事業の実施などにより、新た
に発行する市債が増え、前年度比１億7448万円増
の1317億2911万円となる見込みです。市の貯金

市の財政の

健全性を確保

億円 億円

市の施設を効果的・効率的
に管理する方法（アセットマ
ネジメント）を紹介するキャ
ラクター

石割さくらこ

※長寿命化とは、建物を80年間使い続け
ることを目指し、費用を抑えながら施設を
長持ちさせるための改修工事のことだよ

一般会計

　市税は、個人市民税の増収や、新築家屋の建築数の増加による固
定資産税の増収を見込む一方、税制改正の影響による法人市民税の
減収などを見込み、前年度と比較し、３億142万円（0.7％）減少
しました。国庫・県支出金は、幼児教育・保育の無償化による扶助
費への負担金の増額や個人番号カード交付のための補助金の増額な
どにより、前年度と比べて10億4776万円（3.6％）増加しました。

　最も多いのは、子どもや高齢者などの福祉に必要な経費。第２子以
降の保育料軽減のための補助や、障がい者の介護給付費などの増加に
より、前年度と比較し、５億5117万円（1.2％）増加しました。次いで、
道路や公園の整備などに必要な経費で、９億6116万円（6.1％）増加し
ました。教育・生涯学習に要する経費では、学校給食センターや学校
施設の整備や大規模改修により、７億648万円（8.5％）増加しました。

歳入 歳出

　観光資源のブラッシュアップや外国人観
光客の受け入れ環境の整備などで交流人
口を増やし、

2020あつまる・つながるまち

プロジェクト　２億536万円

　若者を中心とした、盛岡
で働く人と場をつくるため、
産業基盤の安定化、地場産
業の魅力の向上、経営基盤
強化のための支援をします。

未来のもりおかを創る若者・しごと

応援プロジェクト　11億7855万円

重点的に取り組む施策 　市総合計画の目指す将来像の実現に向け、３年を目途に優先して取り組む「戦略
プロジェクト」に、重点的に予算を分けました。主な事業の予算額は次のとおりです。

　子育て世代が希望を持って子どもを産み、
育てることができるよう、さまざまな保育ニ
ーズに応え、子育て環境の充実を図ります。

みんなが支える子ども・子育て

安心プロジェクト　19億5722万円

▶新たな産業集積や企業誘致のための意向
　調査　　　　　　　　　　　  200万円
▶ワークライフバランスの実現による魅力
　ある職場づくりを支援　　　　110万円
▶スマート農業導入への補助やりんご剪

せ ん

定
て い

　作業の担い手の確保　　　　　350万円

▶第２子以降の保育料無償化と副食費の助
　成、放課後児童クラブ利用の軽減
　　　　　　　　　　　　２億9159万円
▶（仮称）向中野児童センターの基本設計
　など　　　　　　　　　　　　 601万円
▶障がい児の相談窓口を設置　　 480万円

▶成長産業に位置付けている医療福祉機器
　製造業などの拠点形成を支援 3323万円
▶盛岡産農畜産物の魅力発信や６次産業化      
　を支援　　　　　　　　　　2520万円

▶道明地区の新産業等用地を整備
９億6268万円

▶中学生医療費の
　現物給付
　　　　8649万円

新規

継続

拡充

新規 拡充

新規

継続

拡充

▶つなぎ温泉での盛岡伝統芸能常設公演経
　費の助成　　　　　　　　　　570万円
▶友好都市文京区での盛岡文士劇東京公演
　の開催　　　　　　　　　　　500万円

▶マーケティングや広報の専門人材を活用
　したシティプロモーション　1238万円

▶いわて盛岡シティマラソンの開催
                                                            　3000万円
▶移住・定住促進の情報発信や相談体制を
　強化　　　　　　　　　　　 2131万円                                                                 

NEW

まちのにぎ
わいを生み
出します。

過去の盛岡文士劇東京公演の様子

▶予防接種の実施　　　　　８億8680万円
▶感染症予防対策の実施　　１億1709万円
▶盛岡広域成年後見センター設置運営
 　　　　　　　　　　　　　　　2430万円
▶アウトリーチ支援員※の配置 　　388万円
▶地域再犯防止推進計画策定　　　387万円

総合計画の４つの基本目標

▶盛岡南公園野球場の建設　１億1858万円
▶都市計画マスタープラン策定　　　900万円

▶飯岡小学校の整備　　　　　 ４億694万円
▶学校給食センターの建設　２億2276万円
▶若者の就業支援　　　　　   　　1735万円
▶プログラミング教育用教材購入　657万円

▶JR田沢湖線新駅の整備　　２億3499万円
▶盛岡バスセンターの整備　１億5675万円
▶岩手飯岡駅東西線自由通路の整備
  　　　　　　　　　　　　　１億3800万円
▶森林経営管理の推進　　　　　   5830万円
▶農業基盤の整備　　　　　　　   4114万円

人がいきいきと暮らすまちづくり 盛岡の魅力があふれるまちづくり

人を育み未来につなぐまちづくり

人が集い活力を生むまちづくり

　目指す将来像の実現のため、まちづくりの理念や方向性を示す４つの基本目標を
設定しています。今年度、特に力を入れる事業とその予算額は次のとおりです。

１ ２

３

４
※引きこもりなどで孤立に苦しむ人を個別に訪問し、
　就労をサポートする人

▶動物公園のゾウ人工授精、
キリン繁殖のための輸送　　
　　　　　　　　　700万円

交流が拓
ひ ら

く 活力あふれる 未来予算　　

特集　盛岡市の予算

１　これまで積み重ねてきた国内外の都市との交流をさらに充実・
　　発展させ、盛岡の価値や魅力を市の内外に発信する

当初予算の概要
　本年度は、市が目指すまちの
将来像「ひと・まち・未来が輝
き 世界につながるまち盛岡」
の実現に向け、右の５つの視
点のもとで予算の編成を進
めました。また、３つの戦
略プロジェクトに予算を重点
配分するとともに、市民サービ
スの向上と充実を図るため、必
要な経費の予算化に努めました。

　一般会計は、第２子以降の保育料軽減などの子ども・子育て応援事
業や、障がい者の自立支援事業などの社会保障関係経費が、昨年度
に引き続き増加したほか、盛岡バスセンターや学校給食センターの
整備などにより、予算総額が前年度比33億6000万円（3.0％）増の
1148億9000万円となりました。11年連続で1000億円を超え、過
去最大の予算規模です。
　特別会計は、介護保険の施設入所者などの増加や、道明地区にある
新産業等用地の造成・工事費用などの増加により、11会計の合計で、
前年度比14億3798万円（2.6％）増の577億8300万円となりました。

予算総額

一般会計 1148億9000万円

特別会計　577億8306万円
　（11会計）

  予算編成 ５つの視点

２　若い世代や子育て世代が安心して暮らすための施策を拡充する
３　産業基盤の安定化や盛岡産農畜産物の魅力発信、高付加価値化
　　により、産業の振興や働く場所の創出に努める
４　交流人口対策の推進により、にぎわいがあふれるまちづくりに取
　　り組む
５　市民生活の利便性向上につながる、社会基盤としての公共交通の
　　充実を図る
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コンパクト・プラス・
ネットワークのまちを目指して

　市は、コンパクトな市街地の形成に、公共交通のネットワークの要
素を加えた「コンパクト・プラス・ネットワーク」による持続可能な都市構
造の形成を目指す計画を策定しました。その概要をお知らせします。
【問】都市計画課☎639-9051　【広報ＩＤ】1030055

■なぜ「コンパクト・プラス・ネットワーク」が
　必要なの？

　盛 岡 市の人 口は 、平 成 12
（2000）年をピークに減少に転
じ、全国の多くの都市と同様に、
将来的にも人口減少が続いてい
くことが見込まれています。
　このまま人口減少が続くと、ま
ちのところどころに空き地・空き
家が増えていきます。これを「都
市のスポンジ化」といいます。

人口密度を維持して、都市機能
を集約するなど、「コンパクトな
まちづくり」が必要になるんだね

■課題を解決するため
　どのような取り組みを進めるの？
　住宅や医療・福祉・商業施設などがま
とまって立地し、これらの施設を公共交
通で行き来できるまちの形成に向けて、 ■届出制度が始まりました

　次のような開発行為・建築を行う場合や施設を休止・
廃止する場合は、事前に市に届け出が必要です。

「都市のスポンジ化」
が進行すると？

＜届け出が必要な事例＞

～「盛岡市立地適正化計画」の策定～

図　誘導区域など（中心部を抜粋して掲載）

仙北町駅

盛岡市立病院

盛岡駅

盛岡市役所

都市機能誘導区域
　医療・福祉・商業などの各
種サービスが効率的に提供さ
れるよう、中心拠点（中心市街
地、盛南）や地域拠点（松園、
青山、見前・永井、渋民の各地
区）に誘導・集約します

居住誘導区域
　人口密度を維持し、生活サ
ービスや地域コミュニティが
持続されるよう、市中心部や
主な鉄道駅とバス路線の周辺、
玉山総合事務所周辺などに居
住を誘導します

一般居住区域
　地域の特性に応じた暮らし
や地域コミュニティなどの存
続を図ります

　高齢者でも出歩き
やすく、健康で快適な
生活を確保し、また子
育て世帯などの若年
層にも魅力的なまち
にするとともに、コン
パクトで持続可能なま
ちづくりへの取り組み
が必要です

居 住 誘 導 区 域 で は
ない区域での、３戸
以上の住宅の建築や、
これを目的とする開
発行為など

都市機能誘導区域で、
医療や介護、子育て、商
業施設などの誘導施設
を休止・廃止

都市機能誘導区域で
はない区域での、誘
導施設の建築やこれ
を目的とする開発行
為など

計画や誘導区域図、
市への届け出など詳
しくは、市公式ホー
ムページをご覧くだ
さい

そのために…
■町内会・自治会などの活動に参加
　する人が少なくなり地域コミュニテ
　ィの維持が難しくなる
■路線バスなどの公共交通機関を利
　用する人が減り、公共交通の維持
　が難しくなる
■医療や福祉、商業、子育てなど
　　生活に密接なサービスが低
　　下する

国
道
４
号

「立地適正化計画」を策定し、市街地の
密度を維持していきます。そのため、図の
ように誘導区域などを定めます。

盛
岡
西
バ
イ
パ
ス

届け出は、着手の30日
前までにお願いします
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知っていますか？
成年後見制度

こんなときには、成年後見制度の利用を

●認知症により、印鑑や通帳を何度も無くし、本人が銀行  
　でお金を下ろせない

成年（法定）後見制度を利用するために
　成年（法定）後見制度を利用するには、家庭裁判所への
申し立てが必要です。本人や親族が申し立てた後、家庭裁
判所が審査し、後見人などを選びます。

成年後見制度の利用を支援する
「盛岡広域成年後見センター」を開設しました
　成年後見制度を利用しやすくするため、４月20日に市と盛岡広
域４市町とが共同で「盛岡広域成年後見センター」を開設しました。
同センターでは、同制度に関する相談対応や利用支援、市民後見人
※２などの担い手の養成などにより、同制度を利用できるようサポ
ートします。
※２　弁護士などの有資格者ではなく、養成講座などを修了し、後見人とし
　　   ての知識などを身に付けた人

■事業内容
・制度に関する相談対応
・制度を知ってもらうための講座などの開催
・申立書類の作成支援
・後見人となる候補者の調整
・市民後見人の養成
・後見人の活動支援
・地域連携ネットワーク※３の構築

　市民目線で、本人に寄り添
って活動する「市民後見人」
の活躍が期待されています。
同センターでは、市民後見人
を養成するための講座を開
催します。社会貢献に意欲の
ある人、後見人としての活動
に興味のある人はぜひご参加
ください！　開催時期などは、
広報もりおかなどで随時お知
らせします。

■成年（法定）後見制度は、３種類に分かれています
必要な費用
▶申立時に必要な費用
　申立手数料や登記手数料、連絡用郵便切手代、診断書の作成
費用などに１～２万円程度の費用が必要です。本人の判断能力に
鑑定が必要になった場合、10万円程度の費用が別途必要です。
▶後見人に支払う費用（報酬）
　後見人が選任された後は、後見人の活動に対する報酬を本人
が支払います。報酬額は、後見事務の内容や本人の財産状況な
どを総合的に考慮し、家庭裁判所が決定します。一般的な報酬
額の目安は、月に２万円程度です。

●知的障がいのある子どものために、自分たちが亡くなっ
　た後の生活や財産管理を支援してもらいたい

●将来自分が認知症になった場合に、信頼できる人に生活
　を支えてもらいたい

どんな人が選ばれるか
　家庭裁判所は、申し立ての内容から、どのような保護・支援（法的
な課題や福祉的な支援）が必要かなどの状況を把握し、本人にとって
最も適切と思われる人を選任します。親族だけでなく、弁護士や司法
書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる場合もあります。

盛岡広域成年後見センター
【場所】大通一丁目１-16　岩手教育会館２階
【問】☎626-6112　ファクス656-0612
【時間】平日の８時半から17時半まで
　　　　※祝日を除く

後見人にできること

・診療や介護、福祉サービス
　などの利用契約を結ぶ
・預貯金の出し入れや不動産
　の管理などをする
・本人に不利益な契約を後か
　ら解除する　　　　　など

※３　司法、行政、福祉・医療・地域などの関係機
　　　関の協力・連携強化を協議する組織

市
民
後
見
人
と
し
て

活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か

※１　同意権：本人が、 法律で定められた財産上の重要な行為（預貯金の払い戻    
　　　　　　  しや不動産の売買など）を行うには保佐人や補助人の同意が必要です
　　  取消権：保佐人などの同意がない行為は、 保佐人などが取り消すことが
　　　　　　  できます
この他、将来に備えて自分が選んだ支援者と契約しておく任意後見制度があります

講座の様子

類型 本人の
判断能力

後見人などに与えられる権限
代理権 同意権・取消権※１

後見 欠けている
状態

財産に関する全て
の法律行為

日常生活に関する行為以外
（取消権のみ）

保佐 著しく不十分 家庭裁判所が定め
た法律行為

・法律上定められた特定の法律行為
・家庭裁判所が定めた法律行為

補助 不十分 法律上定められた特定の法律行為のう
ち、家庭裁判所が定めた法律行為

　成年後見制度（法定・任意後見制度）は、認知症や知
的障がいなどにより判断能力が十分でない人を保護し支
援するため、平成12年４月に始まった制度です。後見人は
本人の代わりに、財産や権利を守ることができます。制度
の詳しい内容について紹介します。
【問】長寿社会課☎613-8144　【広報ＩＤ】1006415

詳
し
く
は
こ
ち
ら
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 ごみの集積場所はきれいに使いましょう

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

【問】資源循環推進課
　　 ☎626-3733

今月の
テーマ

VOL.18

　ごみの集積場所は、その地域の皆さんが管理しています。正しく使用
しないと、ごみが散らかったり、違反ごみでいっぱいになったりするこ
とも―。ルールをしっかり守り、きれいに使いましょう。

▲違反ごみは回収されず残り続けます

鳥などに荒らされ散乱した違反ごみ▶

　ごみの集積場所を気持ちよく
利用するため、みなさんのご協
力をお願いします！

利用のルール

二、決められた集積場所に出す
　使用できるごみの集積場所は、住所や地域の世帯数に応じて設
けられています。他の地域の集積場所に出すと、大量のごみであ
ふれてしまい、使用できなくなってしまいます。

一、収集日・時間を守る
　盛岡地域・玉山地域は収集日の８時半まで、都南地域は８時ま
でに出しましょう。

三、ごみの分別を守り、決められた日に出す
　ごみが分別されていなかったり、他のごみの収集日に出したり
すると、回収されず、カラスなどの動物に荒らされてしまいま
す。ごみはしっかり分別して、決められた日に出しましょう。

ごみ集積場所

　消費者の生活に役立つ講座を表のとおり用意しています。
【料金】講師の派遣は無料※会場の使用料などは申込団体の
負担
【申し込み方法】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へ電話でお申し込みください

困ったら
相談しよう！

【問】講座予約など：消費生活センター☎604-3301

表　出前！消費者講座で実施している講座の内容など
講座名など 所要時間 講座の内容 主な対象

悪質商法に
負けないために 45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します 一般

みんなで脳元気教室
※平日の日中のみ 60分～ 認知症を正しく理解して悪質商法などの被害を

予防。脳が元気になる運動も紹介します
一般

(シニア)財布と体の健康教室
※午後のみ。開催の１
カ月前までに予約

60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
お知らせします※県薬剤師会と共催

若者を狙う悪質商法 45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
法なども分かりやすく説明します

小学生
～

新社会人
よ～く考えよう！
お金の話 45分～ お金を使うときの落とし穴とは。お金という「道

具」の使い方に失敗しないポイントを説明します

カード・ネット社会を
快適に暮らす！ 45分～

クレジットカードの利便性と注意点を学び、カー
ド社会を生き抜く力を養います。ネット通販など
のトラブル事例も紹介します

盛岡城跡盛岡城跡
公園公園
盛岡城跡
公園

旧ななっく跡地旧ななっく跡地旧ななっく跡地

栃内病院栃内病院

消費生活センター消費生活センター消費生活センター
（肴町分庁舎２階）（肴町分庁舎２階）（肴町分庁舎２階）

栃内病院

盛岡市役所盛岡市役所盛岡市役所

プラザおでってプラザおでってプラザおでって
中の橋中の橋中の橋

悪質商法撃退キャラクター
がんがん君

　消費生活センターは、盛岡広域に住む皆さんの店舗・ネッ
トなどでの買い物時の消費者契約トラブルや、悪質商法によ
る被害、借金に関する相談などを受け付けています。費用は
無料。来所相談、電話相談どちらも受け付けます。秘密は厳
守しますので、気軽にご利用ください。
【開所日】平日9時～16時※祝日、年末年始を除く
【場所】市役所肴町分庁舎２階（肴町）

■お役に立ちます！消費生活センター

■出前！消費者講座でトラブル防止

めぐるちゃん

相談：もりおか広域消費者110番☎624-4111
（平日9時～16時）

地図　消費生活センターの場所

今年は啄木が熱い！
　盛岡は石川啄木の生誕の地。今年は、啄木に関するアニ
メが放送されるなど啄木の魅力に迫る企画が多く催されま
す。盛岡の先人・啄木の魅力に触れてみませんか。　
【問】歴史文化課☎639-9067

アニメ「啄
き つ つ き

木鳥探
た ん

偵
て い

處
どころ

」が放送中
　盛岡の先人・石川啄木と金田一京助がアニメに
なってテレビに登場！
　次々と奇怪な事件を解決していく探偵・啄木と
マイペースな友人に振り回されながらも協力を惜
しまない、お人よしな助手・京助。そんな二人を
中心に、明治末の東京・浅草を舞台に繰り広げら
れる文学探偵ミステリー作品です。作品には、岩
手ゆかりの小説家・野村胡

こ

堂
ど う

なども登場。作品か
ら垣間見える彼らの魅力や熱い友情もぜひ感じて
ください。

【放送テレビ局・放送日】※放送中
・岩手めんこいテレビ：毎週土曜17時～
・ＴＯＫＹＯ ＭＸ：毎週月曜23時～
・ＢＳフジ：毎週月曜24時～
・ＣＳファミリー劇場：毎週月曜24時～

©2020伊井圭・東京創元社／「啄木鳥探偵處」製作委員会浅沼晋太郎さん

「啄木鳥探偵處」スタンプラリーin岩手

声優の浅沼晋
しん

太
た

郎
ろう

さん（盛岡市出身）が
石川啄木役として出演！

アニメに登場する文豪たちをたどる

　アニメキャラクターのモデルになった文豪たち
ゆかりの４館を巡り、スタンプを集めましょう！
　３館のスタンプを集めた人に、オリジナルクリ
アファイルをプレゼント。また４館全てのスタン
プを集めた人にはアニメポスターと浅沼晋太郎さ
んのサイン入り色紙などが抽選で当たる応募券を
プレゼントします。
※スタンプラリーの台紙は各館の入館券を購入した人
に配布
※スタンプラリー台紙・プレゼントは無くなり次第終了

【期日】６月２日㈫～９月27日㈰
【対象人物：場所】①石川啄木：石川啄木記念館
（渋民字渋民）②金田一京助：先人記念館（本宮字
蛇屋敷）③吉井勇：盛岡てがみ館（中ノ橋通一）④野
村胡堂：野村胡堂・あらえびす記念館（紫波町）
【問】石川啄木記念館☎683-2315

スタンプのイメージ画像

関連企画情報

【期日】５月19日㈫～９月13日㈰
【場所】石川啄木記念館（渋民字渋民）
【問】同記念館☎683-2315
▶ギャラリートーク
【日時】５月31日・６月28日・７月26日・
８月30日、日曜、14時～１４時半
▶トークイベント
　「啄木鳥探偵處」のいろいろ
【日時】８月２日㈰13時半～１5時
【定員】30人

■企画展「啄木鳥探偵處のせかい」

　同アニメと、その原作「啄木鳥探偵處」
(伊

い

井
い

圭
け い

著、東京創元社、1999年）につい
て紹介します。

【期日】６月14日㈰まで
【場所】先人記念館（本宮字蛇屋敷）
【問】同記念館☎659-3338
【広報ＩＤ】1025583

■収蔵資料展「明治・大正盛岡文士録」

■企画展「啄木鳥探偵處～啄木と京助～」

【期日】６月１日㈪～９月28日㈪
【場所】盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【問】同館☎604-3302
▶ギャラリートーク
【日時】７月23日㈭・９月12日㈯、14時～１5時

　啄木と京助の生涯にわたる交流や、作
品に登場する文豪の資料を紹介します。

内容について詳しくは石川啄木記念館
公式ホームページをご覧ください

内容など詳しくは、同アニメ公式
ホームページをご覧ください

①石川啄木記念館 ②先人記念館

④野村胡堂・あらえびす
　記念館

③盛岡てがみ館

ほかにもこんな企画が！

金田一京助と石川啄木
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盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258 ファクス622-1910

■少年自然教室
カヌー体験や野菜の収穫などの農業
体験、自然散策など。（写真①）

 ６月13日㈯・７月11日㈯・８月６
日㈭・９月26日㈯・来年１月30日
㈯、全５回、主に８時半～15時半

 15人※小学４～６年生
 5000円
 電話・ファクス・窓口：５月29日㈮

21時半まで

■開館30周年記念特別企画　
　十代目松本幸四郎芸談「高麗屋の
　芸」と「シネマ歌舞伎」の延期
４月５日に開催を予定していた同公演
は次のとおり延期しました。購入済み
のチケットはそのまま利用できます。

 ６月20日㈯13時～16時

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
オルガン内部の見学や演奏などを通
して、音が出るしくみや歴史を分かり
やすく紹介します。（写真②）

 ６月27日㈯10時半～15時半
 20人※中学生以上
 大学生以下1000円、一般2000円
 電話：５月８日㈮10時から
 1030638

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室
 ６月１日～７月6日、月曜、全５回、

10時～12時※６月22日を除く
 24人※18歳以上の初心者
 3000円
 ５月７日㈭10時から
 1029210

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■大人のための健康講座
健康を保つためのストレッチなど、自
宅で実践できることを学びます。
（写真③）

 ６月２日～16日、火曜、全３回、
19時～20時半

 20人※20歳以上　
 保険料別途
 電話・窓口：５月15日㈮10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■健康講座
無理なく体の調子を整える運動を通
して、心身ともに健康を維持する習
慣を身につけます。（写真④）

 ６月13日～27日、土曜、10時～
11時半、全３回

 20人※18歳以上　  90円
 電話：５月15日㈮９時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■初級英語講座～お茶d
デ

e英会話～
お茶を楽しみながら、英語表現の基
礎を学びます。（写真⑤）

 ６月９日～30日、火曜、全４回、
10時～12時

 20人※英語初級者
 2500円
 往復はがき：５月28日㈭必着

■軽登山・環境トレッキング　  
安比高原のブナ林で初夏の軽登山を
します。（写真⑥）

 6月12日㈮９時半~15時半　
 安比高原（八幡平市）
 20人　

 300円
 往復はがき：６月３日㈬必着

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
安本末

す え

子
こ

作「にあんちゃん」（角川書
店）。

 ５月27日㈬10時～12時
 1030416

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■れきぶんナイトミュージアム
　「りある・北奧の旅～S

シ ゲ キ

HIGEKIと　
　I

イ ヨ ジ

YOJIとともに～」
資料と実際の風景を比べながら、学
芸員がかつての盛岡藩の北奥にあた
る下北半島を旅した話をします。

 ５月21日㈭19時～20時半
 1024284

イベント情報
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

 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

※特に記載がない場合、費用は無料

■れきぶん講座
　「もりおか民俗風

ふ う

信
し ん

帖
じょう

」
県立博物館の金

き ん

野
の

静
せ い

一
い ち

元館長が、遠
野物語の背景などを解説します。

 ６月14日㈰13時半～15時半
 50人
 往復はがき：５月24日㈰必着
 1019613

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

■先人ゆかりの町めぐり
学芸員の解説を聞きながら、新渡戸
稲造誕生の地など、下の橋かいわい
を歩きます。

 ６月７日㈰９時～12時
 10人※２～３㌔㍍歩ける人。マス

クを着用の上ご参加ください
 500円
 往復はがき：５月23日㈯必着※は

がき１枚につき１人まで
 1026135

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

■区界土遊塾

焼板工作や水晶探しをします。
 ５月30日㈯９時半～14時
 30人※小・中学生とその家族。未

就学児も参加できます
 1200円
 郵送・ファクス・メール：必要事項の

他、学校名・学年、交通手段、アレル
ギーの有無を明記。５月15日㈮必着

 1000876

ノルディックウオーキング教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

高い運動効果が得られる、ポールを
使った歩き方を学びます。

 ６月１日㈪・８日㈪、全２回、10
時～11時半

 松園中央公園（東松園二）
 20人
 1600円※ポール貸し出し料を含む
 電話：５月11日㈪10時から
 1026543

①

②

③

④

保護庭園・景観重要建造物を無料公開 　市が指定している保護庭園や景観重要建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください　  景観政策課☎601-5541

■一ノ倉邸（安倍館町）
 水～日曜、10時～15時※８月

10日～20日、12月25日～１月15
日は休館

 一ノ倉邸管理保存委員会
　☎646-1817

■旧宣教師館（大沢川原三）
 月～金曜、９時～17時（12時

～13時を除く）※祝日と８月13
日～16日、12月29日～１月３日は
休館

 大沢川原センター☎654-6067

■明治橋際の御
お く ら

蔵（南大通三）
 10月までの土・日曜、10時～

16時
 御蔵管理委員会

　☎654-2468

■武田邸（長田町）
 11月までの第２・４土曜、13

時～16時。※６月と11月は、第１
土曜、13時～16時も公開

 景観政策課☎601-5541

⑤

⑥

　同大会を盛り上げる取り組みを次のとおり募集します。申し
込み方法など詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください。

 スポーツ推進課内、同大会実行委員会事務局☎626-3111

■ランナー応援イラスト
　「僕たち、私たちの好きなもり
おか」をテーマにしたイラストを募
集します。作品は大会当日にコー
ス上や大会E

エ キ ス ポ

XPO会場で掲示する
ほか、大会公式ホームページで紹
介します。また、優秀作品は大会
EXPO会場で表彰します。

 募集期間：８月31日㈪まで
 小・中学生※１人１作品

■「ランナー・ボランティア参加者
　特典」協力店舗・施設
　ランナーやボランティアへの参
加者特典として、店舗・施設などに
指定のサービス（ランナー向けの
クーポンなど）を提供して「おもて
なし」をする事業者を募集します。

 募集期間：７月31日㈮まで

応援しよう！　盛り上げよう！

いわて盛岡シティマラソン2020

■応援パフォーマー
　ランナーが楽しく完走できるよ
う、楽器演奏、さんさ踊り、合唱、
演舞などのパフォーマンスで応援
しましょう！　参加者には大会記
念品としてM

モ

OR
リ

IO
オ

-Jカード（1000
ポイント分入り）を贈呈します。

 募集期間：８月31日㈪まで
 書類審査があります
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広　告広　告

土曜 ・ 日曜 ・ 祝日

広　告広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①５/７㈭・12㈫
　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

リハビリ
相談

５/８㈮
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・
不動産

無料相談
５/13㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

補聴器
相談

５/20㈬
① 10時～11時半
② 13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★

多重債務
相談

月曜～金曜※祝日除く
８時半～16時半

東北財務局盛岡財務事務所
（内丸）

同事務所
☎622-1637

シルバー
110番

月曜～金曜※祝日除く
９時～17時

県高齢者総合支援センター
（本町通三）

同センター
☎0120-84-8584

★要事前申し込み

スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進課　☎603-8013

スポーツ推進計画などスポーツの推
進に関する重要事項について調査・
審議する委員を２人程度募集します。
任期は６月から２年間です。

 次の全てに該当する人①18歳以
上②市内に住んでいるか勤務先があ
る③平日の日中に開催する年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込用紙
に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所スポーツ推進課
へ郵送または持参。5月22日㈮必着

施設の利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリンク

☎601-5001

５月10日㈰・30日㈯は利用できません。
 1024780

軽自動車税（種別割）の減免申請
市民税課　☎613-8499

身体障害者手帳や療育手帳などを
持ち、一定の基準に該当する人は、１
人１台に限り軽自動車税（種別割）が
減免になる場合があります。詳しく
は同課へお問い合わせください。

 申請期限：６月１日㈪まで
 1000503

木造住宅の耐震化を支援
建築指導課　☎639-9054

昭和56年5月31日以前に着工した木
造住宅を対象に、耐震診断をします。
また、すでに耐震診断を受けた人が
耐震改修する場合、工事費用の一部
を補助します。

 募集期間：５月11日㈪～29日㈮
　 受付時間：9時~17時

 耐震診断：自己負担額3143円
    耐震改修：補助額は経費の５分の    
    ４の額（上限100万円）

 募集戸数：耐震診断10戸、耐震改修
２戸※募集戸数を超えた場合は抽選

 要件や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。

 耐震診断：1001696
　 耐震改修：1001698

太陽光発電システムなどの
設置費を補助

環境企画課　☎626-3754
一戸建ての自宅に太陽光発電システ
ムなどを設置する人に、補助金を交
付します。詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください。

 次の全てに該当する人①これから
同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
補助金を受けていない

 市役所若園町分庁舎４階の環境
企画課に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした用
紙に必要事項を記入し、図面等の写
しを添えて〠020-8531（住所不要）
市役所環境企画課へ郵送または持
参。来年１月29日㈮必着　

 1030525

玉山地域　列車でおでかけきっぷ
ＩＧＲインフォメーション

☎626-9151

玉山地域から盛岡駅まで割安で利用
できる同きっぷを販売します。きっぷ
の購入には購入証が必要です。

 販売場所：渋民駅と好摩駅
 玉山地域に住む70歳以上
 渋民駅～盛岡駅：380円

　 好摩駅～盛岡駅：480円
    ※購入証発行手数料500円

 購入証の発行：本人写真と公的な
身分証明書を販売窓口に持参

 1001842

日本赤十字の活動にご協力を
地域福祉課内、日赤盛岡市地区事務局

☎626-7509

災害発生時に医療関係者の派遣や
救援物資を配布する日本赤十字社の
活動は、皆さんの募金により支えら
れています。活動資金への募金のご
協力をお願いします。詳しくは同事
務局へお問い合わせください。

お知らせ

募　集
工業統計調査にご協力を

企画調整課　☎613-8397
国は６月１日㈪を基準日とした、工業
統計調査を行います。調査員証を携
帯した調査員が、製造業を営む全て
の事業所を訪問しますので、回答に
ご協力ください。　  ５月～６月

危険な看板を見かけたら
景観政策課　☎601-5078

破損が目立つ看板や、倒壊、落下しそ
うな看板を見かけたときは、同課ま
でご連絡ください。　  1010246

盛岡芸術祭の中止
同事務局の鈴木さん　☎623-9482

第49回盛岡芸術祭は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するため、
中止します。　  1026094

介護入門研修
県福祉人材センター　☎601-7061

介護に興味のある人を対象に、介護
に関する基礎知識・技術を学び理解
を深める研修会を開催します。申し
込み方法など詳しくは、同センター
へお問い合わせください。

 ①６月９日～23日、火曜、全３回、
９時～17時②９月１日～15日、火曜、
全３回、９時～17時※初回のみいず
れも8時半～

 各10人

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

５/10
㈰

大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-3 639-3315
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ
ック盛岡

大通一丁目１-16岩手教育
会館１階 681-3652

さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
ゆうデンタルケア 夕顔瀬町１-１ 613-9871 
つばさ薬局 津志田西二丁目13-５ 632-2166
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
あおい薬局 上田四丁目20-60 604-7103
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

５/17
㈰

小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
かなざわ内科クリニック 上堂一丁目18-24 647-3057
栃内病院 肴町２-28 623-1316
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448

横藤歯科医院 志家町１-２和光ホームビ
ル１階 653-5577

せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
なごみ薬局 上堂一丁目８-26 648-0753
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

※５月３日㈰～５月６日㈬の休日救急当番医・薬局は４月15日号に掲載しました。

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

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
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

■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
▶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。
▶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。

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　石割桜や盛岡城の石垣に使用されている岩の種類は何ですか。
　①花崗岩　②斑れい岩　③かんらん岩　④玄武岩

も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

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

危険な看板の例

まちなか・おでかけパス
　　　　　　が変わります
　６月１日㈪から11月30日㈪まで
利用できる同パスを販売します。５
月販売分から制度が変わり、１回乗
車ごとに100円支払って乗車します。
詳しくは、各販売場所でお問い合
わせください。

 販売日時：５月11日㈪以降の10
時～15時※土・日曜、祝日を除く

 販売場所：盛岡駅前バス案内所
など

 市内に住む70歳以上
 本人写真と公的な身分証明書を

販売窓口に持参
 1000円※遠距離の人は2000円
 1001839

  県交通☎654-2141
　 県北バス☎641-1212
　 ＪＲバス東北☎604-2211

  感染防止にご協力を

　　まずは「手洗い」 　　手で咳
せ き

・くしゃみを押さえない

 保健所企画総務課☎603-8301
 1030170　

！

新型コロナウイルス関連のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、休業などにより収入が
減少し、生活に困っている世帯を支

 生活支援臨時給付金の
　　　　　　　　　問い合わせ

援する「生活支援臨時給付金」につ
いては、総務省が設置したコール
センターへお問い合わせください。

 生活支援臨時給付金コールセンター
　 ☎03-5638-5855
    ９時～18時半※土・日曜、祝日を除く

！

！

  症状の相談・受診の目安

盛岡市帰国者・接触者相談センター
 019-603-8308

   月曜～金曜、9時～17時
　休日・夜間の緊急連絡先は、
　  019-651-4111（盛岡市役所代表）

〇風邪の症状や37.5
　度以上の発熱が４
　日※以上続く
〇強いだるさや息苦
　しさがある
※妊婦や高齢者、糖
尿病などの基礎疾患
がある人は２日

新型コロナウイルス感染の疑いがあると判断された場合
１． 「帰国者・接触者外来」の医療機関を紹介します。
２．相談者はマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて、紹
　  介された医療機関を受診してください。

　次のような症状があり、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場
合は、医療機関を受診する前に、「盛岡市帰国者・接触者相談センタ
ー」に連絡し、相談してください。

 保健所保健予防課☎603-8308
 1029823

　新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市
公式ホームページで随時更新しています。また、広
報もりおか5月15日号でお知らせします。

〇不要不急の外出を控える
〇発熱など風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を  
　控える、体温を毎日計測しておく―などを心掛ける

  普段から気を付けていただきたいこと 

　外出先から帰宅した時や調理
の前後、食事前などにはせっけ
んでこまめに手を洗いましょう

　　「３密」を避ける
　「密閉した空間」と「密集する
場所」、「密接となる場面」が１つ
でも発生する場所を避け、集団
感染を防ぎましょう

　手で咳やくしゃみを押さえ
ると、手にウイルスが付着し、
ドアノブなどを介して他の人
に病気をうつすことがありま
す。ティッシュやハンカチ、袖
で口・鼻を覆う、
マスクをするなど
の「咳エチケット」
を徹底しましょう
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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花崗岩
繫中の閉校式当日は、御所湖がしぶきを上げて波打つ
ほど風が強い日でした。それでも多くの人が集まり、繫中
が地域に愛されていることを改めて感じました。（後藤）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

　市内で開催されたイベントや出来事を紹介
します。紙面で紹介しきれなかった写真は、市
公式ホームページの取材日記に掲載しています。

取
材
日
記

地産地消で
盛岡を元気に！

　新型コロナウイルス感染症の影響
が、私たちの日常生活にも現れてい
ます。こんな時こそ、地元の生産者
や事業者が精魂を込めて作った地元
産の商品を買って、盛岡の産業を応
援しましょう！
　市公式ホームページでは、盛岡近
郊で採れた新鮮な食材や加工品など
を扱う産直を紹介してい
ます。普段の買い物に産
直を利用してみませんか。

９３

　今年の桜の開花宣言は、記録的な
暖冬のため、例年よりも７日早い４
月14日となりました。盛岡城跡公園
（内丸）では、開花を待ちわびた人
たちが、標準木を見上げて花を探し
たり写真を撮ったりしながら、春の
訪れを感じていました。
　市内のソメイヨシノは葉桜になっ
ていますが、サクラパーク姫神（日
戸字姥懐）のオオヤマザクラはこれ
から見頃を迎えます。

春を彩る
桜の便り●

４

ありがとう 繫中学校
　繫地域で住民に長く愛された市立繫中学校（繫字舘市）が３月31
日に閉校し、72年間の歴史に幕を下ろしました。「切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

」のス
ローガンのもとに育まれた、繫中学校の歩みを紹介します。

　３月20日に開かれた閉校式には、卒業生
や地域の住民約180人が出席し、慣れ親しん
だ学校との別れを惜しみました。式典で校歌
が流れると、出席者の中には歌いながら懐か
しい思い出に浸り、思わずこみ上げた涙をハ
ンカチで押さえる人もー。
　小山田吉

よし
光
みつ
校長は「郷土芸能の伝承活動を

通じて、地域への誇りや思いやりの心が養わ
れてきた。これからもその活動を絶やすこと
なく、繫小・中学校の卒業生の手で継承して
いきたい」と、地域の人たちへの感謝と伝承
活動への敬意を表しました。

　岩手三菱自動車販売㈱と三菱自動
車工業㈱の両社と「災害時における
電動車両等の支援に関する協定」を
締結しました。電動車両は、災害が
起きた時には「移動できる電源」と
して、電気が必要な場所へ届けるこ
とができます。谷藤裕明市長は「災
害などによる停電時でも避難所の電
力が確保できることは、生活の安心
に繋がる。両社の支援体制に深く感
謝します」と謝辞を述べました。

もしもの時の
心強い味方
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　繫中学校は、昭和22年に御
ご

所
しょ

村立御所中
学校繫分室として開校し、72年の歴史の中
で1257人の卒業生を送り出しました。昭和
60年からは、郷土伝統芸能である「つなぎ
さんさ太鼓」の伝承活動に取り組み、御所湖
まつりをはじめとする地域の行事や盛岡さん
さ踊りに出場するなど、地域との交流を深め
てきました。　

　最後の生徒会長となった卒業生の髙橋愛
え

茉
ま

さんは、生徒代表として「閉校が決まってか
ら、行事がひとつ終わるたびに寂しい気持ち
になりました。学校生活を無事に送れたのは
両親や先生、地域の皆さんのおかげです。繫
中学校での思い出を胸に、新しい学校でも充
実した時間を過ごしていきます」と感謝の気
持ちを語りました。
　繫中最後の卒業生４人は、それぞれの進路
に進み、在校生５人は４月から統合先の大宮
中で新しい学校生活を送っています。

教室の黒板に描かれ
た卒業生の似顔絵

ちょっと
ひといき

　岩山公園（新庄字岩山）の駐車場
に設置されている観光案内板をリニ
ューアルしました。新しい案内板は、
社会奉仕に取り組む盛岡東ロータリ
ークラブ（柴田茂

しげる

会長）から、同会
の奉仕活動40周年を記念して寄付
されたものです。同公園周辺の地図
をはじめ、市内の観光地や祭りなど、
盛岡の魅力が一目で分かるようにな
っています。見てみると、新しい発
見があるかもしれません。

岩山公園から
魅力発信

会場全体の人が声を合わせた別れの合唱
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手を繋いで写る、繫中学生最
後の集合写真。
卒業生の皆さん（前列）を
在校生が笑顔で見送ります
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