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大誘踏切の
　　　通行止め

地図　大誘踏切周辺

【問】道路管理課☎613-8541　
【広報ＩＤ】1032316

　大
お お

誘
ざそう

踏切（上米内字大誘）
は、踏切拡幅工事のため、地
図のとおり車両・歩行者共に
全面通行止めになります。
【通行止めの期間】
９月７日㈪９時～10月16日㈮
11時※工事の状況により期間が
変更になる場合があります
【注意点】
●近隣に迂

う

回
か い

路がありません
　ので、桜台か山岸方面へ迂
　回してください
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与の字橋の通行規制
地図　与の字橋周辺

　与の字橋（内丸）は、橋の長寿命化
修繕工事のため、来年３月まで、地図の
とおり片側通行になります。また、以下
の期間は、車両のみ全面通行止めにな
りますのでご注意ください。
【車両全面通行止めの期間】
９月１日㈫９時～10月31日㈯（予定）
※工事の状況により期間が変更になる場合
があります

【注意点】
●規制中は上の橋か中の橋方向へ、迂

う

　回
か い

してください
●盛岡バスセンター行きの路線バスは
　中の橋へ迂回します
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【問】道路管理課☎613-8541
【広報ＩＤ】1032253

新しい盛岡バスセンターの整備開始！

バス待合スペースと駐輪場の利用が制限・変更になります
　来年度中の盛岡バスセンター開業を目指し、10月から、
緑のバス停「アレ・ヴェール」（バス待合スペース）と旧バ
スセンター跡地（S

サ イ ド

IDE-B
ビー

）の工事を開始します。工事期間
中は、右の地図を確認して、利用をお願いします。

【問】工事内容とバス待合スペースについて：市街地整備課☎639-9061
　　  駐輪場について：交通政策課☎613-8538
【広報ＩＤ】1032161

■アレ・ヴェール
・工事用の仮囲いにより立ち入りができなくなります
・屋根付きベンチが利用できなくなります

【主な利用制限の内容】
地図　旧バスセンター跡地周辺

■旧バスセンター跡地
・工事用の仮囲いにより立ち入りができません
・駐輪場の場所が変わります
※12月末～来年１月初旬に再度駐輪場の場所を変更する予定で
す。新しい駐輪場に、変更のお知らせを掲示します

ご不便をお掛けしますが、
よろしくお願いします。

旧バスセンター跡地
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利用中止

バス停は従来どおり
利用できます
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10月１日から
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10月から！

　新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、さまざまな場面で
「新しい生活様式」の実践が求められています。これは、地域で活動
を行う際も同様です。特に留意すべき点をまとめましたので、その内
容の一部をお知らせします。
　詳しくは、市ホームページの「『新しい生活様式』に基づ
く盛岡市地域活動事例集」をご覧ください。　
　　　　　　　　　【問】市民協働推進課☎626-7500

屋内で活動するとき

□参加者の体調確認を行い、参加
　者名簿を作成・記録する
□活動を運営する側の健康管理に
　も、十分に配慮する
□複数の人が触れる手すりやドア

　ノブ、テーブル、いす、マイクなど
　は使用の前後に消毒する
□大きな声を出さなくても済むよ
　う、紙資料の配布、マイクの活用
　などの工夫をする

共通事項

□１時間に２回以上、２方向のドア
　や窓を開けて換気する（エアコ
　ン稼働中も同様）
□隣り合って座るときは1㍍、対面
　で座るときは2㍍の間隔をでき
　るだけ開ける
□会議を行うときは、委任や書面
　決議など、多くの人が集まらなく
　ても済む方法を検討する。また、
　会議内容は電話や文書、メール
　などを活用して情報共有する

屋外で活動するとき

□できるだけ2㍍以上離れ、会話
　を控えながら作業する
□マスクを着用して作業をすると
　きは、こまめに休憩を促し、体調
　の変化に気を配る
□熱中症予防のため、のどが渇い
　ていなくても、水分を補給する

新しい生活様式を心掛けて

　　　地域活動を行いましょう

新型コロナウイルス
感染拡大を防ごう

実施します

　国勢調査は、人口や世帯の実態を
明らかにすることを目的に実施する
国の最も重要な統計調査です。日本
に住む全ての人を対象に、５年に一度、
全国一斉に行われ、今回の調査で開
始100周年を迎えます。皆さんの調
査へのご協力をお願いします。
【問】企画調整課内、令和２年国勢
調査盛岡市実施本部☎613-8397
【広報ＩＤ】1026820

　調査員が９月中旬から各世帯を訪
問し、調査書類を配布します。マンシ
ョンなどの集合住宅は、管理人の方
にも調査協力をお願いします。調査
の対象は、10月１日現在、日本に普段
住んでいる全ての人で、外国人も含み
ます。

調査員がお宅に伺います

　新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、インターネットまたは
郵送での回答を勧めています。なお、
従来どおり記入した調査票を調査員
に提出することもできます。
　インターネット回答期間は9月14
日㈪から10月７日㈬まで、回答に必
要なIDとアクセスキーは、調査員が
配布する調査書類に記載しています。

インターネット・郵送による
回答に協力を

調査結果の公表

　調査結果は、来年６月に人口の速
報値が公表され、以後は、集計が完了
したものから順次公表される予定です。

調査結果は何に使われるの
　調査により、人口密度や年齢別の
人口分布、通勤・通学に伴う人口の
流れなどを把握し、国や地方公共団
体は高齢者や児童などの福祉政策、
災害対策などの基礎資料にしていま
す。また公開された調査結果は学術

研究に生かされてい
るほか、民間企業な
どでは製品・サービ
スの開発や店舗の立
地計画など、幅広く
活用されています。

国勢調査2020
総合サイトはこちら☞

いわて盛岡シティマラソン2020オンライン

参加ランナー募集！
　いわて盛岡シティマラソン2020に代わる企画として、スマー
トフォンのＧＰＳトレーニングアプリを活用したイベントを開催
します。日々の走行距離を各自が登録し、期間内の累計走行
距離を競います。
【日時】10月１日㈭９時～31日㈯23時59分
【定員】先着3000人
※スマートフォンにＧＰＳトレーニングアプリ「Ｔ

タ

ＡＴ
ッ

Ｔ
タ

Ａ」がダ
ウンロードでき、10月31日時点で満13歳（中学生）以上の人
【注意事項】
▶新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、集団走行は
避け、人が多い場所ではマスクを着用するなどの対策をしてく
ださい
▶十分に安全を確保できるコースを選
択し、歩行者や車に迷惑をかけないよ
う注意してください

①エントリー
【期間】９月１日㈫12時～10月30日㈮23時59分
【申し込み】ＷＥＢサイト「e

イー

-m
モ

os
シ

hic
コ

om
ム

」の申し込みフォーム
に必要事項を入力
②「ＴＡＴＴＡ」アプリをインストール
③ＴＡＴＴＡを起動して期間内に走ろう！

　ランニング中に見つけた景色や、盛岡らしい写真を投稿しませ
んか。投稿した人の中から、抽選で40人にオリジナルタオルを贈
呈。写真は次回大会の大会E

エ

X
キ

P
ス

O
ポ

会場に掲示する予定です。
【募集期間】10月１日㈭９時～31日㈯23時59分
【申し込み】次のいずれかで申し込み
▶同大会特設ホームページ上の応募フォームから写真を投稿
▶①ツイッター公式アカウント（＠ＭｏｒｉｏｋａＭａｒａｔｈｏｎ）
をフォロー②共通ハッシュタグ（＃いわて盛岡シティマラソン）お
よび、参加部門のハッシュタグ（＃ｉｍｃｍ2020オンライン また
は ＃もりおかエール）をつけて投稿

【問】スポーツ推進課内、いわて盛岡シティマラソン
実行委員会事務局☎626-3111

写真投稿キャンペーンを同時開催！

参加料
無料！

特典も！

参加方法

特設ホームページはこちら☞

参加者全員に、個人の総走行距
離と順位が入ったオリジナルＷ
ＥＢ完走証を贈呈

累計で42.195㌖以上走った人
の中から抽選で310人に、もり
おか短角牛や盛岡りんごなど、
盛岡の特産品を贈呈

参加者全員の総走行距離が約
29万㌖（９月１日時点の盛岡市
の人口と同数）を超えた場合、
累計で42.195㌖以上走った人
全員に、次回大会のフルマラソ
ン参加料が500円割引となるク
ーポンを贈呈

平均走行距離が最も多かった都
道府県の参加者全員に、オリジ
ナルタオルを贈呈
※各都道府県10人以上の参加が
必要

参加賞 完走者特別賞

盛岡市特別賞

都道府県対抗賞


