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ピューマの
ニーナが大好き！　大きい

猫みたいでかわいいし、
お肉を食べるときの
迫力もすごいよ！

松本松本さんさん
ご家族ご家族
［盛岡市］［盛岡市］

おすすめは、給
きゅう

餌
じ

体験！
 実際に動物に触れ合うと、
かわいさが倍増しますよ。

ウサギの耳が
みんな違った形で
とてもかわいい。

月１回は来ています。
自然の広場や休憩
スペースなどでも
遊べるところも魅力
ですね。子どもたちと
１日中遊んでいます！

ヘビが「シャー」と
威嚇する姿が

とてもかっこいい！

令和４年 リニューアルへ

ZZOOOOMMOO
大好き！

間近で見るとすごい迫力（笑）。
引っ越ししてしまうキリンのカリンに

枝葉をあげることができてよかったです。
これからも元気でいてね。

ウサギと
一緒に跳ねたりして

追いかけるのが
楽しいな。

カリンの首が
すごく長くて、
目もきれいで
びっくり！
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浅沼浅沼さんさん
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　盛岡市動物公園 Z
ズ ー モ

OOMO では、平成元年の開
園から、のべ約 570 万人もの人たちがたくさん
の動物たちと、数々の思い出を作ってきました。
しかし、施設の老朽化対策と動物福祉※を重視し
た施設にするため、令和２年 12 月から休園し、「盛
岡市動物公園再生事業計画」のもと、令和４年春
のリニューアルオープンを目指しています。動物
公園のこれまでの歴史と動物公園の知られざる魅
力を紹介します。※動物を、ストレスなく自然な状態
に近づけること

ZZOOOOMMOOの
魅力を再発見しよう！

市は、公民連携で動物公園の再生を目指す「盛岡市動物公園
再生事業計画」を策定し、現在、民間事業者と一緒に動物公園
を経営しています。

また、「人と動物と自然が、共生する動物公園」をコンセプ
トに、生物の多様な生き方を伝える社会教育施設としてだけで
なく、動物たちを身近に感じられたり、自然を楽しんだりと、
多様な過ごし方で日常的に利用できる公園を目指しています。

リニューアル工事では、エリアの再編成を予定。一体的な解
放感のある空間へ生まれ変わります。園路の先に広がる牧場風
景の中で、動物たちの生き生きとした姿を見たり、今まで以上
に動物たちと触れ合ったりすることができるようになります。

芝生広場や子供動物園のエリアのイメージ図

当園の活動の中で、特に人気なのが「昆虫採集クラブ」。昨年 11 
年目を迎えました。毎年、小学生以上の 50 人程度の会員で活動し、
これまで約 830 種類もの昆虫を採集しました。活動時期や生息地な
ど生態が異なる昆虫を採集することで、季節を感じることができます。
また、昆虫が苦手だった保護者が回を重ね、その生態を知ることで、
詳しくなったりしたことも（笑）。採集した昆虫を、標本にすること
で命の大切さも学ぶことができるなど、子どもたちの成長の場にも
なっています。

人 気 N o .１ 「 昆 虫 採 集クラブ 」「 昆 虫 採 集クラブ 」

副園長 村山 淳
あつし
さん

ニホンリスの主食はクルミとヒマワ
リの種。毎年、たくさんのクルミが寄付
されるため、実は購入したことがありません。
堅い殻を継ぎ目に沿ってぐるっと1周かじり、半分に割った

ものを、律義に２つ重ねて持って半分ずつ食べる姿は、かわいら
しいですよ。

くるみ代 0 円

動物の展示スペースをよく見ると、
穴の開いたサイコロ型の木箱や竹筒が
置いてあったり、ぶら下がっていたり
します。これはフィーダー（給

きゅう

餌
じ

器
き

）
といって、餌を探し食べるまでにかか
る時間をのばすことで、野生本来の食
事環境に近づけるための取り組みの一
つです。

展示スペースの木箱や竹筒は、実は…

動物公園は、四方が自然に囲まれ
ているため、野鳥や昆虫、野生生物な
ども園内に生息しています。全国の動
物園・動物公園の中で、野生生物を見
ることができるのは珍しいことです。

自然豊かな環境

　「動物公園友の会」は、動物公園
の愛好者の集まりです。年10回の
例会で動物公園により身近な存在と
してボランティア活動をしたり、自
主イベントを開催したり、動物公園
がより利用者に愛される施設になる
よう活動しています。また、「子供
動物解説員」として来場者に動物解
説をするなど、友の会会員だからこ
そできる活動も。そんなコアなファ
ンの皆さんに、動物公園の楽しみ方
を紹介してもらいました。

コアコアななファンファンが教えるが教える
動物公園の楽しみ方動物公園の楽しみ方

足のけがが原因でキリンの
「ユズ」が亡くなった直後に、
キリンの担当になりました。
当時、健康状態の把握が不十
分だったことが死因の一つに
挙げられ、プレッシャーがありました。そこで、園として初
めて「全国キリン研究会」に参加。動物にストレスを与える
ことなく、患部の洗浄や治療などをしやすいようにする訓練
法を学び、「リンタ」は採血をして健康状態を把握できるよう
に、また「カリン」は台の上に足をのせ、ひづめのケアをさ
せてくれるようになりました。健康で長生きしてもらうため
に、今後もいろんなことに挑戦していきたいです。

キリンキリンの飼育飼育は
おまかせおまかせ

リニュ ーアル
に 向 けて

動物公園＆動物たちの　　　　動物公園＆動物たちの　　　　3 0年3 0年のの主なエピソード主なエピソード

イベント時の動物風船
作りや自分たちでつい
たお餅を来園者に配る
など、日常ではできな
い経験を、会員の仲間
と一緒に活動するのが
楽しいです。

この動物が好き！
▲

園さん・寛敬くん／親子でキリンが好
きで、動物公園で生まれ、上野動物園（東京都）にお嫁に行っ
た「リンゴ」に会いに行くほど。その様子を「子供動物解
説員」として園内で発表し、伝えることでたくさんの人た
ちと一緒にリンゴの成長を見守っています。

大石 園
その
さん 寛

ひろたか
敬くん

平成元年
４月 盛岡市動物公園開園

平成２年
初めての動物慰霊祭を開催。慰霊碑を建立し
園内で死亡した動物を慰める。以後毎年開催

平成３年
アフリカ園開園。シロサイとアフリカゾウが
来園

平成４年
アフリカゾウの愛称を発表。オスは「たろう」、
メスは「はなこ」

平成７年
シロサイの愛称を発表。オスは「サイスケ」、
メスは「サイカ」。昭和 50 年生まれのサイカ
は国内にいるシロサイでは最高齢 の 45 歳

平成17年

キリンのメスの「リンリン」が誕生。その後
大森山動物園（秋田県）にお嫁入りし、令和 2
年には、大森山動物園では 13 年ぶりの赤ちゃ
んであるオスの「ケイタ」が誕生

平成18年
アフリカゾウのメスの「マオ」が多摩動物公
園（東京都）から来園。毎年開催されるマオの
誕生日会には多くのファンが駆けつける

平成20年
他園では珍しい虫捕り網の無料貸し出しが始
まる

平成27年
入り口で来場者を迎えるウェルカム動物とし
てアルパカのメス「モコ」が仲間入り

平成28年
「ヒツジに乗る子ヤギ」が評判となる。その後
も子ヤギが誕生するたびに同じ様子が見られ、
たびたび話題に

平成29年

キリンのメスの「カリン」が誕生。
出生後、母親の「ユズ」が授乳を行わなかっ
たため、人工哺

ほ

乳
にゅう

で育つ
※カリンは令和３年度中に他園へお嫁入りの予定

キリンのユズが病気のため死亡

「カワウソゥ選挙※」でカナダカワウソのメス
の「カエデ」が全国３位に
※全国の動物園・水族館の人気カワウソを決める選挙

平成30年

カナダカワウソのオスの「リッキー」が釧路
市動物園（北海道）から来園。カナダカワウソ
は国内で５頭飼育されており、そのうちの２
頭が盛岡市動物公園に。雪に顔を埋めたりじゃ
れ合うカナダカワウソを見に、冬の臨時開園
時には多くのカワウソファンが来園

平成31年
（令和元年）

開園 30 周年。28 年ぶりにアメリカバイソン
のメスが誕生。愛称は「リカ」に決定

「エサを待つニホンアナグマ」の動画が SNS
で再生回数 240 万回超と話題に。全国のマス
コミから取材依頼がくるように

令和２年

ゾウのマオが人工授精を目指し、安産のため
のダイエットトレーニングを開始

ピューマのオスの「タフ」のお嫁さんとして、
メスの「ニーナ」を日

に ほ ん だ い ら

本平動物園（静岡県）
から迎えるため、クラウドファンディングに
挑戦。来園したニーナの美しく愛らしい姿は、
盛岡だけでなく全国で人気に

動物病院改築などのための企業版ふるさと納
税の募集を開始
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　休園中の動物公園の様子を、
SNS で発信しています。また、オ
リジナルグッズなどをネットで販売
していますので、休園中もぜひ動
物公園を見て楽しんでください。

休園中もZOOMOをよろしく！

丸山 孝
こう

作
さく
さん
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カリンです

飼育員の
「こっそり情

報」

こんな動物公園を目指します
〜盛岡市動物公園再生事業計画〜

7

4

ツイッター フェイス
ブック

インスタ
グラム

オリジナル
グッズ販売

来場者が気持ちよく園内を回れる
よう、隅々まで清潔に気配りされ
ていて、飼育員さんたちの愛情や
情熱が感じられる動物園です。

この動物が好き！

▲

サル山の裏手
にある湿地にはヤマアマガエルや
トウホクサンショウウオが生息し
ていて、そーっとのぞくと、時期
によって卵やオタマジャ
クシを見つけること
ができます。キュー
トな顔にも注目し
てみてください。

逢
おおさか

坂 ひろみさん

【問】公園みどり課☎ 639-9057

新たな ZOOMO の顔となるロ
ゴマークは、園内で見られる里山
の植物や昆虫、岩手を代表するニ
ホンイヌワシなどの野生動物、そ
してヒトを一つの輪でデザイン。

「環境と動物と人の健康は相互に
関わり合い一つである」という
ZOOMO の 理 念「O

ワ ン

ne W
ワ ー ル ド

orld  
O

ワ ン

ne H
ヘ ル ス

ealth」を表現しています。

ZOOMOの理念を描く
ロゴマーク完成！

動物だけでなく、四季折々の
自然の中で昆虫や草花とも
触れ合えるなど、都会ではで
きないことが体験できます。
動物愛あふれる個性豊かな
飼育員さんも魅力です。

この動物が好き！

▲

美貴さん／バイ
ソンのアンバランスな体型や優しく
つぶらな瞳にキュン♡としています。　
晃太さん／ワライカワセミのあのカ
ン高い笑い声が頭から離れません（笑）　
友貴さん／キリンのぱっちりしたお
目々が愛らしいです♡

宇
う べ

部 美
み き

貴さん
晃
こう

太
た
さん・友

ゆう
貴
き
さん

会員歴
12年

会員歴
17年

会員歴
12年

会員歴
19年

園内の自然が魅力です。野
生のニホンリスやタヌキ、
キツネ、カモシカなども生
息しているんですよ。

この動物が好き！

▲

ウシの「うーたん」は、
手を伸ばすと寄ってきてくれて、とてもめ
んこいですよ。

白
しらくら

倉 歳
とし

也
や
さん

会員歴
13年

気軽に飼育員の皆さんに
動物のことを聞いたり動
物と直接触れ合うことが
できる、アットホームな
ところが魅力です。

この動物が好き！

▲

私の癒しとなっている
カピバラ親子。なでたときの、目を細めたウッ
トリ気持ちいい顔が、とてもかわいいですよ。

大
おお

坪
つぼ

 由
ゆ き こ

喜子さん

会員歴
25年この動物が好き！

▲

美しいしま模様が特
徴的なグレビーシマ
ウマや、生きた魚を
追いかけて泳ぐカナ
ダカワウソを、間近
で見てほしいですね。

しま模様が
細いのが特徴だよ。

福田 美
み え こ

恵子さん

会員歴
10年

功績と長寿を
お祝いした
感謝状

盛岡市動物公園は、ずっと盛岡と共
にあり、もっと市民にも動物にも愛さ

れる動物公園になるよう、「ZOOMO」という愛称が
つけられました。令和２年12月から休園、
およそ１年間の工事期間を経て、令和４
年の春にリニューアルオープンする予
定です。盛岡市動物公園 ZOOMO がど
のように生まれ変わるのか、開園
をお楽しみに !

市長
コラム

新しいZOOMOへ

▼ バイソン

▼ ワライカワセミ ヤマアマガエル ▼

トウホク
サンショウウオ ▼

※ カピバラは他園に引っ越し、展示を終了しました

-
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アサーティブコミュニケーションの基本

自分の感情をそのまま認め、
自分にも相手にも嘘をつか
ず正直であること。

言いたいことを言うのではな
く、相手の気持ちに配慮しつつ
自分の主張を率直に伝える。

自分も相手も等しく人間とし
ての尊厳を持っていることを
意識する。

自分と他人の領分を分けて
考える。（全てを背負わない）

誠実

率直

対等

自己責任

Sexualexual harassmentarassment Genderender harassmentarassment

セクハラセクハラセクハラ ジェンハラジェンハラジェンハラ
　男性・女性という性別のイメージを強調して差別したりする
嫌がらせやいじめのこと。
注）ジェンダー…「男らしさ」「女らしさ」など、社会的性別役割や文化的につくられた性

　職場などで、性的な冗談やからかい、食事やデートへの
執
しつ

拗
よう

な誘い、体への不必要な接触など、相手の望まない性
的な言動をすること。男女問わず、加害者にも被害者にもな
り得る。異性だけではなく、同性に対するものも該当する。
また、「性的指向」や「性自認」をからかうことなどもセクハラ
になる。

セクシュアルハラスメント ジェンダーハラスメント

何気ない言葉で誰かを
 傷 つけていませんか？

　ハラスメントとは、嫌がらせやいじめで苦痛
を与えたり、意識的・無意識的に関わらず相
手に不快な思いをさせたりすることをいいます。

「コミュニケーションのつもり」「善かれと思って」
でも、受け手にとって不快であればハラスメン
トになり、人権侵害にもなります。職場や学校、
家庭など、身近な場面で起こり得るさまざまな
ハラスメントについて考えてみませんか。

【問】男女共同参画推進室☎626-7525

Powerower harassmentarassment

Patanityatanity harassmentarassment SOGI harassmentarassment

Moraloral harassmentarassment

Maternityaternity harassmentarassment

パワハラパワハラパワハラ

パタハラパタハラ ソジハラソジハラパタハラ ソジハラ

モラハラモラハラモラハラ

マタハラマタハラマタハラ

　職場や学校などで、「上司と部下」、「先輩と後輩」といっ
た、地位や人間関係などの優位性を背景に、指導・教育の
範囲を越えて精神的・身体的に苦痛を与える嫌がらせやいじ
めのこと。また、性的マイノリティに対するアウティングもパワハ
ラに当たる。

　育児をしている男性に対する嫌がらせや当事者にとって不
利益な取り扱いをすること。

　「性的指向」や「性自認」を理由にした嫌がらせやいじめ、
当事者にとって不利益な取り扱いをすること。

　無視や人格を傷つける言葉の使用など、精神的苦痛を与
える嫌がらせをすること。自覚なしに行われることが多い。

　職場などで、妊娠や出産、育児などを理由にした嫌がら
せや当事者にとって不利益な取り扱いをすること。

パワーハラスメント

パタニティハラスメント SOGI※ハラスメント

モラルハラスメント

マタニティハラスメント

多様な性があることを知ってほしい
　盛岡にも性的マイノリティの人たちはたくさんいますが、こ
こではカミングアウトできないと話す人がほとんどです。なぜ
かというと、性的マイノリティの知識が乏しく、自分とは関係
ないと思うのか、言葉の端々に差別を感じる場面が多いからだ
そうです。市民の皆さんには、まず自分が受け入れるか否かに
関わらず、性的マイノリティについて最低限の知識をもってほ
しいです。その上で、自分の周りにも該当者がいると考えて発
言すれば、思いやりのある言葉も増えると思います。

●性と人権ネットワークESTO
　自覚する性別や体、書類上の性別に違和感がある人、いわゆる性的
マイノリティの人からの相談や日常生活への支援活動を通して、性の
多様性を考える活動をしています。

一人で悩まず、話すことが大切
　職場や学校など公共の場だけでなく、家庭や近所付き合いの
中でもハラスメントは存在します。その場で自分が傷つけられ
ても、相手にその感情を伝えるのは難しいもの。だからといっ
てため込んではいけません。まずは、私たちに相談してくださ
い。その時の気持ちを言葉で話すだけでも、とても楽になりま
すよ。

●人権擁護委員（法務省）
　地域の皆さんからハラスメントなどの人権に関する相談を受け、問
題解決のお手伝いをしたり、盛岡地方法務局と協力して解決のお手伝
いをしています。

職場での悩み解決をサポート
　セクハラ・パワハラ・マタハラの３つは法律で
禁止されているハラスメントです。ここ数年、特
に職場内のいじめや嫌がらせの相談が急増し、相
談件数の約３割を占めています。もし、職場でハ
ラスメントを受けたと感じた時は、我慢せず、相
談してください。私たちが本人と会社の間に立っ
て問題解決のお手伝いをします。

●厚生労働省　岩手労働局　雇用環境・均等室
　ハラスメントを含む労働環境や雇用などのさまざま
な相談に応じ、法律に基づいて、企業へ必要な行政指
導や紛争解決のための援助を行っています。

そうは言っても、つい無意識に相手を傷つける
言葉が出てしまうことも…。そんなハラスメントを予防するために

役立つスキルの一つである「アサーティブコミュニケーション」を紹介します。

アサーテイブコミュニケーションとは、以下に示す
「基本」を常に考えながら相手と対話をする方法
です。

性と人権ネットワークESTO
岩手スタッフ

木
き

立
だち

　千
せん

賀
が

さん

人権擁護委員

遠藤　晴
はる

美
み

さん

相 談 窓 口
〇もりおか女性センター
■女性相談：☎604-3304
　電話か面接、メールで相談
　月・火・金曜は10時～17時、水・木曜は
　10時～20時（毎月第２火曜、年末年始、
　祝日を除く。電話と面接相談は要予約）
　 　soudan@sankaku-npo.jp

男女共同参画を考える情報紙「あの・なはん※」No.91

※性的指向（Sexual Orientation）と性自認
　（Gender Identity）の頭文字を取った言葉

〇岩手県男女共同参画センター
☎606-1762（面接相談は要予約）
■一般相談：水・木・土・日曜、祝日は９時～16時
　　　　　 火・金曜は13時～20時
■男性相談：第２・第４土曜　10時～13時
☎601-6891（面接相談は要予約）
■LGBT相談：火・金曜　16時～20時
■女性のための就労支援相談：

水・木・日曜　９時～16時

〇厚生労働省岩手労働局
■総合労働相談コーナー：☎604-3002
　雇止めやパワハラ、ＳＯＧＩハラなど
■雇用環境・均等室：☎604-3010
　セクハラ、マタハラなど
　９時～17時（土・日曜、祝日を除く）

〇法務省盛岡地方法務局
■みんなの人権110番：☎0570-003-110
　差別や虐待、ハラスメントなど
■女性の人権ホットライン：
　☎0570-070-810
　暴力やセクハラ、ストーカーなど
　８時半～17時15分（土・日曜、祝日を
　除く）

●いわてアサーティブの会
　自分も相手も大切にするアサーティブコミュニケーションの基礎
を身に付けるために、勉強会や講座を通して、アサーティブコミュ
ニケーションの日常的活用を目指しています。

いわてアサーティブの会代表

池田　弘
こう

子
こ

さん

相手の気持ちを考えた対話を
　自分が話す言葉で、相手がどんな気持ちになるのかを少しだ
け考えてから伝えてみましょう。そのように日頃から相手のこ
とを考え、自分の感情から一歩引いた目線をもつ人が増えれ
ば、ハラスメントに当たる心無い言葉も減ってくるのではない
でしょうか。

※盛岡弁で「あのねぇ」と呼び掛ける言葉

厚生労働省　岩手労働局

雇用環境・均等室長 山村　千
ち

華
か

さん（右）

同室長補佐　小野寺　一
かず

成
しげ

さん（左）

注）アウティング…本人の許可なく、その人の性的指向や
　 　　　　　　性自認について他の人に話すこと

セクシュアル オリエンテーション

ジェンダー アイデンティティ

　　 「一日中家にいるのに
　　　夕飯くらいちゃんと
作れないの？」

　　 「何かと忙しかったか
　　　もしれないけど（相
手に何か事情があったのか
もしれないという配慮を込め
て）、夕飯作ってくれるとう
れしかった（自分の気持ち
を伝える）」

例

コミュニケ
ーション力

アップ

でハラス
メントへ対

応

女性が担当ですか？
不安なので男性にして

もらえますか？

　　男なのに
家事してるの？

えっ？えっ？

男のくせに
　根性がないな

育休も取るの？
困ったなあ。もういいよ。

他の人を雇うから 旦那さん
働いているんだから、

無理無理に働働かなくて
いいんじゃない？

誰のおかげで
生活できていると
思っているんだ！

○○さんって、
男なの？？ 女なの？？

よく分からないよね〜

ゲイ/レズなんだぁ、
　　　それって治るの？治るの？

私/私たちは
ノーマルだから/ストレートだから

ねぇ知ってる？
○○さんって、レズレズ/ゲイゲイ

なんだって

契約の１件も
取れないのか！

使えないな！

男が育休？
そんなことできるわけ

ないだろう
育休取ったら

昇進に

ひびくんじゃない？ひびくんじゃない？

一日中家一日中家にいるのに、
夕飯くらいちゃんと

作れないの？

子どもはまだ？
子どもを育てて
一人前だよ

もう少し女らしい格好したら？
　　　　
　　　　　　　　 化粧したら？

お前の代わりは
いくらでもいるぞ！

女なんだから
女なんだから

今日二人で食事どう？
ダメなら明日は？

早く結婚しないと、
良いのがいなく
なっちゃうよ

その書類、うちの

女の子/男の子に

届けさせます。

育休？  育児は母親の

役目でしょ？

それ、
ハラスメント
かも！
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皆さんの意見意見を
市政市政に反映反映させるために

　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27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】1033794

【調査の概要】
　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。43.１㌫に当たる1294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。

災害情報を入手する手段として、今後何を整
備または拡充してほしいですか。（複数回答）

地域のハザードマップや避難ルートを把握
し、避難先に行くことができますか。

悩みや問題を抱えたとき相談できるところ（人や場所）がありますか。
（複数回答）

文化財や歴史遺産を残すための課題はどのようなことだと思いますか。

男性　  44.0％ 56.0％　   女性

性別の比率 年代別の比率

30代

40代

10代　2.3％

15.5％60代  

70歳以上
20代　7.2％

27.5％

50代

16.6％
17.8％ 

13.1％

　ＳＮＳや屋外スピーカーなど、自身で情報を
探さなくても、受動的に情報を得られる手段
を求める意見の割合が高いです。これらを有
効な情報発信の手段とし、今後の拡充を検討
していきます。

　全国各地で大規模災害が発生していること
から、ある程度防災意識が高まっていることが
うかがえます。平成30年度に全世帯へ配布し
た防災マップで全ての人にハザードマップや避
難ルートを把握してもらうことを目標に、今後
も訓練や防災講座を継続します。

　平成28年度に実施した前回の調査結果と比べて、「相談できる人
がいる」と回答する人の割合が増加しました。一方で、「相談できると
ころはない」と回答する人の割合は、男性や高齢者で高い傾向にあり
ます。全ての人が悩みや問題を１人で抱え込まないよう、今後も相談
窓口の周知をしていきます。

地域住民にあまり知ら
れていない

17.4％

15.2％

14.4％
13.7％

24.2％
費用の負担が大きく、修
理などがままならない

維持のための労力が大
きく、管理できていない地域の活性化に生か

されていない

課題はない　2.7％

分からない

その他　6.4％

無回答　6.0％

　「地域住民に知られていない」ことが課題と考える人が最も多いこ
とから、地域に貴重な文化財や歴史遺産があることを周知していきま
す。また、建築物などの修理や管理にかかる負担を減らせるよう、支
援制度の充実に取り組んでいきます。

担当課から
担当課から

担当課から
担当課から

市民アンケート調査

※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つまでを掲載しています

広報もりおかを毎回読んでいますか。

43.0％

35.7％

13.2％
いつも読んでいる

時々読んでいる

ほとんど読まない
全く読まない　7.7％

無回答　0.4％

今後、特に力を入れてほしい情報発信の方法は何ですか。

ハザードマップや避難先ま
でのルートを把握しており、
平時に確認したことがある

26.4％

43.5％

29.2％

ハザードマップや避難先まで
のルートを把握しているが、平
時に確認したことはない

把握していない

無回答　0.9％

市が実施する総合防災訓練や防災講座への
参加についてどう思いますか。

　参加できない理由として、仕事や用事によ
り予定が合わないなどの意見が多いことから、
訓練を実施する地域からの要望を聞いて開催
の曜日を調整するなど、希望者がなるべく参
加できるよう工夫していきます。

担当課から

45.5％
44.6％

必要であり、
参加したい

必要であるが、参加できない
またはしたくない

必要ない　3.9％
その他　3.7％ 無回答　2.3％

0 10 20 30

相談できる人がいる

相談できるところはない

無回答

 

相談できる場所がある

60 70 80 90 100（％）

（％）

男性：21.6％　女性：13.9％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  32.1％

  31.0％

  27.1％

  23.4％

  15.8％

ＳＮＳ（ツイッターやラ
インなど）

屋外スピーカー設備

防災アプリや登録制メ
ール

防災ラジオや戸別受信機

自主防災組織（町内会・
自治会などを含む）

担当課から

（％）

市政情報や市のイベント情報を得る際に利用している媒体は何ですか。
（複数回答）

担当課から担当課から

広
報
も
り
お
か

（
広
報
紙
）

テ
レ
ビ

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｓ
Ｎ
Ｓ

新
聞

ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ

ラ
ジ
オ

そ
の
他

無
回
答

市政情報
（予算や計画など市の政策）
イベント情報
（市のイベントや公民館などの講座）

（％）

広
報
も
り
お
か

（
広
報
紙
）

テ
レ
ビ

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｓ
Ｎ
Ｓ

新
聞

ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ

ラ
ジ
オ

そ
の
他

無
回
答

68.1％66.8％

22.7％

16.9％
24.6％

33.8％

49.2％46.5％

17.2％
17.0％

40.7％
34.1％

9.9％11.9％

1.8％3.2％
1.5％

2.1％

　約８割の人が「いつも」または「時々」読んでいると回答し、市政情
報紙として認知されていることが分かりました。年代別に見ると、60
代では９割近くの人が「いつも」あるいは「時々」読んでいると回答す
る一方で、「ほとんど」または「全く」読まないと回答する人が20代で
は５割、30代でも３割であることから、若い世代に読んでもらえる紙
面づくりが必要と考えます。

　広報紙に次いで、テレビ、ホームページ、ＳＮＳがほぼ同じ割合の回
答となりました。30～50代は特にホームページの充実を、10～20代
はＳＮＳの充実を求めていることから、これらを併用しながら、効果
的な情報発信に取り組みます。

　市政情報・イベント情報とも、広報紙で情報を得る人が多いことか
ら、さまざまな情報への入り口として、限られた紙面を有効に活用して
いきます。次いで、テレビや新聞などのマスメディアで情報を得ている
人が多いことから、マスコミへの積極的な情報提供を進めていきます。

79.0％（前回：72.6％）
12.1％（前回：12.5％）

17.3％（前回：21.3％）

0.9％（前回：1.5％）

60代：22.2％　10代： 3.3％
70代：18.5％

（内訳）

市の情報発信について 【担当】広聴広報課☎613-8369

【担当】危機管理防災課☎603-8031防災対策について

【担当】保健予防課☎603-8309
こころの健康づくりについて

【担当】歴史文化課☎639-9067
地域の歴史・歴史遺産について



イベント情報
 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

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・メール：左記①～⑥と⑦ファクス番号（ファクスのみ）を
記入し、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
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もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

 プラザおでって（中ノ橋通一）
■女性のこころとからだ講座
性に関する不安や悩みの相談を受け
る90歳の現役セラピスト、ドクター・
ルースさんのドキュメンタリー映画を
通して、生と性について学びます。

 ２月23日㈫、10時半～12時半と
14時～16時

 各15人
 各３人※生後６カ月~就学前の子、

一人につき500円。要予約
 電話・応募フォーム：２

月５日㈮10時から
■防災オンライン講演会「東日本大震
　災から10年　あの日、何が起きた？」
震災時に幼稚園バスの中で命を落とし
た園児遺族の講演を通して、防災につ
いて考えます。※講師はオンライン出演

 ３月３日㈬10時半～12時※動画
配信は10日㈬まで

 会場は20人、オンライン参加は50人
 ３人※生後６カ月~就学前の子、一

人につき500円。要予約
 電話・応募フォーム：

２月８日㈪10時から

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■未来のためのミュージックギフトwith
　宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ
作曲家の宮川彬

あ き

良
ら

と、サックス奏者
の上野耕

こ う

平
へ い

率いる若手トッププレイ
ヤーたちによるコンサート。

 ３月31日㈬19時～21時
 全席指定。Ｓ席4500円、Ａ席

3500円、Ｕ-25チケット1500円
 ２月４日㈭から同ホールの他、盛

岡劇場（松尾町）、キャラホール（永井
24）、姫神ホール（渋民字鶴塚）で発売

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■玉山の歴史探訪　玉山のお寺巡り　

 ２月25日㈭・３月４日㈭、10時～
12時、全２回

 常光寺（日戸字古屋敷）と宝徳寺（渋
民字渋民）、喜雲寺（下田字生出袋）　

 10人※18歳以上　  60円
 電話：２月４日㈭９時から16日㈫

17時まで
■はじめてのSNS講座
スマートフォンのアプリ、L

ラ イ ン

INEの使
い方を学びます。

 ２月27日㈯10時～12時　
 12人※18歳以上
 電話：２月５日㈮９時から19日㈮

17時まで
■大人のクラフト教室　
木製のスマートフォン用スピーカーを
作ります。

 ３月６日㈯９時～15時半
 都南つどいの森（湯沢１）※集合

は渋民公民館　
 10人※18歳以上　  1560円
 電話：２月６日㈯９時から

■姫神ホールふれあいコンサート
　航空自衛隊北部航空音楽隊演奏会
吹奏楽のスタンダードからアニメ、ド
ラマのテーマ曲など、幅広い世代が
楽しめるコンサート。

 ３月７日㈰14時～15時
 全席指定。整理券が必要
 ２月18日㈭から同ホールの他、市

民文化ホール（盛岡駅西通二）、盛岡
劇場（松尾町）、キャラホール（永井
24）で整理券を配布※一人２枚まで

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

■初級者から中級者の
　大人フィギュアスケート教室
①ステップやターンなどを習得する初
級者向けコース②ステップやターンの
技術を向上させる中級者向けコース。

 ２月７日㈰①９時半～10時15分
②10時15分～11時

 各30人※20～60歳のスケート経
験者で、自由に滑れる人

 各1500円※貸靴代別途
 窓口：各開始１時間前から
 1026301

■子どもと大人の初心者スケート教室
スケートの基礎を学びます。

 ２月８日㈪～10日㈬、全３回、17
時～18時※８日は16時半から

 20人※小学生～60歳未満の初心者
 3050円　  電話：２月５日㈮10

時から　  1024785

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■浜藤J
ジ ャ ズ

AZZライブ
「北島貞

さ だ

紀
の り

＆S
ス マ イ ル

mile C
キ ャ ッ ツ

ats」と、岩手
県出身のフルート奏者・歌手の伊藤
ともんによるライブ。

 ３月１３日㈯19時～20時半
 前売り2000円、当日2500円
 2月5日㈮10時から同館とプラザ

おでって（中ノ橋通一）で販売
 1025513

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0878 中ノ橋通一丁目１-25 

☎604-8900

■企画展
　「長谷川誠展　二十億光年の扉」
市内在住の美術家、長谷川誠

まこと

さんのイン
スタレーション※を中心とした作品展。

 ４月11日㈰まで、10時～17時

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス 653-3505

■ 古武道を知って体験する講座
南部家の古武道「諸

し ょ

賞
しょう

流」の演武や
弓道・なぎなた・杖

じょう

道
ど う

※の実演を鑑
賞し、基本動作を体験します。

  ３月７日㈰９時15分～16時は
新明館橋市道場（夕顔瀬町）と市立武
道館（住吉町）、13日㈯10時～12時は
県営武道館（みたけ三）、20日㈯９時
15分～12時半は市立武道館、全３回

 15人※市内に在住または在勤、在
学している人　  1000円程度

 往復はがき・ファクス・応募フォー

ム：２月24日㈬必着　  1033449

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■ 上田冬のものづくり講座
　～縁結びほうきを編む～
県北で生育するホウキモロコシの穂
を使い、手のひらサイズのミニほうき
を作ります。

 ２月25日㈭、10時～12時半と14
時～16時半

 各７人　  各2030円
 往復はがき：必要事項の他、希望

の時間帯を記入。２月16日㈫必着
 1017353

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９日～23日、火曜、10時～17
時※出入り自由・マイカップ持参　

 1033809

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
 各10人　  1029449

①パワーポイントにトライしよう！
 ２月16日㈫～19日㈮、全４回、９

時半～12時
 4400円
 電話：２月５日㈮10時から

②初心者のためのエクセル講座
 ２月24日㈬～26日㈮、全３回、

13時～16時
 2900円
 電話：２月10日㈬10時から

■東日本大震災復興支援10周年
　チャリティーコンサート
「シンフォニエッタ盛岡」による管楽
合奏と「女声合唱団コールパレッタ」
による合唱のコンサート。

 ２月20日㈯14時～15時半

 150人　  電話・窓口：受付中
 1025587

■ 美
お

味
い

しいコーヒーの淹れ方講座
コーヒーの基礎知識を学び、自分で淹

い

れたコーヒーとスイーツを味わいます。
 ２月25日㈭13時半～15時半
 ８人　  935円
 電話：２月４日㈭10時から
 1033479

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■ 夜の料理教室～カラダの中から免疫
力アップ！冬の食材を使った時短料理

ナガイモの唐揚げやキノコの梅あえ
など４品を作ります※料理は持ち帰り

 ２月24日㈬18時半～20時半
 ６人　  750円
 往復はがき：２月９日㈫必着

■ おとうさんとあ・そ・ぼP
プ レ ゼ ン ツ

RESENTS
　命を守る！おやこ d

で

e ぼうさい講座
お母さんと子どもは防災菓子ポシェ
ットの作り方、お父さんは緊急時の
救命や対処法などを学びます。

 ２月28日㈰10時～11時
 15組※３歳～就学前の子と保護者
 500円　  電話・窓口：２月４日

㈭10時から　  1033810

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■児童生徒作品展示会
原敬にちなんだ毛筆書写や図画など
を展示します。

 ２月６日㈯～21日㈰
 入館料が必要※出品者とその家

族は無料　  1021846

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

　　　　　☎683-2315　　　　　　

■新収蔵資料展
　啄木の妹光子宛書簡を中心に

 ２月２日㈫～５月９日㈰
 入館料が必要　
 1025435

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

 1026672
■吉田孤羊コレクション展
　「啄木ゆかりの地めぐり」
石川啄木研究家の吉田孤

こ

羊
よ う

が収集し
た資料から、啄木が過ごした土地の
風景写真や絵はがきを展示します。

 ２月16日㈫～５月24日㈪
 入館料が必要

▶ギャラリートーク
 ①３月６日㈯②４月23日㈮、10時

～10時45分と14時～14時45分　
 各８人　  入館料が必要
 電話：①２月16日㈫10時から②４

月６日㈫10時から

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

 1009440
■かご作り教室

 ２月20日㈯・21日㈰、９時半～12時
 各５人　  各1500円
 往復はがき：必要事項の他、参加

希望日を記入。２月12日㈮必着
■令和２年度調査成果報告会
発掘調査の最新成果を紹介します。

 ３月７日㈰13時半～15時
 40人　
 往復はがき：２月24日㈬必着

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６日㈯～３月７日㈰、９時～
16時　

 1017894

住まいのしまい方講座
くらしの安全課　☎603-8008 

空き家の活用方法や家財の片付け方、
生前整理などについて学びます。

 ２月19日㈮13時半～15時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 50人　
 電話：２月18日㈭17時まで　
 1001113

さけの稚魚放流会
綱取ダムの環境と清流を守る会の大黒さん

☎651-2669

サケの稚魚２万匹を中津川に放流し
ます。

 ２月14日㈰11時～12時
 中津川橋付近の河川敷※駐車場

はありません
 小学生以下は保護者同伴
 1025714

歩くスキーツアー鞍掛山麓
市スキー協会の三浦さん　☎692-5899

歩くスキーで、鞍掛山周辺の相の沢
と春

は る

子
こ

谷
や

地
ち

（滝沢市）を散策します。
 ２月28日㈰９時半～15時
 集合は相の沢キャンプ場駐車場
 25人※歩くスキー中級～上級者
 2000円※歩くスキー用のスキー

板と靴、ストック、昼食を持参　
 電話：２月24日㈬17時まで
 1025170

盛岡市民スキーツアー
網張～県民の森

市スキー協会の三浦さん　☎692-5899
網張温泉スキー場（雫石町）から県民
の森（八幡平市）までのスキーツアー。

 ３月７日㈰８時半～16時
 集合は網張温泉スキー場スキー

センター
 25人※小学４年生～70歳以下で、

体力に自信があり、スキーバッジテス
ト２級程度以上の人※中学生以下は
保護者同伴

 中学生以下2000円、高校生以
上2500円※リフト代、帰りの交通費
（県民の森～網張温泉スキー場）は
別途。スキーまたは山スキー用の板
と靴、ストック、スキー用シール（山
を登るときの滑り止め）、昼食を持参

 電話：３月１日㈪17時まで
 1033447

※室内や屋外にオブジェなどを置き、場所
　や空間全体を作品として体験させる芸術

※杖
つえ

を用いた古武道

美肌の湯 vol.５

ユートランド　　 チャンネル姫神

　ユートランド姫神
　下田字生出893-11　☎683-3215
　【温泉】10時～22時
　　　　  ※受付は21時まで
　【食堂】11時半～14時と18時～20時

マスコットキャラクター
ランちゃん地産地消地産地消のメニューをのメニューを堪能しよう！堪能しよう！

　施設内の食堂では、地産地消を基本
としたメニューを提供しています。
　醤

しょう

油
ゆ

ベースのあっさりスープで仕立
てた人気メニューの「姫神ラーメン」。
岩手山の伏流水で育てたクレソンを練
り込んだ緑色の麺が特徴。クレソンは、
抗菌や血液酸化防止、動脈硬化の予防
などの効果があり、健康維持にもおす
すめの食材です。
　この他にも、もりおか短角牛を使った焼肉丼や、薮川産の行者ニンニク
を使ったウインナーなどもあります。食堂の窓から見える姫神山の美しい
姿を眺めながら、ぜひ一度味わってみませんか？

  平日限定「入浴料市民割」
　運転免許証など、市民であること
を証明できるものを提示すると、600
円の入浴料が450円に（１回５人ま
で）。この広報もりおかを持参しても、
割り引きを受けられます。

  ３月まで！
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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へどうぞ広　告

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①２/９㈫
　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

２/12㈮
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★

補聴器
相談

２/17㈬
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★

出前無料
労働相談

２/20㈯
13時～16時

アイーナ７階713控室
（盛岡駅西通一）

県労働委員会事務局
☎0120-610-797★

★要事前申し込み

 20人※市内在住か市内で働く人
 電話：２月４日㈭９時から

起業応援フォーラム
もりおか女性センター　☎604-3303 

女性起業家による講演や、参加者同
士のワークショップ。

 ２月20日㈯10時半～14時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 ▶講演：会場25人、オンライン50

人▶ワークショップ：会場８人、オン
ライン12人※起業している、または
起業したい女性　  ３人まで※６カ
月～就学前の子。費用はお問い合わ
せください

 電話・応募フォーム：２月４日㈭
10時から　  1021568

地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎・ファクス626-7404

自然災害の仕組みを学び、避難所運営
や地域での自主防災について考えます。

 ２月27日㈯・28日㈰、全２回、９時
～16時

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 50人　  電話・ファクス：２月19

日㈮17時まで　  1032260

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２日㈫13時～４
日㈭23時▶入札：３月２日13時～９
日㈫13時

 ２月10日㈬13時～24日㈬23時

地域包括支援センター運営協議会・
地域密着型サービス運営委員会委員

長寿社会課　☎613-8144
介護保険事業の円滑な運営のため、
意見を述べる両委員（兼任）を１人募集
します。任期は４月１日から３年間です。

 ４月１日時点で次の全てに該当す
る人。①市内に１年以上住んでいる
②昭和56年４月１日以前生まれ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

 市役所本庁舎本館５階の長寿社
会課や別館５階の介護保険課、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）市役所長寿社会課へ郵送また
は持参。２月26日㈮必着。持参は同
日17時45分まで　  1021917

盛岡ゆうゆう大学特別講座
運営団体

長寿社会課　☎603-8003
60歳以上の市民の生きがいづくりと
学びの場「盛岡ゆうゆう大学」の特別
講座を企画立案し、運営する団体を
募集します。詳しくは説明会に参加す
るか、市ホームページをご覧ください。

 ２月18日㈭～３月９日㈫
 1006421

▶説明会
 ２月19日㈮14時～15時半
 市総合福祉センター（若園町）　

美食王国もりおかファンクラブ
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

盛岡の「食と農」を一緒に盛り上げませ
んか。会員には、生産者や地産地消認
定店などの旬な情報をメール配信する
ほか、会員限定イベントや割り引き特典
などを用意しています。

 美食王国もりおかウェブサイトの
申し込み専用フォームから申し込み

 1025531

盛岡芸術祭出品作品と出演者
盛岡芸術祭事務局の鈴木さん

☎623-9482

４月25日㈰から６月６日㈰まで開催
する同芸術祭へ出品する作品などを
募集します。

 ▶美術展：日本画・洋画・彫塑・工
芸・書道・写真▶舞台発表：ピアノ・声楽

 部門により申し込みの方法や期限
が異なります。詳しくは、市役所本庁
舎本館１階と都南分庁舎１階の窓口
案内所や玉山総合事務所１階市民ホ
ールなどに備え付けの開催要項をご
覧ください　  1033528

鳥獣被害対策セミナー
農政課内、市鳥獣被害防止対策協議会

事務局　☎613-8457

野生鳥獣に関する正しい知識を身に
つけませんか。

 ２月10日㈬13時半～15時10分
 都南分庁舎３階研修室（津志田14）
 50人※農林業者や鳥獣被害に悩

む市民　  電話：２月９日㈫まで
 1029483

認知症を知ろう
長寿社会課　

☎613-8144　ファクス653-2839

認知症の基礎知識と認知症の人への
接し方などについて学びます。
■認知症講演会
認知症の人と家族の会岩手県支部の
内
う ち

出
で

幸
ゆ き

美
み

代表による講演。
 ２月19日㈮13時半～15時
 盛岡劇場（松尾町）　  150人
 市役所本庁舎本館５階の同課や

各老人福祉センターなどに備え付け
または市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）市役所長寿
社会課へ郵送またはファクス、持参。
２月15日㈪17時必着　  1029576
■認知症サポーター養成講座
受講者には認知症サポーターの証し
であるオレンジリングを配布します。

 ３月２日㈫14時～15時半
 本宮地区活動センター（本宮四）

募　集

休日救急当番医・薬局   　　     内科　  外科・整形外科
　※往診はできません          　　　　     小児科　  歯科　  薬局
日 区分 名称 所在地 電話番号

２/７
㈰

循環器内科金矢クリニック 津志田中央三丁目７-７ 601-2900
大手先内科循環器クリニック 本町通一丁目８-９ 651-2150
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

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
小林歯科医院 菜園二丁目７-33-２階 654-1088
木の実薬局 津志田中央三丁目７-８ 656-0700
会営内丸薬局 内丸17-24 625-1927
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

２/11
㈭

まさと脳神経内科クリニック 向中野五丁目18-30 601-5800
おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
タケダ歯科盛岡
インプラントクリニック

上田一丁目３-10　
イースタンキャッスル１階 606-4618

アイランド薬局盛南店 向中野五丁目18-30 656-6123
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

２/14
㈰

菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-２ 601-2990
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
清水町デンタルクリニック 清水町４-30 604-7418
菜園薬局 菜園一丁目５-25 625-7521
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

診療時間外に具合が悪くなったら

■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。

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

 1010803 

家賃等給付申請はお早めに
盛岡商工会議所　☎624-5880 
経済企画課　　　☎613-8389

新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが減少した事業者への家賃
給付申請は、盛岡商工会議所（清水
町）あてに２月12日㈮必着です。お早
めにお申し込みください。

 1033414

旧バスセンター跡地の
駐輪場を移動します
交通政策課　☎613-8538 

バスセンターの整備工事に伴い、２月
中旬に駐輪場を移動します。詳しくは、
現地の案内板または市ホームページ
をご覧ください。　  1033868

障害基礎年金受給者の
児童扶養手当が変わります

子ども青少年課　☎613-8354
障害基礎年金などを受給している人
で、「障害年金の子の加算額」が児童
扶養手当よりも下回る場合、その差額
を児童扶養手当として受給できるよ
うになります。同手当が全部停止の人
を除き、受給するためには申請が必要
です。詳しくは、お問い合わせください。

 1033845

野鳥への餌やりは控えて
環境企画課　☎613-8419

全国的に鳥インフルエンザが流行し
ています。白鳥やカモ類などの野鳥
への餌やりはお止めください。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

インフルエンザなどの検査は実施していません

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～21時半★ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
休日救急

当番医
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
★ 21時半以降は内科または外科医師のみとなります。事前に市立病院へお問い合
　わせください

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　幕末の盛岡藩家老として新政府軍と戦い、反逆首謀者として処刑さ
れたのは誰ですか。
①斎藤一　②楢山佐渡　③吉村貫一郎　④相馬大作

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

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ

お知らせ

生産者らとの交流会

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）

■廃車や名義変更はお早めに
　軽自動車税（種別割）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
に課税しています。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表１
の窓口で早めにしましょう。

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

表２　税額一覧
区分 ２年度まで ３年度から

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

■四輪の軽自動車等の税額
　新車登録後13年を経過し、環境負荷
が大きい軽自動車は税額が高くなります
（電気自動車など一部を除く）。
　令和３年度から税額が変更になるのは、
初度検査年月が平成19年４月から平成
20年３月までの車両で、変更額は表２の
とおりです。

　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 Ｐ の印）を利用す

Ｎ

志
家
大
駐
車
場

岩手公園
地下駐車場

金田一駐車場

マルフジ
内丸駐車場

かほく有料
駐車場

藤原有料駐車場

オレンジパーキング

盛岡城跡公園
地下駐車場

中央パーキング神明町
盛岡駐車場

志
家

大
駐
車
場中

津
川

県庁銀行

県
民
会
館

平金商店駐車場
（肴町商店街第三駐車場）

市役所
肴町分庁舎

市役所
若園町分庁舎

市総合福祉
センター

市勤労
福祉会館

上の橋

与の字橋

中の橋

市保健所

城南小

旧バスセンター
所在地

　プラザ
　  おでって

ダイヤパーク
紺屋町３

中ノ橋
パーキング

市役所
内丸分庁舎

市役所
本庁舎

市指定駐車場をご利用ください 【問】管財課☎626-7507

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。

身体障がい者用駐
車場は、市役所本
庁舎の本館正面に
設けています

舟場橋は工事により通行規制 【問】道路管理課☎613-8543

　盛岡市立高北側の舟場橋（上太田上川原）は、長寿命化修繕工事のため、車両は片側一方
通行となります。歩行者と自転車は通行できますので、現地誘導員の指示に従ってください。

通行不可
盛岡市立高校

太田東小学校

太田小学校

栃内
第二病院

イオンモール盛岡

孝仁病院

 通行規制の期間（予定）
　２月１日㈪～４月30日㈮

N 

西
大
橋舟

場
橋

滝
太
橋

雫石川

46

迂
う

回
かい

路 



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

②楢山佐渡

首都圏などを対象に緊急事態宣言が再発令されました。
マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を徹底し、
必要な外出も短時間を心掛けたいと思います。（高橋）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

12 広報もりおか ３. ２. １

　１月10日、成人のつどい記念式典が
キャラホール（永井24）で開催されま
した。今年は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、式典には実行委員会の
みが参加。専用ホームページを開設し、
式典の様子や各中学校からの応援メッセ
ージなどを配信しました。また、晴れの
日の記念撮影ができるよう、盛岡タカヤ
アリーナ（本宮五）に、撮影スポットを
設置。新成人たちは、写真を撮りながら、
旧友との再会に喜びを分かち合いました。

記念写真撮影スポット
in 盛岡タカヤアリーナ

社会を明るくできる
大人になりたい！

親に頼らず、自立して生活
できるようになりたい

市公式フェイスブックのア
ルバムでも写真を公開中！

地元に貢献する大人
になりたい

大学で将来の目標を
明確にしたい

式典の様子

実行委員の皆さん

　これから生きていく上で、人と人との繋が
りや結びつきを大切にし、自らが一本一本の
「糸」となり、未来を紡いでいける人間であり
たい、という願いが込められています。

令和３年成人のつどいのテーマ 「糸」

祝 成人
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