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のふるさと玉 山 に

盛岡 の 魅力
あふれる 道の駅
盛岡市初となる道の駅を、
「石川啄木のふるさと」で知られる
渋民地区に令和５年度に開業するため、プロジェクトが進行中で
す。道の駅は県内にたくさんありますが、他の道の駅に負けない
魅力を創るため、市内の学生や事業者と一緒に道の駅のオリジナ
ルブランドを開発する取り組みなどが進行中！ 「どんな取り組
みなの？」「どんな施設なの？」など、プロジェクトの進行状況
について紹介します。 【問】道の駅整備推進室☎ 683-2116

盛岡市新型コロナワクチンコールセンターを開設しました
0120 - 220 - 489（無料）

９時～18 時（土・日曜、祝日含む）

ワクチンの接種場所や予約方法などの問い合わせに対応します。５月以降のワ
クチンの供給が見通せないため、接種の予約はまだできません。開始時期は決ま
り次第、市ホームページなどでお知らせします。アレルギーや既往症で接種をお
悩みの場合は、かかりつけ医にご相談ください。

市公式ホームページ
http://www.city.
morioka.iwate.jp/

発行／盛岡市
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盛り上 げています
みんなで

どんな特徴があるの？

もりおかの道の駅

１ 岩手山や姫神山の眺望と、故郷を感じられ
る自然景観
２ カ ラマツなどの植林地と山の地形を可能
な限り生かし、自然との共生を体感
3 つのゾーンで居心地の良い空間に

建設予定地

１. トラディショナルゾーン

２. フューチャーゾーン

● 飲 食施設／長距離ドライ

北

上

川

姫神ホール

イオン
スーパーセンター
盛岡渋民店

渋民小

4

建設
予定地

石川啄木
記念館

宝徳寺

飲食や物販などのテナントと、市民や学生、企業・

バーからファミリー層まで

起業家などが、地域課題の解決策や新たな製品・サー

幅広く楽しんでもらえる、

ビスを生み出す体験・交流の場「フューチャーセンター」

地元食材を使ったメニュー

を整備。ここでは、テナント企業による交流会・ワー

と、手軽に食べられるテイ

クショップや、ものづくりの体験会などが実施される

クアウトメニューなどを

予定。

提供。
● 物販（産直）施設／岩手・盛岡の土産品などを販売。

また、玉山地域を中心に周辺市町の新鮮な農畜産物

至盛岡市街

玉山総合
事務所

至岩手町

盛岡初の道の駅は、岩手山と姫神山
を一望でき、眼下にのどかな田園風景
が広がる渋民地区に建設を予定してい
ます。訪れる多くの人が「啄木の里 し
ぶたみ」を満喫できる施設に、また、
併設する体験・交流スペースを活用し、
未来に活躍する人材を育成する場にな
ることも目指しています。
現在は、施設の設計をする段階で、学
生を中心とした「道の駅オリジナル商
品開発プロジェクト」も進んでいます。

３. ランドスケープゾーン
● 芝生広場／キッズスペース
（屋内）からつながる屋外

や特産品、市内の学生が開発したオリジナル商品な

空間に芝生広場を整備し、誰もが伸び伸びと遊んだ

どを販売。

り、寝そべって休息できる空間を提供。また、野外

● キッズスペース
（屋内）／主に就学前の子どもを遊ば

今後のスケジュール
令和３年度 道の駅名称公
募など
４年度 整備工事着工
５年度 開業

コンサートやクラフト市の開催なども予定。

せながら、親もくつろげるスペース。

道

商品開発
プロジェクト

ブランド名
1 【モリのタネ
プロジェクト】

制作者

令和2年
10月10日

チームでの
試作会①

これを
生かそう！

いい匂い

イメージ
どおりの商品が
完成！

11月21日

細かい
部分も手を
抜きません！！

10月31日

生徒・学生が
集まって企画を
話し合い

チームでの
試作会②

広報もりおか ３. ４. １

チームでの
試作会③

以前から「盛岡周辺の特産品をもっと知りたい、知っても
らいたい」という思いがあり、プロジェクトに参加しました。
チームでは、盛岡の特産品を使った「もりおか短角牛と里芋
の入ったコロッケ」
「盛岡リンゴと鶏肉が入ったコロッケ」
の２種類を開発。試作段階から、味も見た目もうまくできた
ので、最終的にはとてもおいしい商品になると自信を持って
います。ここに至るまで楽しく活動できました。この調子で、
商品化まで頑張ります。

せき たか や

関 貴哉さん（盛岡市立高２年）

目 標 は S N S で「 映 え 」る ピ ク ル ス

地元の食材や料理で新しいものを！

▶協力企業：フードアトリエ（滝沢市）

▶ 協力企業：SoRa cafe（北飯岡一）

栄養士を目指して勉強しています。ゼロから商品
を作ることや、専門家から話を聞くことは自分の知
見を広めることにつながると思い、参加を決めまし
た。市場調査や試作などの結果、地元の野菜を使っ
たピクルスを開発することに。真空パックで作ると
通常の約４分の 1 の調味料で作ることができるな
ど、商品開発を通した学びは多かったです。
ば
今は「映え」を意識する時代なので、手に取った
人が思わず写真を撮って SNS に投稿したくなるよ
うなピクルスを目標に、商品化につなげたいと思い
ます。

芋の子汁やまめぶ汁、ひっつみなど岩手の郷土料
理を中心に提供する「スープバー」や、玉山地域の
くろひら
特産品である黒平豆と牛乳を使ったラテ、さんさ太
鼓をモチーフにしたロールケーキの商品化を目指し
ています。地域の特産品を、今までにあまりない形
で提案していることがポイント。試作した時には黒
平豆の味を出すのがうまくいきませんでしたが、事
業者の皆さんと一緒に話し合いながら、目標として
いる味に仕上げました。道の駅が開業し
たら、完成した商品を自分たちの手で
販売するのが今の目標です。

啄木のふるさと
に合う
イメージはー

令和2年8月6日

ヒラメキと発見の
アイデア会議

姫りんご
丸ごと 大 福

START

２

で作っ た
んな ロール
み んさ
さ

チームごとに試作開始
実際に作ると新しい発見がいっぱい！

郷土料理
ベースの
スープバー

商品開発
までの道のり

たち やなぎ しょう た ろう

2

（盛岡情報ビジネス＆
デザイン専門学校２年）

参加者の在籍校 ▶ 盛岡第一高 / 盛岡第二高 / 盛岡第
三高 / 盛岡第四高 / 盛岡南高 / 不来方高 / 盛岡農業
高 / 盛岡市立高 / 岩手高 / 盛岡中央高 /N 高 / 一関
高専 / 県立大

！
ぎっしり
リンゴ が けアップルパイ
っ
揚げ か

立 柳 翔 太郎 さん

：

アツアツ
サクサク

▶ 協力企業：ばんがい市場（神明町）

きく成長してほしいという思いを表現して

市内の特産品
こんなに
あるんだ！

私たちが商品に込めた思い

地元の食材を気軽につまめるコロッケに！

（モリのタネ）自らの可能性が芽を吹き、大

令和２年７月４日
初めてのミーティング

ste p

3

事業者との
意見交換でブラッシュアップ

商品と共に、盛岡の将来を担う若者たち

います。

盛岡の道の駅に
しかない商品を
！
作ります！

ste p

ste p

地元食材
たっぷり！
ひ と く ち コ ロ ッケ

市内を中心とした高校・短大などの学生 34 人が、地元の加工事業者や
料理研究家などと共に道の駅のオリジナルブランド商品として、地域の特
産品を使ったスイーツや軽食の開発に取り組んでいます。学生らがチーム
ごとに企画・試作したレシピを、事業者が引き継いでさらに改良。現時点
で７品が完成しました。商品全体のブランド名とロゴデザインも決定し、
商品化に向けて前進しています。また、今後はさらに商品数を増やすべく、
活動を継続していきます！

の 駅 オリジナル

啄木の愛した自然の中で
くつろぐ空間に

本市初となる道の駅は、岩手山や姫神山
の麓に広がる田園風景など、啄木が愛した
玉山地域ならではの素晴らしい眺望や景観
の下に建設します。また、本市の魅力ある
農畜産物を生かしたフードコートやカフェ
のほか、環境との共生をテーマに、森林空
間や芝生広場などを整備予定です。
学生たちが新しい発想で地元の事業者と
共に開発しているオリジナル商品は、見た
目も味も良く、完成品への期待
が膨らみます。子どもたちの笑
顔があふれ、訪れる皆さんが思
い思いの時間をゆっくり
と過ごせる空間を楽しみ
にしていてください。

自然に配慮したデザイン

「学生による道の駅オリジナルブランド」開発中

道の駅が目指すもの

市長
コラム

ソ

ラ

カフェ

映え！
ピクルス

黒平豆を
使ったラテ
12月12日

ブランド名・ロゴ
デザインの
案を出し合う

い

すず ね

事業者との
意見交換 in
サラダファーム

ご さわ さくら

右：伊五澤 櫻さん（盛岡第三高３年）

12月19日

八重樫 鈴音さん（県立大２年）

し

ま

左：及川 志麻さん（盛岡第三高３年）
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３

令和３年度芸術鑑賞事業

と

き

感動の時間をあなたへ―

盛岡市文化振興事業団は、オーケストラによるコンサートや豪華キャストによる演

劇公演、展覧会などを開催しています。至福のひとときをどうぞお楽しみください。
＊時間やチケッ
ト料金、追加の事業などにつ
いては決まり次第、盛岡市文化
振興事業団のホームページなど
でお知らせします。

企画事業部
☎ 621-5151
■ 盛岡市文化振興事業団
問
市民文化ホール
（盛岡駅西通二丁目９-１）☎ 621-5100
盛岡劇場
（松尾町３-１）
☎ 622-2258
キャラホール
（永井 24-10-１）
☎ 637-6611
姫神ホール
（渋民字鶴塚 55）
☎ 683-3526
（月曜休館※祝日を除く）

＊都合により、内容などが変更になる場合が
あります。あらかじめご了承ください。

小曽根真 60th Birthday Solo
OZONE60 CLASSIC×JAZZ

お ぞ ね まこと

３月に60歳を迎えたジャズピアニストの小曽根真。

盛岡劇場の開館30周年を記念する特別企画です。
こう らい や

こう し ろう

旧盛岡劇場から縁のある
「高麗屋 」十代目松本幸四郎
み たに こう き

の芸談のほか、高麗屋三代が出演した、三 谷 幸 喜

つきあかりめざすふるさと

作・演出の新作歌舞伎「三谷かぶき 月光露針路日本

【チケット】
4月24日㈯10時から発売。全席指定。一般5000円

11月23日㈫14時〜 市民文化ホール・大ホール
「三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち」©松竹株式会社

オ

１台で表現する究極のソ

想と驚異的な身体表現がおりなす舞台。
アメリカ仕込み

ロライブ公演が実現。ジャ

の本格派マイムを

ズ界の最前線で活躍し続

お楽しみください !

ネ

けるO ZONEの60歳の節
【チケット】全席指定。

©Kazuyoshi Shimomura
【チケット】発売中。全席指定。 (AGECE HIRATA)

小学生800円※３歳か

©松竹株式会社

かず ま

川口成彦
フォルテピアノ・リサイタル

ミシェル・ブヴァール
パイプオルガン・リサイタル

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

白石加代子「百物語」
シリーズ
アンコール公演 第三弾

作曲家・舞台音楽家の宮川彬良と、
サックス奏者の

平成26年秋に全99話を終えた、
白石加代子によ

として活動を続けるバイオリニスト･原田智 子と、豊

ル・ブヴァールによる、13年ぶ

上野耕平率いるぱんだウインドオーケストラによる、
表

る
「怖い話」の朗読劇「百物語」。熱烈なファンの声

富な知識と経験に裏打ちされ、音楽史に連なる各

りの盛岡公演。今、最も聴き

情豊かで刺激的なアンサンブルが再び! 今回のテー

に応えるアンコール公演です。今回は、
伝説の第一夜

時代それぞれの鍵盤楽器に精通した小林道 夫によ

たいオルガニストによる、多彩

マは
「温故知新」。懐しくて新しい「昭和」のサウンドは

「ちょうちんが割れた話」
（ 夢 枕獏作）、
「 如菩薩団 」

るデュオ演奏。古典派からロマン派初期、ウィーン

なプログラムをお楽しみに！

と、令和元年に「ドン・ジョヴァンニ」のタイトルロー

国際古楽コンクール最高位や、平成30年の第1回

所有のベーゼンドルファーのピアノの響きでお届けし

ルとして全国公演をしたバリトンのヴィタリ･ユシュマノ

ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第２位を受賞

ます。

フ、声楽などとのアンサンブルにも定評のあるピアニ

し大きな話題に。ショパン

スト・河野紘 子によるトリオ。会場ロビーでは福祉

の存命中に製作された、
1843年製の仏プレイエル

楽を通して地域の「ふれあいの輪」
を広げます。

社のフォルテピアノによる

【チケット】全席指定。S席4000

©Fumitaka Saito

ス ラ イ ド

モ

ン

ス

タ

ー

ラ

ベ

ラ

ー

ズ

えい

名実共に音楽シーンの最前線で活躍する中川英

じ ろう

二郎と、トロンボーン界のトップに君臨し続けるジョゼ
フ･アレッシを中心としたトロンボーン･カルテットによる

盛岡の芸術文化を応援しよう！
～盛岡市芸術文化振興基金を創設しました～

【チケット】全席指定。一般4500円、U-25チケット1500円

こう へい

世代を超えて必聴です。
【チケット】全席指定。 S席4500円、
A席3500円、U-25チケット1500円

ゆめまくらばく

やす たか

か

よ

こ

にょ ぼ さつ だん

たん

(筒井康隆作)、
「箪
す

はんむらりょう

笥 」(半 村良作)に、
「おさる日記」
（和田
まこと

右/ぱんだWO ©鈴木穣蔵
左上/宮川彬良 ©PACO
左下/上野耕平 ©S.Ohsugi

誠 作）
を加えた、ス
ペシャル企画です。
【チケット】全席指定。
料金未定

ドイツ名門オーケストラ、ミュンヘン交響楽団による
オール･ベートーヴェン･プログラム。ソリストにはドイツ人

独演会」

と日本人の両親を持ち、ドイツ正統派ピアニストとして国

古典落語を中心とした、
毎年人気の
「姫神寄席」。

際的に活躍しているモナ･飛鳥。得意のレパートリーで

今回は、今や押しも押されもせぬ人気落語家で、独

あるピアノ協奏曲第5番
「皇帝」
など、何度も共演を重

演会は常に満席、完売御礼の立川談春。ますます

ねているミュンヘン交響楽団との名演にご期待ください。

だんしゅん

あぶらが乗ったこだわりの古典落語は必聴です。
【チケット】全席指定。
一般4000円、
U-25チケット
2000円

【チケット】全席指定。 S席9500円、
Ａ席8500円、Ｂ席7500円、U-25
チケット※Ｂ席のみ3500円
左/ミュンヘン交響楽団 ©Marco Borggreve
右上/ジュリアン・ラクリン ©K.Miura
右下/モナ・飛鳥 ©Marie Staggat

展覧会

市民文化ホール・展示ホール

７月10日㈯～９月５日㈰

みうらじゅんフェス!
マイブームの全貌展

My boom

「マイブーム」
「ゆるキャラ」な
どの名付け親であり、現在の
「仏像ブーム」をけん引するな
ど、ジャンルを超えて異彩を
放つみうらじゅん。「マイ遺
産」
と名付けられたコレクションをテーマごとに展示し、
しん えん
膨大かつ深淵な創作活動から見えてくる
「マイブーム」
の起源とみうらじゅんの全貌に迫ります。新たに製作さ
れたスクラップブックなどの初公開作品も！
【入場料】
一般800円、ペア券1500円、小学生〜高校
生500円
（当日券のみ発売）
、就学前の子は無料

来年１月４日㈫～16日㈰

盛岡市コレクション展2021
し

「心に沁みる色彩のオアシス〜風景と静物から〜」

市が所蔵する美術作品の中から、さまざまな画家のえ
りすぐりの風景画と静物画を展示。静かなたたずまい
の中に、画家たちの温かいまなざしが感じられます。
【入場料】
無料

Morioka City
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3年ぶりのジャパンツアー！

小林道夫
©木之下晃

あき ら

Collection

市は、市民の皆さんの自主的な芸術文化活動を支
援するため、３月に「盛岡市芸術文化振興基金」を
創設しました。市民の皆さんや企業から寄せられた寄附
を芸術文化振興のために有効に活用していきます。基
金について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【問】文化国際課 ☎️ 613-8465
【広報 ID】1034390

原田智子
©Ludovit Kanta

姫神寄席「立川談春

SLIDE MONSTERS “TRAVELERS”
河野紘子

ミュンヘン交響楽団
オール・ベートーヴェン・プログラム
指揮：ジュリアン・ラクリン
ピアノ：モナ・飛鳥

チケット1500円

９月25日㈯14時～ 姫神ホール

ト

U-25チケット1500円

10月30日㈯15時～ 市民文化ホール・大ホール

1500円

ズ

S席3500円、A席2500円、

3 0 0 0 円、U- 2 5

円、A席3000円、U-25チケット

９月11日㈯19時～ キャラホール

【チケット】全席指定。

S席4000円、A席

をご堪能ください。

U-25チケット1000円

フランスのオルガン界の巨匠として名声を博すミシェ

【チケット】全席指定。

オール･ショパン･プログラム

【チケット】4月15日㈭から発売。全席指定。一般2000円、

Ｂ席8000円、U-25チケット※Ｂ席のみ4000円

来年２月４日㈮19時～ 盛岡劇場・メインホール

を活躍の場とした巨匠たちの作品を集め、同ホール

関係団体による
「ふれあいマーケット」
を開催し、音

【チケット】全席指定。SS席1万5000円、S席1万3000円、A席1万1000円、

来年１月30日㈰15時～ 市民文化ホール・大ホール

本市出身で横浜市育ちのピアニスト。ブルージュ

ひろ こ

い こうしゅうご

10月23日㈯14時～ 市民文化ホール・小ホール

みち お

なるひこ

本市出身の新進気鋭のテノール歌手･工藤和真

ラ

ますみつ

とも こ

７月31日㈯15時～ 市民文化ホール・小ホール

プリヴェット･トリオ ふれあいコンサート

イ

え、宮本益光による日本語訳詞で上演します。

本市出身でオーケストラ･アンサンブル金沢の団員

ら入場できます

一般5000円、U-25チケット2500円

６月26日㈯14時～ 市民文化ホール・小ホール

ペ

りゅういちろう

原田智子
（バイオリン）小林道夫
（ピアノ）
「ウィーンの香り～巨匠たちが生きたウィーン」

一般2000円、３歳〜

ステージにご期待ください。

セ

す。マエストロ･園田隆一郎と、宮古市出身の演出家･伊香修吾を迎

９月14日㈫19時～ 市民文化ホール・小ホール

目にふさわしい、華やかな

ッ

最 高 水 準のオペラ上 演を続けている日生 劇 場の「 N I S S A Y

描いた甘く切ない青春物語、プッチーニの「ラ･ボエーム」
を上演しま

「パント」
はもともとギリシア語で
「全てのもの」、「マイ

ん世界が広がります。次々に展開される奇想天外な発

ヴィタリ・
ユシュマノフ
©Masaaki Hiraga

NISSAY OPERA 2021「ラ・ボエーム」
OPERAシリーズ」。今回は、パリに住む若者たちの夢や恋、友情を

方 のレパートリーをピアノ

工藤和真

上/2017年初演舞台より
右上/指揮 園田隆一郎 ©Fabio Parenzan
右下/演出 伊香修吾

風雲児たち」
を大スクリーンで上映します。

カンジヤマ・マイム
「おしゃべりなパントマイム」

ム」
は
「まねる」
という意味。皆さんの想像力で、どんど

４

十代目松本幸四郎 芸談「高麗屋の芸」
と
シネマ歌舞伎「三谷かぶき 月光露針路日本
風雲児たち」上映と解説

ニ

「クラシックとジャズ 」両

ゾ

開館30周年記念特別企画

７月25日㈰14時～ キャラホール

５月25日㈫19時～ キャラホール

オ

６月13日㈰13時～ 盛岡劇場・メインホール

里見勝蔵
「ラ・
トゥールイェー
ル」
（1958）
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退職

就職

ライフスタイルが変わったら
忘れずに手続きを！

見本

国民年金
表

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未
満の人は、国民年金に加入することになっ
ています。国民年金の加入者を「被保険
者」といい、表の３つに区分されます。
３月は就職や退職など異動が多い時季。
国民年金の被保険者の区分が変わる人は忘
れずに手続きをしましょう。

国民年金の被保険者の区分
区分

対象者

【問い合わせ・手続き】
■医療助成年金課年金係（市役所本庁舎本館２階）
☎626-7529
■都南総合支所税務福祉係（津志田14）
■玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）
■盛岡年金事務所（松尾町）
☎623-6211
【広報ＩＤ】1003593

保険料の納付方法

納付書か口座振替、クレジットカードの
20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職
いずれかで納めます
第１号被保険者 の人など
※令和３年度の保険料は月１万6610円

第２号被保険者

70歳未満の会社員や公務員（厚生年金加入者
厚生年金保険料や共済組合掛金として、
や共済組合員）
給料から天引きされます
※年金の受給資格のある65歳以上の人を除く

自分で納める必要はありません。
第２号被保険者（65歳未満）に扶養されてい
配偶者の加入する厚生年金保険または共
第３号被保険者 る20歳以上60歳未満の配偶者
済組合が負担します

がんがんくん

【問】消費生活センター☎624-4111

行政機関などをかたった「なりすまし」に 注意！
新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種に関連し、全国で次のよう
な相談事例が報告されています。
■事例１
「ワクチンが無料で受けられる。
自宅は持ち家か借家か」などと、
電話で個人情報を尋ねられた。
■事例２
公的機関を名乗り、
「ワクチン接種
ができる。費用はキャッシュバック
されるので、先に10万円を振り込
むように」と電話で勧誘された。

≪解説≫
新型コロナウイルスに関連したさまざま
な情報が発信され、
これに便乗した消費
トラブルも増えています。
ワクチン接種の
ために、
市が電話やメールで個人情報を
尋ねたり、費用負担を求めることはありま
せん。根拠のないうわさなどに惑わされず、
正確な情報に基づいて冷静に対応しまし
ょう。不審な連絡を受けたりトラブルにあ
ったりしたときは、消費生活センターまた
は消費者ホットラインに相談してください。
消費者ホットライン（局番なし）

１８８（
い

消費トラブルの相談事例な
どは、国民生活センターのホ
ームページをご覧ください

や

や

住んでいる地域の、最
寄りの消費生活相談窓
口につながります

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

こんなときはこの手続きを！

必要な手続き

マイナンバー確認書類と年金手帳、
本人確認書類の他に必要なもの

20歳以上60歳未満の人が 住民登録がある市区町村で第１号 退職日が分かる書類（健康保険資格
退職
被保険者への変更
喪失証明書や離職票など）
就職して厚生年金・共済
勤務先で第２号被保険者への変更 勤務先に確認してください
組合に加入

結婚などで、厚生年金や
配偶者の勤務先で第３号被保険者
共済組合に加入している
配偶者の勤務先に確認してください
への変更
配偶者の扶養に入る
厚生年金や共済組合に加
扶養から外れた日が分かる書類
入している配偶者の扶養 住民登録がある市区町村で、第３
（健康保険資格喪失証明書など）
から外れる
号被保険者から第１号被保険者へ
配偶者が退職した、また の変更
配偶者の退職日が分かる書類（健康
は65歳になった

保険資格喪失証明書や離職票など）

海外へ転出
（外国人を含む）

転出前の市区町村で国民年金の喪
任意加入する人は、通帳と金融機関
失または任意加入※の手続き
届出印
※日本国籍の人に限る

海外から転入
（外国人を含む）

転入先の市区町村で資格取得の手
パスポート、在留カードなど
続き

第１号被保険者は盛岡年金事務所または住民登録がある市区町村、第２
年金手帳を再発行したい 号・３号被保険者は勤務先または盛岡年金事務所で再発行の手続き
※市区町村で手続きした場合、２週間～１カ月程度かかります
20歳になった

加入手続きは不要です。なお、20歳になってから約２週間以内に日本年
金機構から国民年金加入のお知らせが自宅に届きます

届出をすると産前・産後期間の保
険料が免除されます※出産予定日 母子健康手帳など
の６カ月前から手続きできます
※本人以外が手続きをする場合は、本人のマイナンバー確認書類と手続きをする人の本人確認書
類、委任状などを持参してください
出産する・した
（第１号被保険者）

年金受給者 の手続きの例
こんなとき

必要な手続き

マイナンバー確認書類と年金手帳、
本人確認書類の他に必要なもの

年金を受け取る金融機関を 住民登録がある市区町村または
変更先の金融機関の通帳
変更したい
盛岡年金事務所で変更の手続き

他市区町村から転入・市内 手続きが必要かどうかを、住民登録がある市区町村または盛岡年金事
で転居した
務所に確認してください
年金証書を再発行したい

６
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住民登録がある市区町村または盛岡年金事務所で再発行の手続き
※市区町村で手続きした場合、２週間～１カ月程度かかります

前納割引制度
第１号被保険者が、国民年金保険料をま
とめて前払いすると割引される制度があり
ます。
■現金納付
令和３年度は12カ月分で3540円、６カ月
分で810円が割引されます。24カ月分の前
納を希望する場合は申し込みが必要なので、
盛岡年金事務所へお問い合わせください。
■口座振替
毎月の保険料の納付は、通常、翌月末日
の振替ですが、当月末振替にすると月50円
の割引を受けられます。当月末振替を希望
する場合は申し込みが必要です。年金手帳
と通帳、金融機関届出印を持参し、盛岡年
金事務所または金融機関で手続きしてくだ
さい。

【問】資源循環推進課
☎626-3733

３Ｒマイスターへの道
今月の
テーマ

国民年金被保険者 の手続きの例
こんなとき

第１号被保険者の保険料

）

ごみを資源に！さまざまな取り組みを紹介

VOL.22

☞資源集団回収

☞宅配便でパソコンを無料回収

市は、資源集団回収を年３回以上
行った団体へ報奨金を交付していま
す。令和２年度の１団体当たりの報奨
金は、平均で約５万円でした。まずは
団体登録から始めてみませんか。

パソコンの処分は宅配便の回収が
便利です。小型家電※も回収できます。
詳しくは、市と協定を締結している「リ
ネットジャパンリサイクル㈱」のホーム
ページをご覧ください。

※回収を実施しなくても、登録取消の手
続きは必要ありません

実施のポイント

※携帯電話や家庭用ゲーム機、血圧計な
ど。パソコンを含まない回収は、
１箱当
たり1500円（税別）です

各家庭での
分別を徹底

マスクや
手袋を着用

ホームページはこちら →
インターネットから申し込みが
できないときは、
☎0570-085-800（10時～17時）へどうぞ

密集・密接
を 避 ける

終わったら
手洗い・うがい

☀ パソコンを含むと無料
☀ 宅配業者が自宅へ来て回収
☀ 年中無休、最短で翌日回収

広

告

広

告

市営住宅 の 入 居者募集

【問】市営住宅指定管理センター☎622-7030 【広報ＩＤ】1017768

市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】６月１日㈫
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収入月
額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住宅に入居
した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力団員でない
※入居には連帯保証人と敷金（家賃の３カ月分）が必要

【申し込み】４月15日㈭～21日㈬、９時～17時（土・日曜は除く）、同センタ
ー（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族（単身者は
本人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所本庁舎別館
８階の建築住宅課、同本館１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け
表

入居者を募集する市営住宅
住宅名（所在地）

北厨川アパート
（厨川二）

谷地頭アパート
（厨川五）
観武台住宅
（月が丘三）

月が丘アパート※
（月が丘三）

青山一丁目アパート
（青山一）
青山西アパート
（青山三）

青山三丁目アパート※
（青山三）

前九年アパート
（前九年三）
川目アパート
（東山一）

仙北西アパート
（西仙北一）
柿の木アパート
（西見前12）
大ケ生住宅（乙部22）

法領田アパート
（乙部31）

夏間木第１団地
（好摩字夏間木）

※エレベーター付き

応募できる世帯
高・障 単身 一般
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

階数 戸数

家賃

間取り

１階 １ １万9400円～３万8100円 ６・６・4.5・DK
３階 １ １万3600円～２万6600円 ６・4.5・３・DK
１ １万7000円～３万3500円
６・６・4.5・DK
４階 １ １万8800円～３万6900円
１ １万9200円～３万7800円 ６・６・６・DK
５階 １ １万3300円～２万6200円 ６・4.5・３・DK
２階 １ １万1500円～２万2600円 ６・4.5・３・DK
３階 １ １万4600円～２万8600円 ６・６・３・DK
４階 １ １万1100円～２万1900円 ６・4.5・３・DK
２階
○
○
建 １ １万7000円～２万7900円 ５・4.5・３・DK
車イス常用
１階 １ ２万2800円～４万4800円 ６・５・DK
中学生以下の子と同居 ３階 １ ２万7500円～５万3900円 ６・６・６・DK
○
○
１ ２万5400円～４万9900円 ８・６・５・DK
３階
○
○
１ ２万7700円～５万4300円 ８・６・６・DK
○
２階 １ ２万3900円～４万7000円
８・６・５・DK
○
○ ３階 １ ２万6000円～５万1200円
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
中学生以下の子と同居
○
○
○
○
○
○
○

１階 １ ２万1700円～４万2600円 ６・６・DK
１階
４階
１階
４階
２階
４階
５階

１
１
１
１
１
１
１

１万8700円～３万6800円
６・６・4.5・DK
１万8200円～３万5700円
１万5400円～３万 300円
６・６・３・DK
１万4900円～２万9300円
２万2200円～４万3700円
８・６・５・DK
２万3400円～４万6000円

１階 １ ２万4300円～４万7700円 ８・６・５・DK

○

○
○
○

平屋 １ １万6100円～３万1700円 ６・６・６・DK
２階 1 １万8300円～３万6000円
８・６・DK
３階 １ １万7800円～３万5000円

○

平屋

1

１万4300円～２万8000円 ６・5.5・DK

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる（単身
者含む）
車イス常用：車イスを常用する、身体障害者手帳（下肢また
は体幹が２級以上に限る）を持つ人がいる（単身者含む）
単身：高・障に該当せず同居者がいない
一般：高・障・単身に該当しない

盛岡駅西通ア
パ ート（ 盛 岡
駅西通一）は、
随時募集して
います

保険料の納付が困難なときは
第１号被保険者が所得の減少※や退職、
災害などで保険料の納付が困難なときは、
保険料の納付の免除や猶予を受けられる場
合があります。また、大学や専門学校など
に在学中の保険料の納付を猶予する学生納
付特例制度もあります。
いずれも申請が必要です。申請に必要な
書類については、医療助成年金課か盛岡年
金事務所にお問い合わせください。
※新 型コロナウイルス感染症の影響による減収
を含む

広報もりおか ３. ４. １

７

マークの
見方

イベント情報
キャラホール

〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611

■マイ・フェイヴァリット・ジャズ
スペシャルライヴ
５月18日㈫19時～20時半
全席指定。500人
整理券が必要。同ホールの他、市
民文化ホール（盛岡駅西通二）と盛
岡劇場（松尾町）、姫神ホール（渋民
字鶴塚）で４月22日㈭から整理券を
配布※１人４枚まで

盛岡体育館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855
✉ moritai-sportsclub@morioka-sport.or.jp

■すくすくキッズ体操教室
マット運動やとび箱、縄跳びなどで
体を動かします。
表のとおり
メール：必要事項の他、生年月日
ときょうだいの同伴の有無を記入の
上、送付。４月24日㈯必着
1024186
■トレーニングカウンセリング
４月20日㈫・28日㈬、14時～14
時45分と15時～15時45分
各１人※18歳以上
各1100円
※トレーニングルームの使用料は別途

電話：４月６日㈫10時から
1026544
■誰でもできるはじめてのキックボク
シング教室
５月７日～７月30日、金曜、全６
回、19時15分～20時45分
12人※小学生以上の初心者。小・
中学生は必ず保護者の参加が必要
小・中学生2475円、高校 生 以 上
4950円
電話：４月５日㈪10時から
1034230
■ハタヨガ教室

8
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会場

問い合わせ

定員、対象
広報ID

費用

託児

申し込み

会場までバス移動

※特に記載がない場合、費用は無料
「姿勢」と「呼吸法」を中心としたヨ
ガの基本的な動作を学びます。
５月11日～６月29日、火曜、全６
回、19時15分～20時15分
20人※18歳以上
4422円
電話：４月６日㈫10時から
1032413
■フローヨガ教室
「動」と「静」のポーズを連続でする
ことで、新陳代謝を促進します。
５月13日～７月１日、木曜、全６
回、19時15分～20時15分
20人※18歳以上
4422円
電話：４月６日㈫10時から
1034231

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-４
☎662-8778

■初級テニス教室
４月20日～６月１日、火曜、全６回、
10時～12時※雨天時は次週に延期
８人※高校生を除く18歳以上
9000円
電話：４月５日㈪９時半から

屋内ゲートボール場

〠020-0127 前九年三丁目９-37
☎641-8484

■レディステニス教室
４月23日～７月９日、金曜、全10
回、10時～12時
10人※テニス初心者の女性
１万円
電話：４月５日㈪10時半から

東中野運動広場
〠020-0817 東中野字立石８-11
☎652-8778

■１日テニス教室
①５歳～小学３年生コース②小学４

表 すくすくキッズ体操教室の日時や対象など
組名
日時
定員
対象（費用）
５/10～６/28、月曜
平成28年４月２日～30年４月１日生まれの
パンダ組 全６回、14時半～16時
子と保護者（１組5940円）
各 平成29年４月２日～30年10月31日生まれの
５/13～６/24、木曜
コアラ組 全６回、10時～11時
17組 子と保護者（１組3960円）
５/14～７/２、金曜
平成27年４月２日～29年４月１日生まれの
きりん組 全６回、14時半～16時
子と保護者（１組5940円）
広

日時

～６年生コース③一般コース
４月25日㈰、①９時15分～10時
半②③11時～12時半
①②30人③16人※初心者優先
窓口・電話：４月３日㈯10時から

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１
☎681-5132

■現地集合！食育キノコの秘密！？
原木栽培編
シイタケの植菌体験をします。ほだ木
２本付きです。
４月29日㈭・30日㈮、10時～12時
各20人
各1200円
往復はがき：４月20日㈫消印有効

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

電話：４月６日㈫９時から

松園地区公民館

〠020-0106 東松園二丁目５-３
☎661-8111

■軽登山・トレッキング（春）
５月14日㈮９時15分~15時半
稲庭岳（二戸市）
13人※登山経験のある、おおむ
ね20歳以上
900円
往復はがき：４月26日㈪必着
■松園いきいき教室
「悪質商法に負けないために」と題
した講座を開催します。
５月19日㈬10時～11時半
18人※60歳以上
電話：４月５日㈪９時から

市立図書館

〠020-0114 高松一丁目９-45
☎661-4343

■パソコン初心者教室
４月20日㈫～22日㈭、全３回、
13時～16時
10人
3150円
電話：４月８日㈭10時から

■児童文学を読む会
S.E.デュラント作「青空のかけら」
（鈴
木出版）。
４月28日㈬10時～12時

河南公民館

原敬記念館

〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258

〠020-0866 本宮四丁目38-25
☎636-1192

■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。
４月13日～27日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
1034327

入館料が必要
1018920
■春の生家公開
４月17日㈯～５月５日㈬、
９時～16時
▶生家・庭園案内
生家の歴史や庭園を解説します。
５月３日㈪13時半～14時半
10人
電話：４月17日㈯10時から

渋民公民館

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354

■ヒストリア玉山
１万本のオオヤマザクラの植樹に２年
間携わった職員による解説を聞きな
がら、
サクラパーク姫神を巡ります。
５月７日㈮10時～12時
サクラパーク姫神（日戸字姥懐）
※集合は同館
12人
30円

遺跡の学び館

〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600
デ

ー

■縄文ふれあいＤＡＹ
土器の拓本とり、古代のお守りネックレ
ス、ストラップのうち、
１つを作ります。
４月10日㈯、10時～11時半と13
時～14時半
各100円※別途入館料が必要
1009440

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢１-１-38
☎638-7228

■鎌田コレクション 旧暦ひなまつり展
市内在住の収集家・鎌田隆 さん所有
のひな人形や花巻人形を展示します。
４月18日㈰まで
たかし

ふれあい広場

障がい福祉課

☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験。
４月～６月のおおむね毎週木曜、
11時～13時
市役所本庁舎本館１階エレベータ
ー前ホール
1018352

盛岡星まつり

同まつり実行委員会の吉田さん
☎090-6458-8790

①星の写真やパネル展示②星空環境

あつまれキッズ！

の現状と課題などの講座③天体観望
会などを開催します。
①４月３日㈯～18日㈰、９時～19
時②４月10日㈯13時半～15時③４
月17日㈯19時～21時
①②アイーナ５階環境学習交流セ
ンター（盛岡駅西通一）③遺跡の学
び館東側駐車場（本宮字荒屋）
③100人
当日会場で受け付け
①1025891②1025892③1025890

県障がい者スポーツ大会

県障がい者スポーツ協会

☎637-5055

陸上やフライングディスク、水泳、卓
球、アーチェリー、ボウリングなど。
申し込み方法など詳しくは、同協会
にお問い合わせください。
６月５日㈯10時～15時
県営運動公園（みたけ一）など
県内に住む障がいのある人※13
歳以上
４月19日㈪17時まで

●スポーツ少年団

バスケットボールなど、多種目体験
型のスポーツクラブへの参加者を募集
します。費用や申し込み方法など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。
５月12日～９月22日、主に水曜、18
時～20時
50人※小学３・４年生
４月21日㈬必着
1030094

令和３年度の団員を募集します。ア
イスホッケーやアーチェリー、新体
操、水泳など全31種目ある中から選択
して入団できます。募集種目や申し込
み方法、締切日など
詳しくは、市スポー
ツ協会までお問い
合わせください。

2021啄
2021
啄木祭
６月に開催される啄木祭のチケッ
トを、先行販売（150枚）します。な
お、一般販売は４月24日㈯からです。
今回のゲストは、昨年放送された
き つ つ き た ん て い どころ
アニメ「啄 木鳥探 偵 處 」で主人公・
しん た ろう
石川啄木を演じた声優の浅沼晋 太 郎
さん（盛岡市出身）。「啄木とボク～
啄木を演じて～」と題して語ります。
また、地元、渋民小
の鼓笛隊や渋民中の
群読劇、コールすず
らんによる合唱が会
場を盛り上げます。
浅沼晋太郎さん

市民農園の利用者募集

農政課☎626-7540
1008209

市民農園とは、自家用野菜や花などを育てたい人が借りら
れる農園で、各園主が表のとおり開設しています。自然と触
れ合い、作物を育てて収穫しませんか。

利用期間：４月下旬～11月下旬
１区画5000円（年額）
はがきに住所と名前、年齢、電話番号、希望区画数を記入し、各申込先へ郵
送。４月19日㈪必着。申し込み多数の場合は抽選し、当選者へ各園主から直接
連絡します
表

市民農園の所在地や区画数など

名称（所在地)
南仙北第一ファミリー農園
（南仙北二）
南仙北第二ファミリー農園
（南仙北二）
川目ファミリー農園
（川目４）
津志田ファミリー農園
（津志田27）
黒石野ファミリー農園
（黒石野三）
庄ケ畑ファミリー農園
（上米内字庄ケ畑）
太田ふれあい農園
（中太田深持）
なかよし農園
（中太田吉原）
黒川みどりの貸し農園
（黒川７）

区画数 １区画の面積

48区画
24区画
56区画
65区画

30平方㍍

60区画
24区画
30区画

33平方㍍

20区画

50平方㍍

20区画

36平方㍍

申込先（園主）
〠020-0861 仙北一丁目14-12
佐々木勝弥さん
〠020-0863 南仙北三丁目２-39
佐藤成男さん
〠020-0812 川目４-68
吉田俊和さん
〠020-0835 津志田26-７-１
吉田勇夫さん
〠020-0111 黒石野一丁目８-５
下田淳さん
〠020-0001 上米内字庄ヶ畑５
帷子康雄さん
〠020-0052 中太田深持９
太田地区活動センター
〠020-0052 中太田八卦63
村井礼子さん
〠020-0402 黒川５-21
峰崎友子さん

市スポーツ協会☎601-5700

●前期もりおかこどもスポーツクラブ

広

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

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

申し込みが必要な
イベントについて

石川啄木記念館☎683-2315
1034147
６月５日㈯13時半～16時
姫神ホール（渋民字鶴塚）
300人
全席指定。2000円※チケット送料
404円と振込手数料が別途必要
往復はがきに郵便番号と住所、名前
（ふりがな）、電話番号、希望枚数（２
枚まで）を記入し、〠028-4132渋民字
渋民９石川啄木記念館へ郵送。４月15
日㈭必着。販売枚数を超えた場合は抽
選します。当選結果は返信用はがきで
通知。代金振込後にチケットを郵送し
ます※１人につき１通のみ応募可能。記
載事項に不備があった場合は無効

美肌の湯

ユートランド

姫 神 チャンネル
vol.７

ユートランド 姫 神 に
キ ャン プ 場 開 設！
ユートランド姫神に、キャンプ場を開
設します。敷地内には８～12張のテン
トが設営できます。バーベキューサイト
の他、施設内の食堂、宿泊棟を利用する
と、日中は野外でキャンプを楽しみ、夜

マスコットキャラクター
ランちゃん

は屋内に宿泊するなど、初心者や小さい
子ども連れのご家族も安心して楽しむこ
とができます。姫神山の眺望と里山の風
景を満喫しながら「姫神温泉」を堪能し
てみませんか。

４月26日㈪から※チェックイン11時、チェック
アウト翌10時
１人1000円※小学生以下無料。デイキャンプ
料金も同額。入浴料と食堂、施設宿泊料は別途
予約受け付けはしていません。施設へ直接お
越しください
キャンプ場※テントはイメージ

好評
実施中！

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、
割引を受けられます。

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

告
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職員課

☎626-7505

本年７月採用と令和４年度採用の職
員を募集します。職種や人数、受験資
格は表１のとおりです。
試験日：５月16日㈰
試験会場：市役所本庁舎（内丸）
受験案内と応募用紙は、市役所本
庁舎本館４階の同課や各支所などに
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードできます。郵送を希望
する場合は、返信先を記入し120円
分の切手（速達での返信を希望する
場合は410円分）を貼った返信用角
２封筒を同封し「受験案内請求」と
明記の上、4月16日㈮までに〠0208530（住所不要）市役所職員課へ
送付してください。受験の申し込み
は応募用紙に必要事項を記入し、同
課へ郵送または持参。受付期間は4
月５日㈪ ～28日㈬。郵送は28日㈬
消印有効。持参は同日17時半まで
1034378

市都市計画マスタープラン
全体構想（変更素案）への意見
都市計画課

☎639-9051

同マスタープランの変更素案への意見
を募集します。同案は市役所都南分
庁舎２階の同課や各支所に備え付け
る他、市ホームページにも掲載します。
任意の用紙に住所と氏名、意見を
記入し、〠020-8532（住所不要）市役
所都市計画課へ郵送または持参。郵
送は４月20日㈫必着。持参は同日17
時まで
1034096

習したい人を募集します。
開講期間：５月13日～11月４日、
木曜、全20回、９時45分～15時
108人※65歳以上
4500円
往復はがき：必要事項の他、生年
月日を記入し、〠020-0013愛宕町
14-１中央公民館へ郵送。４月15日㈭
必着
1034331

づくりのボランティアを募集します。
４月～11月、土曜、６時～７時※
雨天時は翌日
保険料200円※市外の人は350円
電話
1010572

介護予防ヨガ教室・介護予防
太極拳教室の運営団体

赤ちゃん応援特別給付金の
申請を忘れずに

長寿社会課

長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局
☎603-8003

健康や芸術、地域文化などさまざま
な講座の受講生を募集します。
開講期間：７月２日㈮～来年２月４
日㈮※講座により回数は異なります
60歳以上

同事務局や各支所、各老人福祉セ
ンターなどで配布する入学願書に必
要事項を記入し、願書配布場所に持参
または〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学
事務局へ郵送。郵送は5月７日㈮必着。
持参は同日17時まで
1006424

開運橋花壇クラブの会員

一般教養や時事問題などについて学

開運橋から見える北上川沿いの花壇

募集する職種や受験資格など
職種
採用時期
令和３年７月

１人

作業療法士

令和３年７月

１人

令和３年７月

10人程度

広

10

人員

医療相談員

看護師

令和４年４月

告
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母子健康課

10人程度

託児

広報ID

受験資格
昭和57年４月２日以降生まれ、
社会福祉士の資格を有する人

昭和59年４月２日以降生まれ、
作業療法士の資格を有する人
昭和57年４月２日以降生まれ、
看護師の資格を有する人

☎603-8303

水質検査の受け付け

井戸水などの飲用水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容
器を受け取り、表２の受付日に水を
採取して持参してください。
簡易検査（11項目）
：8470円
一般検査（23項目）：2万6610円
1019002

７月

８月
９月

７日㈬・19日㈪

４日㈬・30日㈪
13日㈪・29日㈬

一般検査
－
－
21日㈪
－

－
13日㈪

地域などでの学習活動を支援
中央公民館

学びの循環推進事業（一般
コース）を活用しませんか
☎654-5366

各種サークルなどが行う学習会など
へ、豊かな知識や優れた技能を持つ
市民や団体などを、講師として派遣し
ます。詳しくはお問い合わせください。
10人以上の団体
実施の１カ月前まで
1000685

浄化槽設置補助金

給排水課

☎623-1426

し尿と生活雑排水を併せて処理する
浄化槽を設置する場合、経費の一部
を補助します。対象や補助額など詳
しくは、お問い合わせください。
申込期間：4月19日㈪～23日㈮

成人歯科健康診査は
６月25日から開始します

生活衛生課 ☎603-8310

表２ 水質検査受付日程
月
簡易検査
４月
７日㈬・26日㈪
５月
12日㈬・17日㈪
６月
２日㈬・21日㈪

各150人※10人以上で構成される
幼稚園・保育園や小・中学校のPTA、
女性・高齢者団体、町内会などの構
成員
1000682

中央公民館

令和２年４月28日から令和３年４月１
日生まれで、市に住民登録をした子ど
も１人当たりに10万円を給付してい
ます。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
住民登録後、同課から郵送した申
請書に必要書類を添えて、返信用封
筒で郵送または持参。郵送は５月10
日㈪必着。持参は同日17時まで
1031874

盛岡ゆうゆう大学の学生

公園みどり課内、
市グリーンバンク事務局 ☎639-9057

表１

お知らせ

☎603-8003

継続的な健康づくりの機会として、60
歳以上の市民向けに開催する各教室
の運営を請け負う団体を募集します。
応募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
委託期間：６月１日～来年３月31日
応募書類を〠020-8530（住所不
要）市役所長寿社会課へ郵送または
持参。郵送は４月23日㈮必着。持参
は同日17時まで
1022448

☎654-5366

対象、定員

んに挑
け

※特に記載がない場合、費用は無料

不来方大学院の学生

中央公民館

申し込み

▼

市の職員

費用

▼

募 集

場所

もり

もりおかインフォ

日時

戦！

マークの
見方

☎654-5366

市は、生涯学習や家庭教育に関する地
域での学習活動を支援しています。支
援内容などについて説明会を開催し
ます。詳しくはお問い合わせください。
生涯学習関連は４月23日㈮、家
庭教育関連は5月14日㈮、10時～11
時半
中央公民館（愛宕町）

健康増進課

☎603-8306

本年の同診査は、６月25日㈮から来
年３月10日㈭まで実施します。対象
など詳しくは、お問い合わせください。
500円
1006576

春の全国交通安全・地域安全運動
くらしの安全課

☎603-8008

実施期間：4月6日㈫～15日㈭
1001109
▶交通安全運動：子どもと高齢者の
安全な通行を確保するなど交通事故
から尊い命を守りましょう。
▶地域安全運動：鍵かけの励行など
家庭や地域で防犯意識を高めましょう。

障がい者へタクシーや
ガソリン・軽油料金を助成
障がい福祉課

☎613-8346

自動車税や軽自動車税の減免を
受けていない在宅の人で、次のいず
れかに該当する人
▶タクシー：①身体障害者手帳1級②
視覚や下肢、体幹に障がいがあり身
体障害者手帳2級③療育手帳④精神
障害者保健福祉手帳１級保有者

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
２月14日は「バレンタインデー」、３月14日は「ホワイトデー」です。では、盛岡市
内の飲食店などが協賛して盛り上げている４月14日は、何の日とされていますか。
①冷麺の日 ②じゃじゃの日 ③わんこそばの日 ④はっとの日

▶ガソリン・軽油：①～④の他に条件
があります
600円の助成券を月数に応じて交付
※助成券の利用期限は来年３月31日㈭
該当する手帳と印鑑を持参し、市
役所本庁舎本館５階の同課か都南総
合支所税務福祉係、玉山総合事務所
健康福祉課で申請。４月１日㈭から受
け付けます
1004143

メインプールの利用再開
総合プール

☎634-0450

総合プール（本宮五）のメインプール
は４月１日㈭から利用できます。
1006907

国際交流活動を応援します

文化国際課内、盛岡国際交流協会
☎626-7524

盛岡の魅力の情報発信や通訳など
の国際交流活動をしている市内の民
間団体に、最大10万円を補助します。
申請方法や対象事業など詳しくは、
同協会ホームページをご覧ください。
募集期間：４月５日㈪～
５月７日㈮

寄付をいただきました

企画展示室の利用再開
中央公民館

電話：4月５日㈪９時から
1002527

☎654-5366

中央公民館（愛宕町）の企画展示室
の改修が終わり、７月１日㈭から利用
できます。
窓口・電話：利用日の３カ月前から
1000667

子育て支援の有償ボランティア
説明会
市ファミリーサポートセンター
☎625-5810

同ボランティアの仕組みなどを紹介
する説明会を開催します。
４月14日㈬、５月14日㈮、10時～
12時と13時半～15時半

市総合福祉センター（若園町）
市ファミリーサポートセンターの
会員と同ボランティア活動に興味の
ある人

■㈱ブレーンリンク・ダイニング
岡本知幸代表取締役兼会長
医療用N95マスク600枚・次亜塩素
酸水20㍑10箱。新型コロナウイルス
感染予防のために。
ともゆき

■米内浄水場の桜の一般公開は中止
新型コロナウイルス感染症対策のた
め、本年の一般公開は中止します。場
内への立ち入りや周辺での無断駐車
をしないようお願いします。
同浄水場☎667-2280
＜お詫びと訂正＞
３月15日号の11ページに掲載した寄
付の記事に誤りがありました。
「信用
中央金庫」は、正しくは「信金中央金
庫」です。お詫びして訂正します。
わ

各種相談
内容
夜間
納付相談
花と緑の
相談
補聴器
相談

日時
①４/６㈫・８日㈭
17時半～20時
②毎週木曜
17時15分～19時

10月までは毎週火曜、
市民ホール
11月～２月は毎月第
（市役所本庁舎本館１階）
２火曜、10時～15時
４/15㈭
10時～11時半

ひきこもり
平日、
９時～17時
相談

空き家・ ４/14㈬
不動産相談 10時～15時
★要事前申し込み
広

場所
問い合わせ
①納税課（市役所本庁舎別館
２階）と健康保険課（同１階） 納税課
②玉山総合事務所税務住民課 ☎613-8462
（渋民字泉田）

告

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

市総合福祉センター
（若園町）

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

公園みどり課
☎639-9057
同センター
☎696-5640★

市社会福祉協議会
☎651-1000
同岩手県本部
☎625-5900★

広報ＩＤ：市ホームページのトップページにある検索窓に入力
すると、詳細情報を閲覧できます。
QRコード®：㈱デンソーウェーブの登録商標です。スマートフォ
ンのカメラ機能などを使って読み取ることで、簡単にホームペ
ージなどにアクセスし、詳細情報を閲覧することができます。

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

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
17時15分～21時半★
平日
本宮五丁目15-１
市立病院
内科・外科
☎635-0101
土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
９時～17時
内科・外科
休日救急 休日救急当番医・
※歯科は15時まで
小児科・歯科
当番医
薬局のとおり
※薬局は17時半まで
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
神明町３-29
市夜間急患 （市保健所２階）
診療所
☎654-1080

外科・整形外科
歯科
薬局
※往診はできません
名称
所在地
日 区分
ささき医院
中野一丁目27-10
みたけ消化器内科クリニック
みたけ㆕丁目11-46
渋民中央病院
渋民字大前田53-２
菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22
西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
４/４
㈰
さとう歯科クリニック
永井20-１-91
コスモ調剤薬局
中野一丁目30-３
てんとうむし薬局
みたけ四丁目11-48
清水町調剤薬局
清水町５-18
あおば薬局桜小路店
上田一丁目20-１
金子胃腸科内科
乙部13-135-３
本間内科医院
上田二丁目20-13
八角病院
好摩字夏間木70-190
緑が丘整形外科
緑が丘三丁目２-45
よしだクリニック
西仙北一丁目30-50
４/11
㈰
さとう歯科医院
黒石野一丁目10-３
オトベ薬局
乙部13-135-１
ワカバ薬局
材木町６-15
エメラルド薬局緑が丘店
緑が丘三丁目２-35
ひばり薬局
西仙北一丁目30-51
川久保病院
津志田26-30-１
かなざわ内科クリニック
上堂一丁目18-24
八角病院
好摩字夏間木70-190
たぐち脳神経外科クリニック
本町通一丁目４-19
吉田小児科
梨木町２-13
４/18
㈰
あおば歯科小児歯科クリニック
前九年三丁目19-46
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
なごみ薬局
上堂一丁目18-26
下小路薬局
本町通一丁目６-31
ぺんぎん薬局
梨木町２-14

休日救急当番医・薬局

内科
小児科

電話番号
653-0230
641-8511
683-2336
606-5100
651-1369
637-7373
653-6133
681-9227
654-7253
656-1250
696-2012
622-5970
682-0201
664-1555
635-8341
661-8241
675-1151
622-3067
665-3360
635-9797
635-1305
647-3057
682-0201
621-1234
652-1861
648-0222
635-1233
648-0753
604-9101
652-3345

■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

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
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キャッシュレス決済
♦市税
納税課☎613-8461
1032880・1032885
４月１日㈭から※クレジットカード決済は11時から
利用できる決済方法
種類
クレジットカード★
VISA、Mastercard、JCB など
スマホ決済
LINE Pay、PayPay

★インターネット上の専用納付サイトでのみ利用できます。納付書に記載され
ている納付番号や確認番号などの入力が必要です。また、納付金額に応じて
システム利用料がかかります。詳しくは、市ホームページをご覧ください

対象となる税金（令和３年度課税分から）
〇市県民税（普通徴収） 〇固定資産税・都市計画税
〇軽自動車税（種別割） 〇国民健康保険税（普通徴収）

♦水道料金・下水道使用料
上下水道局お客さまセンター☎623-1411
４月１日㈭から
利用できる決済方法
スマホ決済
LINE Pay、
PayPay

種類

市民の皆さんの利便性の向上や負担軽減のため、市税や
水道料金・下水道使用料、住民票などの証明書の交付手数
料をクレジットカードやスマホ決済などキャッシュレスでも
支払いできるようになります。

♦スマホ決済の
支払いの手順
①納付書を用意します
②アプリを起動します。LINE Payはメニュー画
面の「請求書支払い」を、PayPayはメニュー画
面の「スキャン」をタップします
③納付書のバーコードを読み取ります
④表示された金額を確認し、決済します

納付書見本

※利用にあたり
取得できるポイ
ントなどは 、各
アプリ事業者に
ご確認ください

ご注意ください

・ 決済の手続きは、納付の都度必要です
・ 納期限を過ぎたものは、決済できません
・ 領収書は発行されません
・ 車検などで早急に納税証明や領収書が必要
な場合は、金融機関などの窓口で現金納付
してください
・ 口座振替を利用している場合は、先に、金融
機関などで口座振替の解約が必要です
・ スマホ決済による納付の上限額は30万円で
す。※水道料金・下水道使用料をLINE Payで納
付する際の上限額は４万9999円です

これまでどおり、コンビ
ニエンスストアや金融
機関などの窓口での納
付、口座振替も利用で
きます。自分に合った
方法で納付しましょう

！
市民登録課の窓口で

♦住民票や戸籍などの証明書交付手数料

市民登録課☎613-8307
1034146
４月13日㈫から ※順次スマホ決済の導入や決済種類の拡大を
予定しています。詳しくは市ホームページをご覧ください
利用できる決済方法
種類
クレジットカード
VISA、Mastercard など
電子マネー
iD、交通系ICカード、WAON

など

参加事業者を募集！
盛岡商工会議所
「応援チケット係」☎624-5880
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受け
ている市内飲食店や宿泊事業者などの経営継続を支援するた
め、昨年度に続き、同チケット「モリオ☆エール」を発行します。
販売に先立ち、参加事業者を募集します。参加事業者には１店
舗あたり同参加チケット200セットと助成金10万円（同チケッ
トのプレミアム相当額）を事前に支給します。
市内で営業している飲食店や宿泊事業者など（市外本社も可）
参加事業者の申込方法について詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか同会議所「応援チケット係」
までお問い合わせください

もりけんに挑戦
（11ページに掲載）の答え
②じゃじゃの日
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対象となる手数料
〇住民票の写しなど住民登録に関する証明書交付手数料
〇戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）や戸籍抄本（戸籍個人事
項証明書）など戸籍に関する証明書交付手数料
〇印鑑登録証交付手数料と印鑑登録証明書交付手数料 など
※マイナンバーカード再交付手数料や市・県証紙の購入などには、利
用できません

●チケットの概要
販売・使用期間：５月15日㈯～11月14日㈰
販売金額：１セット2000円※使用可能額面2500円
使用可能範囲：原則、チケットの購入店舗のみ

一緒に応援しましょう
飲食店や宿泊業の皆さんは、安心し
て利用いただけるよう、感染予防に積
極的に取り組み、市民の皆さんをお待
ちしています。
私たちも、感染防止を心がけ、少人数
での会食やテイクアウトの利用など「新
たな日常」を意識しながら、積極的に利
用し、応援していこうではありませんか。
私も「モリオ☆エール」を購入して市
内の飲食店に出かけます。

広報もりおかへのご意見をお待ちしています

編集後記

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。

県内には道の駅が34か所あるそうですが、
その地域ならで
はの商品や活気のある雰囲気が楽しいですよね。盛岡初
の道の駅も、
にぎわいの拠点になってほしいです。
（田村）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

