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　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者
に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。正確な情報
を入手し、冷静な行動に努めましょう。
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新型コロナウイルスに負けない！
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令和３年度　市の予算

11    市民が日々の暮らしの中で感じている不安を払
ふ っ

拭
しょく

し、新しい生活
様式のもとでの「日常」を速やかに回復する

22  官民一体となって、にぎわいのあふれるまちづくりに取り組む
33  産業の振興や魅力向上、働く場所の創出に取り組み、併せて若者

の地元定着を図る
44  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
55  交流人口の増加に向け、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、新型コロナウイルス感染
症の対策と、総合計画による、将来の
まちづくりやにぎわいを創造する事業
と３つの戦略プロジェクトを中心に、
右の５つの視点のもとで予算の編成を
進めました。
　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、まい進していき
ます。

　一般会計は、盛岡南公園野球場の建築工事の他、子ども・子育て事業
や障がい者の自立支援事業など、社会保障関係の経費が前年度に引き続
き増加しました。また、盛岡バスセンターの整備や新型コロナウイルス
感染症への対策事業などにより、前年度比39億7600万円（3.5㌫）増
の1188億6600万円の予算総額となり、過去最高の予算規模です。
　特別会計は、居宅介護や地域密着型など介護サービスへの給付費が
増加する一方で、新産業等用地第一事業区の造成工事の完了や用地売却
による収入の減少などから、11会計の合計で、前年度比２億5000万円
（0.4㌫）減の575億3300万円となりました。

【単位】億円 【単位】億円

一般会計の内訳

　市税は、新型コロナウイルス感染症の影響による所得の減少や
企業の業績不振などによる個人・法人市民税と固定資産税の減収
により、前年度比26億3000万円（6.1㌫）減少しました。
　国庫・県支出金は、盛岡南公園野球場の整備による負担金収入
の増加などにより前年度比20億4300万円（6.8㌫）増加、地方
交付税は、地方財政計画の内容や市の税収見込みなどから、前年
度比７億8300万円（5.7㌫）増加しました。

　子ども・子育て事業や障がい者の自立支援事業など子どもや高
齢者などの福祉に必要な経費が最も多く、前年度比15億2300万円
（3.2㌫）増加しました。
　盛岡南公園野球場の建築工事などのスポーツ振興や市役所の運
営に必要な経費は前年度比17億7200万円（15.6㌫）増加、新型コ
ロナウイルス感染症の地域外来・検査センターの運営やＰＣＲ検査
の経費など衛生環境の向上に必要な経費は、前年度比７億2000万
円（8.3㌫）増加しました。

市税
402.2

繰入金や手数料など
68.3

国庫・県支出金
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譲与税その他　98.6
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総合計画の４つの
基本目標

　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は次のとおりです。

公共施設保有最適化・長寿命化計画事業
　市は、施設の「最適化」
と「長寿命化」に取り組
んでおり、本年度は31施
設で大規模改修などを予
定しています。
☞５ページに関連記事あり

▶盛岡南公園野球場の整備   30億2114万円
▶市営住宅の改修　　　　   ７億1866万円
▶大新小学校校舎の改修　   ６億9448万円
▶仁王小学校校舎の改修　   ６億6465万円
▶城西中学校校舎の改修　   ４億  973万円

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年間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。主な新規・拡充事業は次のとおりです。

▶盛岡AI・IoT※プラットフォーム事業 700万円 ▶子ども食堂での子どもの見守り　　 880万円
▶保育所などでの医療的ケア児を受け入れるた
　めの支援　　　　　　　　　　　　 734万円
▶（仮称）太田児童センターの基本設計など　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 600万円
▶医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する市立
　学校に看護師を配置　　　　　　　 446万円

▶県外大学生などを対象とした市内での就労体
　験や生活体験事業の実施　　　　　 659万円

▶生活保護受給世帯などの中学生に学習の場を
　提供　　　　　　　　　　　　　   2342万円
▶デイサービス型の産後ケア事業　　 155万円

新規

拡充

新規

拡充

新規

拡充

▶友好都市提携の記念碑の建立と台湾花蓮市長
　を招いた除幕式の開催　　　　   　   284万円
▶ スポーツクライミング第４回コンバインドジ

ャパンカップの開催　　　　 　　     200万円
▶ 東北の魅力を国内外に発信する「東北デスティ

ネーションキャンペーン」期間中に盛岡駅を起
点とした無料ガイドツアーの実施 　     134万円

▶市中心部への交流拠点の設置運営      3276万円
▶ 移住相談などのための地域おこし協力隊員２

人を配置 　　　　　　　　　　　  1182万円

新型コロナウイルス
感染症の対策事業

　新型コロナウイルス感染症の「感染症対策」と
「経済対策」に優先的に取り組みます。

予算編成 ５つの視点

※ ＡＩ：人口知能／IoT：多くのモノがインターネットに
接続し、情報交換や制御を行う仕組み

▶スマート農業（ドローン）導入の補助やリン
　ゴ剪

せ ん

定
て い

作業の担い手確保　　　　　 635万円
▶盛岡産農畜産物の魅力発信や輸出の支援　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 435万円

詳しくは市ホームページをご覧ください

主な事業

主な感染症対策

主な感染症対策

主な経済対策

主な経済対策

▶ＰＣＲ検査の費用　　　　       ２億3409万円
▶地域外来・検査センターの運営
　　　　　　　　　　　　　　   １億5962万円
▶市立小中学校・幼稚園など
　で使用する衛生物品の経費　　　　　　　　
　　　　　　　        2243万円

▶県の緊急支援融資制度などを令和２年度に借
　り入れた事業者に対する利子などの補給
　　　　　　　　　　　　　　   ４億1037万円
▶住居確保給付金の支給　　　　       1062万円

　当初予算に加え、４億6457万円の補正予算
を計上しました。

▶地域児童クラブなどへの衛生用品の購入支援　
　　　　　　　　　　　　　 　  １億3070万円

▶プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エー
　ル」の発行　　　　　　　 　  １億1000万円
▶交通系ＩＣカードの導入、バスロケーション
　システム更新への支援　                    6856万円
▶サテライトオフィス環境の整備支援
　　　　　　　　　　　　　　　　   5000万円

子ども・高齢者
などの福祉

488.5市債の返済
130.2

教育・生涯学習
91.0

スポーツ振興など
131.1

道路・
公園など

155.9

消防・救急
46.8

衛生環境の
向上　93.6

農林業や商・工業、
観光の振興など

51.6

歳出
1188.7

億円

未来のもりおかを創る若者・しごと
応援プロジェクト　２億7461万円

みんなが支える子ども・子育て
安心プロジェクト　４億3661万円

2020あつまる・つながるまち
プロジェクト　２億356万円

歳入 歳出

　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、概要をお
知らせします。
【問】財政課☎613-8362
【広報ＩＤ】1034441

市民の生活を守り
新たな賑

に ぎ

わいを生み出す
盛岡まちづくり予算

▶妊産婦・乳幼児などへの医療費の給付
　　　　　　　　　　　　　   ９億3002万円
▶予防接種の実施　　　　　   ８億6129万円
▶不妊に悩む方への特定治療支援   5842万円
▶河川などの維持・管理　　　　   3660万円

人がいきいきと暮らすまちづくり人がいきいきと暮らすまちづくり１１
▶向中野小学校の整備　　　   ６億1620万円
▶タブレットの導入などコンピュータ教育設
　備の整備　　　　　　　　   ２億6129万円
▶中央公民館駐車場の新設　   　　1971万円

人を育み未来につなぐまちづくり人を育み未来につなぐまちづくり３３

▶盛岡バスセンター整備　　   ４億5863万円
▶ＪＲ田沢湖線新駅の整備　   ２億2786万円
▶中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業
　　　　　　　　　　　　　   １億8278万円
▶食と農のバリューアップ推進事業　
　　　　　　　　　　　　　　　   2506万円

人が集い活力を生むまちづくり人が集い活力を生むまちづくり４４

一般会計一般会計  11881188億億66006600万円万円

特別会計特別会計　　575575億億33003300万円万円
　（11会計） 改修後の大新小校舎

予 算 総 額

▶芸術文化活動の振興事業　　　   2075万円
▶内丸地区まちづくり推進事業　   1043万円
▶史跡盛岡城跡の復元整
　備調査事業 　390万円

盛岡の魅力があふれるまちづくり盛岡の魅力があふれるまちづくり２２
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石割さくらこ
市のアセットマネジメントを紹
介するため、岩手大の学生と共
同で作成したキャラクター

　市は、市役所本庁舎110棟分の面積に相当する公共
施設を保有しています。そのうち約４割が築30年を超
えるなど老朽化が進んでいます。市民の皆さんの利用
しやすさなどを考え、施設を長く大切に使うためにはど
うしたらよいか―。市は「公共施設アセットマネジメ
ント」という取り組みで施設のこれからを皆さんと考え
ています。　【問】資産経営課☎603-8007

皆さんと一緒に

公共施設を長く
大切に活用します！

そもそも、公共施設アセットマネジメントって
何ですか？

　改修工事を終え、令和３年３月にリニューアルした上田児童センタ
ー・老人福祉センター（上田四）を利用する皆さんに、使ってみての感
想を聞きました。

公共施設を「市民の資産」と捉え、限られた予算を最大限生
かすために管理・運営していくことだよ。
市は、用途が似た施設をまとめたり、部屋を作り替えたりす
るなど、施設数の見直しや残していく建物の長寿命化工事
などをしているよ。

リニューアルした施設の利用者に聞きました

施設の利用状況などを確認し、利用の仕方に応じて間取り
を工夫するなど、皆さんと一緒に利用しやすさを考えるよ。

ほかの施設とまとめることで、予約できる機
会が少なくなり、利用しづらくなるのでは？

　市の施設を改修などする前に、町内会・自治会や
施設利用者の皆さんに説明会を開催しています。そ
の中で、寄せられた質問と市の取り組みを紹介します。

全ての施設を維持更新するには、これまで改修などに使って
きた費用の約２倍（年間約110億円）かかるんだ！　次世代
の負担を避けるためにもアセットマネジメントが大事だよ。

私たちが使っている施設も、だいぶ古い…。
いっそ新築してほしい。

工事時期が近付いたら、町内会・自治会や施設利用者の皆
さんに施設の使い方や利用頻度を聞きながら、改修内容に
ついて意見交換をするよ。
開催日程は、施設や町内会・自治体を通じてお知らせするので、
利用する施設の説明会が開催されるときはご参加ください。

今の施設の照明が暗いです。工事をする前
に私の意見を聞いてくれる機会はないの？
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段差がなくなり
歩きやすくなりまし

たね

上田地域活動推進会30周年
記念誌編集委員会の皆さん

床がピカピカで、
明るい色になって

気持ちいい

これからの予定
　本年度は、好摩地区公民館・巻堀出張所と好摩体育館をまと
めるための実施設計や盛岡南公園野球場の整備などを進めてい
ます。

エアコンが付いて
快適に活動できます！

※撮影時のみマスクを外しています

after before

　専門職以外の後見人として、市民目線で
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

市民後見人養成講座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」

　盛岡広域成年後見センターでは、成年
後見制度に関する相談の受け付けや制度
の利用のお手伝いなど、必要としている
人が、適切に利用できるような支援をし
ます。また、市民後見人などの担い手も
育成しています。詳しくは、同センター
までお問い合わせください。

〠020-0022
大通一丁目１-16岩手教育会館２階
☎626-6112　ファクス 656-0612
窓口開設時間：８時半～17時半
　　　　　　  （平日のみ）

伊藤裕
ゆ う

子
こ

さん
（北天昌寺町）

　市民後見人は、市民の皆さんが担い手
になることで、より身近な制度になり、
多くの人に利用してもらうことにもつな
がります。一緒に活動する専門職をはじ
め、制度に関わる多くの人からサポート
をしてもらえるので、安心して活動する
ことができます。地域の支え手として、
一緒に市民後見人活動をしてみませんか。

平成28年度に
養成講座を修了

【時間】６月23日～８月26日、毎週水曜または木曜、全９回、10時～16時半
【場所】岩手教育会館（大通一）
【対象】次の全てに該当する人
　①盛岡広域８市町に住んでいるか、通勤・通学している　②毎回、受講できる
　③未成年や破産者など、後見人の欠格事由に該当しない
　④弁護士や司法書士などの専門職ではない

【広報ＩＤ】1030209

市民後見人からのメッセージ
【定員】30人
【申し込み】市役所本庁舎本館５階の長
寿社会課や都南分庁舎１階の市民ホール、
玉山総合事務所１階の健康福祉課、各公
民館、各老人福祉センターなどに備え
付けの申込書に必要事項を記入し、〠
020-0022大通一丁目１-16岩手教育会
館２階盛岡広域成年後見センター宛てに
郵送または持参。ファクスでも受け付け
ます。５月28日㈮17時半必着

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
味がある人は、参加してみませんか？

盛岡広域成年後見センター

・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

・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

こんなときには、成年後見制度の利用を

　成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と
「任意後見制度」があります。

制度を利用するために

　成年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、
後見人を選びます。

後見人にはどんな人が選ばれるの？

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

　判断能力が不十分な人に、本人の権利を法律的に支
援・保護するための制度です。「後見・保佐・補助」の
３種類があり、本人の判断能力の程度により利用できる
種類が違います。

　十分な判断能力がある人が、将来判断能力が不十分に
なった場合に備え、あらかじめ公正証書で任意後見契約
を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その
契約に基づいて、任意後見人が本人を支援する制度です。

■法定後見制度

■任意後見制度

　家庭裁判所は、申し立ての内容から状況を把握し、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
を判断。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
職が選ばれる場合もあります。

後見人にできることは？

成年後見制度の種類

知っておきたい知っておきたい 　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
内容や養成講座について紹介します。
【問】長寿社会課☎613-8144　【広報ＩＤ】1006415成年後見制度成年後見制度　

いざという時のために
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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

■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。

 ５月11日～25日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参

 1034714
■季節の歌をみんなで♪
童謡や抒

じ ょ

情
じょう

歌などを歌います。
 ６月２日～30日、水曜、全５回、

13時15分～15時15分
 50人　
 1200円
 往復はがき：５月22日㈯必着
 1034715

■少年自然教室
登山やカヌー体験、雪遊びなど。

 ６月19日㈯・7月10日㈯～11日
㈰・8月５日㈭・9月25日㈯・来年１
月29日㈯、全５回、おおむね８時半
～15時半

 区界高原少年自然の家（宮古市）
や御所湖広域公園（繫字除キ）、岩手
山青少年交流の家（滝沢市）など

 15人※小学４年～６年生
 5000円　
 窓口・電話・ファクス・申込書：５月

30日㈰21時半まで。郵送は同日必着
 1030858

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■フィットネス教室　ポルドブラ体験会
フランス語で腕を運ぶという意味の
ポルドブラ。エレガントな動きで体幹
を鍛え、肩こりの解消、基礎代謝のア
ップを目指します。

 ５月５日㈬10時15分～11時
 18人※18歳以上
 電話：５月４日㈫14時から
 1033982

●利用制限のお知らせ
大会のため、次の期間は一般開放は
ありません。

 ５月５日㈬16時～20時半と22日
㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■お子様連れＯＫ♪ピラティス教室
産後の体力回復やリフレッシュ、親
子の交流などをします。

 ６月２日～７月５日、おおむね月
曜、全５回、10時～11時

 20組※３歳以下の子と親
 １組4400円　
 電話：５月５日㈬10時から　
 1031910

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

✉ icerink@morioka-sport.or.jp

■平日初心者カーリング教室
 ５月27日～６月17日、木曜、全４

回、13時～14時半
 8人※75歳未満の未経験者
 6000円
 電話：５月６日㈭10時から
 1034708

■カーリングレッスン
体験講習が随時受けられます。

 20人※80歳未満の個人、グループ
 １人高校生以下2000円、一般3000円
 電話・メール　
 1034710

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
 ５月19日㈬・５月27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

使用料は別途　
 電話：５月６日㈭10時から
 1026304

■ランダムに体トレ
筋力トレーニングと全身ストレッチ。

 ５月24日㈪10時半～11時半
 10人※高校生を除く18歳以上
 550円
 電話：５月６日㈭10時から
 1034711

■すわってエクササイズ教室
椅子に座ってできるストレッチとエアロ
ビクス。

 ５月24日～8月２日、月曜、全９
回、13時10分～14時10分

 20人　  6633円
 電話：５月４日㈫11時から
 1025160

■①ナイトピラティス教室②さわやか
　ピラティス教室
姿勢改善や身体のゆがみを補正する
エクササイズ。

 ①５月24日～６月７日、月曜、全
３回、19時～20時②６月４日～18
日、金曜、全３回、10時～11時

 各10人※18歳以上
 各2211円
 電話：５月５日㈬10時から
 ①1031453②1024275

■コンディショニング＆ピラティス
ストレッチポールの使用とピラティス
の基礎などにより、姿勢や呼吸を整
えるエクササイズ。

 ５月25日～６月29日、火曜、全５
回、14時半～15時半

 12人※18歳以上の女性
 2750円
 電話：５月４日㈫10時から
 1031452

■骨盤ゆらっくす
骨盤体操などにより、骨盤動作や骨
盤機能の改善を目指します。

 ５月31日㈪・６月14日㈪、10時半
～11時半

 各７人※50歳以上の女性
 各550円
 電話：５月６日㈭10時から
 1030378

屋内ゲートボール場
〠020-0127 前九年三丁目９-37

☎641-8484

■もりおか健康ウォークin御所湖

新緑の御所湖の周辺を歩きませんか。
ウオーキングは７㌔㍍、10㌔㍍、15㌔
㍍、ポールを使ったノルディックウオー
キングは４㌔㍍、10㌔㍍の部門があり
ます。

 ５月30日㈰９時～13時半
 つなぎ多目的運動場駐車場（繫字

除キ）に集合
 小学生以下300円、中学生以上

500円※就学前の子は無料
 電話：５月14日㈮17時まで　
 1024117

勤労福祉会館
〠020-0885 紺屋町２-９

　☎654-3480　

■月食観察基礎講座
５月26日㈬に起きる皆既月食の観察
に向けて学習しませんか。

 ５月12日㈬19時～20時
 電話：５月６日㈭9時から

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

　☎654-5366　 

■月釜茶会
裏千家淡

た ん こ う か い

交会と表千家同
ど う も ん か い

門会による
お茶会。

 ５月23日㈰９時半～15時
 1000円　  1034697

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
✉ kouza-kyara@mfca.jp

■ 子どもシネマランド
「あずきおばけ」など３本を上映し
ます。

 ５月９日㈰10時半～11時半
 60人※幼児・小学生と保護者
 1034716

■大人のための健康講座
ストレッチや体操、ヨガをします。

 ６月１日～15日、火曜、全３回、19
時～20時半

 15人※18歳以上　  72円
 往復はがき・メール：５月21日㈮

必着※応募多数の場合は抽選
 1030859

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■土日で学ぶエクセル入門
エクセルの基本操作などを学ぶ初心
者向けの講座。

 ５月22日㈯・23日㈰、全２回、10
時～16時

 10人　  4650円
 電話：５月７日㈮10時から
 1034421

■パソコン点訳ボランティア養成講座
触読文字・点字や点訳などについて
理解を深め、点字ソフトの使い方を
学びます。

 5月26日～6月30日、水曜、全6
回、13時～15時半　

 ８人　  2000円
 電話：５月12日㈬10時から
 1026624

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■初心者向け　登山教室　
初夏の八幡平頂上から源太森（いず
れも八幡平市）をハイキングします。

 ６月２日㈬9時～15時
 同公民館に集合
 15人※18歳以上　
 200円
 電話：５月13日㈭９時から
 1032206

■ホッとひと息。ママの時間
子育てママが一息できる時間を過ご
しませんか。色彩を活用した心理学
やパステルアートなどを体験します。

 ６月３日～17日、木曜、全３回、
10時～11時半　

 ５人※１歳未満の子を持つ母親　
 500円
 電話：５月13日㈭9時から
 1034718

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■初級英会話講座～お茶d
デ

e英会話～

 ６月８日～29日、火曜、全４回、
10時～12時

 18人　  2500円
 往復はがき：５月27日㈭必着
 1034244

■軽登山・トレッキング（夏）　
安比高原ブナの二次林（八幡平市）
を歩きます。トレッキング用シューズ
と雨具、飲み物、昼食を持参。

 ６月11日㈮９時半～15時半
 同公民館に集合　
 13人※20歳以上で登山経験者　
 900円
 往復はがき：６月２日㈬必着
 1034333

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■もりおか啄木ゆかりの地めぐり
　石川啄木～歌の魅力～
石川啄木記念館の森義

よ し ま さ

真館長による
啄木のふるさとを想

お も

う心情などにつ
いての説明を聞きながら、盛岡駅周辺
の啄木ゆかりの地を徒歩で巡ります。

 ６月23日㈬９時15分～15時
 桜城児童センター（大通三）前に集

合※駐車場はありません
 10人　
 1000円
 窓口・電話：５月29日㈯10時から
 1034723

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■八幡平ドラゴンアイハイキング　
八幡平鏡

かがみ

沼
ぬ ま

でこの時期にしか見られ
ない絶景「ドラゴンアイ」と、芽吹き
始めた高山植物などを観察し、松川
温泉で入浴します。

 ６月10日㈭９時～15時半
 同公民館に集合
 14人※18歳以上　
 761円
 電話：５月７日㈮９時から
 1034780

■パッチワーク教室
ショルダー紐を好みで替えることが

できるショルダーバックを作ります。
 ６月16日～30日、水曜と７月9日

㈮、全４回、13時～16時　
 14人※18歳以上
 2200円※ショルダー紐は付きま

せん
 電話：５月10日㈪９時から
 1034781

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
河合雅

ま さ

雄
を

著「少年動物誌」（福音館
書店）。

 ５月26日㈬10時～12時

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
下の橋かいわいを徒歩で巡ります。

 ６月６日㈰９時～12時
 賢治清水（大沢川原一）に集合
 10人※２～３㌔㍍歩ける人
 500円
 往復はがき：５月22日㈯必着
 1026135

●休館のお知らせ
燻
くんじょう

蒸作業のため、次の期間休館します。
 ５月18日㈫～21日㈮

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文ふれあいD
デ ー

AY
お守りネックレスと古代風ストラップ、
拓本とりの中から１つを作ります。

 ５月８日㈯、10時～11時半と13時
～14時半

 各100円※別途入館料が必要
 1009440

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

 20人　  電話・e
エ コ

co
もりおか応募フォーム：
①５月１１日㈫17時まで 
②5月17日㈪17時まで　
①盛岡の春の夜空を観察しよう！
日没後の空を見上げて、大気環境につ
いて学び、日中とは異なる夜の自然を
観察します。

 ５月15日㈯19時～20時半
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 28円

②春の姫神山に登ってみよう！　
自然観察をしながら登山をします。

 ５月27日㈭９時～16時
 姫神山一本杉登り口駐車場（玉山

馬場）に集合　  126円

盛岡のホストタウン相手国であるマリ
共和国出身であり、アフリカ出身で日
本初の大学学長となった京都精

せ い か

華大
学のウスビ・サコ学長が、東京2020オ
リンピック・パラリンピックが目指す
真の共生社会について講演します。ま
た、同国と本市の交流について、本市
出身でカラ西アフリカ農村自立協力会
の村上一

か ず

枝
え

代表と対談します。
 ５月31日㈪14時～15時半
 県民会館（内丸）　  100人
 ファクス・メール：５月20日㈭17

時必着
 スポーツツーリズム推進室　

☎603-8009　ファクス603-8015
✉ sports-t@city.morioka.iwate.jp

 1034693

 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

■新型コロナウイルス感染防止対策に
　伴うイベント中止のお知らせ

 産業振興課☎683-3852
▶姫神山やま開き
５月16日㈰に開催を予定していた同
山やま開きは開催を中止します。
▶オオヤマザクラまつり
同まつりは、開催を中止します。

　　昨年の教室の様子

　
　お守りネックレス　　 古代風ストラップ　

マリ共和国ホストタウン
記念講演会
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 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

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

５/４
㈫

あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
わたなべ内科・脳神経内科クリ
ニック 高松三丁目９-８ 605-1117

八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
むろおか骨粗鬆症・整形外科ク
リニック

菜園一丁目11-１エス
ビル菜園４階 613-2760

杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
白倉歯科医院 仙北三丁目14-57 656-5218
白石歯科クリニック 下飯岡11-126-１ 638-0666

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園
志和ビル１階 626-5656

リリィ薬局高松店 高松三丁目９-10 681-9227
村源薬局 肴町６-２ 623-1211
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

５/５
㈬

たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
盛岡駅前おおば脳神経内科クリ
ニック 盛岡駅前通13-８ 626-4141

向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
まゆみ歯科小児歯科医院 天神町10-３ 651-6480
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向
中野店 向中野五丁目29-38 656-5260

よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

５/９
㈰

盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
あべ内科･消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
佐藤博歯科医院 上田一丁目７-11 621-7011
かつら薬局 永井13-17-３ 614-2061
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

５/16
㈰

あさくらクリニック 茶畑一丁目８-２ 621-3322
児島内科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
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
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
佐藤誠歯科医院 西青山二丁目19-31 645-3330
ソレイユ調剤薬局 茶畑一丁目８-20 652-2822
けい福薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 662-2877

※５月２日㈰、３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

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、事前に電話
をしてから来所してください。また、新型コロナウイ
ルス・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

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ

■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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①５/６㈭・11㈫
　17時半～20時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所本庁舎別館　
　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

補聴器相談 ５/20㈭
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640★

空き家・
不動産相談

５/12㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900★

★要事前申し込み

 申請期限：５月31日㈪まで
 1000503

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階の同課
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用紙に必要事項
を記入し、図面などの写しを添えて
〠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31日㈪必着　  1034275

まちなか・おでかけパス
県交通　☎654-2141

県北バス　☎641-1212
ＪＲバス東北　☎604-2211

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。

 販売日時：５月10日㈪以降の10
時～15時※土・日曜、祝日と各施設
の休業日を除く

 販売場所：盛岡駅前バス案内所
（盛岡駅前通）など

 市内に住む70歳以上
 1000円※遠距離の人は2000円
 本人写真と公的な身分証明書を

販売窓口に持参
 1030742

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

７月４日㈰開催の同合唱祭に出演す
る団体を募集します。内容など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 キャラホール（永井24）
 市内近郊の合唱団など
 電話・メール：５月30日㈰必着
 1034717

史跡巡りなど地域の歴史を探求する
会員を募集します。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 活動日：主に奇数月の第２土曜日、
10時～12時　

 年会費1000円　  1000855

医療用ウィッグ購入費を補助
健康増進課　☎603-8306

がん治療中の人が、４月１日以降に購
入した医療用ウィッグの購入費用の
一部を補助します。補助額など詳しく
は、お問い合わせください。

憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

県立盛岡視覚支援学校の高村和
か ず

人
と

さんが、「夢と希望、そして現実~パ
ラリンピアンとして社会に願うこと
～」と題して講演します。

 ５月14日㈮14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 100人　  1034415

軽自動車税（種別割）の減免
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
はお問い合わせください。

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

身分証明書を販売窓口に持参
 1001842

遺跡やその隣接地での
工事などには手続きを

遺跡の学び館　
☎635-6600　ファクス635-6605

 iseki@city.morioka.iwate.jp 

建築や造成、農地改良など土地を改
変する工事を行う際、その土地が遺跡
やその隣接地の場合には、事前協議
や工事開始60日前までの届け出が
必要です。遺跡範囲は市ホームペー
ジ内「もりおか便利マップ」で確認
できます。手続き方法など詳しくは、
お問い合わせください。

 1009370

市文化財シリーズ新刊
「栗谷川城」を販売

歴史文化課
☎639-9067　ファクス639-9047
 edu.bunka@city.morioka.iwate.jp

安倍館町地内にある中世の城館跡・
栗谷川城やその関連遺跡について解
説した「栗谷川城」を刊行しました。

 600円
 市役所都南分庁舎３階の同課と遺

跡の学び館（本宮字荒屋）、もりおか
歴史文化館（内丸）で販売中。郵便と
ファクス、メールでも受け付け

 1009378

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。

春から夏にかけては、大気中の光化
学オキシダントの濃度が高くなり、目
や喉が痛むなどの症状が現れること
があります。県が注意報を発令したと
きは、不要な外出を控えるなど注意
しましょう。　  1010342

令和元年度３級問題（正解は10ページに掲載）
　盛岡弁で「カデル」とはどういう意味ですか。
①仲間に入れる　②食べる　③急に走り出す　④収穫をする

お知らせ

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。

フロアタイプの小荷物専用昇降
機は定期報告を

建築指導課　☎601-3387
フロアタイプの小荷物専用昇降機は、
設置年に関わらず毎年の定期報告の
対象となります。報告時には、建築
士などの有資格者による調査が必要
です。内容について詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。　

 1034116

手話奉仕員養成講座
市社会福祉協議会　

☎651-1000　ファクス635-4836

手話の知識と技術を基礎から学び、
日常生活で使用できるレベルを目指
します。

 ６月８日～11月30日（入門）と来
年4月～11月（基礎）の毎週火曜、全
52回、昼の部は10時半～12時、夜の
部は19時～20時半

 市総合福祉センター（若園町）
 各10人※市内在住か在勤の高校

生以上　
 各3600円
 往復はがき：必要事項のほか、職

業、希望時間、志望動機を記入し、〠
020-0861仙北二丁目11-44 菊池る
り子さんへ郵送。５月25日㈫必着

子育て支援の
有償ボランティア養成講座
市ファミリーサポートセンター

　☎625-5810

保育園、幼稚園への送り迎えや託児
などの子育てを支援する「ファミリー
サポートセンター有償ボランティア」
の養成講座を開催します。内容など
詳しくは、お問い合わせください。

 ６月１日㈫～７月１日㈭に講座８
回と実習２回を開催

 市総合福祉センター（若園町）
 20人※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　  2000円

 電話：５月10日㈪９時から
 1002527

介護入門研修
県福祉人材センター　☎601-7061

介護の仕事に興味、関心がある人を

 ごみ処理広域化推進室☎613-8146
 1034160

  盛岡広域８市町などで構成する県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議
会は３月に、盛岡インターチェンジ付近を整備予定地としました。施設稼働は令
和13年度を目指しています。
　引き続き、地域住民や関係者の皆さんと、施設整備や廃棄物エネルギーを
利活用した地域振興、まちづくりなどについての話し合いを進めていきます。ご
み処理広域化や施設整備について、お気付きの点などご意見をお寄せください。

県央ブロックごみ焼却施設の整備予定地選定
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。

 ６月８日～22日、火曜、全３回、９
時～17時と９月14日～28日、火曜、
全３回、９時～17時※初回のみいず
れも8時45分～　  各10人

空き地・空き家の火災予防を
　　 盛岡中央消防署　☎626-7302
　　 盛岡西消防署　　☎647-0119
　　 盛岡南消防署　　☎637-0119　

放火や火遊び、たばこの投げ捨てな
どによる火災を防ぐため、空き地・空
き家の所有者や管理者は、枯れ草の
刈り取りや施錠をするなど適正に管
理しましょう。

寄付をいただきました

■㈱トライス
　菅村泰

た い

介
す け

代表取締役
100万円。子ども未来基金のために。
■㈱エスイーシー
　柴田茂

しげる

代表取締役
30万円。盛岡城跡歴史的建造物の
復元整備のために。
■中ノ橋通一丁目第四町内会
　藤澤範

の り

明
あ き

会長
93万円。盛岡バスセンター周辺地域
の交通安全対策資金のために。
■宗教法人松

しょう

緑
ろ く

神
し ん

道
と う

大
や ま と

和山
や ま

９万円。社会福祉のために。
■㈱ベスコ
　折笠毅

たけし

代表取締役
回覧板1000冊。地域活動のために。

キャラホール合唱祭の出演団体
都南公民館　☎637-6611

 kouza-kyara@mfca.jp 

となん・かけはしの会の会員
都南歴史民俗資料館

☎638-7228

光化学オキシダントに注意
環境企画課　☎613-8419
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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
（９ページに掲載）の答え

①仲間に入れる
よ市に足を運び、季節が春に移っていることを実感しま
した。感染対策もしつつ、皆さんが笑顔で集まれる、そう
いった場や機会が増えるといいですね。（司東）

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
ホームページの取材日記に掲載しています。

取
材
日
記

３

　今年は、暖かい日が続き平年より12日早く
標本木の桜が開花しました。新型コロナウイル
ス感染症の影響で、盛岡さくらまつりは中止と
なりましたが、市ホームページでは、盛岡城跡
公園（内丸）と高松公園（高松一）の桜の様子
を、５月14日㈮まで動画で配信しています。両
公園の美しい桜を、歩きながら眺め
ているように感じられる動画ですの
で、ぜひご覧ください。

盛岡の桜の名所を
動画で配信

　盛岡の風物詩、材木町よ市（同実行委員会主
催）が今年も開幕しました。晴天に恵まれた春ら
しい陽気の中、108店舗が出店。消毒液の設置
やマスクの着用など感染拡大防止対策を講じる
中、地元で採れた野菜や果物などが並び、大勢
の買い物客が来場しました。花巻市から訪れた
人は「お店の人との何気ない会話で、よ市らしさ
を感じられて良かった。新鮮で安い野菜を買っ
て帰ります」とマスク越しにほほ笑みました。

材木町
「よ市」が開幕！

４ ３

　盛岡市と宮古市を結ぶ復興支援道路が３月28
日に完成しました。「復興のために」と、道路
周辺の住民が土地の提供などに協力し、10年
という早さで開通。旧道での約50カ所の急カ
ーブが解消された他、東日本大震災直後の平成
24年には約２時間かかっていた盛岡・宮古間
が、30分短縮され約１時間半で行き来できる
ようになりました。沿岸と内陸の、観光と物流
の後押しとなりそうです。

宮古盛岡横断道路
が全線で開通

４９~28

市民栄誉賞 贈呈
　市民栄誉賞は、学術や文化、スポーツなどで輝かしい功績を
上げ、市民に希望と活力を与えられたと認められる盛岡ゆかり
の個人、団体を対象に贈る賞です。今回は多くの市民に感動を
与えた３人が受賞しました。　  総務課☎626-7513

interview
ー受賞した感想
　うれしい気持ちが一番。たくさんの人から
応援していただいていることを実感しました。
ー今後の抱負
　スケートを続けられる環境と地元の皆さん
の応援がある盛岡で競技を続けていきます。
これからは高校生ではなく、社会人として背負
う責任があるので、自分に甘えず、「盛岡から
オリンピック金メダル」という目標に向かって
頑張りたいです。

interview
ー受賞した感想
　素晴らしい環境下で練習に取り組ませても
らえたことで、今の私があると思っています。
改めて、周りの人たちにたくさん支えられてき
たことを実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。
ー今後の抱負
　2024（令和６）年のパリオリンピックを
目標に、出場する試合１つ１つを大切にし、
持てる力を出し切って盛岡の皆さんにいい報
告ができるように頑張りたいです。

interview
ー受賞した感想
　私でいいのかなという気持ちがありますが、
受賞できたことは本当にうれしいです。山田
町の出身で震災時には、つらい思いをしまし
た。相撲を通じて皆さんに元気を与えられる
ようにと思い頑張ってきてよかったです。
ー今後の抱負
　受賞に恥じないよう、相撲はもちろん、市
職員としても気を引き締めて仕事に励みたい
です。全国、そして世界に、相撲と岩手・盛
岡をアピールできるよう頑張っていきます。

スピードスケート
吉田雪

ゆ き

乃
の

さん（株式会社寿広）
スポーツクライミング
伊藤ふたばさん（TEAM au）

アマチュア相撲
五十嵐敦

あつし

さん（盛岡市役所）
※受賞時は盛岡工業高３年 ※受賞時は盛岡中央高３年

©Ryo KUBOTA

功績：①第44回全日本ジュニアスピードスケート
選手権大会女子500㍍優勝②第70回全国高等学校
スケート競技選手権大会（インターハイ）女子
500㍍で大会新記録で優勝③第76回国民体育大会
冬季大会スケート競技会少年女子500㍍優勝

功績：①IFSC-ACCクライミングアジア選手権倉
吉2018女子ボルダリング優勝②スポーツクライミ
ング第15回ボルダリングジャパンカップ女子優勝
③スポーツクライミング第２回スピードジャパン
カップ女子優勝

功績：①第49回全国選抜社会人相撲選手権大会個
人戦優勝②第１回全日本相撲個人体重別選手権大
会シニア男子重量級優勝③第23回世界相撲選手権
大会個人重量級優勝

を　   しました
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