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⑧

50周年～

石川啄木のふるさと・渋民にある「盛岡工業団地」は、盛岡の製造業の
中心となる企業が集積する、市内で最大の面積を誇る工業団地です。
この団地内の企業の魅力と盛岡工業団地協同組合について紹介します。

⑬

【問】
ものづくり推進課 ☎ 626-7538

⑨

工業
団地
が
支え
てい
る！

⑫

⑪

⑩

①特殊車両部品の溶接作業、⑩ロボット溶接部品の補正作業…渡辺工業／②製品の外観検査、⑮大型の建築物の柱を製作する工場、
⑯柱と柱をつなぐ大梁の組み立て…カガヤ／③農業用運搬車の組み立て、⑪ターレの部品…関東農機／④土木現場などで活躍する油

⑰

圧ショベル…住友建機販売／⑤昭和 24 年製作の横置多管式ボイラ、⑨製品の寸法を測定する作業、⑫橋梁の耐震補強部材の組み立て、
⑰橋梁を製作する工場…小山田工業所／⑥長い製品を運ぶポールトレーラー…北上運輸／⑦めっき加工した部品の検査、⑬めっき加工
する部品の取り付け…東亜電化／⑧数字の配列がランダムに変わるテンキーロック…美和ロック／⑭組み立てる前の橋…北日本機械

⑭

⑮

⑯

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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㈱カガヤ

㈱小山田工業所

北日本機械㈱

盛岡工業団地協同組合の 個性豊 かな 9 企業

若 手 も 輝 く！
北上運輸㈱

人 材 も 募 集！

生まれ育った盛岡

溶接の試験や大会に
チャレンジするなど、
せっさたくま
同僚と切磋琢磨しなが
ら技 術を磨いていま
す。きれいに仕上がっ
たときはうれしいです
ね。高校で始めたホッ
ケーの社会人チームに友
達と入っており、一緒に
プレーするのが週末の
楽しみです。

で、自分の手で「も
のづくり」をしたい

と 思 い 転 職 。盛 岡
にいながら国内の
先駆的な建物の建

美和ロック㈱
関東農機㈱

設に携わることが

国立競技場（提供：大成建設㈱） 機械での溶接

できる点に魅力を

国民が熱狂したあの建物も！

㈱東亜電化

感じています。

㈱カガヤ

土木鋼構造物製造のエキスパート
㈱小山田工業所
きょうりょう

鋼製橋梁や土木鋼構造物、鋼製防火水槽の製作施

き

ラインの安全と安心を支えています。

ゆ

道路橋の補修補強工事を通して、ライフ

あ

工と幅広い事業を展開。特にも鉄道橋や

玉木 愛夢輝 さん

ける鉄構事業などを展開しています。

北

住友建機販売㈱

鋼製防火水槽

（入社３年目）
沼宮内高校卒業

日本の著名な建築物の鉄骨工事を手掛

しょうた

（いずれも東京都）など世界にも誇る

澤口 翔汰 さん

石巻専修大卒業

もちろん、虎ノ門ヒルズや豊洲市場、国立競技場

（ 入社２年目）

クロステラス盛岡（大通三）など、市内の建物は

渡辺工業㈱

氷上橋歩道橋（陸前高田市）

上

国 道 4号
至滝沢

地

高校で化学を専攻し

川

←至岩手町

もに
域 とと

や家電製品に搭載され

すさから入社を決めま

創業80年余り、全国の橋梁や水門などを手掛
けています。アルミや鉄、ステンレ
スなど多様な材料による水門で、津
波や洪水の脅威から守ります。

企業間で連携、団結力は日本一！
盛岡工業団地は「緑の工業団地」のキャッチフレー

音や排気の解消、工場増設などを目的に集団化し、

ズのとおり周囲を緑に囲まれており、晴れた日には

「盛岡鉄工団地協同組合」を設立したのが、盛岡工

美しい岩手山を眺めることができます。30万6500

業団地協同組合の始まりです。当時としては全国的

平方メートルの広い敷地には、地元企業や上場企業など

にも珍しい民間主導の団地開発で、苦難の連続だっ

全９社の事業所があります。当団地の魅力は、なん

たようです。地価の高騰などにより、候補地は第一

といっても企業間での協業があること。例えば、美

候補の旧都南村から二転三転し、最終的に現在の渋

和ロック㈱で作っている鍵は㈱東亜電化で表面処

民地区に決定。工業に力を入れたいと考えていた当

理加工をしているんですよ。また、組合の設立当初

時の旧玉山村の皆さんからは大歓迎されたと聞いて

からソフトボールやバレーボールなどの球技大会を

います。長い間この地域に根差してきましたが、平

開催するなど、組合員同士の交流も大切にしていま

成28年に開催された玉山地域産業まつりに団地の

す。全国的にみると工業団地としての規模は大きく

企業が製品などを出展したとき、企業について地元

ありませんが、団結力は日本一だと思っています。

の人にほとんど知られていないことを知りました。

「東亜電化」が表面処理加工をしている

それをきっかけに、組合員各社の優れた技術や想い

統を有する協同組合として、盛岡地域の製
造業を先導し、地域経済の振興と雇用の創
出に大きく貢献しています。今後も市の

また、市内には魅力や特徴のある企業が

り、各企業は互いに技術力を磨いてきました。今後

多く、中には全国的にも活躍している企業

も組合員一丸となって、さらにこの団地を発展させ

もあります。ぜひ、市内にある企業名や製

ていきます。

品を知ることから始めてみませんか。
アイティー

7月の「安全週間」に合わせて開催されていた、
安全衛生の知識を深める「安全大会」の様子
昭和 51年に開催した「岩手
県 機械金属工業展」の様子

盛岡工業団地協同組合の
2 人にお話を聞きました！

安全と安心を提供します

盛岡工業団地協同組合は、長い歴史と伝

として、さらなる成長を期待しています。

が込もった製品も知ってもらいたいと思うようにな

重量物や特殊工作物の輸送を得意とし、製

キュリティメーカー。盛岡工場はALL MIWAの

品の倉庫保管サービスも行っています。経験

中で最初の部品を供給している「部品供給工

豊富なベテランと若手が活躍しており、技術

モ

ノ

盛岡 I T ・MONOづくりの
ホームページ
盛岡地域の企業などの
特徴的な取り組みを
紹介しています

製造しています。

金属加工・金型製作 のスペシャリスト

小山田 周右 理事長

眞舘 弘治 事務局長

ミュニケーションを大切にしています。

一流の商品とサービスを提供し続けます
住友建機販売㈱ 盛岡支店

建設機械や農機具に使われる金属の切断や、

高い精度で切断できるレーザー切断

住友の建設機械の販売と、製品を届けたあ

溶接、加工、金型の製作などを行っています。技

とのサポートをしています。「現場での故障

術者の精密な作業による小ロット製品から機械

を最小限に抑え、お客様の利益を守ること」

製造による量産品までと扱う製品は幅広く、全国

を追求する社風は常に受け継がれていており、

各地の企業と取り引きしています。

今後も安全にサポートしていきます。

一つ一つ丁寧に整備
盛岡市

豊洲でも大活躍！
関東農機㈱ 盛岡工場
構内用小型特殊運搬車「ターレ（マイテーカー）」
の製造で国内シェア7割を誇るリーディングカンパ
計250台を納入しました。その他、空港や工場な

ま だて ひろはる

と品質を継承するために社員同士の日々のコ

重量貨物から精密機器まで
あらゆるものを輸送

渡辺工業㈱ 盛岡工場

ニー。平成30年オープンの東京・豊洲市場にも
しゅう す け

北上運輸㈱ 盛岡営業所

住宅に使われる鍵を作っているトータルセ

場」で、金型製作と鋳造を核にした鋳物部品を

市長コラム

「ものづくり産業」をけん引するリーダー

おも

モノを動 かす自信があります

美和ロック㈱ 盛岡工場
昭和 55 年に開催したソフトボール大会の様子

「北上運輸」保有のトラックで
大きい製品を輸送している

「北上運輸」が「美和ロック」製品の工場間配送を担っている

あなたの鍵にも
『MIWA』
の文字があるかも！

「渡辺工業」が製品の一部を塗装している

市街地などに点在していた中小の製造業者が、騒

こうすけ

し、めっき加工業界をけん引しています。

北日本機械㈱

さかえ だ

にやさしい表面処理技術で特許を取得

N

見せたいですね。

つなげる。守る。安心と快適を未来へ

榮 田 浩介 さん

す。従来のめっき技術を応用した、環境

下荒川水門（釜石市）

山口橋（宮古市）

岩手大大学院卒業

面を金属皮膜で覆うめっき加工を得意としていま

す。いつか、自分が製造

に関わった橋を家族に

（入社３年目）

滝沢駅

携帯電話から自動車部品まで、幅広い製品の表

たいせい

岩手
県立大

トの一つですね。

日山 大成 さん

282

勤できることもメリッ

盛岡工業高校卒業

4

転勤がない点も魅力で

地元出身で実家から通

（入社４年目）

滝沢IC

㈱東亜電化

東
北
新
幹
線

MAP

独自の特許技術で国外にも進出

盛岡工業団地

ＩＧＲ
い
銀河 わて
鉄道

東北自動車道

盛岡工業団地の魅力

表面処理技術に関する特許は11件 表面処理加工を行う新工場

石川啄木
記念館

渋民駅

盛岡工業団地協同組合のこれまでの歩みと魅力を聞きました。
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した。家族がいるので、

き加工をしています。

昭和46年に設立し、以後半世紀もの間、盛岡の製造業をリードし続けている

２

岡というまちの住みや

る温度センサーのめっ

盛岡から全国 へ 羽 ばたく

旧玉山村に
温かく受け入れられて設立

て学んでいたことと、盛

就職。現在は、自動車

市→

半世紀

50年を振り返って

大学院で橋梁につい

ていたためこの会社に

市場には欠かせないターレ

どにも需要があり、多方面で活躍しています。

MORIOKA
TECHNO MUSEUM

盛岡テクノミュージアム
登録事業者一覧

市では、地元の製造業や情報サービス業を知ってもらい、地元への就職
につなげるため、市内の事業所を「盛岡テクノミュージアム」として登録し
ています。現在19 社（盛岡工業団地内では 4 社）が登録されており、各事
業所内で製品や部品、関連資料などを見学できます。
【問】ものづくり推進課 ☎ 626 -7538
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３

実践

フレイル
とは

加齢に伴い気力や
体力が徐々に落ち
た「健康と要介護の
中間
（虚弱）
の状態」

～ 一 年 後 も 元 気 で あ な た ら しく ～

回

はい（1点）

答

いいえ（0点）

域で生き生きと自分らしく暮らすお手伝いをしています。
一口にフレイル予防と言っても、方法は人それぞれ。自

いいえ（0点）

３

ウオーキングなどの運動を週に１回以上していますか？

はい（0点）

いいえ（1点）

４
５

3

５分前のことが思い出せますか？
（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

はい（0点）

いいえ（1点）

はい（1点）

いいえ（0点）

分に合ったフレイル予防方法を見つけて、元気な毎日を送
るために気軽に相談してみましょう。
地域包括支援センター・介護支援センターでは、フレ
イル予防の取り組みに役立つ「元気はなまる手帳」を配

元気はなまる手帳（介護予防手帳）で効果アップ

合計

できる手帳です。記録することでやる気アップ！ ぜひご活用ください。

点

配布場所：地域包括支援センター・介護支援センター・長寿社会課

撮影協力：玉山地域包括支援センターと玉山地域の皆さん

● 地域包括支援センター

松園地区のボランティア団体

山岸畑づくりの会
大慈寺町や南大通、鉈屋町、
畑づくりは楽しいですよ♪

事業所名

● 介護支援センター

住所

電話番号

盛岡駅西口

盛岡駅西通一丁目２-２

606-3361

西厨川・桜城

担当地区

仁王・上田

北山二丁目 27 -１

661- 9700

仁王・上田

浅岸和敬荘

浅岸三丁目 23 - 50

622-1711

米内・山岸

松園・緑が丘

西松園二丁目５-１

663-8181

松園

「すずらんの会」が主催する介護

清水町、神子田町などの地域に

予防教室です。楽しみながら体

住む人を中心に、体を動かすだ

五月園

東山二丁目５-19

613-6161

簗川・中野

を動かし、心も体も健康になる

けでなく、ごみ拾いをしながら町

青山和敬荘

南青山町 13 -30

648-8622

青山・東厨川

場 とし て 平 成 30 年 か ら 開 催。

を散策して、地域の魅力を再発

みたけ・北厨川

月が丘三丁目７-５

648-8834

みたけ・北厨川

毎月１回、約 30 人が参加して

見しようという取り組み。ボラン

イーハトーブ

本宮一丁目６- 48

636-3720

本宮・仙北

います。体操をするだけでなく、

ティア活動も兼ねているため、心

川久保

津志田 26-30-１

635-1682

見前・津志田

飯岡・永井

永井 19 - 37-５

656-7710

永井

玉山

好摩字夏間木 70 -190

682-0088

巻堀・好摩

【主な活動場所】松園地区活動センター など

も元気になると評判です。また、住み慣れた地域の隠れた魅力を参加者同士で
教え合うなど、住んでいる地域がより好きになれる取り組みです。

【問】すずらんの会 ☎ 662-0765

思っていた時に紹介されました。一昨年か
ら通っていますが、参加している皆さんと
体を動かすと元気が出ます。今後も無理せ
ず続けていきたいです

心と体のリフレッシュが
できます！

みんなとおしゃべり
することが楽しいです

意外と自分の住んでいる地域のことって
知らないもの。勉強になります

３年ほど前から山岸地区内の遊休農地で、野菜
や果物を育てています。
「人生 100 年時代をより
楽しく生きること」を目標に活動しており、参加
者同士おしゃべりしながら作業することで、楽し
く体が動かせると好評です。新規会員募集中で、
性別・年齢問わず、どなたでも歓迎しています。
【問】山岸児童・老人福祉センター

内田 セツさん（87）
（ 西松園二 ）

しん こ

まい た

み さと

佐藤 心子さん（70） 浅沼 よし子さん（68） 米田 美里さん（68）
（ 神子田町 ）

（ 鉈屋町 ）

事業所名

住所

電話番号

担当地区

ケアガーデン
高松公園

上田字毛無森
２-７

665-2175

緑が丘

ヴィラ加賀野

加賀野三丁目
１-６

651-5723

城南・加賀野

城南

神明町８-４

621-1215

杜陵・城南・
大慈寺

おでんせ

上厨川字横長根
76 -１

648-0621

土淵

千年苑

上太田穴口 53

658-1190

繫・太田

都南
あけぼの荘

湯沢４- 25 -１

639-2528

飯岡

希望の里

乙部５- 41-１

696-4386

乙部

秀峰苑

下田字石羽根
99 - 901

669-5101

渋民・玉山・
薮川

※地域包括支援センター・介護支援センターは、フレイル予防以外にも、本人や家族などが高齢者の暮らしや介護に関して相談できる窓口です

【問】大慈寺老人福祉センター ☎ 623-0218

持病の腰痛がひどくなり、運動が必要だと
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包括さん

フレイル予防や、市のサービスの相談はこちら
ちょいボラ

参加者同士が気楽におしゃべりする交流の場にもなっています。

地域包括支援センター
（包括）
に相談してください！

家庭訪問も
してます

これからの生活の目標や、目標達成のために取り組むことなどを記録管理

さまざまな社 会 参 加 の 場を紹 介！
体力アップ元気松園

４

それ
全部

布しています。

まずはお気軽に

はい（1点）

１～２点はフレイルの
一歩手前、３点以上は
フレイルの可能性があります。
自分でチェックして、健康維持に
生かしていきましょう。

お電話ください！

２

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか？

気分転換できる
ところはないかしら

問

お母さんのことが気になるCさん

市内には、11カ所の地域包括支援センターと８カ所の
介護支援センターがあり、高齢者の皆さんが住み慣れた地

（ 出典：厚生労働省介護予防ガイド ）

ことで、元の健康な状態に戻ることも可能な状態です。セルフチェックで自分の状態を確認してみましょう。

ンター」と「介護支援センター」です。

母 が一日中
テレビばかり見て
過ごしていて心配…

簡 易フレイルインデックスでセルフチェック

６カ月間で２～３㌕の体重減少がありましたか？

運転するのが不安なBさん
歩いて行ける、
体操できるところは
ないかな

からだ

社会とのつながりを失うことがフレイルの最初の入り口です

フレイルは、そのまま放置すると要介護状態に移行するリスクが高い反面、早めに気付いて介護予防に取り組む

１

？

いか分からない。そんな時に頼れるのが「地域包括支援セ

東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢 フレイル予防ハンドブック：日本歯科医師会 オーラルフレイル
対応マニュアル 2019 年版より引用

質

要介護

フレイル予防の取り組みをしたいけれど、どうしたらい

防を始めましょう。 【問】長寿社会課 ☎ 613-8144

No

フレイル

介 護 支 援 センター

要介護状態になってしまうことも。早めに気付いて、できることから予

1

健康

2 地 域 包 括 支 援 センター・

いわれています。放っておくと、ドミノ倒しのようにフレイルが進んで

？

3点に
なっちゃった

フレイル 予 防 の頼れる味 方

よ う に！

栄 養

社会とのつながりを失った状態は、フレイルの最初の入り口になると

ここ
ろ

体力が低下した「フレイル」という状態になってしまう恐れがあります。

生
活
範囲

社
つ 会
な との
が
り

話していない」という日が長く続くと、知らず知らずのうちに、気力・

に ならな い

お 口

せんか？ 「一日中テレビを見て過ごしている」
「しばらくの間、誰とも

ド ミノ 倒 し

フレイル・ドミノ

広報の介護予防特集を見たAさん

車の運転が不安で
あんまり
出かけなくなったなぁ

コロナ禍による自粛の影響で、自宅に閉じこもり気味で過ごしていま

それ、
み～んな包括に相談できますよ

フレイル予防って
具体的に
どうしたらいいの？

フレイル予防

いて

心身の機能

づ
変 化 に気

は、生活習慣によって状態が
どちらにも変化することを表しています。

☎ 625-3601

通所型

短期集中予防サービスでもっと元気に！

簡易フレイルインデックスで 3 点以上に該当した 65 歳以
上の人が対象。週 1 回（合計12 回）で約 3 カ月間、専門家
こうくう

による運動・口腔・栄養に関する指導を受けることができま
す。地域包括支援センターがその人に合ったケアプランを作
成しますので、詳しくは、お近くの同センターにお問い合
わせください。※繰り返しの利用はできません

（ 清水町 ）

広報もりおか ３. 11. １

５

令和２年度
財政状況の公表

市の決算

市は、市税や地方交付税などを財源にして予算を編成し、市民
生活の向上と快適なまちづくりに取り組んでいます。令和２年度
決算がまとまりましたので、概要をお知らせします。

一般会計

【問】財政課☎613-8362
【広報ＩＤ】1037242

詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください

歳出の内訳（令和２年度決算額）

一般会計では福祉や教育、都市整備など、市の主なお
金の出し入れをしています。
令和２年度の決算は、歳入から歳出を差し引いた13
億9715万円から、令和３年度に繰り越した事業の財源
４億5864万円を差し引いた実質収支で、９億3851万
円の黒字になりました。

⃝

歳入 1546億5948万円

●

令和元年度に比べて、法人市民税が減り、特別定額給
付金事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金などの国庫支出金が増えたことにより、
総額では376億9819万円の増となりました。

●

私立保育所や認定こども園等への運営費給付、公立保育所の運営
111.6億円
子育て世帯やひとり親世帯への特別給付金の給付 10.4億円
乳幼児や小・中学生、妊産婦への医療費の給付 8.8億円

◆総務費 421億5153万円
●

民生費

歳出 1532億6233万円

●

●
●

道明、都南中央第三、太田地区の区画整理や生活環境整備
道路の除排雪 15.6億円
盛岡バスセンターの整備 5.2億円

28.8億円

都南中央第三地区の整備前の道路

総務費

整備後の道路

◆公債費 123億6703万円
●

公共施設・インフラの整備などのための市債の返済や利子の支払い

飯岡小の校舎増築工事 3.5億円
●（仮称）盛岡学校給食センターの整備

①実質赤字比率
赤字は発生
一般会計を中心と
していません
した赤字割合
②連結実質赤字比率 赤字は発生
全ての会計の赤字
していません
割合
③実質公債費比率
9.7％
年間の借金返済額
（9.5%）
の割合
④将来負担比率
59.5％
将来負担すべき負
（63.0%）
担の割合

※（ ）内は令和元年度の比率 健全財政

６
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16.25%

1.3億円

過去の蓄えなどの一部

25%

土木費

350%
財政悪化

んだ。
水道管も古くなっていくんだね。

「水道水をつくり家庭へ届けるための支出」★２って？
水をきれいにするための薬品や装置の燃料、職員の人件
費などだよ。あとは水道管の修理費用も含まれているよ。
そういえば、水道管が壊れて水が噴き出しているのをテ

市の水道管を全部つなげると約1600㌔㍍になるんだ。

水 道の詳しい決 算 状
況や経営分析は、市上
下水道局公式ホームペ
ージをご覧ください

大体盛岡市から福岡県までの距離になるよ。だから、
点検や修理にお金と時間がかかるんだ。
蛇口をひねると水が出るのは当たり前だと思っていたけ
ど、その「当たり前」を続けるって大変なんだね。

14億1千万円

下水道の詳しい決算状
況や経営分析は、市上
下水道局公式ホームペ
ージをご覧ください

下水道事業会計

借入金

でも昨年の７億円からは減っちゃったの。
増築された飯岡小の校舎

●

公債費

●

（仮称）盛岡学校給食センターの完成イメージ

13億1千万円

教育費

衛生費
消防費
商工費

●
●

「下水を処理するための支出」★３の費用は何とか

★４は、収入の純利益部分と過去の蓄えのほか、借

純利益（黒字）

4億1千万円

純利益

4億1千万円
国からの補助金、
市の負担、
過去の蓄えなどの一部

39億8千万円

入金を使っている状態で、今後整備が十分にでき

地域企業への家賃支援 6.8億円
観光客の誘致・宣伝、宿泊事業者への支援 4.2億円
成長分野と位置付けている医療福祉機器製造業などへの支援

なくなる事態になってしまうかも…。
下水道管ってそんなに整備が必要なの？
0.2億円

◆農林費 26億9645万円
●

79億 8千万円

収入が減るとどうなっちゃうの？

するための「下水道管などを整備するための支出」

2.2億円

◆商工費 44億2038万円
●

人口の問題かな。水道も同じなんだけど、市の人口は

なりそう。でも、古くなった下水道管などを新しく

◆消防費 46億1387万円
玉山地域の防災行政無線の更新整備

下水道使用料などの収入

ずいぶん減ったんだね。どうしてなの？
減っていて、
このままだと収入は減っていきそうなの。

幼児や小・中学生のインフルエンザ予防接種補助金など 8.8億円
感染症の診療費や検査など 2.5億円

●

20%

35%

55億6千万円

お金のことだよ。古い水道管は計画的な交換が必要な

令和２年度は約４億1千万円の黒字になったのよ。

◆衛生費 84億3917万円

30%

水道水をつくり家庭へ
届けるための支出★２

22億2千万円

新しい水道管の設置や古い水道管の交換のために使う

下水道の方は大丈夫？

盛岡市は
健全団体です

11.25%

22億2千万円

教えて！
下水道あいちゃん

●

５億7862万円
４億8729万円

早期健全化基準 財政再生基準

使ったり、過去に借り入れたお金を返したりしているんだよ。

⃝過去の借入金の返済

◆教育費 98億2615万円

11億8135万円

※いずれかの指標が基準を超えると「早期健全化団体」や「財政再生
団体」になり、財政健全化のための税金の増額、住民サービスの見直
しなどが必要になります

このお金は「水道管などを整備するための支出」★１として

純利益

39億2千万円

◆市債残高の推移

盛岡市

77億8千万円

に点検や修理が必要なんだね。

決算額

地方公共団体の財政健全度を判断する４つの指標について、
市はいずれも早期健全化基準を下回り、健全な水準です。

去年よりも増えたんだ。これは安心だね。

レビで見たことがあるよ。そうならないように、小まめ

公共施設保有最適化※１・長寿命化※２のため、庁舎や学校、
教育文化福祉施設、市営住宅など市の施設の整備、維持更新に
取り組みました。

市債残高は1353億2655万円で、令和元年度に比べ19億
5049万円増加しました。令和２年度末でみた市民一人当たり
の借金は47万3403円で、令和元年度に比べ9205円の増です。

令和２年度は22億円以上の黒字だよ。

水道料金などの収入

31億1千万円

◆公共施設の大規模改修

◆財政指標（財政健全化判断比率）

私たちが安心して水を使うためのお金って足りてるの？

⃝水道管などを整備するための支出★１

大規模改修をした主な施設と決算額
改修の内容
仁王小・大新小・城西中・北陵中の校舎の
長寿命化改修
市営住宅の改修
総合プールの改修

教えて！水道ぼうや

純利益（黒字）

歳出のポイント

※１ 将来にわたり施設を適切に維持できるよう、限られた財源を効
果的に活用し、効率的な施設運営を目指すこと
※２ 建物を80年使い続けることを目指し、建設後、おおむね20年
目と60年目に修繕、40年目に大規模改修をすること

水道ぼうや 下水道あいちゃん

水道事業と下水道事業は、皆さんにお支払いいた
だいている水道料金と下水道使用料を主な財源とし
て運営しています。施設の老朽化による整備費の増
加や、使用水量の減少などにより厳しい経営環境に
ありますが、長期的に、安心して上下水道をお使いい
ただけるよう努めていきます。
【問】上下水道局経営企画課☎623-1442

「水道管などを整備するための支出」って？

（仮称）盛岡南公園野球場の完成イメージ

●

令和元年度に比べて、総務費や商工費、新型コロナウイ
ルス感染症対策関連経費などが増え、教育費などが減った
ことにより、総額では372億5094万円の増となりました。

上下水道局の決算

特別定額給付金の給付 288.4億円
（仮称）盛岡南公園野球場の整備
1.1億円
移住・定住・交流人口対策 0.2億円

◆土木費 184億7489万円

（新型コロナウイルス対策分：352億3053万円）

令和２年度

水道事業会計

◆民生費 492億8890万円
●

水道と下水道のことを
もっと知ってほしい！

盛岡産農畜産物の魅力発信や６次産業化の支援など 0.2億円

◆議会費・その他
９億8396万円

下水道管を整備し始めたのは昭和28年。68年もたっ
てるから、新しくしないといけないわ。
下水道管は「壊
れたら直す」
というわけにはいかないの。壊れる前に
直していくためには、お金の積み立ても重要なのよ。
確かに下水道が使えなくなったら大変だ！

直せな

いっていう最悪の状況にならないために、お金をた

下水を処理する
ための支出★３

75億7千万円

⃝下水道管などを整備するための支出★４

24億7千万円

⃝過去の借入金の返済

32億3千万円

めておくことも大切なんだね。
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７

市立病院は、一般診療や各種健康診査のほか、救急医療にも対応
するなど、皆さんの健康のために必要な医療を提供しています。また、
新型コロナウイルス感染症への対策を徹底し、いつでも安心して受診
できる環境を提供しています。令和２年度の市立病院の決算と主な取
り組みをお知らせします。 【問】市立病院総務課☎635-0101

市立病院の
経営状況

詳しい情報は、市立病院のホ
ームページをご覧ください

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金などを活用
した結果、入院や外来などの総収益が51億8281万円、給与費や材料
費などの総費用が46億774万円となり、５億7507万円の純利益とな
りました。

純利益
５億7507万円

総費用

51億8281万円

46億774万円

外来収益

８億8849万円

給与費

24億9402万円

その他医業収益（検診など）
２億4572万円

補助金

その他

材料費

11億3001万円

負担金・交付金

６億4468万円

施設管理費など

３億471万円

３億7937万円

サンサンチャレンジ
１

対象者に手紙が届く

減価償却費
その他

※１万円未満切り捨て

◆対象者
次に該当する人
①腹囲：男性85㌢以上
女性90㌢以上
または、ＢＭＩ値25.0以上
②血圧や血糖が高め、脂質異
常がある（１つ以上該当）
③喫煙習慣がある

２

総収益

22億3451万円

８億6240万円

２億3295万円

３億7369万円

◆タブレット端末の活用

スタッフと患者さんとの接触する時間を減らし、感染症の拡大を防ぐため、
問診などにタブレット端末を用いることで、業務のＤＸ※化を進めました。
※デジタルトランスフォーメーション：デジタル技術を活用し、より良い方向に変化
させること

◆新内視鏡室の運用開始

リニューアル工事をして以前より広くなった内視鏡室の運用を開始し、よ
り快適に検査を受けられるようになりました。

◆ＭＲＩ
（磁気共鳴断層画像診断装置）
の更新
より鮮明な画像で診断できるようになり、また、
検査時間も短縮され、利用者への負担が軽減さ
れました。

８
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◆新型コロナウイルス感染症への対応
①発熱者等専用待機室兼診察室の設置
発熱した患者さんと他の患者さんを分け
て診察できるようにし、来院した皆さんが
安心して受診できる環境を整えました。

②サーモグラフィーカメラの設置

ＢＭＩ＝（体重㌔）÷（身長㍍の２乗）
計算例：身長160㌢で体重70㌔の人
ＢＭＩ＝70÷（1.6×1.6）≒27.3
体格

ＢＭＩ値

正常域
肥満
18.5以上
18.5未満 25.0未満 25.0以上
やせ

チャレンジに参加する

ひまわりクラス

【対象】
生活習慣を改善する
必要性が高い人

よつばクラス

【対象】
生活習慣を改善する
必要性が中等度の人

※血圧や血糖などを下げる薬を服用してい
る人、脳卒中や心臓病などの生活習慣病で
通院中の人は対象外

電話または市ホームページから申し込みできます。グループで講話な
どを受講する教室コースか、個別で管理栄養士や保健師が助言・支援す
る相談コースかを選択できます。
※国保以外の人は、加入している健康保険者にお問い合わせください

平打ち麺に特製の肉
みそを絡めて、酢やラ
ー油、ニンニクなどの
調味料で自分好みの味
を楽しめます。
広

盛岡りんご

わんこそば
お 給 仕 さん の
掛け声に合わせて、
リズミカルにそば
を味わう盛岡のお
もてなし料理。

東家
直利庵

関口屋菓子舗の「盛岡駄菓子」
明治26年創業時か
らの製法を守り、添加
物を使わない焼酎糖や
たんきりなど、素朴な
味わいの駄菓子。

診していない40歳から74歳までの人
【申し込み】電話：11月４日㈭10時から
【問】健康保険課☎626-7527
【広報ＩＤ】1024554

盛岡ブランド品の魅力について紹介する同シリーズ。今号は
皆さんにもおなじみの「プレミアムブランド品」を紹介します。
【問】ものづくり推進課☎626-7538

最終回

コクやうま味がたっ
ぷりのスープや、喉ごし
が良いコシのある麺の
食感は癖になること間
違いなし！

３カ月後、体の状態
や生活習慣の変化
を確 認。その後も
健康的な生活習慣
を継続していきま
しょう。

教室や個別面接で保健
師・管理栄養士と一緒
に、自分に合った生 活
習慣の改善プランを立
てて、取り組みます

メタボや生活習慣病の早期発見の
ための特定健診を受けませんか。
【日時】12月５日㈰９時～11時
【場所】県予防医学協会（北飯岡四）
【定員】60人※市の国保に加入し、
本年度の特定健診や人間ドックを受

盛岡ブランド品 を知ろう！
ぴょんぴょん舎の「盛岡冷麺」

保健師・管理栄養士から月1回程度、取り組み
状況の確認や助言のため、手紙や電話をします

本年度最後 の 特定健診

歴史や技術がギュッ！っと詰まった

ぱいろん

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症指定医
療機関として、同感染症への対応と一般診療の両立に努めました。

３

参加を申し込む

白龍の「じゃじゃ麺」

令和２年度の主な取り組み

保健師や管理栄養士、健康運動指導士が、自分に合った健康習慣を見
つけるお手伝いをします。参加費は無料！ 生活習慣病を予防するために、
今から無理なくできる健康づくりを考えてみませんか？
【問】健康増進課☎603-8305 【広報ＩＤ】1031378

市の国保の加入者（40～74歳）で、特定健康診査や国保人間ドック
の結果、生活習慣病の予防が期待できる人に、「サンサンチャレンジ」
の利用券を送付します。

令和２年度の決算

入院収益

「異常なし」でも生活習慣病に気を付けて！

糖度が高く、味も品質も抜
群。１日の寒暖差が大きい盛
岡ならではのおいしさ。

熊谷果樹園
りんご工房きただ

べアレン醸造所の「ビール」
ドイツの伝統的醸造法で造られた
地元密着のクラフトビール。
リンゴなど
県産食材とのコラボ商品も販売中！

福田パンの「コッペパン」
パンに挟むクリームペーストや具材
の組み合わせは自由自在。自分だけの
オリジナルのコッペパンを楽しめます。

告

来院の際に、よりスムーズに検温できるよう、正面入り口に
サーモグラフィーカメラを設置しました。

③ワクチンの適切な管理
新型コロナワクチンの接種に対応できるよう、ワクチン保
管用のディープフリーザーを設置し、ワクチン接種を進めま
した。

④感染対策機器などの整備
診察室や廊下などに、除菌の効果がある紫外線照射装置
や空気清浄機などの感染対策機器を整備しました。
令和３年度も引き続き感染症対策を徹底し、新型コロナワ
クチンの院内での個別接種や、盛岡タカヤアリーナなど大規
模会場での集団接種のほか、他会場への医療従事者の派遣
などに取り組みます。
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イベント情報
もりおか女性センター

マークの
見方

市民文化ホール

〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3303

〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１
☎621-5151

■なくそう！女性に対する暴力
ＤＶや性暴力など、女性に対するあ
らゆる暴力の未然防止・根絶に向け
ての、啓発パネルの展示やSNSによ
る情報発信など。
11月12日㈮～25日㈭
1017291
▶常設展示
９時～21時半※土・日曜と祝日は
17時、25日は15時まで
同センター
▶パネル展
イオンモール盛岡（前潟四）・イオ
ンモール盛岡南（本宮七）
▶Twitter・YouTubeによる啓発

■キッズ・アート・ワークショップ「いわ
てさん」にアートでチャレンジ！
四季折々に美しい姿をみせる岩手山
を、思い思いに描いてみませんか。
12月18日㈯・19日㈰、10時～12時
各６組12人※小学生と保護者
１人500円
電話：11月７日㈰10時から
1028422

ツ イ ッ タ ー

ユ ー チ ュ ー ブ

Twitter

YouTube

▶パープル・ライトアップ
東北電力ネットワーク㈱岩手支社
（紺屋町）と㈱テレビ岩手（内丸）の
鉄塔
「女性に対する
暴力の根絶」を
表すシンボルカ
ラー・パープル
に彩られた鉄塔
（昨年の様子）

■起業応援フォーラム
①「持続可能な仕事づくり～成功例
だけじゃない私の起業ヒストリー～」
をテーマに、㈱幸 呼 来 Japanの石 頭
さっ こ

ら

えつ

い し がしら

悦 代表取締役などによるパネルディ
スカッション②女性起業家と同セン
ターの起業講座受講生による、手作
り布小物などの出店マーケットでの買
い物と出店者との交流。参加方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。
12月11日㈯①10時～11時半②
10時～15時半
①30人②50人（5つの時間帯で各
10人）※いずれも起業したい、または
起業に興味がある女性
①３人※生後６カ月～就学前の
子。１人500円。要予約
電話：11月４日㈭10時から
1021568
広
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日時

会場

問い合わせ

定員、対象
広報ID

13日㈯９時半～１０時20分
各10人※知的・発達障がいのあ
る小学生
13日は各550円※①と②両方参
加の場合は990円、17日は660円
電話：各開催日の１週間前まで
1037070
●施設の利用制限
次の期間は、大会のため利用できま
せん。
11月４日㈭～６日㈯・27日㈯・28日㈰

盛岡体育館

盛岡劇場・河南公民館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

■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。
11月２日～23日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
■岩波ホール発 白石加代子「百物語」
シリーズ アンコール公演
女優の白石加代子による怖い話の朗
読劇。
来年２月４日㈮19時～21時
全席指定。一般4000円、U-25チ
ケット2000円※当日各500円増
11月５日㈮10時から同館の他、
市内プレイガイドで販売

■トレーニングカウンセリング
マンツーマンで体組成の測定とトレ
ーニングの案内をします。
11月17日㈬・25日㈭、14時～16時
各２人※18歳以上
各1100円※別途トレーニングル
ーム使用料が必要
電話：11月５日㈮10時から
1026544
■ランダムに体トレ
①ボクシングなどの動きによる有酸
素運動と筋力トレーニング②コリオ
ピラティス※音楽に合わせた動的ス
トレッチと体幹トレーニング
①11月29日㈪②12月13日㈪、10
時半～11時半

〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258

か

よ

こ

1037277

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450

■水球教室
11月２日～14日、火・木・金曜は
18時半～20時半、土曜は16時半～
18時半、日曜は14時～16時
小学生～高校生
月４回コース：3300円
窓口・電話：随時受け付け
1035936
■障がい者スポーツ教室
①クロールの習得②鉄棒と跳び箱、
マット運動など。
①11月13日㈯10時40分～11時
半と17日㈬17時半～18時半②11月

各10人※①18歳以上②50歳以上
の女性
各550円
電話：11月５日㈮10時から
①1034711②1037074

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

カーリングのルールやマナーなどの
基本を学び、ゲームを体験します。
■平日初心者カーリング教室
11月11日～25日、木曜、全３回、
11時～12時半
８人※未経験、初心者の小学生～
75歳
4500円

費用

託児

申し込みが必要な
イベントについて

申し込み

会場までバス移動

電話：11月５日㈮10時から
1037073
■放課後カーリングクラブ初心者コース
11月24日～12月15日、水曜、全
４回、16時半～18時
８人※未経験、初心者の小学生
4400円
電話：11月８日㈪10時から
1032416

上田公民館

〠020-0066 上田四丁目１-１
☎654-2333

■芸術文化講座「ふかーい音楽講座」
岩手ゆかりの作家・野村胡堂が収集
したＳＰレコードの蓄音機での鑑賞と、
西洋音楽をより親しむための講義。
11月27日～12月11日、土曜、全３
回、14時～16時
25人
500円
往復はがき：11月17日㈬必着
1020928
こ どう

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611

■子どもシネマランド
「一人ぼっちの狼と７匹の子やぎ」と
「オズの魔法使い」、
「まほうのおと
しあな」の３本を上映。

11月14日㈰10時半～11時半
60人※幼児～小学生と保護者
1037285
■子育て応援講座 クリスマスリース
を作ろう
木の実を使ったクリスマスリースを作
ります。
12月１日㈬10時～12時
10人※６カ月～就学前の子をもつ親
1000円～※リースの大きさによる
６人※生後６カ月～３歳の子。要
予約
窓口・電話：11月17日㈬10時から
1037286

クリスマスリース

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

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

■誰でもかんたん！パソコンで年賀状
ワードなどで、年賀状の作り方を学
びます。
11月27日㈯10時～１6時
10人
1500円
電話：11月11日㈭10時から
1032781
■縄文講座
同時代の交易や食などの生 活文化
と、大館町の縄文遺跡に関する講座。
11月27日㈯・12月11日㈯、全２
回、10時～12時
56人
500円
往復はがき：11月12日㈮必着
1027160
■ばっちり！パワーポイントでプレゼ
ンテーション
パワーポイントの基本操作を学びます。
12月７日㈫～９日㈭、全３回、18
時半～21時
10人
2798円
電話：11月16日㈫10時から
1028279

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３
☎661-8111
み

そ

■味噌づくり教室
大 豆やみその栄養価や発酵 食品の
効能などを学び、県産大豆を使用し
たみそを作ります。
11月26日㈮・12月２日㈭、10時
～14時半
各12人
各1900円
往復はがき：11月17日㈬必着
1036957

好摩地区公民館

14人※18歳以上
2400円
往復はがき：11月16日㈫必着
1037004

時と14時～16時
各６人※小学生以上
各400円
往復はがき：11月24日㈬必着
1022347

都南歴史民俗資料館

もりおか啄木・賢治青春館

〠020-0842 湯沢１-１-38
☎638-7228

〠020-0878 中ノ橋通一丁目１-25
☎604-8900

■企画展「災いを乗り越えて」
都南地域で起こった病や水害などの
災いを乗り越えてきた様子を紹介し
ます。
11月13日㈯～来年１月16日㈰
1023265

■企画展「穀蔵力展 風のコレスポン
ダンス」
市内在住の版画
家・穀 蔵 力 さん
の作品展。
来年１月10日
㈪まで
1034511

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２
☎659-3338

■まゆ人形を作ろう
繭で、来年の干支の寅を作ります。
①12月11日㈯９時半～11時半②
12月18日㈯・19日㈰、９時半～11時
半と13時半～15時半
各６組（１組２人まで）※①高校生
以上②小・中学生のきょうだい（小学
３年以下は保護者同伴）
①500円②350円
①電話：11月27日㈯９時から②
往復はがき：必要事項の他、学年、
保護者氏名、希望日時（第４希望ま
で）、氏 名のふりがなを記入し、郵
送。12月１日㈬必着※いずれも１家族
１回まで
え

と

とら

①1023451②1021505

寅のまゆ人形

石川啄木記念館

〠028-4125 好摩字野中69-48
☎682-0055

〠028-4132 渋民字渋民９
☎683-2315

■復興支援講座～東日本大震災津波
伝承館と滝観洞見学～
11月30日㈫８時～18時
東日本大震災津波伝承館（陸前
高田市）と滝観洞（住田町）

■ワークショップ「おうちをつくろ！」
啄木が詩「家」に託した理想の西洋
風の家にちなみ、木材やビーズを使
い、自分の理想の家を作ります。
12月11日㈯・12日㈰、10時～12

ろうかんどう

広

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

こ く ぞ う つとむ

同展のチラシ

エスディージーズ

コロナ禍を乗り越える！
こころの健康づくり
保健予防課

遺跡の学び館

〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600

■学芸講座
「遺跡調査からわかること」
土器などの遺物の見方を、子どもか
ら大人まで分かりやすく紹介します。
11月21日㈰13時半～15時
40人
往復はがき：11月12日㈮必着
1009440

☎626-3754

再生可能エネルギーや自
然環境、持続可能な社会
について考えます。
電話・応募フォーム
■姫神ウインドパークを見学しよう！
姫神山南部の山麓にある風力発電
施設を見学します。
11月11日㈭、10時～11時半と12
時半～14時
姫神ウインドパーク※集合は外山
森林公園（薮川字大の平）
各15人
各28円
11月８日㈪17時まで
■自然素材でクリスマスクラフト！
エコアス広場の草花で作ったドライ
フラワーや木の実を使ったクリスマ

☎603-8309

コロナ禍で生じるさまざまなストレ
スを和らげ、健やかな心を保つため
の、精神科医による講演。
11月19日㈮15時～17時
市保健所（神明町）
30人
電話：11月５日㈮９時から
1037276

実践！正しいラジオ体操
健康増進課

☎603-8305

ラジオ体操第一の効果がさらにアッ
プする、正しい動きを学びます。参加
者にはM ORIO-Jポイントが50ポイ
モ

環境学習講座

環境企画課

スリースなどを作ります。
11月13日㈯、10時～12時と13時
～15時
エコアス広場（上田字上堤頭）
各20人
各528円
11月８日㈪17時まで
■2030 SDGsカードゲームでもりおか
の未来を描こう！
持続可能なより良い世界を目指した
開発目標であるS DGsのカードゲー
ムで、地域の未来を考えます。
11月20日㈯９時半～12時
高松地区保健センター（上田字毛
無森）
20人
28円
11月15日㈪17時まで

リ

オ

ント付きます。
12月９日㈭13時半～15時
高松地区保健センター（上田字毛
無森）
15人
電話・応募フォーム：11月16日㈫
10時から
1022919

つどりんピック
グラウンドゴルフ大会

都南自治振興公社

☎637-0876

豊かな自然の中でグラウンドゴルフを
楽しみませんか。用具は参加者持参。
11月10日㈬８時半～14時
都南つどいの森（湯沢１）
100人
1500円
電話：11月４日㈭10時から
1037273

告
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市スキースポーツ少年団団員

初心者向けゲートキーパー研修

基礎スキーの団員を募集します。
50人※小・中学生
新規1万2000円、継続7000円
11月13日㈯14時～14時半に、盛
岡タカヤアリーナ（本宮五）で受け付
け。会費と印鑑を持参
1024521

ゲートキーパーとして、悩んでいる人
に寄り添い、支えるための方法や心
構えを学びます。
11月19日㈮10時~11時半
市保健所（神明町）
30人
11月４日㈭９時から
1036471

市スキースポーツ少年団の吉田さん
☎624-4038

プール用おむつプレゼント
ゆぴあす

☎662-1414

幼稚園の入園受け付け

☎639-9044

令和４年度の太田・米内・好摩の各
市立幼稚園への入園願書を11月１日
㈪から受け付けます。

窓口：各園に備え付けの募集要項
を確認の上、入園願書と、本人と保
護者の住民票、健康診断書を入園希
望の園に提出。随時受け付けます
▶入園手続きに関すること：太田
幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、好摩幼稚園☎682-1300
▶その他の入園に関すること：同課
太田：1003190、米内：1003196、
好摩：1003209

保育施設の入園受け付け

子育てあんしん課

☎626-7511

令和４年度の保育施設の入園申込案
内を11月４日㈭から配布する他、市
ホームページにも掲載します。申込
案内に沿って各締切日までに、必要
書類を提出してください。
配布場所：同課（神明町）、都南
総合支所税務福祉係（津志田14）、
広
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申し込み

広報ID

☎603-8309

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

12月１日㈬から来年５月31日㈫まで
利用できる同パスを販売します。
販売日時：11月８日㈪以降の10
時～15時※土・日曜と祝日、年末年
始、各施設の休業日を除く
販売場所：プラザおでって１階交
流プラザ内バス乗車券売り場（中ノ
橋通一）、盛岡駅前バス案内所など
市内在住で購入時に70歳以上の人
1000円※遠距離の人は2000円
運転免許証などの身分証明書と
本人写真（縦３㌢×横2.4㌢）を持参
1030742

盛岡広域都市計画道路の
変更案の縦覧
交通政策課 ☎613-8538

同変更案を縦覧します。意見のある
人は、意見書を提出できます。
11月16日㈫～30日㈫、９時～17
時※土・日曜、祝日を除く
▶県決定：県都市計画課（県庁７
階）、盛岡広域振興局土木部（合同
庁舎５階）▶市・県決定：交通政策課
（本庁舎本館７階）、都市計画課（都
南分庁舎本館２階）
任意の用紙に住所と氏名、電話番
号、意見を記入し、県決定は〠0208570（住所不要）県庁都市計画課
へ、市・県決定は〠020-8530（住所
不要）市役所交通政策課へ郵送また
は持参。郵送は11月30日㈫消印有
効。持参は同日17時まで
1037332

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、記事の詳細を見ることができます。
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と、簡単にホームペー
ジなどにアクセスでき、記事の詳細を見ることができます。

医療費助成給付申請書の
押印が不要になりました
医療助成年金課

☎626-7528

10月から同申請書への押印が不要
となりました。これまでの申請書も
継続して使用できます。

児童虐待防止推進月間

子ども家庭総合支援センター ☎601-2414

11月は児童虐待防止推進月間です。
本年のキャッチコピーは、
「189（い
ちはやく）だれかじゃなくてあなたか
ら」。虐待しそうになった、虐待して
しまったときなど、1人で悩まず同支
援センターに相談ください。また、周
りに虐待を受けているのではないか
と感じる子どもがいたら、迷わず同
支援センターか児童相談所全国共通
ダイヤル☎189（通話料無料）へ連絡
してください。

子育て支援員研修

子育てあんしん課
☎626-7553 ファクス652-3424
kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

事業所内保育所や小規模保育所など
で、保育をするために必要な資格が
取得できます。
▶講義：12月19日・26日・来年１
月16日～30日、日曜、９時半～16時
半※30日は13時まで▶保育施設で
の実習：２月中の２日間※講義と実
習全７回に参加が必要
都南分庁舎（津志田14）
など
25人
2750円
ファクス・メール：同課に備え付
け、または市ホームページに掲載して
いる申込用紙に必要事項を記入し送
付。11月17日㈬17時まで
1021244

もりサポ就職相談会

もりおか若者サポートステーション
☎625-8460
mail@morisapo.jp

就職活動をしているが決まらない、働
くことに不安を感じているなどの就
職や自立に関する相談ができます。
11月27日㈯10時～16時
同サポートステーション（盛岡駅
前通）
８組※15歳～49歳

んに挑
け

電話・メール：11月４日㈭10時から

木を切る際は安全対策の徹底を
林政課

☎626-7541

林業作業の中でも、伐木は死亡事故
につながりかねない特に危険な作業
です。伐木現場では、次のことに注
意し、安全対策を徹底してください。
①作業前には、つるやかかり木など
の状況を確認する②危険が予想され
る場合は、熟練者の指示に従う

家庭用ホームタンクからの
灯油漏れに注意
盛岡消防本部

☎626-7406

灯油の漏えいは火災につながる恐れが
あります。タンク本体や配管の腐食に
よる漏れがないか点検をしましょう。ま
た、家庭用ポリタンクに小分けする際
は、
その場を離れないようにしましょう。

脳卒中予防動画を配信

県診療放射線技師会

☎698-2155
りょう

岩手医科大脳神経内科の板橋亮教授
による、脳卒中が発症する前の症状
や予防についての講演を配信します。
配信期間：11月１日㈪
～20日㈯

幸せのお手伝いしませんか

日本結婚支援協会

☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい
ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などをします。
①11月５日㈮②20日㈯、
10時～11時
①プラザおでって（中ノ橋通一）
②市勤労福祉会館（紺屋町）
独身の子の結婚を望む親と同ボ
ランティアに興味のある人
電話：開催日の前日まで

国税情報を発信しています
盛岡税務署

☎622-6141

国税庁では、11月11日㈭から17日㈬
までを「税を考える週間」とし、正し
い税の知識や年末調整・所得税など
の納期についてお知らせしています。
詳しくは、国税庁ホームペ
ージをご覧ください。

令和元年度３級問題（正解は14ページに掲載）
盛岡駅の駅舎正面の壁面にある「もりおか」の文字は、誰の筆跡を集
めて作られたものですか。
①石川啄木 ②宮澤賢治 ③原敬 ④新渡戸稲造

最低賃金を改定

岩手労働局労働基準部賃金室
☎604-3008

岩手県内の最低賃金が、10月２日か
ら時間額821円になりました。パート
労働者やアルバイトなどを含む全て
の労働者に適用されます。

寄付をいただきました
■㈲ケイアイファウム
渡邊和宏代表取締役
液晶モニタ３台と書画カメラ２台、タ
かずひろ

ッチペン43本など。小学校での情報
教育のために。
■新型コロナウイルス関連
もりおか企業ワイドサポート給付金の
申請受付
４月から12月のうち、いずれか１カ月
の売り上げが30㌫以上減少している
中小企業者・個人事業主へ、売上金
の減少額に応じて給付金を支給しま
す。対象や申請方法など詳しくは、お
問い合わせください。
来年１月31日㈪まで
1036857

映画の街盛岡プレミアム付き飲食・映画鑑賞セット券

「シネマんぷくチケット」を販売！

「映画の街盛岡」
推進事業実行委員会
事務局☎613-8389

購入した映画館で使用できる映画鑑賞券と、市内
の約70店舗の飲食店で使用できる1500円分の共通
飲食券がセットになったお得なチケットを販売します。
販売期間：11月１日㈪～12月19日㈰※完売した時点で終了
使用期間：映画鑑賞券11月20日㈯～12月19日㈰
共通飲食券11月20日㈯～来年２月19日㈯
１セット2000円
Lucky ２ Days も開催！

見本
見

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

市立病院

11/７
㈰

各種相談
①11/９㈫・11㈭
17時半～20時
②毎週木曜
17時15分～19時
11/18㈭
10時～11時半

補聴器相談
空き家・
不動産相談

11/10㈬10時～15時

困りごとまるご
11/20㈯10時～16時
と無料相談
★要事前申し込み
広

告

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
納税課
課（同１階）
☎613-8462
②玉山総合事務所税務住
民課（渋民字泉田）
盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640★

市総合福祉センター
（若園町）

市社会福祉協議会
☎651-1000★

全日本不動産協会岩手県 同岩手県本部
本部（八幡町）
☎625-5900★

内科

区分

小児科

名称
あさくらクリニック
児島内科医院
けやき整形外科クリニック
みうら小児科
橋浦歯科診療所
ソレイユ調剤薬局
けい福薬局
リープ薬局
なかのユニオン薬局
佐藤内科クリニック
池田内科
八角病院
くわた脳神経外科クリニック

外科・整形外科
歯科

薬局

所在地
茶畑一丁目８-２
みたけ三丁目11-36
上田一丁目１-35
中野一丁目16-10
西松園一丁目３-８
茶畑一丁目８-20
みたけ三丁目11-36
上田一丁目１-35
中野一丁目21-１
大通三丁目１-24 第三菱和ビル４階
上太田弘法清水10-３
好摩字夏間木70-190
北飯岡一丁目２-68

西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
はし歯科こども歯科
みたけ二丁目21-38
大通よつば薬局
大通二丁目７-20
上太田薬局
上太田弘法清水1
本宮センター薬局
北飯岡一丁目２-71
あおば薬局桜小路店
上田一丁目20-1
※11月３日㈬分の休日救急当番医・薬局は10月15日号に掲載しました
11/14
㈰

対象となる映画館など
対象映画館
同セット券販売 Lucky２Days 問い合わせ
ルミエール１・２（菜園二）
―
625-7117
150セット
ピカデリー（中央通一）
各日50人
653-2420
中央映画劇場（大通一）
150セット
各日50人
624-2879
フォーラム盛岡（大通二）
150セット
―
622-4770
アートフォーラム（大通二）
―
各日55人
※Lucky２Daysの定員は劇場窓口での先着順です。作品ごとの定員では
ありません

内科・外科★

内科・外科
小児科・歯科
薬局
★内科または外科医師のみの場合がありますので、来院前に市立病院へお問い合わ
せください
休日救急
当番医

日

表

夜間
納付相談

17時15分～
平日
本宮五丁目15-１
☎635-0101
土・日曜、祝日
８時半～
９時～17時
休日救急当番医・
※歯科は15時まで
薬局のとおり
※薬局は17時半まで

※往診はできません

本

診療科目
内科・小児科

エンザなどの検査は実施していません

ラ ッ キ ー ツ ー デ イ ズ

日時

受付時間
19時～23時※年中無休

休日救急当番医・薬局

対象の映画館で「広報もりおか11月１日号」か「映画の街
盛岡」ホームページ内の「Lucky２Days」キャンペーン画像
のいずれかを窓口で提示すると、上映中の映画がワンコイン
（500円）で鑑賞できます。上映時間など詳しくは、各映画
館へお問い合わせください。
11月13日㈯・14日㈰

内容

所在地・電話番号

神明町３-29
市夜間急患 （市保健所２階）
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
診療所
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
☎654-1080

詳しくは
こちら

当日券・回数券でゆぴあすのプール
を利用する３歳未満の子どもを連れ
た保護者に、子ども1人につき１枚、プ
ール用おむつを進呈します。
11月１日㈪～30日㈫※23日㈫を
除く
1028681

学務教職員課

保健予防課

まちなか・おでかけパス

お知らせ

費用

対象、定員

※特に記載がない場合、費用は無料

玉山総合事務所健康福祉課（渋民字
泉田）
1002502

募 集

場所

もり

もりおかインフォ

日時

戦！

マークの
見方

電話番号
621-3322
641-3310
656-1677
622-9591
662-8151
652-2822
613-2107
601-3030
652-6587
626-1115
659-0310
682-0201
656-5636
651-1369
648-0035
681-4091
658-1055
656-5867
656-1250

■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。

市医師会ホームペ
ージはこちら▶

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

広告に関するお問い合わせはナチュラルコム
広告に関するお問い合わせはナチュラルコム
（株）
（株）
☎019-652-9190へどうぞ
☎019-652-9190へどうぞ
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Minoru Fukuda

Miyako Hatanaka

玉山区長として、盛岡市・玉山村の

「演劇のまち盛岡」を象徴する盛岡

福田

みのる

稔 さん

畑中

合併後における一体感の醸成など、

み

や

こ

美耶子 さん

文士劇復活の第１回公演から主要

同区の地域課題の解決に貢献。ま

キャストとして出演する他、「盛岡

た、地域住民に身近な行政を実現

さんさ踊り」では盛岡弁で会場ア

会会長や、盛岡市玉山地域振興会

力を全国に伝えた。また、もりおか

するため、盛岡市玉山区地域協議

ナウンスを務めるなど、盛岡の魅

議会長などを務め、玉山地域の振

歴史文化館館長として盛岡の歴史

興に大きく寄与した。（昭和17年生

文化資源の保存・発信に貢献した。

まれ・渋民字狐沢在住）

玉山地域の振興と施策の推進

盛岡市と玉山村が合併して15年、その間、玉山地域の住民の皆
さんに「玉山に住んで良かった」と思ってもらえることを強く意識
して決断してきました。合併による制度の調整や、後継者不足に悩
む農畜産業など、分野も規模もさまざまな課題がある中で、実際に
現場に足を運び、地域住民の声を丁寧に聴き、市の施策につなげる
よう努めました。
合併時に取り決めた「新市建設計画」には、道の駅建設計画や圃
場整備事業など、今も進行中の事業があります。玉山地域の未来を
見据え、この計画が完了するよう、意見を付しながら推し進めるこ
とが、私の使命です。
ほ

じょう

（昭和18年生まれ）

盛岡弁による盛岡ブランドの推進

フリーアナウンサーになってから始めた児童劇団で、子どもたち
にお芝居を教えていた時、盛岡弁を知らない子が多かったことに危
機感を抱き、伝えていかなければと強く感じました。
気品を感じる盛岡弁を守るためには、書き言葉ではなく話し言葉
を聞いて奥深さや美しさを感じてもらうことが大切なこと。盛岡文
士劇に参加したのも、現代物は盛岡弁で演じると知ったからです。
花道で、お客さんと盛岡弁でやり取りするのが楽しく、初回からず
っと続けています。盛岡に来た旅行者を盛岡弁で迎えることで、訪
れた人に城下町の空気感なども伝わると思うので、たくさんの人に
盛岡弁に親しんでもらいたいですね。

令和３年度 市勢振興功労者

市 勢 の 発 展 に 尽 く し た 功績 を 表彰
本年度の市勢振興功労者に３人と１団体が選ばれました。
市勢振興功労者表彰は、公共の福祉の増進と市勢の進展に尽
くした功績が顕著な人または団体を顕彰するもので、市で最
高の栄誉ある表彰です。受賞者は、学識経験者や市議会議員

などで構成する市表彰選考委員会の答申を受けて決定しまし
た。本年度の受賞を含め、これまでに324人と26団体を表彰。
表彰式は11月３日㈬、中央公民館（愛宕町）で開催します。
【問】総務課☎626-7513 【広報ＩＤ】1021192

Nobuhito Kogure

小暮

Morioka-Art-Society

の ぶ ひ と

信人 さん

盛岡芸術協会
そう き

岩手県興行生活衛生同業組合理事

会長 鈴木 宗基さん

地域雇用開発協会会長などを務め、

岡芸術祭」を今日に至るまで毎年

の街づくりや中心市街地と地域経

揚を図る場として深く定着させた。

長や盛岡商工会議所副会頭、盛岡

昭和46年に設立し、翌年から「盛

もりおか映画祭の開催など、映画

開催。市民の活発な芸術活動の高

済の活性化に大きく寄与した。ま

また、盛岡劇場や盛岡市民文化ホ

いた。（昭和21年生まれ・つつじ

から助言をし、市の芸術文化活動

た、子育て世帯支援事業の礎を築

ールの建設の際は、専門的な立場

が丘在住）

中心市街地や地域経済の活性化

父が映画館を経営していたため、小さい頃から、たくさんの人が
笑顔で元気になれる映画の力を感じて育ちました。盛岡は「映画館
通り」という地名が付くほど映画への理解が深く、また、茶道や音楽
などにも親しむ人が多い、文化が脈々と続いている街。ここで映画
祭を開催することで映像文化を守るだけでなく、多くの文化人が盛
岡に集うことで、にぎわいが生まれればーという気持ちで続けて
きました。また、子育てを地域社会全体で応援する「もりおか子育
て応援パスポート事業」も、子どもが好きという素直な気持ちで一
心に取り組みました。多くの支えてくれた皆さんへの感謝を忘れず、
これからも「縁」を大切に、元気な街にする活動をしていきたいです。
もりけんに挑戦
（13ページに掲載）の答え
①石川啄木

1４

広報もりおか ３. 11. 1

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。

の拠点整備に貢献した。

芸術文化の発展と向上

芸術性の高い文化活動を通して、盛岡を美しい文化都市にするこ
とを目的に設立しました。当時、県が催していた芸術祭を、盛岡独
自で行いたいと、市内にあまたある芸術団体と協力し、設立した翌
年に「盛岡芸術祭」を初めて開催しました。50年たった今でも変
わらず開催できているのは、市内に住む全20部門にわたる芸術・
文化活動に携わる皆さんが、活動への情熱で芸術祭を後押ししてく
れるから。協会もその情熱に応えられるよう、そして芸術が市民の
皆さんの心を和ませられるように、尽力し続けたいですね。まずは
盛岡芸術祭をコロナ禍になる前の規模まで戻し、皆さんに芸術に親
しんでもらうことが直近の目標です。
編集後記

盛岡工業団地を取材。いつも何気なく渡っている橋
や毎日使っている鍵、有名な建物も、盛岡の人の想
いが込められていることを知りました。（津川）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

