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史跡盛岡城跡歴史的建造物
復元整備資料調査事業

月

発行部数／14万4400部
市内全世帯に配布しています

移住・定住・
交流人口対策事業

【総合計画】

1605万円

【重点的に取り組む施策（戦略プロジェクト）】

4951万円

盛岡バスセンター
整備事業

コンピュータ教育施設整備事業・
ギ
ガ
GIGAスクール構想推進事業

【総合計画】

1億1808万円

【総合計画】

2億4628万円

特集

1576

5 1 日号

いのちと健康を守り 新たな飛躍の土台づくりへ

もりおか未来創造予算

新型コロナウイルス
ワクチン接種経費

【新型コロナウイルス感染症の対策事業】

11億 6992万円

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。
ラヂオもりおか（FM76.9MHｚ）
「ウィークリーもりおか」
市政 ラ ジ オ
毎週金曜、7時50分～55分
再放送／10時30分～10時35分
市ホームページ
https://www.city.
morioka.iwate.jp/

発行／盛岡市 〒 020-8530 盛岡市内丸12-２
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当初予算の概要

新型コロナウイルス感染症の
対策事業

人がいきいきと暮らすまちづくり
12億6834万円

● 予防接種事業

９億5677万円

● 医療費給付事業

●（仮称）

向中野児童センター

整備事業

２億2276万円

予算編成
市議会３月定例会で、本年度の予算が可決されましたので、

1
2

その概要をお知らせします。

【問】財政課 ☎ 626-7515 【広報 I D】1039414

3
4
5

詳しくは
市ホームページを
ご覧ください

1276 億 2000 万円

一般会計

（前年度比 7.4 ㌫ ⬆ ）

150.5
地方交付税

153.3

依
存
財

億円

主

129.6

国庫・県支出金
繰入金や手数料など

92.2

2980万円
561万円

● 都市空間情報デジタル構築業務

前年度比32億5455万円増 8.1㌫ ⬆
新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和され、持ち直し
の動きがみられるため増収見込み。
● 国庫・県支出金
前年度比33億6430万円増 10.5㌫ ⬆
新型コロナウイルスワクチン接種に関する国庫支出金の増加、中ノ橋通一
丁目地区市街地再開発事業に係る市街地再開発事業費交付金の増加など。
● 地方交付税
前年度比８億7137万円増 6.0㌫ ⬆
地方財政計画の状況や本市の税収見込みなどによる増加。

1800万円

● 保育体制強化事業

●（仮称）盛岡南地区新産業等用地整備推進事業

歳出

1000万円

物流事業者の立地を想定した新たな産業等用地の整備を
推進

680万円

防災対策・
スポーツ振興など

152.5

歳出
1276.2

支援

子ども・高齢者
などの福祉

億円

250万円

● 余裕教室を活用した放課後児童クラブ整備事業

桜城小の余裕教室を活用した放課後児童クラブの整備

507.3

（４年度は設計）

575 億 6213 万円

（前年度比 0.1 ㌫ ⬆ ）

特別会計は、国民健康保険費や介護保険費など、特定の収入
や支出を一般会計と切り離し、11の会計からなっています。
本年度は、国民健康保険費特別会計で国民健康保険事業費納
付金が減額となる一方で、新産業等用地整備事業費特別会計で
第二事業区基盤整備工事等の増額を見込んでいます。

２
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▶令 和２年度に県の緊急支援融資制度等を借り入れた
事業者に対する、信用保証料および利子補給
４億1703万円
▶住居確保給付金の支給
1528万円
▶盛岡市くらしの相談支援室の体制強化
600万円

道の駅のイメージパース

不妊・不育症に関する相談支援や治療に関する情報提供
をするセンターを設置
拡充事業

1690万円

● 盛岡A I・IoTプラットフォーム事業

先端デジタル技術の共有・ 連携などに向けたプラット
フォームの設置、未来技術の実証実験への支援

● スマート農業導入促進事業

630万円

農業用ドローン本体、オペレーター認定取得経費、全自
動・ リモコン式草刈機取得
経費の一部助成

● 放課後児童クラブ家賃補助

176万円

農業用ドローン

● 子ども・高齢者などの福祉

前年度比18億7367万円増 3.8㌫ ⬆
認定こども園の運営や障がい児の通所のための給付、老人福祉施設や私立
児童福祉施設の整備のための経費の増加など。
● 防災対策・スポーツ振興など
前年度比21億3534万円増 16.3㌫ ⬆
（仮称）盛岡南公園野球場や道の駅の整備、盛岡城跡歴史的建造物復元に向
けた調査、市庁舎整備基金積立のための経費の増加など。
● 教育・生涯学習
前年度比21億1403万円増 23.2㌫ ⬆
（仮称）盛岡学校給食センターの建設、小・中学校の校舎の安全対策改修、
市立図書館の大規模改修のための経費の増加など。
● 衛生環境の向上
前年度比15億4349万円増 16.5㌫ ⬆

● 内丸プラン作成業務

2000万円

● うるま市友好都市提携10周年記念事業

1220万円

友好都市提携10周年を迎える沖縄県うるま市との交流
事業を実施

● 盛岡文士劇東京公演開催準備

を創出

拡充事業

● 姉妹都市等国際交流事業

4735万円

ア市や友好都市台湾・花蓮
市をはじめとする諸外国と

「文学・演劇のまち」としての

の教育・文化・スポーツな

魅力を首都圏に向けて発信

● 日 本スポーツマスターズ2022

どを通じた交流を促進

● 東北六市連携事業

235万円

競技会場で盛岡の魅力を発信

中心市街地において盛岡さんさ踊りを観覧できる機会

姉妹都市カナダ・ビクトリ

500万円

岩手大会

181万円

● 街なかさんさ発信事業

昨年の盛岡文士劇の様子

台湾花蓮市友好都市提携
記念碑除幕式
ウ ェ ブ

500万円

補正予算
当初予算に加え、14億9942万円の補正予算を
編成しました。

感染症対策

178万円

放課後児童クラブへの賃借

新規事業

４億4103万円

主な事業

回復から成長へ！まちなか交流・にぎわいプロジェクト 35事業・56億8906万円

170.8

けい

（11 会計）

２億8525万円

経済対策

料補助の引き上げ

道路・
公園など

新型コロナウイルスワクチン接種やPCR検査などの感染症予防、子宮頸が
ん予防ワクチン接種のための経費の増加など。

特別会計

３億1316万円

● 不妊専門相談センターの設置

内丸地区の再整備に関する事業手法などの検討

● 市税

▶PCR検査経費など
４億7233万円
▶地 域児童クラブや児童館などで使用する衛生物品調
達経費
1886万円
▶い わて盛岡シティマラソンなどで使用する衛生物品
調達経費
945万円

未来のもりおかを創る若者・しごと応援プロジェクト 51事業・10億8052万円
新規事業

16億 9428万円

主な事業

４億546万円

総合計画で目指す将来像の実現に向け、３年間をめど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。戦略プロジェクトとそれぞれの主な新規・拡充事業は次のとおりです。

企業同士が連携する仕組みを構築し、未来技術の実現を

市債の返済

源

● 芸術文化活動振興事業

いわて盛岡シティマラソンなど

● スマートシティ関連事業

112.1

財

4534万円

の配置への一部補助

50.1

教育・生涯学習

434.8

● 競技大会等開催事業

遊具の消毒など、保育に係る周辺業務を担う保育支援者

109.0

市税

● 岩手飯岡駅東西線自由通路の整備

感染症対策

11億4487万円

先端技術を取り入れた、都市や産業のスマート化の基盤をつくる

衛生環境の向上

自

352.6

基盤

「安心して生活できる、若い世代や子育て世代に選ばれるまち」になる

44.8

歳入
1276.2

源

安心

交流を通じて、盛岡の魅力を国の内外に発信できる環境を整える

消防・救急

92.8

市債

交流

上田児童センター

当初予算

盛岡の魅力があふれるまちづくり

総合的に中心市街地の活性化を図ることにより、
街のにぎわいを創出する

農林業や商・工業、観光の振興など

譲与税
その他

歳入

活気

いのちと健康を守り、安全に暮らせるまちづくりを行う

（仮称）盛岡学校給食センターや（仮称）盛岡南公園野球場の整備事業の他、認定こ
ども園等運営費給付事業を含む子ども・ 子育て事業、障がい者の自立支援事業と
いった、子ども・高齢者などの福祉に関する経費が前年度に引き続き増加しました。
また、公共施設保有最適化・長寿命化計画による大規模改修工事の継続や新型コロ
ナウイルス感染症への対策事業などにより、過去最高の予算規模となっています。

【単位】億円

一般会計の内訳

安全

505万円

20億6389万円

人が集い活力を生むまちづくり

● JR田沢湖線前潟駅整備事業

● 医 療的ケア児等コーディネーター

設置事業

●（仮称）

盛岡学校給食センター建設事業

● 道の駅設置事業

4668万円

5 つの視点

人を育み未来につなぐまちづくり

● 中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業

● 重層的支援体制整備事業

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。

首都圏などでのプロモーション活動やWEBを活用した

主な事業

▶PCR検査の実施
２億6072万円
▶小・中学校で使用する衛生物品調達経費
7920万円
▶妊婦などへの分娩前PCR検査など
1462万円
▶小学校への緊急スクールサポートスタッフの配置
1192万円

経済対策
主な事業

▶プレミアム付商品券発行事業、
プレミアム付応援チケット
「モリオ☆エール」事業
３億1965万円
▶盛岡の宿応援割事業、首都圏
観光プロモーション事業

見本

１億2355万円
▶公共交通維持支援事業、交通系ICカードの導入事業、
バスロケーションシステム更新事業
7655万円
▶
（仮称）もりおか街なかイルミネーションプロジェク
ト事業、盛岡の祭り・イベント開催支援
5090万円
▶ひとり親等働き方支援事業
2371万円
▶県外在住の関係人口などの状況が分かる仕組みづくり
1800万円
▶芸術文化活動への助成
1500万円
▶
「盛岡の宿応援割事業」と連動した地元農産物の消費
拡大
1402万円
▶オンライン企業研究会の実施、中小企業のデジタル化
促進モデル事業
1150万円
▶デジタル化によるまちづくり戦略の策定 1100万円
▶子ども食堂での子ども見守り体制の強化 1080万円
▶コロナ禍における女性支援（相談事業、生理用品の無
料配布）
500万円

東北の魅力の発信

◆ 財政の健全性確保
予算総額が過去最高の規模となる中で、令和４年度末の一般会計における市債
（借金）の残高は、前年度比27億5285万円増の1408億3137万円となる見込み
です。また、行政サービスを維持するため、市の貯金である基金については、公共
施設等整備基金から６億7239万円、市債管理基金から１億6032万円、財政調整
基金から22億3734万円を取り崩すこととしました。
厳しい財政状況ですが、新型コロナウイルス感染症を含め、災害などの不測の
事態に対応できるよう、適正な基金規模を維持しながら、今後も財政の健全性を
確保します。

35億2149万円
６億524万円
● 太田地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業
５億252万円
● 加賀野地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業
４億8638万円
●
（仮称）盛岡南公園野球場整備事業

● 市営住宅改修事業

● 北陵中校舎長寿命化改修事業
● 校舎安全対策改修事業

● 仁王小校舎長寿命化改修事業
● 見前小校舎長寿命化改修事業

４億8022万円
４億6024万円
４億5397万円
３億6592万円
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新たな市庁舎の在り方について

盛岡市役所の本庁舎は、建設後60年を経過し
て老朽化が進むなど、これからの在り方を考えて
いかなければならない時期に来ています。今後、
市庁舎の課題や希望について広く市民の皆さんの
意見を伺いながら、検討を進めるため、「市民会
議」と「有識者等懇話会」を設置します。ぜひご
参加ください。
【問】管財課☎626-7507

皆さんの意見を
お聞かせください
成年後見制度は、認知症や障がいなどにより認知機能や判断能力が十分でない人を支援するため、平成12年に始まった制度です。選
ばれた成年後見人は、本人の財産や権利を守るため、必要な手続きなどをします。
「難しそう」といった声も聞かれる同制度の内容や、制
度の利用を支援する成年後見センターなどについて紹介します。
【問】長寿社会課☎613-8144 【広報ＩＤ】1006415

市民会議

有識者等懇話会

ワークショップ形式で意見を出し合い、新しい市庁
舎の在り方や希望などを整理します。結論を導き出す
ことを目的とはせず、さまざまな可能性を広く考えま
す。ここで整理された意見などは「有識者等懇話会」
で発表します。

専門的な知識を持つ有識者数人と公募委員２人によ
る検討会議です。さまざまな課題や、これからの庁舎機
能の在り方などを具体的に検証し、市民会議で出された
意見を取り込みながらまとめ、具体的な構想を策定する
「（仮称）基本構想策定委員会」に意見を引き継ぎます。

【日時】７月～11月頃、土曜、おおむね６回、13時半～16
時半※曜日・時間は変更になる場合があります
【定員】36人※市内在住または通学・通勤する18歳以上の
人（定員を超えた場合は抽選）
【報酬】なし
【申込方法】郵送・応募フォーム：任意の用紙に、住所と名
前、年齢、電話番号、職業（勤務先/学校名）、メールアド
レスを記入し、郵送は、〠020-8530（住所不要）市役所管
財課に送付。５月23日㈪必着 【広報ＩＤ】1039662

【日時】７月～来年１月頃、おおむね５回※時間は未定です
【定員】２人※市内在住または通学・通勤する人（定員を超
えた場合は審査委員会で選考）
【報酬】１回あたり9600円
【申込方法】郵送・応募フォーム：任意の用紙に、住所と名
前、年齢、電話番号、職業（勤務先/学校名）、メールアドレ
スを記入し、課題「盛岡市役所新庁舎についての意見」800
字以内の作文を同封し、郵送は、〠020-8530（住所不要）市
役所管財課に送付。５月27日㈮必着 【広報ＩＤ】1039729

なぜ整備の検討が必要なの？
手狭な駐車場、業務窓口の各分庁舎などへ
の分散など、現在の使いやすさの課題と、さ
まざまな設備の老朽化への対応が必要となっ
てきています。またデジタル化の推進など、
将来の窓口の在り方も考えていかなければな
りません。

どのように検討を進めるの？
これまで職員による検討会議で現状や課題
などを整理し、令和４年２月に報告書として
とりまとめました。今後は「市民会議」や
「有識者等懇話会」において広く意見を伺い
ます。ここで出された意見は「（仮称）基本
構想策定委員会」において反映され、「基本

構想（案）」の策定を進めることとしていま
す。最終的にはパブリックコメントで改めて
市民の皆さんの意見を伺った上で基本構想を
策定し、具体的な庁舎の施設、設備、整備方
法などを決定し、整備を進めていくことにし
ています。

新型コロナワクチン集団接種情報

新型コロナワクチンの集団接種を実施します
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。

家庭裁判所によって、成年
後見人などが選ばれる制度で
す。本人の判断能力に応じて
「後見」
「保佐」
「補助」の３
つの制度が用意されています。

将来、判断能力が不十分に
なった場合に備えて、任意後
見人に、代わりにしてもらい
たいことを契約（任意後見契
約）で決めておく制度です。

法定後見制度の場合、主に親族や専門職（弁護士、司法書士、
社会福祉士）などが選ばれます。家庭裁判所が、本人に必要な支
援などについて判断した上で、適切な成年後見人を決定します。
任意後見制度の場合は、主に親族や友人などの本人があらか
じめ選んだ人が後見人となります。

法定後見制度と任意後見制度のどちらも家庭裁判所での申し
立てが必要です。任意後見制度の場合のみ、事前に公証役場で
任意後見契約を結んでおく必要があります。手続きに不安があ
る人は、成年後見センターにご相談ください。

相談
無料
【広報ＩＤ】1030209
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、成年後見人の育成などを
し、必要としている人が、制度を適切に利用できるように支援
をします。「成年後見制度について知りたい」「成年後見制度を
利用するための具体的な手続きについて聞きたい」など、詳し
くは同センターまでご連絡ください。

市は、12歳以上の人を対象とした集団接種（３回目接種）を実施します。
また、５歳から11歳までの人を対象とした集団接種（１・２回目）も実施
します。※15歳以下は保護者の同伴および予診票への署名が必要です。
▶対象：２回目接種から６カ月経過した12歳以上
▶予約方法：インターネット・LINE・コールセンター
▶使用ワクチン：ファイザー製
イ

表

追加接種の会場と日程など
会場
日程
５月14日㈯
ＳＧプラザ
（青山四丁目46-15）
５月15日㈰
５月21日㈯
盛岡タカヤアリーナ
（本宮五丁目４-１）
５月22日㈰

受け付け中

サ

ン

サ

「スマートSANSA」
市内の消費活動を促進し、地域経済の循環につなげるため、販売価格
１万円で１万2000円のお買い物などに使用できる同商品券（アプリ型
およびカード型）を発行します。利用期間は６月１日㈬～11月30日㈬
です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
アプリ型
スマートフォンにダウンロー
ドしたMORIO Payアプリで店頭にある
二次元コードを読み取り、決済する。
モ

リ

オ

ペ イ

カード型
カードに印字された二次元
コードを店舗で読み取ってもら
い、決済する。

※アプリ型、カード型の商品券で利用できる店舗が異なりますので、ご注意く
ださい。

４
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小児接種の会場と日程など
１回目
５月28日㈯
６月４日㈯

▶ 推 奨 インターネット予約
（24時間受付）

URL：https://vc.liny.
jp/032018

※３回目の集団接種は上記の日程で終了します
※会場の駐車場には限りがあります。公共交通機関の利用にご協力ください
※予約時間に来場してください

市民後見人とは、市町村が実施する養成講座などを受講して
成年後見人についての知識を得た一般市民の中から、家庭裁判
所が成年後見人として選任した人のことです。市町村が養成講
座の修了者などを登録し、家庭裁判所から選任されると、「市
民後見人」として活動することができます。
同センターでは、市民後見人を養成するための講座を開催し
ています。市民後見人としての活動に興味のある人はぜひお申
し込みください。詳しくは、広報もりおかなどで随時お知らせ
します。

表

日程

２回目
６月18日㈯
６月25日㈯

予約状況
５月８日㈰
９時～

ワクチン接種の予約はこちら

予約状況

もりおかプレミアム付商品券

▶対象：５歳～11歳
▶予約方法：インターネット・LINE・コールセンター
▶使用ワクチン：ファイザー製の小児用ワクチン

ＳＧプラザ
（青山四丁目46-15）

ン

小児接種のQ&A（厚
生労働省）はこちら▼

◆小児接種（１・２回目）

会場

◆追加接種（３回目）

ラ

誰にとっても利用
しやすい市役所に
なるよう、一 緒に
考えませんか？

▶ 推 奨 ＬＩＮＥ予約
（24時間受付）

２次元コードから市公式
アカウントに「友だち」
申請して予約画面へ

▶コールセンターでの電話予約
☎0120-220-489（通話料無料）※９時～18時（土・日曜、祝日を含む）

 スマートSANSAコールセンター☎0120-24-1110
※平日９時～17時（５・６月は土・日曜、祝日を含む）
【申込期間】５月10日㈫～５月25日㈬※先着順
【対象】申込時点で市内に住所があり、居住している人
【申込方法】▶アプリ型：MORIO Payアプリ内の応募フォー
ム▶カード型：郵便はがきに、①郵便番号・住所②氏名③生年月
日④電話番号⑤購入希望セット数⑥購入希望窓口（第一希望・第
二希望★）を記入し、〠020-0875清水町14-12盛岡商工会議所３
階 盛岡Value City㈱スマートSANSA係へ郵送。５月10日～25日
期間内消印有効。※記入漏れや切手の不備がある場合、
申し込みは無効。購入は一人につき、アプリ型・カード
型いずれか３セットまで 【広報ＩＤ】1031899
バ リ ュ ー

シ テ ィ

★購入窓口は、盛岡商工会議所、同会議所都南支所、
同会議所玉山支所のいずれかです。

MORIO Pay
公式サイト
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イベント情報
盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258
kouza-morigeki@mfca.jp

■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10日～31日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
1034714
■もりげきライヴ
颯田淳と荒谷正勝によるソロライブ。
５月18日㈬19時～20時半
50人※高校生以上
前売り1000円、当日1200円
窓口・電話・応募フォー
ム：５月17日㈫21時まで
1039599
■まちしり隊おとな組珈琲あ～と
倶楽部・春
街 歩きで地 域のお店や史 跡を訪
ね、街の魅力を再発見します。
５月19日㈭10時～11時半
12人
600円
電話・窓口：５月11日㈬10時から
1034077
■少年自然教室
キャンプやカヌー体験、輪かんじき
体験などをします。
６月４日㈯・７月16日㈯・17日
㈰・８月10日㈬・10月８日㈯・来年１
月21日㈯、全５回※７月は１泊２日
15人※小学４～６年生
5000円
同公民館に備え付け、または同
公民館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、
〠020-0873松尾町３-１河南公民
館へ郵送。５月19日㈭必着。電話・
ファクス・窓口でも受け付けます
1030858
さ つ た じゅん

まさかつ

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１
☎621-5151

■パイプオルガン入門講座
オルガン内部の見学や演奏などを
通して、音が出る仕組みや歴史を
分かりやすく紹介します。

６月18日㈯、10時～12時半と
14時半～17時
各15人※中学生以上
広

６

告
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マークの
見方
1000円

電話：５月19日㈭10時から
1026641

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450

■水球教室
５月１日～15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
４回コースは3300円、８回コー
スは5500円
窓口・電話：随時受け付け
1035936
●一般開放の利用制限
次の期間は、大会などにより利用
できません。
５月７日㈯・８日㈰・15日㈰・
21日㈯・22日㈰
●一般開放の時間変更
次の期間は、一般開放の時間を変
更します。
５月３日㈫～５日㈭は12時～
15時、５月７日㈯は10時～13時、
20日㈮は10時～18時

いわぎんスタジアム
〠020-0834 永井８-65
☎632-3344

■障がい者スポーツ振興事業
①ラグビー練習会②サッカー練習会
①５月15日㈰・６月４日㈯・７月
３日㈰・31日㈰・９月３日㈯、全５
回、９時～12時②５月15日㈰・６
月19日㈰・７月３日㈰・31日㈰・８
月28日㈰、全５回、12時～15時
各30人※知的・発達障がいがあ
る、またはそれに準じる小学生以上
各550円
電話・ファクス：５月５日㈭10時
から
1026165

日時

会場

問い合わせ

定員、対象
広報ID

５月19日㈭・25日㈬、14時～
16時※１人45分

各日２人※18歳以上
各1100円※別途トレーニングル
ームの使用料が必要
1026304
■骨盤ゆらっくす
骨盤体操などにより、骨盤動作や
機能の改善を目指します。
５月30日～６月13日、月曜、全
３回、10時半～11時半
10人※50歳以上の女性
1650円
1035982
■さわやかピラティス教室
身体のゆがみを補正するエクササ
イズを学びます。
６月３日～17日、金曜、全３回、
10時～11時
10人※18歳以上
2211円
1024275

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

■初心者スケート教室
５月24日㈫・25日㈬、全2回、
16時半～18時
10人※小学生～60歳
2500円
電話：５月９日㈪10時から

もりおか啄木・賢治青春館

申し込み

会場までバス移動

1030263

中央公民館

都南公民館

〠020-0013 愛宕町14-１
☎654-5366

〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611
kouza-kyara@mfca.jp

■月釜茶会
武者小路千家官休会と表千家同門
会によるお茶会。
５月22日㈰９時半～15時
1000円
1000672
む しゃの こ う じ せ ん け か ん きゅう か い

おもて せ ん け ど う も ん

かい

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１
☎654-2333

■サークル体験講座「いけ花に寄
り添う」
習ったその日から生け花が楽しめ
るよう、丁寧に学びます。
５月26日・６月９日・23日、木
曜、全３回、10時半～12時
15人
3000円
往復はがき：５月12日㈭必着
1039458
■サークル体験講座「楽しいパソ
コン講座」
ワードやエクセルなど基本的なパ
ソコン操作を学びます。※パソコ
ンを持参
６月１日～29日、水曜、全５回、
13時半～15時半
10人
往復はがき：５月19日㈭必着
1039457

西部公民館

■コンサート
「春は翼に乗って～メン
デルスゾーン・マチネ」
５月28日㈯15時半～17時
70人
2000円
窓口：５月２日㈪10時から

〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

外山森林公園

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

■バスで行く！山野草観察会と山
菜料理試食
５月16日㈪９時～14時15分
20人
3000円
往復はがき・ファクス：５月６日
㈮消印有効

■パソコン点訳ボランティア養成講座
点字や点訳への理解を深め、点字
ソフトの使い方などを学びます。
５月24日～６月28日、火曜、全
６回、13時～15時半
８人
2000円
電話：５月10日㈫10時から
1026624
■歴史入門講座
古代から近世の岩手の歴史を学び
ます。
５月28日㈯・６月11日㈯、全２
回、10時～12時
75人
500円
往復はがき：５月10日㈫必着

■子どもシネマランド
「ももたろう」や「がんばれスイミ
ー」など３本を上映します。
５月８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
自宅で実践できるストレッチなど
を学びます。
６月３日㈮・10日㈮・21日㈫、
全３回、19時～20時半
15人※20歳以上
72円
往復はがき・メール：５月24日
㈫必着
1030859
■おとうさんとあ・そ・ぼ！
表のほか、詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
窓口・電話：５月15日㈰10時から
各10組※就学前の子と父親
1039517

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354
kouza-himekami@mfca.jp

■初心者向け 登山教室
七時雨山をトレッキングします。
５月27日㈮９時~15時
七時雨山（八幡平市）※集合・
解散は同公民館
15人※高校生を除く18歳以上
200円
メール・往復はがき：５月14日
㈯必着
1032206
■ホッとひと息。ママの時間
子どもの写真のデコレーションな
どを楽しみます。
６月２日～23日・７月７日、木
なな し ぐれやま

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

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

1026246

〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-25
☎604-8900

〠028-2711 薮川字大の平31-１
☎・ファクス 681-5132

電話：５月６日㈮10時から
■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
レーニング内容の案内をします。

費用

託児

申し込みが必要な
イベントについて

曜、全５回、10時～11時半

10人※就学前の子を持つ母親
2200円
メール・往復はがき：必要事項
の他、子どもの名前・年齢・性別を
記入し、送付。５月19日㈭必着
1034718

松園地区公民館

〠020-0106 東松園二丁目５-３
☎661-8111

■初級英語講座～お茶de英会話～
お茶を楽しみながら、英語表現の
基礎を学びます。
６月７日～28日、火曜、全４回、
10時～12時
18人
3000円
往復はがき：５月25日㈬必着
1039240
■軽登山・環境トレッキング（夏）
安比高原のブナ林で初夏の軽登山
をします。
６月10日㈮９時半~15時半
安比高原（八幡平市）
13人※登山経験のあるおおむ
ね20歳以上
300円
往復はがき：６月１日㈬必着
1039241
デ

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50
☎681-2100

■盛岡さんさ踊り公演
ミスさんさ踊りらによる公演。
５月４日㈬、①11時半～11時
50分と13時～13時20分
1022475

先人記念館

〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２
☎659-3338

■生誕130年 山口青邨の遺品展
「ホトトギス」の代表的俳人であり、

都南公民館「おとうさんとあ・そ・ぼ！」の内容など
内容
日時
費用
場所
男性保育士直伝！親子あそびとよみ ６/５㈰
無料
きかせ
10時～11時半
６/12㈰
50円 同公民館
凧をつくっていっしょに飛ばそう！
10時～11時半
パパの本気の手づくりおもちゃ
６/19㈰
50円
（ママとKidsはシネマランド）
10時～11時半
県総合防災センター
パパとおでかけ！ポンプ車とドクタ ６/26㈰
40円 （矢巾町）、岩手医
ーヘリを見に行こう
10時～12時
科大学

俳句に関わる人々の育成にも尽力し
た山口青邨の遺品などを展示します。

ノルディックウォーキング教室

せいそん

５月１日㈰～６月19日㈰、
９時～17時
入館料が必要
1023452

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９
☎683-2315

■2022啄木祭
アニメ「啄 木 鳥 探 偵 處 」で石川啄
木を演じた声優の浅沼晋太郎さん
によるトークイベントのほか、鼓笛
隊による演奏などが場を盛り上げ
ます。
６月４日㈯13時半~16時
姫神ホール（渋民字鶴塚）
600人
前売り1000円、当日1300円
同館の他、市内プレイガイドで
発売中
1039472
き

つつ

き

た ん て い どころ

まつぞのスポーツクラブ ☎663-9280

高い運動効果が得られる、ポール
を使った歩き方を学びます。
５月23日・30日、月曜、全２
回、10時～11時半
高松公園
（高松一）
10人
1600円
電話：５月６日㈮
10時から

しん た ろう

もりおか健康ウォークin御所湖
スポーツ推進課
☎603-8013 ファクス603-8015

7㌔・10㌔・15㌔のウォーキングと６㌔
のノルディックウォーキング。
５月29日㈰９時～13時半
中学生以上500円、小学生300
円、就学前の子は無料
応募フォーム・ファク
ス：５月13日㈮17時まで

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
古代風ストラップ、拓本とり、お守
りネックレスのうち１つを作ります。
５月14日㈯、10時～11時半と
13時～14時半
各100円※別途入館料が必要

姫神山やま開き

産業振興課

☎683-3852

山の安全祈願をします。一本杉登
山口で登山者に数量限定で記念
手ぬぐいを進呈します。
５月15日㈰９時～10時
姫神山一本杉登山口（玉山馬
場字前田）
1019350

いわて盛岡シティマラソン エントリー受付中！
マラソン大会の参加者を募集します。大会の詳細や申し込み方法な
ど詳しくは、同大会公式ホームページをご覧ください。
10月23日㈰９時～
フルマラソン9500円、ファンラン
6000円
７月31日㈰まで
スポーツ推進課内、同
大会実行委員会事務局☎
626-3111
1025863

令和元年の大会の様子

表

広

種目・参加資格など
【 種目】①フルマラソン（42.195
㌔）、②ファンラン（8.8㌔予定）
【参加資格】①18歳以上（高校生
不可）、②12歳以上（小学生不可）

【コース】盛岡城跡公園前⇒盛岡
八幡宮⇒盛南大橋⇒盛岡西バイパ
ス⇒市中央公園（ファンランゴー
ル）⇒志波城古代公園⇒御所湖⇒
市立高校付近⇒市中央公園（フル
マラソンゴール）

告
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７

スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進課

☎603-8013

スポーツ推進計画などスポーツの
推進に関する重要事項について調
査・審議する委員を２人程度募集し
ます。任期は６月から２年間です。
次の全てに該当する人①18歳
以上②市内に住んでいるか勤務先
がある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７階の同課に備
え付け、または市ホームページから
ダウンロードした申込用紙に必要
事項を記入し、〠020-8530（住
所不要）市役所スポーツ推進課へ
郵送または持参。５月13日㈮必着。
持参は同日17時まで

プレミアム付き応援チケット
「モリオ☆エール」の参加事業者
盛岡商工会議所

☎624-5880

プレミアム付き応援チケット「モリ
オ☆エール」を店舗で販売する事
業者を募集中です。参加事業者に
は１店舗あたり助成金10万円を事
前に支給します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
1000店舗※市内で営業してい
る飲食店や宿泊事業者など。市外
に本社がある場合も可
盛岡商工会議所（清水町）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参加申込書に
必要事項を記入し、〠020-8507
（住所不要）盛岡商工会議所応援
チケット係へ郵送。８月31日㈬消
印有効
1031329

子育てサークル会員

わんぱく広場

☎080-6914-1261

季節の行事などを親子で楽しむサ
ークル「わんぱく広場」の会員を募
集します。
開催時間：毎週水曜、10時～11
時半
活動 場所：都南こどものいえ
（津志田14）、または見前南地区
公民館（西見前13）
１歳～就学前の子と保護者
月500円※別途実費が必要
電話：５月６日㈮９時から
広

８
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費用

申し込み

対象、定員

託児

広報ID

んに挑
け

※特に記載がない場合、費用は無料

太陽光発電システムなどの
設置費を補助

お知らせ

募 集

場所

もり

もりおかインフォ

日時

戦！

マークの
見方

憲法記念講演会

総務課

☎626-7513

むぎくらてつ

地域防災研究センターの麥倉哲客
員教授が、
「コロナ禍と人権」と題
して講演します。
５月13日㈮14時～16時
プラザおでって（中ノ橋通一）
100人
1039448

軽自動車税
（種別割）
の減免申請
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。
普通自動車の自動車税（種別割）
の減免を受ける人は、標記の減免
を受けることはできません。対象
など詳しくは、同課へお問い合わ
せください。
申請期限：５月31日㈫まで
1000503

保留地を売却

市街地整備課

☎639-9056

太田地区の保留地（宅地）を売却し
ます。所在地や売却額など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。
市役所都南分庁舎２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抽選参加申
込書に必要書類を添えて、〠0208532（住所不要）市役所市街地整
備課へ書留により郵送または持参。
５月20日㈮必着。持参は同日17時
まで
▶抽選会※申し込みが複数の場合
６月６日㈪13時半～
都南分庁舎４階大会
議室

児童手当に所得上限を新設
子ども青少年課

☎613-8354

令和４年６月分以降の児童手当・
特例給付は、所得上限を超えると
受給資格を失います。受給資格喪
失後、所得上限を下回る場合は、改
めて認定請求が必要で
す。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
1002493

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２階の環
境企画課に備え付け、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。持参
は同日17時まで
1034275

森林の伐採・開発には
手続きが必要です
林政課

☎626-7541

森林の伐採・開発には事前の届け
出や許可申請が必要です。下記の
ような開発の計画がある場合は、
お問い合わせください。
保安林以外での伐採：同課また
は産業振興課（玉山地域）☎6833853
保安林伐採や土石・木の根の採掘
など：盛岡広域振興局森林保全課
☎629-6615
保安林以外での開発行為（１㌶を
超えるもの）
：盛岡広域振興局森林
保全課☎629-6622
1008275

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。

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

保育園や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㈬～６月９日㈭、全８回
※土・日曜を除く７日間
市総合福祉センター（若園町）
30人
2000円
電話：５月９日㈪
９時から
1002527

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９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
な身分証明書を販売窓口に持参
1001842

５月～10月の月１回、全５回

キャリア形成の意識や仕事に役立
つ実践的なスキルを身に付けるた
めの講座の受講生を募集します。申
し込み方法など 詳しくは、同大学
のホームページをご覧ください。

県福祉人材センター

結婚支援ボランティア情報交換会
日本結婚支援協会

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。

介護入門研修

オンラインでの開催
20人※県内事業所で
働く女性

☎613-5100

お見合いに関する情報交換や同ボ
ランティア活動の見学の他、独身
者の相談にも応じます。
５月20日㈮・28日㈯、いずれも
10時～11時
プラザおでって（中ノ橋通一）
独身の子をもつ親、同ボランテ
ィア活動に興味がある人、独身者
電話：事前連絡が必要
▶独身者の結婚相談
随時
電話：要予約

☎601-7061

介護の仕事に興味、関心がある人
を対 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14日～28日、火曜、全３回、
９時～17時と９月６日～20日、火
曜、全３回、９時～17時※初回の
みいずれも８時45分から
各10人

寄付をいただきました
■㈱トライス
菅村泰介代表取締役
100万円。子ども未来基金のために。
たいすけ

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
19時～23時※年中無休

ルス・インフルエンザなどの検査は実施していません

平日
17時15分～
内科・外科★
土・日曜、祝日
８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
★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
市立病院

本宮五丁目15-１
☎635-0101

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

日

区分

５/４
㈬

広

小児科

名称
鈴木内科医院
池田内科
ヒロバランスクリニック
さいとう小児科クリニック
横矢歯科医院
ゆいとぴあ歯科医院
八幡町薬局
上太田薬局
マリーン薬局
よつば薬局
鎌田内科クリニック
久保田医院
菊池整形外科・形成外科クリニ
ック
小林小児科クリニック
吉田歯科医院

５/５
㈭

内科

西郷歯科医院
あざみ薬局本宮店
さんぺい薬局
清水町調剤薬局
ワカバ薬局都南店
日本調剤盛岡薬局

しげる

りょうこ う

薬局

所在地
八幡町２-17
上太田弘法清水10-３
松園二丁目37-10
月が丘二丁目２-60
南大通二丁目４-17
本宮六丁目11-10
八幡町３-22
上太田弘法清水１
松園二丁目37-８
月が丘二丁目２-59
本宮二丁目20-１
大館町26-３

電話番号
623-3038
659-0310
664-6037
643-7171
626-9200
631-2222
604-7770
658-1055
664-0566
643-2888
636-1725
646-9090

清水町５-22

606-5100

三本柳11-12-４
中ノ橋通一丁目４-22
中ノ橋106ビル３階
西見前14-83
本宮二丁目20-18
大館町26-２
清水町５-18
三本柳11-12-１
上田一丁目４-３

638-0404
622-4407
638-7711
631-2888
641-0335
654-7253
637-6011
604-8080

え

こ

各種相談
内容

日時
①５/12㈭
17時半～20時
夜間納付相談
②毎週木曜
17時15分～19時
空き家・
５/11㈬
不動産相談★ 10時～15時

５/19㈭
10時～11時半
★要事前申し込み
補聴器相談★

５/８
㈰

外科・整形外科
歯科

■一般社団法人GEN・J
田端八重子代表理事
生理用品５万2218個と
「よりそいホッ
トラインカード」
立て197個。生理用品
の確保が困難な児童生徒のために。
や

50万円。子ども未来基金と公園整
備のために。
■㈱佐藤興産
佐藤亮厚代表取締役
児童書48冊（10万円分）。児童の
健全育成のために。

診療科目
内科・小児科

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
診療所
をしてから来所してください。また、新型コロナウイ
☎654-1080

ジーイーエヌ ジェイ

■㈱エスイーシー
柴田茂代表取締役

日

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

「女性のキャリア形成支援
リカレントプログラム」受講生

岩手大ダイバーシティ推進室
☎621-6998
equality@iwate-u.ac.jp

令和３年度３級問題（正解は12ページに掲載）
石川啄木が生まれた寺の名前は何ですか。
①常光寺 ②宝徳寺 ③東楽寺 ④妙光寺

５/15
㈰

区分

名称
吉田消化器科内科

場所

問い合わせ

①納税課（市役所本庁舎２階） 納税課
②玉山総合事務所税務住民課 ☎613-8462
全日本不動産協会岩手県本部 同岩手県本部
（八幡町）
☎625-5900
盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640

所在地
東見前８-20-16
中央通二丁目11-12明治
水沼内科循環器クリニック
中央通ビル１階
八角病院
好摩字夏間木70-190
三本柳かんのクリニック
三本柳23-10-５
緑が丘四丁目１-50アス
森田小児科医院
ティ緑が丘１階
ゆうデンタルケア
夕顔瀬町１-１
あざみ薬局
東見前８-20-４
そうごう薬局中央通西店
中央通三丁目16-15
ながい薬局
永井23-７-46
調剤薬局アスティこうの
緑が丘四丁目１-50
船山内科クリニック
下ノ橋町４-15
くどう医院
前九年三丁目16-15
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ 大通一丁目１-16岩手教
ック盛岡
育会館１階
子どもは未来もりおかこどもク
上田字松屋敷11-14
リニック
志家町１-２和光ホーム
横藤歯科医院
ビル１階
せせらぎ薬局
下ノ橋町６-８
前九年薬局
前九年三丁目16-10
こなん薬局
上田字松屋敷23-３

電話番号
632-4600
604-8002
682-0201
638-7070
662-3326
613-9871
639-8706
681-7101
637-8688
662-2877
606-0812
647-3251
681-3652
656-1366
653-5577
603-5505
648-8101
664-1115

※５月１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

■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

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
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大切な家族と、
いつまでも
これでバッチリ！

表１

犬も家族の一員。時代とともに犬と人と
の暮らしのスタイルが変化する中で、飼い
方のルールも、飼い主に求められるマナー
も変わってきました。大切な家族と楽しく
暮らすための、犬の飼い方を紹介します。
【問】生活衛生課☎ 603-8310

犬の飼い方マナー

まちをきれいに
全国的な問題に―
全国的な問題に
―

散歩時のおしっこ問題
犬のおしっこで黄色く変色した歩道脇の雪
は、かつては当たり前の風景だったかもしれ
ません。しかし、以前と比べて衛生意識が上
がった今、不快に感じる人が増えています。
市保健所にも、この冬10件の苦情が寄せら
れました。

「お出かけ前にトイレ」が新マナー
散歩の目的は犬の排せつではなく、運動や
ストレスの解消、社会環境に慣れさせること
です。愛犬と一緒にゆっくりと散歩を楽しむ
ためにも、自宅で排せつを済ませてから出掛
け、屋外でふんをした場合は必ず持ち帰りま
しょう。他にも、おしっこを洗い流す水やペ
ットシーツなどを携帯したり、マナーバンド
を着用させるなどの方法もあります。愛犬が
健康で快適に暮らすとと
もに、近所などに受け入
れられるためにもマナー
を守りましょう。

マイクロチップの登録を
６月１日㈬から、ペットショップやブリーダー
などが犬や猫を販売するときには、マイクロチ
ップの装着・登録が義務付けられます。

「マイクロチップ」ってなに？
直径約２㍉の円筒形の電子器具で、獣医師
が犬や猫の皮膚の下に埋め込みます。専用の
読み取り機で番号を調べることで、登録され
た飼い主の情報が分かるため、迷子の犬や猫
を確実に飼い主へ返すことができます。
◆飼い主の変更登録の流れ

【ペットショップなど】 【飼い主】変更登録の義務
マイクロチップ装着・
登録の義務
市への登録申請は不要

環境省ホームページ「犬
と猫のマイクロチップ登
録情報に関するQ&A」▶

６月１日以降に犬を購入したら、
変更登録を忘れずに
ペットショップやブリーダーから購入した犬
を飼い始めたときは、飼い主の変更登録が必
要です。変更登録は、環境省のマイクロチッ
プ登録サイトで簡単に手続きでき、登録証（紙
または電子データ）※１が発行されます。変更

登録をすると市のデータベースへ自動で登録
されるため、これまでのように窓口での登録
申請や、鑑札 ※２の装 着は必要ありません。
個人間での譲渡などでマイクロチップが入って
いない犬を飼い始めた場合は、これまでどお
り市への登録申請をお願いします。
※１ 登 録証は、狂犬病の予防注射を受けるときに
提示する必要があります
※２ 犬の登録手続きをすると交付される金属製の
プレートのことで、飼い犬に装着することが義
務付けられています

マイクロチップ登録
サイトでの変更登録
変更登録をしないと、購入したペッ
トショップなどが飼い主のままと
なってしまうので、お忘れなく！

狂犬病の予防接種を受けましょう
狂犬病は、発症したらほぼ 100㌫の確率
で死に至る恐ろしい病気で、ウイルスを持っ
た哺乳類にかまれることで感染します。犬を
病気から守るためだけでなく、狂犬病の感染
を予防するためにも、毎年予防接種が義務付
けられています。恐ろしい感染症から愛犬や
人の命を守り、安心して暮らすために、今年
も必ず接種を受けましょう。
接種は、集合注射会場か動物病院で受ける
ことができます。当日は、市から４月に送ら
れたはがきを忘れずにお持ちください。
【広報ＩＤ】1001666
広
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集合注射会場での接種
【開催日時・会場】11ページの表１のとおり
【費用】3300円

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更ま
たは中止となる場合があります。最新の情報は同
課に問い合わせるか、市ホームページをご覧くだ
さい

動物病院での接種
【会場】11ページの表２のとおり
【費用】各動物病院にお問い合わせください

集合注射会場では、はがきか鑑札が
ないと接種できないことがあるので
必ず持参してください。動物病院で
も、持参していない場合は手続きに
時間がかかるので注意してください

集合注射会場と日程
所在地
会場
５月16日㈪
下ノ橋町
新渡戸緑地
仙北二
虚空蔵堂境内
西仙北一
青物町自治公民館
向中野二
向中野公民館
向中野字道明 道明公民館
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館
本宮字上越場 越場自治公民館
下飯岡８
飯岡農業構造改善センター（飯岡出張所隣）
５月18日㈬
名須川町
仁王児童センター
高松一
高松の池口広場（高松公園）
緑が丘三
緑が丘児童センター
黒石野二
緑が丘地区活動センター
小鳥沢一
こまどり児童公園
北松園四
北松園小学校東出逢の広場
厨川二
北厨川住宅集会所
５月19日㈭
境田町
境田町公民館
中屋敷町
中屋敷町自治公民館
北天昌寺町
西厨川老人福祉センター
大館町
大館町公民館
中堤町
中堤町公民館
前九年二
前九年公民館
上堂三
上堂第二公民館
５月24日㈫
薮川字町村
町村活性化センター
薮川字外山
岡本商店
薮川字外山
外山地区コミュニティセンター
上米内字小浜 田鎖長一さん宅
上米内字赤坂 平商会駐車場
三ツ割四
三ツ割公民館
５月25日㈬
砂子沢６
元小笠原商店前
根田茂５
根田茂地区コミュニティ消防センター
簗川２
飛鳥停留所
川目２
大平カルさん宅
川目４
川目上地域学習センター
川目５
県北バス回転場
川目９
宇津野公民館
中野二
中野公民館
５月31日㈫
上米内字中居 上米内地区振興センター
桜台二
桜台自治公民館
上米内字道の下 庄ヶ畑地区振興センター
山岸字大平
門脇光子さん宅
浅岸一
浅岸地区コミュニティ消防センター
つつじが丘
東北銀行つつじが丘出張所跡地
６月２日㈭
三本柳12
元ＪＡいわて中央見前支所集荷場
西見前17
上通自治公民館
永井10
上永井自治公民館
津志田中央二 見前地区公民館
津志田西二
野田自治公民館
津志田町一
ビッグハウス川久保店（岩鋳側駐車場）
南仙北二
小鷹公民館
６月８日㈬
川又字赤坂
川又地区コミュニティセンター
川又字中舘
釘の平地区コミュニティ消防センター
日戸字鷹高
玉山地区健康増進施設
日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティセンター
玉山字大二子 城内４区集会所すずらん
玉山字城内
城内地区コミュニティセンター
門前寺字門前寺 門前寺地区コミュニティセンター
６月９日㈭
前潟四
土淵地区活動センター
繫字尾入野
尾入公民館
繫字北久保
北ノ浦公民館
猪去外久保
猪去振興センター
上太田細工
けやき荘
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場
下太田田端
太田地区第二コミュニティ消防センター
本宮字鬼柳
大宮町内会自治公民館
広
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時間
９：00～９：15
９：25～９：35
９：45～９：55
10：05～10：25
10：35～10：45
10：55～11：05
11：15～11：25
11：35～11：45
９：00～９：10
９：25～９：50
10：05～10：15
10：25～10：35
10：45～11：00
11：10～11：25
11：40～11：45
９：15～９：25
９：35～９：45
９：55～10：10
10：20～10：30
10：40～10：50
11：00～11：10
11：25～11：35
９：50～９：55
10：05～10：10
10：25～10：35
10：55～11：05
11：20～11：25
11：40～11：50
９：20～９：25
９：35～９：40
９：55～10：00
10：20～10：30
10：40～10：45
10：50～10：55
11：10～11：20
11：30～11：40
９：20～９：25
９：35～９：55
10：05～10：20
10：30～10：35
10：50～11：00
11：10～11：20
９：10～９：30
９：40～９：45
10：00～10：10
10：30～10：40
10：50～11：00
11：10～11：25
11：35～11：45
９：15～９：20
９：30～９：40
９：50～10：00
10：10～10：20
10：40～10：45
11：00～11：10
11：25～11：30
９：10～９：25
９：45～９：50
10：05～10：10
10：20～10：30
10：40～11：00
11：10～11：15
11：25～11：35
11：45～11：55

所在地
６月15日㈬
中太田深持
上鹿妻天沼
上飯岡22
上飯岡15
羽場１
上飯岡２
羽場14
６月18日㈯
渋民字泉田
本宮四
湯沢東一
６月21日㈫
下田字上下田
下田字頭無
下田字古河川原
下田字生出
下田字生出
下田字仲平
下田字柴沢
下田字柴沢
下田字陣場
下田字牡丹野
６月22日㈬
渋民字山屋
馬場字前田
馬場字芦名沢
巻堀字巻堀
巻堀字上桑畑
馬場字葛巻
永井字百目木
永井字永井沢
好摩字上山
６月27日㈪
大ヶ生
乙部20
乙部17
乙部29
乙部31
乙部６
門一
６月30日㈭
東安庭字小森
手代森９
手代森14
手代森20
手代森19
黒川７
黒川11
黒川22
表２

会場

時間

太田地区活動センター
上鹿妻自治公民館
前野自治公民館
上飯岡自治公民館
上羽場自治公民館
油田自治公民館
中羽場自治公民館

９：10～９：40
９：50～10：00
10：10～10：30
10：40～10：55
11：05～11：15
11：25～11：35
11：45～11：55

玉山総合事務所
盛岡市立総合プール
Ａコープ湯沢店

９：20～９：50
10：40～11：10
11：35～12：05

下田川崎地区コミュニティセンター
山田地区コミュニティセンター
生出野公民館
尻志田公民館
生出３地区コミュニティセンター
農民研修センター
柴沢地区農事集会所
松島公民館
舟田２地区コミュニティセンター
舟田地区介護予防センター

９：10～９：20
９：30～９：40
９：50～９：55
10：05～10：10
10：20～10：25
10：35～10：45
10：55～11：05
11：10～11：15
11：25～11：35
11：40～11：45

沢目多目的集会センター
前澤芳勝さん宅
前田地区コミュニティセンター
巻堀地区コミュニティセンター
桑畑集会所
姫神地区振興センター
永井野菜集荷場前
永井地区コミュニティセンター
好摩東地区コミュニティセンター

９：15～９：25
９：30～９：40
９：45～９：50
10：00～10：05
10：20～10：25
10：35～10：40
11：00～11：05
11：10～11：15
11：25～11：30

上大ヶ生自治公民館
下大ヶ生自治公民館
藤原商店前駐車場
石倉自治公民館
寺ノ下自治公民館
乙部地区公民館
門公民館

９：20～９：40
９：50～10：00
10：10～10：15
10：25～10：35
10：45～10：55
11：05～11：25
11：40～11：50

中野地区活動センター
新山自治公民館
手代森ニュータウン自治公民館
下通公民館
大沢自治公民館
峰崎公民館
黒川町内会自治公民館
たもり乙部店

９：10～９：20
９：30～９：40
９：50～10：00
10：10～10：15
10：30～10：40
10：50～11：00
11：10～11：20
11：30～11：45

動物病院一覧
病院名
松園動物病院
緑が丘動物病院
ちば動物病院
らいおん動物病院
川原動物医院
金子動物病院
ペット往診センター
せき動物病院
加賀野どうぶつ病院
ひがしペットクリニック
ムカイダ動物病院
その動物病院
あすか動物病院
盛岡グリーン動物病院
横井動物病院
盛岡どうぶつ病院
吉田動物病院
ワンニャンPointクリニック
大志田動物医院
たんぽぽ動物病院
かわむら動物医院

所在地
西松園四丁目20-２
上田堤一丁目５-13
みたけ四丁目８-55
みたけ六丁目３-３
月が丘三丁目31-５
西青山二丁目29-59
山岸二丁目12-12
青山一丁目９-３
加賀野三丁目17-３
上田一丁目３-42
長田町10-30
南大通三丁目７-５
本宮三丁目14-15
北飯岡三丁目４-38
中野一丁目29-12
津志田町三丁目１-13
津志田中央三丁目12-20
永井20-２
永井25-１
東見前８-20-５
好摩字上山18-20

電話
661-0500
661-1122
641-2099
645-0688
641-2372
647-6322
623-2656
681-6223
623-1838
626-1417
653-1861
624-5368
635-0600
601-6644
654-8866
638-1299
639-3330
618-6981
638-5556
614-2323
682-0955

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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繫小学校

繫地域で住民に長く愛され、2300人を超
える卒業生を送り出してきた市立繫小学校
（繫字舘市）。多くの人に惜しまれながら、
３月31日に閉校しました。

148 年の歴史に幕

地域と学校に感謝を込めて―

繫小学校は、明治６年に民家を借用して授
業を開始。校舎の目の前には岩手山を望む御
所湖が広がり、豊かな自然環境と地域の愛情
で子どもたちを守り育てました。以前は敷地
内につなぎ幼稚園と繫中学校も併設されてお
り、幼小中一貫教育を実践しました。昭和60
年からは、地域の郷土芸能である「つなぎ伝統
さんさ」の伝承活動に取り組み、地域の祭り
や盛岡さんさ踊りで披露してきました。

３月20日に開かれた閉校式には、卒業生
や地域の住民約160人が出席し、当時の思い
出を振り返り、慣れ親しんだ学びやに思いを
はせました。式典に出席した、同校卒業生の
村上愛子さん（81）と高橋紀子さん（79）は、
「小学生の頃は、皆でまきを運んだり草取り
をしたり、友人とさまざまなことをして楽しか
った思い出ばかり。閉校し、子どもたちのにぎ
やかな声が聞こえなくなるのが寂しいです」と、
懐かしい思い出に浸りました。

１

あい こ

のり こ

２

３

くれ あ

最後の児童会長となった卒業生の土門紅愛
さんは、
「繫小学校の大好きなところは、きれ
いな木造の校舎と全員の仲がいいところです。
人とつながり合うことの楽しさ、大切さをこの
学校で学んできました」と６年間の思い出を振
り返りました。
繫小最後の卒業生３人は、中学校に進学し、
在校生９人は４月から統合先の太田小で新し
い学校生活を送っています。

４

１：平成20年に改築した木造のレトロ調な校舎 ２：地
域の人や保護者など、多くの人が母校との別れを惜しみま
した ３：「新しい世界へ旅立ちます」と決意を述べた土
門さん ４：在校生12人が「ありがとう繫小、さような
ら繫小」と別れの言葉を発表 ５：平成４年の盛岡さんさ
踊りの様子 ６：令和２年の伝統さんさお披露目会
５

６

取材日記

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。

３

21

紺屋町番屋が
生まれ変わりました

４

２

４

材木町
「よ市」が開幕！

12

春を彩る
桜の便り

開花した石割桜

市の景観重要建造物「紺屋町番屋」が交
流・体験施設としてリニューアルオープン。
大正２年に盛岡消防よ組の番屋として建築さ
れ、平成17年まで消防団の屯所として使われ
ました。１階は軽食を楽しめるカフェや伝統
の裂き織製品などの販売コーナー、２階は予
約制で機織りなどの体験ができる工房です。
ぜひ足を運び、建築当時の建材を一部再利用
した店内の雰囲気を楽しんでみませんか。
もりけんに挑戦
（11ページに掲載）の答え
①常光寺
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広報もりおか ４. ５. １

盛岡に春の訪れを告げる「材木町よ市」
（同実行委員会主催）が開幕しました。晴天
に恵まれたこの日は、感染拡大防止対策を講
じながら約102店舗が出店。家族で訪れた佐
さ

そう ち さと

想知聡さん（材木町）は「いつも野菜や日用
品を買ったり、子どもたちと雰囲気を味わっ
たりしているので、今年の開幕も心待ちにし
ていました。これからもこのにぎやかなよ市
が続いてほしいです」と楽しんでいました。

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。

盛岡地方裁判所（内丸）の敷地内にある国
指定天然記念物「石割桜」が、昨年より７日
遅い４月12日に開花。盛岡地方気象台（山
王町）の敷地内にあるソメイヨシノの標本木
も４月14日に開花し、平年より早く盛岡に
桜の便りが届きました。本年は、盛岡城跡公
園（内丸）と高松公園（高松一）で３年ぶり
に盛岡さくらまつりが開催され、花見を楽し
む多くの人でにぎわいました。

編集後記
本格的な春の訪れとともに外出する機会が増えまし
た。新型コロナウイルスの感染予防対策をしっかり
として楽しみたいと思います。（真田）

地球環境に配慮
したインキを使
用しています。

