
撮影場所：岩手県営運動公園内、交通公園（青山四）
モデル協力：武田みゆきさん・稜
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QQ 横断歩道付近に歩行者がいます。
車を運転しているあなたは、どの
ように考えて行動しますか？

1.	横断するか分からないので、歩行者の様子を見な
　がらゆっくり横断歩道を通過してしまおう
2. 対向車も後続車もないので、歩行者がゆっくり
　安全に横断できるよう、自分は先に行こう
3.スピードが出ていて横断歩道の手前で止ま
　るのは難しいので、このまま行っちゃえ

　　　　　　　　　答えは2ページ▶

大丈夫大丈夫大丈夫
あなたのあなたの
交通ル交通ルーールル＆＆
マナマナーーはは

あなたの
交通ルール＆
マナーは

　車や自転車は、日常生活では欠かせない便利な乗り物です。しかし、ドライバーの不注意や身勝手な運転により、
尊い命が失われています。一人一人が交通ルールやマナーを意識することで、事故は避けることができます。日
に日に暖かくなり、これから外出することも多くなる季節ですが、今一度、自分自身の運転を確認してみましょう。
【問】くらしの安全課☎603-8008・交通政策課 ☎613-8538
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市政ラジオ

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。



交通ルール交通ルール＆＆マナーマナー交通ルール＆マナー

自転車
利用者の声

～「横断歩道 」「 矢羽根マーク」編～

運転者の
「チェック・ストップ」

　市では、平成 26 年度から自転車の走る方向や位置を誘
導するため、車道に矢羽根マークを設置し、自転車の走
行空間を整備しています（右の写真参照）。
　自転車は「車両」に分類され、車道を走ることが原則で
す。歩道がない道路では、白線より外側は歩行者が歩く
空間（路側帯）なので、歩行者の通行を妨げないよう、自
転車は基本的に車道の左端を走るように心掛けましょう。

　自転車は、矢羽根マークがある道路を走行するときは、
進行方向を守りながら、なるべく矢羽根マークの上を走
行するよう、心掛けましょう。また、矢羽根マークがな
い道路を走行するときも、車道の左端を走るよう注意し
ましょう。

　横断歩道を横断しようとしている歩行者がいた場合は、車や自転車
は一時停止して横断させなければなりません。守らないと、罰則が科
せられます。しかし、日本自動車連盟（JAF）が令和３年に行った全国
調査によると、信号機のない横断歩道での停止率は、岩手県で 45.7
㌫と、半数以上が、横断歩道の停止のルールを守っていません。

特に事故が起こりやすい次のような場
面で、車や自転車、歩行者それぞれの
考え方を見ていきましょう。

「「矢羽根マーク矢羽根マーク」」付近の運転のしかた付近の運転のしかた

　車の運転者が、歩行者の存在に必ず気付いていると
は限りません。手を使って意思表示しましょう。
⃝歩行者は、横断したいことを手をあげてアピールしま

しょう
⃝子どもは、体を大きく見せるためにも手をまっすぐ

上にあげましょう
⃝運転者は、手を差し出し、歩行者に横断するよう 
　合図しましょう

　歩行者が道路を渡るときは、以下のような「とまと
の約束」を実践しましょう。

　車や自転車で横断歩道を通過する時は、手前で減速
し、横断している人や横断しようとする人がいないか

「チェック」（確認）します。横断している人や横断しよ
うとしている人がいるときは、必ず「ストップ」（停止）
しましょう。

運転者も歩行者も
「ハンドコミュニケーション」

歩道の有無で標示位置が異なります

自転車も気を付けましょう

矢羽根
マークとは

車道に水色で標示されている、自転車の
走る位置や方向を示すマークのことです。

歩行者の「とまとの約束」 　横断歩道は歩行者優先です。
ドライバーは「歩行者は車が止
まってくれると考えて横断する
もの」と意識して、横断歩道の
手前では常に止まれるよう心掛
けましょう。
　車や自転車は便利な乗り物で
すが、一歩間違えば危険な乗り
物にもなります。市民の皆さん
の思いやりと譲り合いの心で、
歩行者に配慮し、安全・安心に
通行できるようにしましょう。

横 断歩道を渡ろうとしている人
がいるときでも、止まる気配

のないスピードで通過する車がいま
す。特に子どもは身長が低く、運転
者から見えにくいので、横断歩道付
近は注意が必要です。運転者は「歩
行者がいるかも」、
歩行者は「運転
者から見えて
いないかも」と
意識すること
が大切です。

交通指導員

宮　裕
ひろ

子
こ

さん

状況：歩行者用信号機があ状況：歩行者用信号機があ
る横断歩道、右折する横断歩道、右折す
る車、横断する歩行る車、横断する歩行
者、直進する自転車者、直進する自転車

横断歩道の事故の実態

32万件 535件
7割

〈歩道がない道路〉白線より車道側に標示〈歩道がある道路〉歩道と白線の間に標示

おさらいしよう！

知ってほしい

　矢羽根マークが標示されている区間を自転車以外の車
両が通行しても違反にはなりません。しかし、歩道がな
い道路の場合、車が矢羽根マークの上を走行してしまう
と、自転車は走行スペースがなくなって路側帯を走るケー
スが多くなり、歩行者に接触する恐れがあります。自転
車の走行空間を確保し、歩行者の安全を守るためにも、
車の運転手は矢羽根マークの上を走らないようにしま
しょう。また、矢羽根マークをまたぐ路上駐車も避けま
しょう。

矢羽根マークを意識しながら車の運転を

と と
ま

ルール

車両が、歩行者の横を通過するときは、安全な間隔を保持するか、または徐行しなければなりません。
また、幼児や身体に障がいのある人が通行しているときは、一時停止、または徐行してその通行を
妨げないようにしなければなりません。日本の交通死亡事故は、欧米と比べると、歩行中の死亡者
割合が高く、歩行者の安全確保が事故対策の上で最優先課題といえます。（歩行中の死亡者割合：日
本 35.2％、英国 23.2％、米国 17.7％、フランス 15.4％、ドイツ 13.8％（警察庁：令和２年））

狭い路上で、自動車が歩行者の横を
通行する場合の走り方は？

ルール

マナー マナー

皆さんは正解できましたか？ もし知らないルールやマナーがあったら、今日から実践しましょう。

A 表紙の答え

どの考えも
間違いです

いくつ知っている？

通 学やクラブ活動で、ほぼ
毎日、自転車を利用しま

す。矢羽根マークの道は、自転
車の通る道だとはっきりと分か
るので、安心して走れますね。
一方で、矢羽根マークゾーンを
またぐ路上駐車の車をよける時
に、怖い思いをしたこともあり
ます。交通ルールを守るのはも
ちろんですが、自転車と車、そ
れぞれがお互いを思いやれるよ
うになると、事故も減り、誰も
がもっと気持ちよく通行できる
と思います。

松本  虎
こ

太
た

朗
ろう

さん
盛岡第一高２年

市　長
コラム

罰　則 ３カ月以下の懲役又は５万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金

違反点数 ２点（横断歩行者等の妨害等）

反則金 大型 1万2000円、普通 9000円、
二輪 7000 円、原付 6000円

ルール 一時停止しなかったときの罰則など
（道路交通法第 38 条１項）

道路交通法第38条第1項

●●…横断する前は止
と

まります
●●…車が近づいていないか、
　　 よく見て待

ま
ちましょう

●●…道路へ飛
と

び出しません

と
ま

と

横断歩道の安全な利用のしかた横断歩道の安全な利用のしかた

歩行者用信号が青なので、
当然、車が一時停止するだろう

▶▶右折車は、前の車につられて、
　横断歩道で一時停止しないことも

平成29年から令和３年までの
５年間で、自動車と歩行者が衝
突した交通死亡事故は全国で
5052件。その約７割の3588
件が、歩行者が横断中に発生。

歩行者用信号が点滅して
いるので、自転車や歩行
者は横断しないだろう

手を挙げているから、
車が止まってくれるだろう

▶▶小さい子どもは、小さい子どもは、
　運転席から見えないことも　運転席から見えないことも

▶▶スピードを出して横断スピードを出して横断
　するのは、歩行者に　するのは、歩行者に
　とっても危険　とっても危険

▶▶点滅でも急いで横断する点滅でも急いで横断する
　自転車や歩行者がいる　自転車や歩行者がいる

横断歩道を渡ろうとする歩行者が
いるときは、「車両等は横断歩道
の直前で一時停止し、歩行者
の通行を妨げないように」
するのがルールです。

取り締まり
を強化

違反件数

市内での
人身事故

横断中の
交通死亡事故

国内の横断歩行者等妨害等違反の摘発
件数は年々増えており、平成29年は14
万5292 件、令和３年には 32 万5796
件（平成29年の約2.2倍）。

令和３年は、535 件の人身事故
が発生し、うち、死亡事故は６件。
人身事故は、令和２年に比べ 60
件（約13％）の増。

自動車

急いで横断すれば
間に合うだろう

自転車

歩行者（子ども）

歩行者（大人）

マナー 自転車が歩道を走行する際に、左右どちら側の歩道を通行するかの規定はありませんが、
狭い歩道スペースの中で自転車同士が交差するのは大変危険です。そのため、市では独
自に「盛岡マナー」として、左側の歩道を走るよう呼びかけています。

自転車の「盛岡マナー」とは？QQ
A

ルール
車道を走行している場合は、自動車の信号に従いましょう。自転車通行可能な歩道から横断歩道を渡
るときは、歩行者がいない場合は乗ったまま通過できます。歩行者がいるときは、その信号に従って、
自転車を降りて押して渡りましょう。

自転車の信号の見方は？QQ
A

QQ

A

①標識や標示によって、自転車が歩道を通行できるとされているとき（右の標識）
②自転車の運転者が、13歳未満の人、70歳以上の人または車道の通行に支障がある
　身体に障がいのある人であるときなど

自転車は歩道を走っていいの？QQ
A ルール

自転車が歩道を
通行できる場合の標識

盛岡マナー

？

横断歩道で止まりましょう

交差点、それぞれの心の声

【道路交通法第18条 第２項および 同法第 71条第２号】

　【道路交通法第４条第４項および道路交通法施行令第２条第１項～第５項】

うっかり間違えないよう要注意！ QQ＆A交 通 安 全 の

撮影場所：大通三 撮影場所：清水町

自転車は「車両」です。歩道と車道がはっきりと区別されている道路では、
車道の左側を通行しなければいけません。【道路交通法第 17 条第１項】
ただし、次の場合には、歩道を通行することができます。【道路交通法第 63 条の４第１項】

２ 広報もりおか ４. ６. １ 広報もりおか ４. ６. １ ３
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６月から 10 月までは、集中豪雨や台風による洪水や土砂災害が発生しやすい時期です。水の災害から自分自身
や大切な人を守るためには日頃の備えがとても重要です。身の回りで起こりうる災害の危険性や、取るべき避難行
動を前もって確認しましょう。　【問】危機管理防災課 ☎ 603-8031

　安全に避難するために、気象情報や川の水位の情報収集の方法を確認しておき、気象などの正しい
情報を把握しましょう。

災害の心構えを
高める

情報収集

危険な場所から
高齢者などは避難

高齢者等避難

危険な場所から
全員避難

避難指示

命の危険
直ちに安全の確保を

緊急安全確保

　防災気象情報や気象庁の「早
期注意情報（警報級の可能性）」
などの最新情報に注意し、災害
への心構えを高めましょう。

　高齢者など避難に時間がか
かる人は避難します。普段から
相談し、親戚や知人宅で安全な
場所がある場合はそこに避難
しましょう。避難先がない場合
は、開設している市の指定避難
所などに避難しましょう。

　近所に逃げ遅れがないか声
を掛け合い、避難しましょう。

　すでに安全な避難ができな
い命が危険な状況です。 建物
の上階や崖から離れた部屋に
移動しましょう。

　気象情報などを確認しなが
ら避難する場所や避難経路、情
報の入手手段、避難のタイミン
グの再確認などをしましょう。
また、避難時の荷物をすぐに持
ち出せるよう準備しましょう。

自らの避難行動を
確認する

避難準備

1
 警戒レベル

3
 警戒レベル

4
 警戒レベル

5
 警戒レベル

2
 警戒レベル

　市からの避難情報の種類や警戒レベル、状況に応じた避難行動を確認しておき、いざという時にす
ぐに動けるようにしましょう。万が一の災害に備え、一人一人がどのタイミングでどのような行動を
とるかを整理したオリジナルの避難行動計画「マイタイムライン」を作成しておくと安心です。作成
例を参考に、前もって作成しましょう。

　自宅はもちろん、勤務先や学校がある場所の危険性や想定される災害を「盛岡市防災マップ」や
「もりおか便利マップ」で確認しましょう。

盛岡市防災マップ
　平成30年に各家庭に配布し、市ホームページでも公開しています。自宅や勤
務先、学校がある場所、いつも通るルートなどを確認しましょう。色が
塗られていなくても、川や崖の近くに住んでいる人は避難情報を参考
に必要に応じて避難しましょう。

もりおか便利マップ
　インターネット上の地図で洪水・土砂災害ハザードマップや、火山・地
震危険度マップ、指定避難所などを確認できます。

　安全な場所にいる人は、無理に指定避難所などに行く必要はありません。また、避難先は、市の指定避難所などだけとは限りません。
親戚や知人宅など、状況に応じて安全な場所はどこなのか考えて避難しましょう。

●●テレビやインターネットで気
象情報をチェック

●●非常時持ち出し品や家庭内備
蓄の確認

●●感染症対策としてマスクやア
ルコール消毒液なども準備

●●1週間分の薬を病院・薬局に
受け取りに行く

●●家族全員の今後の予定を確認

●ハザードマップなどで避難す
る場所や、避難経路を再確認

●川の水位や通行止め情報など
をテレビやインターネットで
確認

●携帯電話・スマートフォンの
充電を確認

●安全な場所にある親戚・知人
宅に避難が可能か確認

マイタイムライン
作成例

●メールなどで「高齢者等避難」
を受信

●川の水位をテレビやインター
ネットで確認

●家族と連絡を取り、居場所を
確認

●テレビやインターネットで指
定避難所の開設状況を確認

●避難に時間がかかる人は早め
の行動を

●メールなどで「避難指示」を
受信

●開設している指定避難所や親
戚・知人宅への避難を完了する

●川の水位をテレビやインター
ネットで確認

●身の安全を確保する。命を守
る行動を最優先に

●逃げ遅れた場合、近くの浸水
が想定されない場所で身の安
全を確保する

　気象情報や避難情報は、全国共通の 5 段階の警戒レベルに合わせて提供されます。
身の危険を感じる場合は、早めの避難行動を心掛けましょう。

防災気象情報と 段階段階の災害警戒レベル

事前準備 「もしも」に備える3つのPointをお知らせします。
ポ イ ン ト

指定緊急避難場所と指定避難所
　「指定緊急避難場所」は、災害の危険から緊急的に逃れるために指定された場所です。一方、「指定避難所」は、
避難した人が浸水や土砂崩れなど災害の危険性がなくなるまで一時的に滞在する場所で、災害発
生の恐れが高い地域から順次、開設します。災害発生時は、市ホームページやテレビなどで、避難
所開設状況を確認しましょう。

違いを知っておこう！

レベル44
までに

全員避難！

　気象状況が悪化している
状況。

洪水 氾濫注意情報
土砂 大雨注意報

盛岡市防災マップ

　今後の気象状況が悪化
する恐れがあるため、情報
に注意する。

出典：気象庁ホームページ

　川の急激な増水など、災
害の恐れがある状況。

洪水 氾濫警戒情報
土砂 大雨警報

指定避難所の一例

　橋の下まで水が迫ってい
るなど、災害の恐れが高い
状況。

洪水 氾濫危険情報
土砂 土砂災害警戒情報

松川（鵜飼橋）（平成28年8月）

　水が堤防を超えてくるな
ど、災害発生または切迫し
ている状況。

洪水 氾濫発生情報
土砂 大雨特別警報

繫地区（平成25年8月）

諸
も ろ

葛
く ず

川などの洪水浸水想定区域について　
　令和４年３月22日に、諸

もろ

葛
くず

川と木
と

賊
くさ

川、芋
いも

沢
さわ

川（矢巾町）の洪水浸水想定区
域が指定されました。区域図は岩手県ホームページで確認できます。
市では今後、市ホームページやもりおか便利マップへの掲載を予定し
ています。

●いわてモバイルメール　
　メールアドレスを登録することで、気
象情報や避難情報が携帯電話やスマー
トフォンなどに配信されます。岩手県で
運用しているものを活用し、
市からも情報を配信してい
ます。

●防災行政無線（玉山地域のみ）
　屋外に設置しているスピーカーや、戸
別受信機で伝えます。

●緊急速報メール（エリアメール）
　気象庁などが配信する「特別警報」「洪
水警報」や市が配信する「避難情報」など
を、対象エリアの携帯電話・スマートフォ
ンに一斉に送信します。

●ラヂオもりおかの
自動割り込み放送

（盛岡地域など）
　緊急時には通常の放送に割り込みし、
避難情報などを提供しています。

●Y
ヤ フ ー

ahoo！防災速報アプリ
　避難情報や豪雨予報など、
市の災害に関するさまざまな
情報を確認できます。

●いわて防災情報ポータル
　気象情報や避難情報、避難所の開設
状況などを確認できます。

●岩手県土砂災害
警戒情報システム

　土砂災害警戒情報や土砂
災害危険度情報などを確認
できます。

●市ホームページ
　避難時の行動や各種災害への備えな
どを確認できます。避難所の開設状況
などもお知らせします。

●市公式T
ツ イ ッ タ ー

witter
　避難情報などをお知らせします。

●テレビのデータ放送
　NHKではリモコンのdボタンを押すと、
河川の水位などが確認できます。

●気象庁「キキクル」
　雨による災害の危険度を５
段階で色分けして、地図上に
リアルタイムで表示します。

●岩手県
河川情報システム

　川の水位が確認できます。

取るべき行動
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【問】消費生活センター☎624-4111
悪質商法撃退キャラ
クター  がんがんくん

「簡単に稼げる」おいしい話はありません！

万が一トラブルに遭ったときは、
同センターへご相談ください

　コロナ禍で社会情勢が変化する中、自宅でできる副業や投資
をインターネットで探す人が増え、トラブルも多発しています。
実際の事例と注意点を紹介します。

ＣＡＳＥ１

副業・投資のトラブル多発中

ＣＡＳＥ２ ＣＡＳＥ３
　「インターネットで人の相
談に乗るだけでお金を稼げ
る」と勧誘され、登録料を支
払った。紹介された人の相談
に乗った後、報酬を支払うた
めにはポイント購入が必要と
言われ、クレジットカードで
支払うも、結局報酬はもらえ
なかった。

　１日10分の簡単な作業で
月100万円稼げるという広告
を見て申し込んだ。マニュア
ル代として10万円支払った
が、内容に納得できず問い
合わせたところ、
サポート契約で
さらに40万円か
かると言われた。

　「仮想通貨への投資で必ず
もうけられる」と言われ、取
り引きに必要なアプリを購入。
全く利益が出ず、残った仮想
通貨を現金化するには、本人
確認が必要と言われ、免許証
のデータを送った
が、結局現金を引
き出せなかった。

ここに注意！

・登録料や利用料など、さま
　ざまな名目でお金を払わせ
　るのが詐欺サイトの特徴
・怪しい業者に個人情報が渡
　ると、さらなる詐欺や架空
　請求につながる可能性も
・クーリングオフ制度で解約
　できる場合も
　　  詳しくはこちら▶

収入
47億5200万円

支出
46億  600万円

外来収益
９億

2300万円
その他

14億3000万円  

給与費
25億8442万円

材料費
６億

6934万円 
その他

13億5224万円

令和４年度

市立病院 の 予算

重点施策

収益的収支

資本的収支

日常の病院経営に必要な経費

施設整備や医療機器の購入などに必要な経費

借入金
３億

3180万円
出資金

２億7019万円 

借入元金の返済
５億7312万円

収入
９億  621万円

支出
９億  621万円

建設改良金
３億

3180万円

負担金など
３億422万円

貸付金
129万円

入院収益
23億9900万円

▶「患者中心の医療」の推進
　患者の立場を尊重し、理解と納得に基づいた医療を行い、
安全な医療と快適な療養環境を提供します。
▶「地域医療連携 」の推進
　地域の医療機関や介護施設と連携し、地域医療のニーズ
に沿ったきめ細かな医療を提供します。
▶「経営改善」の推進
　全職員による経営改善の取り組みを進めます。 純利益　2879万円

（最終的な病院事業会計の黒字額）

収支差額
１億4600万円

　本年度は「第４次経営改善計
画（令和元年度～令和４年度）」
の最終年度となります。感染症
指定医療機関として、引き続き、
感染症医療の提供やワクチン接
種を実施すると共に、一般診療
との両立を図っていきます。ま

た、地域医療を支える公立病院
として、新型コロナ終息後にお
いて、地域に必要とされる持続
可能な病院経営を実現するため、
経営基盤の強化と効
率的な経営に向けた取
り組みを進めます。

　本年度の市立病院の予算などについて
お知らせします。

【問】市立病院総務課☎635-0101

雨水の処理も私たちの暮らしの
ために大事よね！

いろいろな手入れをしているから
安心して水道が使えるんだね！

令和４年度

上下水道局キャラクター
水道ぼうや

水道　下水道事業

詳しい予算状況は、市上下
水道局ホームページをご覧
ください

詳しい予算状況は、市上下
水道局ホームページをご覧
ください

水道料金などの収入①安全で安心な水道水を
皆さんへ届けます 79億５千万円

水道水をつくって家庭な
どに届ける費用

②

64億円

①と②の差

・国からの補助金など
・過去の蓄えなどの一部

③

④

15億５千万円

49億８千万円

③と④の合計
65億３千万円

51億７千万円

13億６千万円

（内訳）
将来に向けた施設整備など

過去の借入金の返済

下水道使用料などの収入①
84億５千万円

①と②の差 １億円

新たな借入金⑤
13億１千万円

水道
事業

下水道
事業

下水をきれいにして
川へ戻します

老朽化した配水管の更新、未給水地
域の解消、医療機関への配水管の耐
震化など

浄水場などの施設の整備や更新

配水管施設の整備　    33億８千万円

浄配水場施設の整備   10億４千万円

県が運営している下水道処理施設の
維持管理費の負担

流域下水道の費用　    20億８千万円

汚水管・雨水管の維持管理や修理など
下水道管の維持費用　４億５千万円

下水を処理するための施設の維持管
理や修理など

ポンプ場などの維持費用
　　　　　　　　　　３億８千万円

検針や支払窓口の費用
　　　　　　　　　　２億１千万円
検針や使用料の徴収など

支払利息　　　　　　４億９千万円
過去の借入金の利息返済

上下水道局キャラクター
下水道あいちゃん

主な使い道

下水をきれいにして川に
戻す費用

②

83億５千万円

③

予算

汚水管※１の設置や改修、未整備地区
の汚水管の整備など

汚水管きょの整備　 　　　   15億円

長寿命化対策　　　　１億２千万円
下水道管などを長く使うための改築
工事など

※１ お風呂やトイレなどで使用した水を   
         流す管
※２ 雨水などを流す管

雨水管きょの整備　　４億４千万円
雨水管※２の設置や改修、浸水被害の
防止、内水ハザードマップの作成など

主な使い道

主な使い道水道水を作る作業や浄水場の維持管理、修理
など

浄水などの費用　　 　　　　   12億１千万円

配水管・給水管の維持管理や修理など
配給水の費用　　　　　　　　８億２千万円

検針や料金の徴収など
検針や支払窓口の費用　　　　４億７千万円

過去の借入金の利息返済
支払利息　　　　　　　　　　１億４千万円

主な使い道

・国からの補助金など
・市の負担金
・過去の蓄えなどの一部

④

36億２千万円

③～⑤の合計 50億３千万円
（内訳）
将来に向けた施設整備など

過去の借入金の返済
21億７千万円

28億６千万円

　上下水道局は、災害に強い安定した水道水の
供給と、良好な水循環を目指した下水の処理を
続け、市民の皆さんに信頼される経営に努めま
す。水道事業と下水道事業について、令和４年
度予算の概要をお知らせします。
【問】上下水道局経営企画課
　　   ☎623-1411（内線6234・6235）
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 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

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：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

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげきサロン
お茶を飲みながら、気軽におしゃ
べりを楽しみませんか。

 ６月７日～2８日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参　

 1035220
■もりげきライヴ
結成43年のバンドW

ウ ェ ン ズ デ イ

ednesday
が出演します。

 ６月15日㈬19時～20時半
 60人※高校生以上
 前売り1000円、当日

1200円
 電話・窓口・応募フォ

ーム：受け付け中
■防災そばっち号がやってくる！
　～体験から考える地震への備え～
もりおか八幡ぽんぽこ市で、地震
体験車に乗って実際の揺れを体感
しながら、災害について考えます。

 ６月19日㈰11時半～、13時半
～、14時半～

 市消防団第４分団前（八幡町）
 各10人
 1039858

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン
　プロムナードコンサート
演奏を気軽に楽しめる入場無料の
ミニコンサート。

 ７月７日㈭19時～19時半
 350人　
 全席指定。整理券が必要
 ６月15日㈬９時から同ホールの

他、盛岡劇場（松尾町）、キャラホー
ル（永井24）、姫神ホール（渋民字鶴
塚）で整理券を配布※１人４枚まで

 1039856
■パイプオルガン演奏体験講座
好きな曲を自由に演奏したり、オ
ルガニストのレッスンを体験でき
ます。

 ７月26日㈫13時半～19時50
分、27日㈬14時～20時20分、28
日㈭10時～11時50分

 23組※小学３年生以上の鍵盤
楽器経験者

 演奏体験1000円、レッスン体
験1500円※１組20分

 同ホールや各公民館などに備え
付けの申込用紙に必要事項を記入
し、６月17日㈮から７月３日㈰まで
に提出※定員を超えた場合は抽選

 1031270

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■シニア元気教室
　「はじめてのスマホ体験講座」
貸し出し用のスマートフォンを使っ
て、操作方法などを学びます。

 ７月７日㈭10時～11時半
 18人※60歳以上
 往復はがき：６月23日㈭必着
 1033441

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

①☎683-3526②☎683-2354
 kouza-himekami@mfca.jp

①姫神ホールふれあいコンサート
　「自衛隊北部航空音楽隊演奏会」
同音楽隊による吹奏楽コンサート。

 ６月26日㈰14時～16時
 全席指定。整理券が必要
 ６月14日㈫から同ホールや市民

文化ホール(盛岡駅西通二)などで
整理券を配布※１人２枚まで

 1026645
②健康講座　免疫力U

アップ

P
ヨガやエアロビクスで、自分の体と
向き合います。

 ７月２日・16日・30日、土曜、全
３回、10時～11時

 20人※18歳以上
 1100円
 往 復はが

き・メール：６月
18日㈯必着

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ６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・中・高校生

 ４回コース3300円
 電話・窓口：随時受け付け
 1036207

●利用制限のお知らせ
大会や施設メンテナンスのため、
次の期間は一般開放はありません。

 ６月５日㈰・11日㈯・12日㈰・
24日㈮～７月１日㈮※６月27日㈪
は会議室と研修室のみ、６月28日
～7月1日はサブプールと会議室、
研修室のみ利用できます
●サブプール開設のお知らせ
次の期間で開設します。

 ６月28日㈫～８月31日㈬、10
時～17時

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■ルーシーダットン教室
独自の呼吸法とポーズを取り入れ
たタイ式健康体操をします。

 ６月22日～８月31日、水曜、全
６回、10時半～11時半

 15人※高校生を除く18歳以上
 4422円
 電話：６月４日㈯10時から
 1024277

■トレーニングカウンセリング
 ６月23日㈭・29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：６月６日㈪10時から
 1025948

■骨盤ストレッチ
骨盤の動作を整えるストレッチな
どをします。

 ６月28日～８月２日、火曜、全
５回、10時半～11時半

 15人※50歳以上の女性　
 2750円
 電話：６月６日㈪10時から
 1031450

■ランダムに体幹トレーニング
ボクシングなどの動きを取り入れ
た有酸素運動と全身を使った筋力
トレーニングをします。

 ７月４日㈪10時半～11時半
 10人※高校生を除く18歳以上
 550円
 電話：６月６日㈪10時から
 1037074

■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や
エアロビクスをします。

 ７月８日㈮14時10分～15時10分
 20人　  550円
 電話：６月６日㈪10時から
 1039844

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
 ６月14日㈫・15日㈬、全２回、

16時半～18時
 10人※小学生～60歳
 2500円
 電話：６月４日㈯10時から
 1036965

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■パラスポーツチャレンジ
気軽に楽しめる卓球バレーやボッチ
ャを体験します。

 ６月28日㈫13時半～15時
 40人　  110円
 電話：６月４日㈯10時から
 1039846

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505
 chuo.ph@city.morioka.iwate.jp

■月釜茶会
三
さ ん

彩
さ い

流
りゅう

彩
さ い

茗
め い

会
か い

と江
え

戸
ど

千
せ ん

家
け

不
ふ

白
は く

会
か い

に
よる茶会。

 ６月19日㈰９時半～15時
 1000円　  1000672

■図書室展示「アートを読む」
芸術書や絵画・音楽をテーマにした
小説や評論集の展示と貸し出し。

 ６月21日㈫～７月29日㈮
 1039857

■ 公開講座「今、伝えたいこと～東
日本大震災を経験して～」

震災体験を通しての防災意識とこ
れからの生き方についての講演。

 ７月16日㈯10時～11時半
 100人
 ファクス・応募フォーム・メール：

７月５日㈫必着※電話でも受け付
けます。受付時間は火曜～金曜の
10時～19時と土曜・日
曜の10時～17時

 1035226

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■エンジョイ！生き生きライフ
高松の池周辺の自然観察や天台寺
（二戸市）の歴史と漆文化、コーヒ
ーの歴史と楽しみ方を学びます。

 ６月23日㈭・７月22日㈮・８月
４日㈭、全３回、６月23日は10時
～12時、７月22日は９時～16時、
８月４日は13時半～15時半

 ６月23日は同館と高松の池、
７月22日は二戸市、８月４日は
N

ナ ガ サ ワ

agasawa C
コ ー ヒ ー

OFFEE（上田一）
 14人　  2800円
 往復はがき：６月９日㈭必着
 1019360

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園を学ぶ
松園地区にある公共施設の歴史や
役割について学びます。

 ７月５日㈫・12日㈫、全２回、５日は
10時～11時半、12日は13時半～15時

 ５日はクリーンセンター（上田
字小鳥沢）、12日は県立博物館(上
田字松屋敷)※いずれも現地集合

 15人　  310円
 電話：６月４日㈯９時から
 1039602

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

■ 初めての方でも安心！らくらくス
マホ教室

スマートフォンの基本的な操作と活
用方法を学びます。スマートフォン
がない人には無料で貸し出します。

 ６月16日㈭13時半～15時半
 10人
 電話：６月３日㈮10時から
 1022785

■絵画体験講座「簡単な静物画」

コップやマグカップを鉛筆で立体
的に描くコツを学びます。

 ６月17日㈮10時～12時
 10人　
 電話：６月６日㈪10時から

■体験講座「はじめてのギター」
ギターの基本的な弾き方を学びま
す。ギターがない人には無料で貸
し出します。

 ７月２日㈯13時半～15時半
 乙部農業構造改善センター（乙

部６）　  15人
 電話：６月17日㈮10時から

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文土器をつくろう
粘土で好きな形の縄文土器を作ります。

 ６月19日㈰９時半～12時
 ６人※小学生以上。小学生は保

護者同伴
 350円
 電話：６月５

日㈰10時から
 1009438

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■「原敬を想
お も

う会」講演会
達増拓也知事による「原敬首相の
願い、日本国民の願い」と題した
講演。

 ６月19日㈰14時40分～16時10分
 サンセール盛岡（志家町）
 100人程度　  1029224

男女共同参画週間パネル展
男女共同参画推進室　☎626-7525
  6月３日㈮~16日㈭は市役所

本庁舎本館１階エレベーターホー
ル、６月28日㈫～７月10日㈰は西
部公民館（南青山町）

 1016163

気候変動対策パネル展
～もりおかゼロカーボン2050～

環境企画課　☎626-3754
 6月８日㈬~26日㈰９時～18時※

土・日曜は17時まで
 都南図書館（永井24）
 1022873

あゆ釣り教室
観光課　☎626-7539

 ７月３日㈰８時半～11時
 中津川河川敷（与の字橋～毘

び

沙
し ゃ

門
も ん

橋）

 30人※小学４年生以上の初心
者。小学生は保護者同伴

 2000円
 はがき：必要事項の他、あゆ用

釣り竿の有無を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所観光課あ
ゆ釣り教室係へ送付。６月15日㈬
必着。釣り竿を提供できる人は同
課までご連絡ください

 1025619

盛岡芸妓お座敷体験講座
もりおか町家物語館　☎654-2911

盛岡芸
げ い

妓
ぎ

による踊りや唄をお座敷
で体験します。

 ７月９日㈯10時半～12時
 もりおか町家物語館（鉈屋町）
 20人※新型コロナワクチンを３

回接種済みの人
 6000円※料亭京極（大通一）

の持ち帰り弁当付き
 同館とプラザおでって（中ノ橋

通一）で６月８日㈬10時からチケ
ットを販売

 1036432

啄木の里ふれあいマラソン大会

　　　  種目・参加資格

【種目】ハーフ、10㌔、５㌔、３㌔（家
族ペアの部あり）の４種目18部門
【参加資格】アマチュア競技者。
家族ペアは、５歳～小学生と保
護者、中学生以下のきょうだい、
夫婦のいずれか

 ９月４日㈰９時15分スタート予定
 小・中学生1000円、高校生1500

円、一般3500円、家族ペア4000円
 ７月15日㈮まで。詳しくは、事務

局に問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

 同大会実行委員会事務局☎683-
1636　  1007660

　色とりどりの装束をまとっ
た馬コが、鈴の音を響かせな
がら行進し、南部盛岡地域の
初夏を鮮やかに彩ります。
　今年の開催は６月11日㈯。
行進コースと通過予定時刻は
図のとおりです。

 観光課☎613-8391
 1035266

チャグチャグ馬コ

郷土芸能パレード
　同日11時50分から、金属工業
会館前（大通三）から御田屋清水
（大通一）までの区間で、郷土芸
能団体などがチャグチャグ馬コ
の手踊りを披露します。

※行進コース周辺で大規模な交通規
　制を実施しますので、ご協力をお
　願いします。詳しくは、市ホームペ
　ージをご覧ください
※新型コロナウイルス感染防止のた
　め、マスクの着用・隣の人との距離
　の確保・飲食時の会話の自粛にご
　協力をお願いします

参加者募集！

を開催します！
図　馬コの行進コースと通過予定時間
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広　告 広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

もりおかインフォ
オペレーター講習の受講料、遠隔
操作等草刈機本体の取得経費の一
部を補助します。対象や申請方法
など詳しくは市ホームページをご
覧ください。

 申請期間：６月１日㈬～30日㈭
17時まで

 1039717

国際交流事業への補助
文化国際課内、盛岡国際交流協会

☎626-7524

国際交流や国際協力などの事業を
市内や海外で実施する民間団体に
補助金を交付します。対象事業や
申請方法など詳しくは、盛岡国際
交流協会のホームページをご覧く
ださい。

 受付期間：６月６日㈪９時～12
月27日㈫16時

 補助額：対象経費の
半額※１団体10万円が
上限

都市景観賞写真パネル展の開催
景観政策課　☎601-5541

これまでに都市景観賞を受賞した
建築物などの写真を順に展示します。

 ①６月３日㈮12時～10日㈮10
時半②６月10日㈮14時～17日㈮
10時半③６月17日㈮14時～24日
㈮10時半④６月24日㈮14時～７
月１日㈮12時

 ①盛岡駅２階わんこロード（盛
岡駅前通一）②中央公民館（愛宕
町）③都南公民館（永井24）④渋
民公民館（渋民字鶴塚）

太田支所が一時移転します
市民登録課　☎626-7501

大規模改修工事に伴い、太田支所
が６月20日㈪から旧JAいわて中
央厨川活動センター（上厨川字横
長根）に移転します。現在の場所
での業務は６月17日㈮まで。移転
後の業務内容と受付時間、電話番
号に変更はありません。

 1039802

市立図書館の臨時窓口の移転
市立図書館　☎661-4343

休館中の市立図書館（高松一）の
臨時窓口は工事に伴い上田公民館
（上田四）に移転します。※窓口
は状況により休止する場合があり

林業振興審議会委員
林政課　☎626-7541

総合的な林業施策の推進について
調査・審議する委員を１人募集しま
す。任期は7月1日㈮から２年間です。

 次の全てに該当する人①林業
振興施策に関心がある②市内に１
年以上住んでいる③平成16年7月
1日以前生まれ④平日の日中に行
われる会議（年１・２回程度）に出
席できる⑤市の他の審議会などで
委員を務めていない

 市役所若園町分庁舎５階の同
課や本庁舎１階の窓口案内所、各
支所、公民館に備え付けの応募用
紙に必要事項を記入し、〠020-
8531（住所不要）市役所林政課へ
郵送または持参。6月15日㈬消印
有効。持参は同日17時まで

 1030646

ごみ減量資源再利用
推進会議委員

資源循環推進課　☎626-3733
 sigen@city.morioka.iwate.jp

ごみ減量や資源再利用の推進につ
いて意見する委員を２人募集します。
任期は7月27日㈬から２年間です。

 次の全てに該当する人①市内に
１年以上住んでいる②平成16年４
月1日以前生まれ③過去にこの会
議の委員を務めていない④市の他
の審議会などで委員を務めていな
い⑤平日の日中に行われる年２回
程度の会議に出席できる

 市役所若園町分庁舎３階の同
課や本庁舎１階の窓口案内所、各
支所に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し、〠020-8531（住所
不要）市役所資源循環推進課へ郵
送または持参。メールでも受け付
けます。6月27日㈪消印有効。持
参・メールは同日17時45分まで

 1039998

二十歳のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046

 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年開催する「市二十歳のつどい」
を企画・運営する実行委員を募集
します。活動日は、７月から来年１
月までの火曜か水曜、18時半~20

時半です。
 20人程度※市内在住の平成14

年４月２日～平成15年４月１日生ま
れの人、または運営に参加したい人

 市役所都南分庁舎３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応募用紙に必要
事項を記入し、〠020-8532（住所
不要）市役所生涯学習課へ郵送ま
たは持参。メールでも受け付けます。
６月28日㈫必着。持参は同日17時
まで

 1003285

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

薮川地区でそばの作付けができる
①貸し農園と②オーナー農園の利
用者を募集します。収穫したそば
の実を使ったそば打ち体験や試食、
そば粉付きです。貸し出す農園の
場所など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。※①②合計で
先着40区画、１区画50平方メートル

 利用期間：６月～11月
 ①3000円②5000円
 電話：６月１日㈬９時から
 1008209

盛岡国際俳句大会の作品
盛岡国際俳句大会事務局　☎613-8465
同大会の俳句を募集します。題材
は盛岡にちなんだ四季の句か、自
由題材の四季の句です。

 投句料：３句１組1500円（入選
句集付き）※高校生以下と英語部
門は無料（入選句集なし）

 各支所などに備え付け、または
同大会のホームページからダウン
ロードした専用投句用紙に楷書で
記入し、〠020-8566（住所不要）　
ＩＢＣ岩手放送内「盛岡国際俳句大
会運営事務局応募作品
集約係」へ郵送。８月31
日㈬消印有効

スマート農業機械の
取得経費などの補助

農政課　☎ 613-8458
農業用ドローン本体の取得経費や

お知らせ

ます
 ７月12日㈫～令和６年３月(予

定)、９時～17時※月曜と年末年始、
１月４日、４月１日を除く。月曜日
が祝日にあたる場合は翌平日
▶臨時窓口の閉鎖
臨時窓口の移転に伴い、７月４日
㈪～11日㈪は市立図書館の臨時
窓口を閉鎖します。この期間の本
の返却は市立図書館玄関脇のブッ
クポストに入れてください。７月12
日㈫以降は上田公民館内の臨時
窓口に返却してください。

 1039992

児童手当の手続きをお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

更新手続きの案内が届いた人は６
月に更新手続きが必要です。忘れず、
手続きをお願いします。詳しくは、お
問い合わせください。

 1031324

65歳以上世帯類型調査に
ご協力を

地域福祉課　☎ 626-7509
保健指導や避難支援などに活用す
るため、市内の65歳以上の人を対
象に民生委員・児童委員が、電話
や訪問により調査します。

 実施期間：６月～７月下旬　
 1001096

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産などをＫＳ
Ｉ官公庁オークションで公売します。
公売物件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 ▶せり売り：７月５日㈫13時～
７日㈭23時▶入札：７月５日㈫13
時～12日㈫13時

 ６月10日㈮13時～28日㈫23時
 1010803 

家屋の全戸調査を実施
資産税課　☎ 613-8403

固定資産税を適正に課するための
調査を７月~10月下旬に実施しま
す。身分証を携帯した調査員が、固
定資産税が課されている家屋を外
観から確認します。

 1000524

募　集

 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

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。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付
相談

①６/９㈭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２階）
②玉山総合事務所税務住民課

納税課
☎613-8463

市民無料
法律相談★

６/13㈪・27㈪
10時～15時 広聴広報課（市役所本庁舎

６階）

広聴広報課の予
約専用ダイヤル
☎626-7557

無料法律
相談★

６/８・15・22・29、
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

空き家・
不動産相談☆

６/８㈬
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

補聴器相談☆ ６/16㈭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

★�要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け　☆�要事前申し込み　

　　　　

新型コロナワクチン ３回目 接種のお知らせ
　新型コロナワクチンの２回目接種から一定期間が経過すると、ワクチン
の効果が低下することが示唆されています。感染拡大防止のため、３回目
接種をご検討ください。

個別接種

集団接種（３回目接種の追加日程）

 12歳以上※ファイザー製（12歳以上）、武田/モデルナ製
（18歳以上）

 1038798 詳細はこちら☞

 ６月11日㈯・12日㈰　 �SGプラザ（青山四）
 18歳以上※武田/モデルナ製　 �1035726

・インターネット予約
予約はこちら☞

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

（通話料無料）
�９時～18時（土・日、祝日を含む）

・電話予約

・Ｌ
ラ イ ン

ＩＮＥ予約
予約はこちら☞

☎�0120-220-489

もりおかプレミアム付商品券スマートもりおかプレミアム付商品券スマートSS
サ ン ササ ン サ

ANSAANSA
対象拡大！対象拡大！

 岩手県建築住宅センター確認評価局　☎623-4420

　６月１日㈬～11月30日㈬の期間中に販売価格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の購入申し込みの対象を拡大し、
市民以外の人も購入できるようになりました。申し込み方法など詳しく
は、市ホームページまたは市役所本庁舎１階の窓口案内所や各支所な
どに備え付けのチラシをご覧ください。

 申し込み期間：６月１日㈬～６月25日㈯※１人３セットまで

＜廃棄物処理手数料に関するお詫びと情報提供のお願い＞

　事業系ごみを搬入したときの廃棄物処理手数料について、クリーンセ
ンターにおいて誤った事務手続きをしておりましたのでお詫

わ

びします。

 クリーンセンター☎663-7153　  1039774

【誤りの内容】搬入重量（クリーンセンターでの計
量値）が０㌔㌘の場合、手数料を100円徴収する必
要がありましたが、０円で処理していたものです。

【お願い】平成29年６月から令和４年４月まで
の期間でクリーンセンターに搬入、「正味重量０
kg」と記載されている計量伝票（右写真参照）を
お持ちの場合は、クリーンセンターに連絡をお願
いします。

市内のリフォーム業者に依頼し、
33万円（税込み）以上の自宅の
リフォーム工事を実施する市在
住の方を対象に同商品券６万円
分を支給します。対象者など詳
しくは市ホームページや市役所
本庁舎１階の窓口案内所、各支
所などに備え付けの案内チラシ
をご覧ください。

 600人

 市役所本庁舎１階の窓口案
内所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
ンロードした様式に必要事項を
記入し、〠020-0045 盛岡駅西
通一丁目７-１いわて県民情報交
流センター２階一般財団法人岩
手県建築住宅センター確認評
価局に郵送。９月15日㈭消印有
効※工事着手前の申請が必要

 スマートSANSAコールセンター ☎0120-24-1110
　 平日９時～17時※6月は土・日・祝日も受け付け

計量伝票

＜推奨＞

＜推奨＞

※LINE予約は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

６月１日㈬からリフォーム支援事業も受け付け開始

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

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～ 内科・外科★土・日曜、祝日 ８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

★�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・薬局
※往診はできません

日 区分 名称 所在地 電話番号

６/５
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
赤坂病院歯科 名須川町29-２ 624-1225
むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目-54-12 631-3100
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

６/12
㈰

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
いけだ歯科口腔外科 南大通二丁目10-27 604-7061
なの花薬局津志田店 津志田中央二丁目18-23 614-9986
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

■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。
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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。

今月号の
「もりけんに挑戦」は
お休みしました

初夏の草刈り後の道端の匂いや堤防の風を感じるぜ
いたくな時間を求め、自転車で散歩をしたいと思い
ました。その時は盛岡マナーですね。（西村）

広報もりおかへのご意見をお待ちしています 編集後記
地球環境に配慮
したインキを使
用しています。

参議院議員通常選挙
盛岡市選挙管理委員会からのお知らせ

表 期日前投票の場所など
場所 期間 時間 駐車場

盛岡市役所本庁舎本館
８階大ホール 公示日の翌

日から投票
日前日まで

８時半
～20時

市役所裏の平面駐車場・立体駐車場
市指定駐車場★１（盛岡城跡公園地下駐車場、
マルフジ内丸駐車場、かほく有料駐車場、金
田一駐車場、藤原有料駐車場、志家大駐車場、
中央パーキング神明町、盛岡駐車場、オレン
ジパーキング、平金商店駐車場）

都南分庁舎１階玄関ホール 都南分庁舎駐車場
玉山総合事務所１階市民ホール 玉山総合事務所駐車場
マリオス（盛岡駅西通二）
３階エントランスロビー内 投票日８日

前から投票
日前日まで

９時半
～20時

市指定駐車場★２（マリオス立体駐車場、盛
岡駅西口地区駐車場）

イオンモール盛岡（前潟四）
２階イオンホール

10時
～20時 イオンモール盛岡駐車場

イオンモール盛岡南（本宮七）
１階無印良品前

投票日５日
前から投票
日前日まで

10時
～20時 イオンモール盛岡南駐車場

岩手大学（上田三）学生センタ
ーＡ棟１階エントランスホール内

投票日４日
前と３日前
の２日間

10時
～17時 駐車場は利用できません

※場所により開設期間と開設時間が異なります。また、期間終盤は大変な混雑が予想されますので、
　余裕をもってお早めにお越しください
★１　市指定駐車場の駐車券を投票所係員に提示してください。１時間の無料券をお渡しします
★２　市指定駐車場の駐車券を投票所係員に提示してください。30分間の無料券をお渡しします

　国政の担い手を選ぶ大切な選挙です。候補者や政党を
よく選んで、大切な１票を投じましょう。

７月 25 日㈪の任期満了に伴う

▲

公示日の前日から数えて３カ月前に当たる日まで
に転入届を出した人：盛岡市で投票できます▲

公示日の前日から数えて３カ月前に当たる日の翌
日以降に転入届を出した人：盛岡市では投票できま
せん。転入前の市区町村で投票できる場合がありま
すので、転入前の市区町村の選挙管理委員会にお問
い合わせください

住所によって決められた指定の投票所（投票所は入
場券でご確認ください）
※最近、市内で転居した人は入場券に記載されてい
る転居前の投票所で投票することになります

投票時間

７時から20時まで
※簗川と根田茂、砂子沢、姫神、薮川、町村の各投
票所は19時まで

投票場所

①端の部分をめくって
開きます

②中に書いてある説明を
よく読んでください

③入場券を切り離して、投票所へ持
参してください（期日前投票をする
人は、あらかじめ裏面の宣誓書に記
入して持参してください）

・車いすの人や体が不自由な人、高齢の
人など介助が必要な人は係員にお話しく
ださい。また、投票用紙に自分で記入で
きない人は代理投票、目の不自由な人は
点字投票ができます
・入場券が届いていない場合や紛失した
場合でも、投票できます。投票所で入場
券を再発行しますので、係員にお話しく
ださい

入場券が届いたら

投票日に満18歳以上の人
※投票日の翌日に満18歳の誕生日を迎える人は投票
できます

投票できる人

　候補者の氏名や経歴、政見などを掲載
した選挙公報を投票日の２日前までに全
世帯に配布するほか、各支所や公民館な
どの公共施設にも備え付けます。また、
市ホームページや県ホームページでもご
覧になれます。
　視覚に障がいがある人には、選挙管理
委員会事務局や各投票所で読み上げしま
すので係員にお話しください。

 選挙公報を配布します 新型コロナ対策のためのお願い

・黒鉛筆またはシャープペンシルを持参
してください
・マスクの着用をお願いします
・咳

せき

エチケットや投票所出入口での手指
消毒、来場前後の手洗いにご協力ください
・比較的空いている下記の時間での来場
をお願いします
　投票日当日：12時～15時（過去の傾向）
　期日前投票：開催期間の前半

他の市区町村から
転入した人はご注意を

選挙期日などは、投票所入場券または
市ホームページをご覧ください

当日投票できない人は
期日前投票や不在者投票を

　期日前投票ができる人は次のとおりで、場所など
は右表のとおりです。あらかじめ入場券の裏面の宣
誓書に必要事項を記入してください。

投票日当日の混雑を避けるために、期日前投票の
積極的な活用をお願いします。
①仕事や冠婚葬祭などの予定がある人
②自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの
予定がある人
③病気やけが、妊娠などの理由で指定の投票所での
投票に行くことが困難な人

不在者投票ができる人は次のとおりです。ただし
手続きに日数がかかります。手続きや投票場所につ
いて詳しくは、お早めにお問い合わせください。
①出張や研修などで他市区町村に滞在しているため、
盛岡市で投票できない人
②指定の病院や老人ホームなどに入院・入所中の人
③一定の障害等級の身体障害者手帳や戦傷病者手帳
を交付されている人
④介護保険の要介護状態区分が要介護５の人
⑤新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養中の人

■期日前投票

■不在者投票

 市選挙管理委員会事務局☎626-7582　  1039985
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