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※特に記載がない場合は無料　※電話・ファクス：申込開始日から先着順に受け付け　

 日時　  会場
 定員、対象　  費用
 申し込み　  広報ID　

マークの
見方

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、広報ＩＤ（7桁の数字）を入力する
と、記事の詳細を見ることができます。

玉山総合事務所（渋民字泉田）

■道の駅整備推進室の設置
　（2階）

　平成35年度の開業を目指し、
国道4号渋民バイパス沿いへの道
の駅設置に取り組みます。

特定不妊治療の費用助成を拡充
母子健康課　☎603-8303

4月1日㈪以降に特定不妊治療（体
外受精・顕微授精）が終了し、助成
金制度の利用が2回目以降の人へ
助成金を増額します。治療を受け
た後に手続きが必要です。手続き
方法や対象など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 1003832

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎638-1122

同センターでさまざまな健康教室
を開催。

 同センター（湯沢1）
 各20人※60歳以上
 電話：3月19日㈫10時から

▶ピラテス教室
体幹を鍛え、しなやかな体作りを
目指す。

 4月4日㈭10時半~11時半
 500円
▶かんたんコロコロつどりん教室
ストレッチポールを使ってゆったり
体をほぐす。

 4月11日㈭10時半~11時半
 500円
▶アロマで癒しヨガ
香りとヨガの相乗効果で心と体を
リラックス。

 4月18日㈭10時半~11時半
 500円
▶リフレッシュ体操教室
脳トレやストレッチなどをして介護
や認知症予防に役立てる。

 4月25日㈭10時半~11時半

介護予防のためのシルバー
リハビリ体操無料出前講座

　長寿社会課　
☎613-8144　ファクス653-2839

高齢者の居場所や介護予防のため

に体操する場をつくり、シルバーリ
ハビリ体操を行いたい団体へ、同
体操の講師（シルバーリハビリ体操
指導者）を派遣します。

 おおむね65歳以上の人が5人
以上参加し、週1回で3カ月以上継
続して開催できる団体

 同課に備え付け、または市公式

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-
8530（住所不要）市役所長寿社
会課へ郵送または持参。ファクス
でも受け付けます。申し込みは年
間を通して随時受け付けています

 1025917

市は、住民異動などの手続きを休日も受け付けるほか、月～金曜の窓口
の受付時間を延長します。取り扱う業務や受付窓口は、表のとおりです。
手続きに必要な書類など、詳しくは各窓口へお問い合わせください。 

 1000447

窓口の時間延長と休日開設

市役所は4月から新体制に 　市は組織機構を一部見直し、４月から新しい体制でスタートします。
市役所を利用する際は、各課の場所を確認の上、お越しください。

 組織の見直し：職員課☎626-7505
　 庁舎や各課の場所：管財課☎626-7507

本庁舎本館・別館（内丸）

市保健所（神明町）

■プレミアム商品券事務局の
　設置（本館5階）

　地方税・地方消費税率の引き上
げに伴い、低所得者と3歳未満の
子育て世帯へプレミアム付商品券
を発行する事務を行います。

■保育サービス推進室の設置
　（1階）

　待機児童対策や保育士の確保の
ほか、10月から予定している幼
児教育・保育の無償化などの保育
サービス事業の充実に重点的に取
り組みます。

■放課後児童クラブと児童セ
　ンターに関する事務の移管

　同クラブの支援や同センタ
ーの管理などの事務を子育
てあんしん課（1階）から子
ども青少年課（4階）に移管
します。　

　引っ越しなどの際に出る大量の
ごみは、地域の集積場所へ一度に
出すことができません。各地域の
収集カレンダーに従って分別し、表
の処理施設に自分で持ち込むか、
集積場所へ少しずつ出してくださ
い。盛岡地域と玉山地域の人はご
みの収集運搬業者に、都南地域の

表　地域ごとの処理施設など
地域 直接搬入できる施設 処理手数料

盛岡
地域

クリーンセンター（上田字小鳥沢）※1
☎663-7153
【営業日】月~土曜、9時～16時

1回に持ち込
む 量 が 2 0 0
㌔㌘以上の
場合、有料

リサイクルセンター（川又字大日向）※2
☎685-2151
【営業日】月~金曜、第2・4土曜、9時～16時

都南
地域

盛岡・紫波地区環境施設組合（矢巾町）※3
☎697-3835
【営業日】月~土曜、8時半～12時・13時~16時半

有料

玉山
地域

岩手・玉山清掃事業所※3（寺林字平森）
☎682-0552
【営業日】月~金曜、9時～12時・13時~16時

有料

※1　可燃ごみと古紙を受け入れ
※2　不燃ごみと資源、粗大ごみを受け入れ
※3　受け入れ可能なごみの種類はお問い合わせください

 資源循環推進課
　　　☎626-3733

 1022139

人は盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センターに収集を依頼するこ
ともできます（いずれも有料）。
　詳しいごみの分別については、
配布している「ごみ分別辞典」（盛
岡地域版・都南地域版）、「ごみの
分け方・出し方」（玉山地域版）を
活用してください。

引っ越しなどで出る
大量のごみの出し方
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地図　本庁舎と保健所周辺の市指定駐車場

地図　玉山総合事務所の場所　

♦時間延長　3月25日㈪～4月5日㈮、18時半まで※土、日曜を除く
♦休日開設　3月31日㈰・4月7日㈰、9時～17時

市役所や市保健所へ車で
来る人は市指定駐車場が
便利です！
地図にない市指
定駐車場はこち
らから➡

表　休日受け付け・時間延長をする窓口など
取り扱い業務 本庁舎本館・別館（内丸）と市保健所（神明町） 都南総合支所（津志田14） 玉山総合事務所（渋民字泉田）

住民異動届、印鑑登録、個人番号カード関係、
証明書交付（住民登録・印鑑登録・戸籍関係） 市民登録課（本館1階）☎613-8309 市民係（1階）☎639-9030

税務住民課（1階）☎683-3874市・県収入証紙販売 －
市・県民税課税（所得）証明書交付 市民税課（本館2階）☎626-7504

税務福祉係（1階）☎639-9058
※一部、対応していない業務
があります。詳しくはお問い
合わせください

国民健康保険・後期高齢者医療の各種届、
納付相談（健康保険課のみ） 健康保険課（別館1階）☎626-7527

健康福祉課（1階）☎683-3869

児童手当、児童扶養手当（医療助成年金課、都
南総合支所除く）の諸手続き

子ども青少年課（市保健所4階）☎613-8354
医療助成年金課（本館2階）☎626-7528

身体障害者手帳・療育手帳・障害児福祉手当・
特別障害者手当・特別児童扶養手当の住所変更
など

障がい福祉課（本館5階）☎613-8346

転入による要介護認定の申請、被保険者証など
の住所変更 介護保険課（別館5階）☎626-7560

医療費助成
医療助成年金課（本館2階）☎626-7528

赤ちゃん手帳・予防接種券の交付
母子健康課分室（1階）
☎639-9031母子健康手帳・妊産婦健診票 子育て世代包括支援センター（市保健所1階）

☎613-2696※妊産婦医療費助成は受け付けます

小・中学生の就学、転校手続き 教育相談室（本館5階）☎639-9044 学務教職員課（3階）
☎639-9044

学務教職員課玉山分室（1階）
☎683-3820
※玉山分室は3月31日㈰のみ開設

資源とごみの分け方・出し方の説明 資源循環推進課臨時窓口（本館1階）☎626-3733 － －

各地域のごみ分
別方法はこちら

コメリ 石川啄木
記念館

玉山総合
事務所

本庁舎
本館・別館

市保健所

姫神ホール

至岩手町

渋民小

特に月曜日は混雑が予想されます。
休日開設日を利用してください

北
上
川

※当番院が変更になることがあるので、事
前に電話で確認してから利用してください

月日 名称 所在地 電話番号
4/7㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
4/14㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー1階-A 681-2577
4/21㈰ 小山田接骨院 東松園二丁目2-2 663-2574
4/28㈰ コスモ整骨院 緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘205号 681-3328

接骨院の休日当番
受付時間：10時～16時

※2月15日号に掲載した休日当番が変更になりました。
変更後：3/24㈰が小山田接骨院（東松園二）☎663-2574
　　　　3/31㈰がさとう整骨院（月が丘一）☎641-7586

  内科　  外科・整形外科　
  小児科　  歯科　  薬局
時間は９時から17時まで。ただし
歯科は15時、薬局は17時半まで。

月日 区分 名称 所在地 電話番号

3/21
㈭

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目1-63 647-3333
もりた整形外科 山岸一丁目3-8 652-5858
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448

さくらだ歯科クリニック 緑が丘四丁目1-50
アスティ緑が丘304 661-6480

コスモ調剤薬局 中野一丁目30-3 653-6133
みつばち薬局 月が丘一丁目1-63  647-3888
かるがも薬局山岸店  山岸一丁目3-11 623-9696
アップル薬局山岸 山岸二丁目9-24 623-6633

3/24
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-3 696-2012
藤島内科医院 愛宕町4-18 622-4453
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-4 656-3708
小林小児科クリニック 三本柳11-12-4 638-0404
さいとう歯科医院 厨川一丁目5-1 641-3558
オトベ薬局 乙部13-135-1 675-1151
あたご薬局 愛宕町2-38 621-8411
おおたばし調剤薬局  本宮字小板小瀬13-8  656-3131
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-1  637-6011

3/31
㈰

川久保病院 津志田26-30-1 635-1305
二宮内科クリニック 愛宕町2-47 621-8181
吉田整形外科・
リウマチ科クリニック 本町通一丁目9-28 604-3820

森田小児科医院 緑が丘四丁目1-50
アスティ緑が丘1階 662-3326

中野歯科クリニック 中野一丁目17-1 653-1821
オーロラ薬局 南仙北三丁目2-30 635-1233
あたご薬局  愛宕町2-38 621-8411
本町薬局 本町通一丁目9-28 652-8200
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目1-50 662-2877

※3/17㈰の休日救急当番医・薬局は3月1日号に掲載しています

休日救急当番医・薬局
※往診はできません


