
　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 　29年度3級問題㉑（正解は12ページに掲載）
　　平成29年公開の映画「３月のライオン」では盛岡市内でも撮影が行われ

ました。次のうちどこで行われましたか。
　①啄木新婚の家　②旧石井県令私邸　③南昌荘　④盛岡市中央公民館

もりおかインフォ
 日時　  場所　  対象、定員
 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。

※特に記載がない場合、費用は無料

寄付をいただきました

■㈱Ａコープ東北（田中照
て る

夫
お

代表取   
　締役社長）
９万4647円。子ども未来基金のために。

観光推進計画案に対する意見
観光交流課

☎626-7539　ファクス604-1717

盛岡の強みを生かした観光推進に取
り組むための同計画案への意見を募
集します。計画案は同課や各支所な
どに備え付けるほか、市公式ホーム
ページにも掲載します。

 任意の用紙に住所と名前、意見を
記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所観光交流課へ郵送または持参。
ファクスでも受け付けます。郵送は１
月14日㈫消印有効、持参は同日17
時まで

 1029338

歴文館サポーターズ
もりおか歴史文化館　☎681-2100

歴文館サポーターズ「ふたば」の会
員を募集します。活動内容は盛岡の
歴史や文化の調査研究、盛岡弁の保
存・普及活動、同館主催の展示会やイ
ベントの手伝い、新事業の開発など
です。活動を希望する人は３回開催
する説明会のうち、いずれか１回に参
加してください。詳しくは、同館ホー
ムぺージをご覧ください。

 任期：４月１日㈬から１年間
 16~80歳の人

▶説明会
 1月31日㈮～２月２日㈰、13時半

~14時半
 同館（内丸）
 説明会当日に申込用紙

を配布します

地区計画の変更案の縦覧など
都市計画課

☎639-9051　ファクス637-1919

土地表記などの修正に伴う、盛岡広
域都市計画地区計画の変更案の説
明会と縦覧を行います。※対象地区
は永井、三ツ割、三本柳、芋田、渋民
東地区です。地区計画の制限内容は
変わりません
▶説明会

 １月８日㈬18時半から

 都南公民館（永井24）
▶縦覧と意見書の受け付け

 １月８日～22日㈬9時～17時※
土・日曜、祝日を除く

 同課（津志田14）
 意見書：任意の用紙に、住所と名

前、意見を記入し〠020-8532（住
所不要）市役所都市計画課へ郵送ま
たは持参。ファクスでも受け付けます。
郵送は１月22日必着。その他は同日
17時まで

 1029203

都南分庁舎のエレベーターを
一時休止します

都南総合支所　☎639-9035
都南分庁舎のエレベーターは修繕工
事のため、運転を一時休止します。車
いすなどを利用する人で２・３階での
手続きが必要な人には、担当課の職
員が１階で受け付けますので、１階総
合案内に申し出てください。

 休止期間：１月９日㈭～24日㈮
 1006768

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい福祉事業所による食品や手芸
品などの販売。

 1月９日～3月12日、木曜、11時～13時
 市役所本館１階エレベーター前ホ

ール（内丸）

再犯防止推進フォーラム
地域福祉課

☎626-7509　ファクス653-2839

ジャーナリストの江川紹
しょう

子
こ

さんによ
る「人はいくつになっても立ち直れる、
という希望」と題した講演や「再犯
防止、私たちに何ができるのか」をテ
ーマにしたクロストークなど。

 １月11日㈯14時～16時半
 市民文化ホール大ホール（盛岡駅

西通二）
 1029251

成人のつどいの注意事項
生涯学習課　☎639-9046

市成人のつどいを、1月12日㈰14時
から盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
で開催します。会場の駐車スペース

には限りがあり、当日は周辺道路が
大変混雑します。公共交通機関の利
用にご協力ください。また、会場内
は寒いため、各自防寒対策をお願い
します。

 1003281

潜在保育士の保育体験
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424
 kosodateansiｎ@city.morioka.iwate.jp

 ①事前オリエンテーション：１月
22日㈬か24日㈮のいずれか、10時
~11時
②保育体験：１月27日㈪~31日㈮で
連続する２日間、９時半～14時

 ①市保健所（神明町）②市内の保
育所

 保育士資格があるが、現在保育所
などで働いていない人（潜在保育士）

 200円
 メール・ファクス：１月10日㈮17時

まで
 1022480

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や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売
します。

 ▶せり売り：１月27日㈪13時～29
日㈬23時▶入札：１月27日㈪13時～
２月３日㈪13時

 １月７日㈫13時～１月21日㈫23時
 1010803

プレミアム付商品券購入引換券の
交付申請期限が迫っています

プレミアム商品券事務局　☎603-8024
同商品券を購入できる人のうち、住
民税が非課税の人は、事前に購入引
換券の交付申請が必要です。購入を
希望する人は、７月下旬に送付した申
請書を忘れずに提出してください。

 交付申請期限：１月31日㈮
　 購入期限：２月28日㈮
　 商品券使用期限：３月31日㈫

 1026834

農林業センサス
企画調整課　☎613-8397

農林業の現状を把握し、きめ細か
な農林業行政を進めるための同調
査が全国一斉に行われます。１月中
旬から調査員証を携帯した調査員
が伺いますので、回答にご協力くだ
さい。

 一定規模以上の農林業
を営む全ての人

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行います。

  表２のとおり
 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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①１/７㈫・９㈭
　17 時半～20 時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所別館２階）
　と健康保健課（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

空き家の
処分・不動産
無料相談

１/８㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

リハビリ
相談会

１/10㈮
10時～12時

市立身体障害者福祉センター
（若園町）

同センター
☎625-1151★

成年後見相談 １/10㈮・24㈮13時半～16時
成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館４階）

同センター
☎626-6112★

補聴器相談
１/22㈬
①10時～11時半
②13時半～15時

①市立地域福祉センター
　（手代森14）
②市立身体障害者福祉センター
　（若園町）

地域福祉センター
☎696-5640★

★要事前申し込み

表２　情報交換会の日時など
日時 会場

１/11㈯･２月29日㈯
９時半～11時半 プラザおでって

（中ノ橋通一）１/21㈫
13時～15時
２月４日㈫
13時～15時

市勤労福祉会館
（紺屋町）

丁寧に手作りされた品々を販売

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

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科☆土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の

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
☆ 勤務の都合により内科医師のみとなる時があります。事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

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

日 区分 名称 所在地 電話番号

１/５
㈰

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
久保田医院 大館町26-３ 646-9090
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
橋浦歯科診療所 西松園一丁目３-８ 662-8151
津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
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
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

１/12
㈰

本宮Ｃクリニック 向中野三丁目10-３ 631-2381
前川内科クリニック 新田町９-11 624-3313
栃内病院 肴町２-28 623-1316
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
はしば歯科医院 　 山岸四丁目10-31 662-7171
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877
アート薬局 新田町９-15 622-7881
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

１/13
㈪

ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
松園第二病院 西松園三丁目22-３ 662-0100
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
はぎわら歯科クリニック 新田町10-７ 626-3363
共創未来松園薬局 西松園三丁目20-12 664-0397
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

※１月１日㈬～３日㈮の休日救急当番医・薬局は12月15日号に掲載しました。

１年間の活動成果を報告会で発表
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地域おこし協力隊として
盛岡の魅力をつくりませんか！

表１　募集する活動テーマなど
活動テーマ 取組内容 活動地域（担当課）

清流・簗川の里で実践！
森と川に育まれた暮らしに根
付く「農」の継承支援

農畜産物の生産や地場産品の開
発・販売、都市農村交流、伝統文
化や暮らしの知恵の継承など

簗川地域
（農政課）

獣害から「農のめぐみ」を守る
プロジェクト

地域の農作物を獣害から守り、
荒廃する農地を増やさないため
の取り組み

玉山地域
（産業振興課）

　盛岡の魅力や資源を生かし、地域
課題の解決に向けて表１のテーマで
活動する地域おこし協力隊を募集し
ます。

 任用期間：着任日から令和３年３月
31日㈬まで※通算３年まで延長あり

 各テーマ1～2人程度※主に首都
圏に住んでいる人

 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、住
民票と普通自動車運転免許証の写し
を添付の上〠020-8530（住所不要）
市役所企画調整課へ郵送。２月26日
㈬必着　  1020669

■首都圏相談会
　東京で行われる、盛岡を紹介する
イベント内で個別相談を実施します。

 ①１月18日㈯11時半～17時②１
月26日㈰10時～17時

 ①３
さ

×
ん さ

３
ん
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（東京都千
代田区）②東京ビッグサイト（東京都
江東区）
■現地説明・見学会
　担当職員や着任中の協力隊員、地
域住民が案内します。気軽にご相談
ください。※事前連絡が必要です。ま
た、現地までの交通費や宿泊代は自
己負担です

 企画調整課☎626-7534

児童手当や障がいがある人への手当など
　子どもを養育している人や障がいがある人には、各種手当が次
のとおり支給されます。支給開始は、いずれの手当も申請した月の
翌月分からです。ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額
以上の場合や施設に入所している場合などは支給されません。

 12　……子ども青少年課☎613-8354
345　……障がい福祉課☎613-8346

　中学生までの子どもを養育している人に、所得額や子どもの年
齢・人数により支給します。
【支給額】

▲

３歳未満：月１万5000円

▲

３歳から小学生まで：第
１子・２子は月１万円、第３子以降は月１万5000円

▲

中学生：月
１万円

▲

所得制限を超えた場合：一律１人5000円

1児童手当　  1002493

　18歳までの子どもを養育していて次のいずれかに該当する場
合などに、所得額や子どもの人数により支給します。
・離婚などで父または母がいない子どもの親
・父または母が重度心身障がい者の家庭
・父母に代わって子どもを育てている人
【支給額】

▲

１人：月1万120円～４万2910円

▲

２人：子ども
１人の金額に月5070円～１万140円を加算

▲

３人以上：子ど
も２人の金額に子ども１人につき月3040円～6080円を加算

2児童扶養手当　  1002494

　心身に障がいがあるため介護を必要とする20歳未満の子ども
を養育している人に、子どもの障がいの程度・人数により支給します。
【支給額】子ども1人につき

▲

１級：月５万2200円

▲

２級：
月３万4770円

3特別児童扶養手当　  1004109

　心身に重い障がいがある20歳未満の子どもに支給します。
【支給額】月１万4790円

4障害児福祉手当　  1004108

　在宅で極めて重い障がいがある20歳以上の人に支給します。
【支給額】月２万7200円

5特別障害者手当　  1004106

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
髙松病院（館向町） 624-2250
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

■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次救急入院受入病院

自分の症状に合わせた
適正な医療機関を選び
ましょう！

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

４ 広報もりおか ２. １. １ 広報もりおか ２. １. １ ５

期限を確認して、
忘れず申請ニャ！

募　集

お知らせ


