
広　告 広　告

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 　29年度3級問題㉒（正解は12ページに掲載）
　　城下盛岡二十八丁の中で、北三陸沿岸へ通じる「野田街道」の起点として

栄えた町はどこですか。
　①材木丁　②青物丁　③油丁　④生

しょう

姜
が

丁
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　  託児

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

ほいくのしごと出張相談会
県保育士・保育所支援センター　☎637-4544
専任コーディネーターによる保育に
関する就職相談や情報提供など。

 ２月５日㈬・３月４日㈬、10時～14時
 ハローワーク盛岡（紺屋町）
 保育士資格があるが、現在保育所

などで働いていない人と保育士資格
を取得見込みの学生

観光審議会委員
観光交流課　☎626-7539

盛岡の強みを生かした観光の推進に
必要な事項を調査・審議する同委員
を２人募集します。任期は３月１日㈰
から２年間です。

 次の全てに該当する人①平成14
年３月１日以前に生まれている②市
の他の審議会などの委員を務めてい
ない③平日の日中に開く年２回程度
の会議に出席できる

 市役所本庁舎別館７階の同課や
本館１階の窓口案内所、各支所などに
備え付けの応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課へ郵送または持参。郵送は
２月12日㈬必着。持参は同日17時まで

 1021549

道の駅整備懇話会委員
道の駅整備推進室　☎683-2116

「（仮称）道の駅もりおか」の設置に
関して、意見や提言を述べる同委員
を２人募集します。任期は２月下旬か
ら２年間です。

 次の全てに該当する人①２月１日現
在で満20歳以上②平日の日中に開く
年３回程度の会議に出席できる③同
道の駅に関心を持ち、広い視野でさま
ざまな角度から意見や提言ができる

 玉山総合事務所２階の総務課や
市役所本庁舎本館１階の窓口案内
所、各支所などに備え付け、または市
公式ホームページからダウンロードし
た応募用紙に必要事項を記入し、〠
028-4195（住所不要）市役所玉山
総合事務所総務課へ郵送または持参。
郵送は２月14日㈮必着。持参は同日
17時まで　  1029561

①農業委員
②農地利用最適化推進委員
農業委員会事務局　☎639-9034

農地利用の集積・集約化、耕作放棄
地の発生防止や解消などの活動を行
う同委員を募集します。任期は７月
20日㈪から３年間です。

 ①19人②26人※農業に関する識

見を有する人
 同事務局や市役所本庁舎本館１階

の窓口案内所などに備え付け、また
は市公式ホームページからダウンロー
ドした応募用紙に必要事項を記入し、
２月14日㈮以降に〠020-8532（住
所不要）市役所農業委員会事務局ま
たは〠028-4195（住所不要）市役所
農業委員会事務局玉山分室へ郵送ま
たは持参。郵送は３月13日㈮消印有
効。持参は同日17時まで

 1029413

チャグチャグ馬コの引き手
観光交流課　☎613-8391

６月13日㈯に行われるチャグチャグ
馬コの引き手を12人程度募集します。

 次の全てに該当する人①当日馬を
引いて歩くことのできる、馬が好きな
18歳以上②事前に開催する２回程度
の練習会に参加できる　  2000円

 はがき：必要事項の他、職業を記入
し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課内、チャグチャグ馬コ保
存会事務局へ郵送。２月24日㈪必着

盛岡ゆうゆう大学（旧もりおか老
人大学）特別講座の運営団体
長寿社会課　☎603-8003

生きがいづくりと地域活動を行うき
っかけとなる特別講座の企画立案や
運営などを請け負う団体を募集しま
す。詳しくは、説明会へ参加するか、
市公式ホームページをご覧ください。

 ３月２日㈪まで　  1006421
▶説明会

 ２月13日㈭14時～15時半
 市役所本庁舎別館403会議室（内丸）

ビクトリア市への市民訪問団
盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35周
年記念事業実行委員会　☎626-7524

英国の面影を残す街並みや、５月18日
㈪に開催される一大イベント「ビクトリ
アデー」の祭典を楽しみ、パレードにも
参加することもできます。

 ５月16日㈯～21日㈭　  60人
 １人28万5000円※金額は変更に

なる場合があります
 東武トップツアーズ☎651-8800

に電話申し込み。受け付けは２月５日

㈬から４月６日㈪まで　  1029566

認知症講演会
～認知症と共生する社会に向けて～

長寿社会課　☎613-8144
認知症の人や家族に関わり、寄り添
う精神科医、青南病院（青森県八戸
市）の深澤隆

たかし

院長を講師に、認知症
になっても安心して暮らせる地域づく
りなどを学びます。

 ２月14日㈮13時半～15時
 市総合福祉センター（若園町）
 1029576

鳥獣被害対策研修会
農政課　☎613-8457

生活環境などに悪影響を及ぼす鳥獣
被害が増えています。野生鳥獣につ
いて正しい知識を身につけましょう。
申し込み方法など詳しくは、同課へ
お問い合わせください。

 ２月14日㈮14時～16時　  50人
 市役所都南分庁舎３階研修室（津

志田14）　  ２月４日㈫10時から
 1029483

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：３月３日㈫13時～５

日㈭23時▶入札：３月３日㈫13時～
10日㈫13時

 ２月13日㈭13時～26日㈬23時
 1010803

２月は省エネルギー月間
環境企画課　☎626-3754

同月間にちなみ、環境パネル展を開
催します。

 ２月６日㈭～12日㈬
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 1029430

預かり保育料と認可外保育施設
利用料の請求を受け付け
子育てあんしん課　☎626-7553

幼児教育・保育の無償化の対象とな

っている、令和元年10月から12月分
の①幼稚園などの預かり保育料と②
認可外保育施設などの利用料の請求
を受け付けています。利用している
各施設からの案内に沿って書類を提
出してください。

 各利用施設へ提出。提出期限を
過ぎた場合は〠020-0884神明町
３-29市役所子育てあんしん課へ郵
送または持参。①は２月20日㈭必着、
②は２月10日㈪必着。いずれも持参
は17時まで　

 ①1029225②1029419

宝くじ助成を活用しました
市民協働推進課　☎626-7535

宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成で、長橋町自治会が
自治公民館の建設や複写機などの備
品の整備をしました。

認知症の当事者と家族それぞれ
が自分らしく生きるために

もりおか女性センター　☎604-3303

認知症カフェで知り合った、当事者
と家族が経験を語り、安心できる暮
らし方を考えます。

 ２月29日㈯13時半～15時半
 40人　  ５人※1人につき500円、

要予約
 プラザおでって（中ノ橋通一）　
 電話：２月４日㈫10時から
 1029437

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会
市産業支援センター　☎606-6700

管理会計実践サポート㈱の関洋
よ う

一
い ち

代表
取締役から、起業家・経営者に必要な
考え方などを学び、起業家によるトーク
セッションと異業種交流会をします。

 ３月６日㈮18時～21時15分
 市産業支援センター（大通三）
 交流会のみ2000円
 同センターホームページ：２月４日

㈫10時から

地元で就職しよう！
ふるさと定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業との面談
や就職、移住・定住についての相談など。

■岩手県Ｕ・Ｉターンフェア
 ２月８日㈯10時半～16時
 御茶ノ水ソラシティ（東京都千代田区)
 同財団にお問い合わせください
 1029408
■いわて就職マッチングフェア

 ２月15日㈯11時～16時
 アピオ（滝沢市）　
 1029427

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①２/４㈫・６㈭
　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
　健康保険課（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

成年後見相談 ２/３㈪・17㈪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★

リハビリ
相談会

２/７㈮
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★

空き家の
処分・不動産
無料相談

２/12 ㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

補聴器相談
２/19㈬
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

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

２/９
㈰

かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬13-２ 658-1223
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目１-63 647-3333
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
ゆいとぴあ歯科医院 本宮六丁目11-10 631-2222
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
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
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

２/11
㈫

工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
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
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
細川歯科医院 三ツ割二丁目１-12 665-0118
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
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
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

２/16
㈰

いしい内科・糖尿病クリニック 中ノ橋通一丁目４-20
水晶堂ビル４階 601-2277

二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
かまた歯科クリニック 山岸二丁目16-12 626-1777
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

※２月２日㈰の休日救急当番医・薬局は１月15日号に掲載しました。

８ 広報もりおか ２. ２. １ 広報もりおか ２. ２. １ ９

表１　廃車や名義変更手続きの窓口　  1000504
種別 受付窓口 電話番号

軽自動車 軽自動車検査協会岩手事務所（湯沢16) 050-3816-1833
オートバイ（125cc超) 東北運輸局岩手運輸支局（矢巾町） 050-5540-2010
原動機付自転車
（125㏄以下）
小型特殊自動車など

市民税課（市役所本庁舎本館２階）
都南総合支所（津志田14）
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田)

613-8499
（市民税課）

表２　新車登録後13年を経過した軽自動車の税額　  1000502

区分
課税額

元年度まで ２年度から

初度検査年月が平成18年４月から
平成19年３月までの四輪の軽自動車

乗用
自家用 7200円 １万2900円
営業用 5500円 8200円

貨物
自家用 4000円 6000円
営業用 3000円 4500円

■廃車や名義変更はお早めに
　税制改正により令和元年10月から、
軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」
に名称が変わりました。同税は４月１日
時点で登録されている軽自動車などの
所有者に課税され、４月２日以降に廃
車や名義変更の手続きをしても、その
年度は全額納める必要があります。使
用していない車両の廃車や名義変更の

手続きは早めにしましょう。手続きが
できる窓口は表１をご覧ください。

■四輪の軽自動車等の税額
　新車登録後13年を経過した、軽自
動車は税額が高くなります（電気自動
車など燃費の種類により一部を除く）。
令和2年度から税額が変更になる車両
などは表２をご覧ください。　

軽自動車・オートバイなどを
　　　　　　所有する皆さんへ

【問】市民税課☎613-8499

■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

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
☆ 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

▶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。
▶症状が重く、入院が必要と
思われる子どもの、夜間など
の受入病院は、15日号の広
報もりおかに掲載しています。
※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

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら　⇒

募　集

お知らせ

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


