
※すべて先頭に「ﾓﾘｵｶｼ」が印字されます。
通帳印字 担当課名 備考
ｱｵﾔﾏｼﾖｳ 青山小学校                    
ｱﾍﾞﾀﾃﾎｲｸｴﾝ あべたて保育園                
ｲｲｵｶｺｳﾐﾝｶﾝ 飯岡地区公民館                
ｲｲｵｶｼﾖｳ 飯岡小学校                    
ｲｲｵｶﾀｲｲｸｶﾝ 飯岡体育館                    
ｲｲｵｶﾁﾕｳ 飯岡中学校                    
ｲｼﾞﾕｳﾃｲｼﾞﾕ 移住定住・交流人口対策事務局
ｲｾｷﾉﾏﾅﾋﾞｶﾝ 遺跡の学び館
ｲﾘﾖｳﾈﾝｷﾝｶ 医療助成年金課
ｳｴﾀﾞｺｳﾐﾝｶﾝ 上田公民館                    
ｳｴﾀﾞｼﾖｳ 上田小学校                    
ｳｴﾀﾞﾁﾕｳ 上田中学校                    
ｳｴﾀﾞﾎｲｸｴﾝ うえだ保育園                  
ｵｲﾃﾞｼﾖｳ 生出小学校
ｵｵﾀｼﾖｳ 太田小学校                    
ｵｵﾀﾋｶﾞｼｼﾖｳ 太田東小学校                  
ｵｵﾀﾎｲｸｴﾝ 太田保育園                    
ｵｵﾀﾖｳﾁｴﾝ 太田幼稚園                    
ｵｵﾐﾔﾁﾕｳ 大宮中学校                    
ｵﾃﾞｶｹｼｴﾝﾀｲ おでかけ支援対策室
ｵﾄﾍﾞｺｳﾐﾝｶﾝ 乙部地区公民館                
ｵﾄﾍﾞﾀｲｲｸｶﾝ 乙部体育館
ｵﾄﾍﾞﾁﾕｳ 乙部中学校                    
ｵﾄﾍﾞﾎｲｸｴﾝ 乙部保育園                    

カ行 ｶｲｹｲｶ 会計課                        
ｶｲｺﾞﾎｹﾝｶ 介護保険課
ｶﾞｸﾑｷﾖｳｼﾖｸ 教育委員会学務教職員課          
ｶｾﾝｶ 河川課
ｶﾞﾂｺｳｷﾖｳｲｸ 教育委員会学校教育課          
ｶﾞﾂｺｳｼﾞﾖｳﾎ 学校情報室
ｶﾅﾝﾁﾕｳ 河南中学校                    
ｶﾎｸｼﾖｳ 河北小学校                    
ｶﾝｷﾖｳｷｶｸｶ 環境企画課
ｶﾝｺｳｶ 観光課
ｶﾝｻﾞｲｶ 管財課                        
ｶﾝｻｼﾞﾑｷﾖｸ 監査委員事務局                
ｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ 議会事務局                    
ｷｶｸｿｳﾑｶ 保健所企画総務課
ｷｶｸﾁﾖｳｾｲｶ 企画調整課                    
ｷｷｶﾝﾘﾎﾞｳｻｲ 危機管理防災課
ｷｷﾞﾖｳｶｲｹｲｲ 企業会計移行推進室
ｷﾀｸﾘﾎｲｸｴﾝ きたくり保育園                
ｷﾀｸﾘﾔｶﾞﾜｼﾖ 北厨川小学校                  
ｷﾀﾏﾂｿﾞﾉｼﾖｳ 北松園小学校                  
ｷﾀﾏﾂｿﾞﾉﾁﾕｳ 北松園中学校                  
ｷﾕｳﾊｲｽｲｶ 給排水課
ｷﾖｳｲ.ｿｳﾑｶ 教育委員会総務課              
ｷﾖｳｲｸｹﾝｷﾕｳ 教育研究所                    
ｷﾖｳｷﾞｳﾝｴｲｶ 競技運営課
ｷﾝﾛｳｹﾝｼﾕｳｾ 勤労者研修センター
ｸﾗｼﾉｱﾝｾﾞﾝｶ くらしの安全課
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ クリーンセンター              
ｸﾘﾔｶﾞﾜｼﾖｳ 厨川小学校                    
ｸﾘﾔｶﾞﾜﾁﾕｳ 厨川中学校                    
ｸﾘﾔｶﾞﾜﾎｲｸｴ くりやがわ保育園              
ｸﾛｲｼﾉﾁﾕｳ 黒石野中学校                  
ｸﾛﾁﾕｳﾌﾞﾝｺｳ 黒石野中学校北杜分校          

ケ ｹｲｴｲｷｶｸｶ 経営企画課
ｹｲｶﾝｾｲｻｸｶ 景観政策課
ｹｲｻﾞｲｷｶｸｶ 経済企画課
ｹｲﾊﾞｹｲｴｲｶｲ 岩手県競馬組合経営改善対策事務局
ｹｲﾔｸｹﾝｻｶ 契約検査課                    
ｹﾞｽｲﾄﾞｳｼｾﾂ 下水道施設管理課
ｹﾞｽｲﾄﾞｳｾｲﾋﾞ 下水道整備課
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通帳印字 担当課名 備考アイウエオ順
カ行 ケ ｹﾝｺｳｿﾞｳｼﾝｶ 健康増進課

ｹﾝｺｳｿﾞｳｼﾝｾ 健康増進センター
ｹﾝｺｳﾌｸｼｶ 健康福祉課
ｹﾝｺｳﾎｹﾝｶ 健康保険課
ｹﾝﾁｸｼﾄﾞｳｶ 建築指導課                    
ｹﾝﾁｸｼﾞﾕｳﾀｸ 建築住宅課
ｺｳｴﾝﾐﾄﾞﾘｶ 公園みどり課                  
ｺｳｼﾞｹﾝｻｼﾂ 工事指導検査室
ｺｳﾁﾖｳｺｳﾎｳｶ 広聴広報課                    
ｺｳﾂｳｾｲｻｸｶ 交通政策課
ｺｳﾍｲｼﾞﾑｷﾖｸ 公平委員会事務局              
ｺｳﾏｼﾖｳ 好摩小学校
ｺｳﾏﾀｲｲｸｶﾝ 好摩体育館
ｺｳﾏﾁｸｺｳﾐﾝｶ 好摩地区公民館
ｺｳﾏﾖｳﾁｴﾝ 好摩幼稚園
ｺｸｻｲﾘﾆｱｺﾗｲ 国際リニアコライダー推進事務局
ｺｿﾀﾞﾃｱﾝｼﾝｶ 子育てあんしん課
ｺｿﾀﾞﾃｾﾀﾞｲﾎ 子育て世代包括支援センター
ｺﾄﾞﾓｶﾃｲｿｳ 子ども家庭総合支援センター
ｺﾄﾞﾓｾｲｼﾖｳﾈ 子ども青少年課
ｺﾞﾐｼﾖﾘｽｲｼﾝ ごみ処理広域化推進室

サ行 ｻﾞｲｾｲｶ 財政課                        
ｻｸﾗｶﾞｵｶﾎｲｸ さくらがおか保育園            
ｻｸﾗｷﾞｼﾖｳ 桜城小学校                    
ｻﾝｷﾞﾖｳｼﾝｺｳ 産業振興課
ｻﾝﾉｳｼﾖｳ 山王小学校                    
ｼｶﾞｲﾁｾｲﾋﾞｶ 市街地整備課                  
ｼｹﾞﾝｼﾞﾕﾝｶﾝ 資源循環推進課
ｼｻﾝｹｲｴｲｶ 資産経営課
ｼｻﾝｾﾞｲｶ 資産税課                      
ｼｼﾍﾝｻﾝｼﾂ 市史編さん室
ｼﾀｺｳｼﾞﾁﾕｳ 下小路中学校                  
ｼﾄﾞｳﾖﾎﾞｳｶ 指導予防課
ｼﾌﾞﾀﾐｼﾖｳ 渋民小学校
ｼﾌﾞﾀﾐﾁﾕｳ 渋民中学校
ｼﾌﾞﾀﾐﾄｼﾖｶﾝ 渋民図書館
ｼﾐﾝｷﾖｳﾄﾞｳ 市民協働推進課
ｼﾐﾝｾﾞｲｶ 市民税課                      
ｼﾐﾝﾄｳﾛｸｶ 市民登録課                    
ｼﾓﾉﾊｼﾁﾕｳ 下橋中学校                    
ｼﾕｳｷﾞﾖｳｶｲｾ 就業改善センター
ｼﾕｳｼﾕｳｾﾝﾀｰ 収集センター
ｼﾖｳｶﾞｲｶﾞｸｼ 教育委員会生涯学習課  
ｼﾖｳｶﾞｲﾌｸｼｶ 障がい福祉課                    
ｼﾞﾖｳｽｲｶ 浄水課
ｼﾞﾖｳｾｲﾁﾕｳ 城西中学校                    
ｼﾞﾖｳﾄｳﾁﾕｳ 城東中学校                    
ｼﾞﾖｳﾅｲｼﾖｳ 城内小学校
ｼﾞﾖｳﾅﾝｼﾖｳ 城南小学校                    
ｼﾖｳﾈﾝｼｾﾞﾝﾉ 区界高原少年自然の家          
ｼﾖｳﾈﾝｾﾝﾀｰ 少年センター                  
ｼﾖｳﾋｾｲｶﾂｾﾝ 消費生活センター              
ｼﾞﾖｳﾎｳｷｶｸｶ 情報企画課
ｼﾖｳﾎﾞｳﾀｲｻｸ 消防対策室
ｼﾞﾖｳﾎｸｼﾖｳ 城北小学校                    
ｼﾖｸｲﾝｶ 職員課                        
ｼﾖｸﾄﾉｳﾉﾚﾝｹ 食と農の連携推進室
ｼﾘﾂｺｳｺｳ 市立高等学校事務室            
ｼﾘﾂﾄｼﾖｶﾝ 市立図書館
ｼﾝｶﾞﾀｺﾛﾅﾜｸ 新型コロナワクチン接種実施本部事務局
ｼﾝｻﾝｷﾞﾖｳｷﾖ 新産業拠点形成推進事務局
ｽｲﾄﾞｳｲｼﾞｶ 水道維持課
ｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂｶ 水道建設課
ｽｲﾄﾞｳｿｳﾑｶ 上下水道局総務課
ｽﾎﾟｰﾂｽｲｼﾝｶ スポーツ推進課
ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞ スポーツツーリズム推進室

セ ｾｲｶﾂｴｲｾｲｶ 生活衛生課
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通帳印字 担当課名 備考アイウエオ順
サ行 セ ｾｲｶﾂﾀﾞｲｲﾁｶ 生活福祉第一課

ｾｲｶﾂﾀﾞｲﾆｶ 生活福祉第二課
ｾｲﾅﾝｾｲﾋﾞｶ 盛岡南整備課                  
ｾｲﾌﾞｺｳﾐﾝｶﾝ 西部公民館                    
ｾﾞｲﾑｼﾞﾕｳﾐﾝ 税務住民課
ｾﾝｶﾝｼﾞﾑｷﾖｸ 選挙管理委員会事務局          
ｾﾝﾎﾞｸｼﾖｳ 仙北小学校                    
ｾﾝﾎﾞｸﾁﾕｳ 仙北中学校                    

ソ ｿｳﾑｶ 総務課                        
ﾀﾞｲｼﾞｼﾞｼﾖｳ 大慈寺小学校                  
ﾀﾞｲｼﾝｼﾖｳ 大新小学校                    
ﾀｶﾏﾂｼﾖｳ 高松小学校                    
ﾀﾏﾔﾏｷﾕｳｼﾖｸ 玉山学校給食センター
ﾀﾏﾔﾏｼﾞｹﾝｾﾂ 玉山総合事務所建設課
ﾀﾏﾔﾏｼﾞｿｳﾑｶ 玉山総合事務所総務課
ﾀﾏﾔﾏｼﾞﾑｼﾖ 玉山事務所
ﾀﾏﾔﾏｼﾖｳ 玉山小学校
ﾀﾏﾔﾏｾｲｶﾂｾﾝ 玉山生活改善センター
ﾀﾏﾔﾏﾁｸｺｳﾐﾝ 玉山地区公民館
ﾀﾏﾔﾏﾁﾕｳ 玉山中学校
ﾀﾞﾝｼﾞﾖｷﾖｳ 男女共同参画推進室
ﾁｲｷﾌｸｼｶ 地域福祉課
ﾁﾕｳｵｳｺｳﾐﾝｶ 中央公民館                    
ﾁﾕｳｵｳｼｼﾞﾖｳ 中央卸売市場                  
ﾁﾖｳｼﾞﾕｼﾔｶｲ 長寿社会課
ﾂｷｶﾞｵｶｼﾖｳ 月が丘小学校                  
ﾂｼﾀﾞｼﾖｳ 津志田小学校                  
ﾂﾁﾌﾞﾁｼﾖｳ 土淵小学校                    
ﾂﾁﾌﾞﾁﾁﾕｳ 土淵中学校                    
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｲｼﾝ デジタル推進事務局
ﾃｼﾛﾓﾘｼﾖｳ 手代森小学校                  
ﾃｼﾛﾓﾘﾎｲｸｴﾝ 手代森保育園                  
ﾄｳｷﾖｳｼﾞﾑｼﾖ 東京事務所                    
ﾄﾞｳﾛｶﾝﾘｶ 道路管理課                    
ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ 道路建設課                    
ﾄｸﾍﾞﾂﾃｲｶﾞｸ 特別定額給付金給付事業等実施本部事務局

ﾄｼｹｲｶｸｶ 都市計画課                    
ﾄｼｾﾝﾘﾔｸｼﾂ 都市戦略室
ﾄﾅﾝｷﾕｳｼﾖｸ 都南学校給食センター       
ﾄﾅﾝｿｳｺﾞｳｼｼ 都南総合支所                  
ﾄﾅﾝﾄｼﾖｶﾝ 都南図書館
ﾄﾅﾝﾋｶﾞｼｼﾖｳ 都南東小学校                  
ﾄﾘﾖｳｼﾖｳ 杜陵小学校                    
ﾄﾘﾖｳﾎｲｸｴﾝ とりょう保育園                
ﾅｶﾞｲｼﾖｳ 永井小学校                    
ﾅｶﾉｼﾖｳ 中野小学校                    

ニ ﾆｵｳｼﾖｳ 仁王小学校                    
ﾉｳｲｼﾞﾑｷﾖｸ 農業委員会事務局              
ﾉｳｾｲｶ 農政課                        
ﾉｳｾﾞｲｶ 納税課                        
ﾉｳﾘﾖｸｶｲﾊﾂ 能力開発室
ﾊｲｷﾌﾞﾂｼﾖﾌﾞﾝ 玉山廃棄物処分場
ﾊｲｷﾌﾞﾂﾀｲｻｸ 廃棄物対策課
ﾊﾊﾞｼﾖｳ 羽場小学校                    
ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾖｳ 東松園小学校                  
ﾋｼﾖｶ 秘書課                        

フ ﾌﾞﾝｶｺｸｻｲｶ 文化国際課
ﾎｲｸｻｰﾋﾞｽｽｲ 保育サービス推進室
ﾎｸﾘﾖｳﾁﾕｳ 北陵中学校                    
ﾎﾞｼｹﾝｺｳｶ 母子健康課

マ行 ﾏｷﾎﾞﾘｼﾖｳ 巻堀小学校
ﾏｷﾎﾞﾘﾁﾕｳ 巻堀中学校
ﾏﾁﾅｶﾐﾗｲｿｳｾ まちなか未来創生室
ﾏﾂｿﾞﾉｺｳﾐﾝｶ 松園地区公民館
ﾏﾂｿﾞﾉｼﾖｳ 松園小学校                    
ﾏﾂｿﾞﾉﾁﾕｳ 松園中学校                    

ミ ﾐﾀｹﾎｲｸｴﾝ みたけ保育園                  
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通帳印字 担当課名 備考アイウエオ順
マ行 ミ ﾐﾁﾉｴｷｾｲﾋﾞｽ 道の駅整備推進室

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼﾖ 緑が丘小学校                  
ﾐﾙﾏｴｺｳﾐﾝｶﾝ 見前地区公民館                
ﾐﾙﾏｴｼﾖｳ 見前小学校                    
ﾐﾙﾏｴﾁﾕｳ 見前中学校                    
ﾐﾙﾏｴﾎｲｸｴﾝ 見前保育園                    
ﾐﾙﾏｴﾐﾅﾐｼﾖｳ 見前南小学校                  
ﾐﾙﾏｴﾐﾅﾐﾁﾕｳ 見前南中学校                  

ム ﾑｶｲﾅｶﾉｼﾖｳ 向中野小学校
ﾓﾄﾐﾔｼﾖｳ 本宮小学校                    
ﾓﾉﾂﾞｸﾘｽｲｼﾝ ものづくり推進課
ﾓﾘｵｶｼﾞﾖｳﾌｸ 盛岡城復元調査推進室
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐｺｳｴ 盛岡南公園野球場整備室
ﾔﾌﾞｶﾜﾁｸｺｳﾐ 薮川地区公民館
ﾔﾏｷﾞｼｼﾖｳ 山岸小学校                    

ユ ﾕｷﾀｲｻｸｼﾂ 雪対策室
ﾖｳﾁｶ 用地課                        
ﾖﾅｲｼﾖｳ 米内小学校                    
ﾖﾅｲﾁﾕｳ 米内中学校                    
ﾖﾅｲﾖｳﾁｴﾝ 米内幼稚園                    
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ リサイクルセンター
ﾘﾂﾁｿｳｷﾞﾖｳｼ 立地創業支援室
ﾘﾝｾｲｶ 林政課

レ ﾚｷｼﾌﾞﾝｶｶ 教育委員会歴史文化課

※通帳の印字にアルファベットが含まれているもの。（「ﾓﾘｵｶｼ」が先頭に印字されます。）
アルファベット順 通帳印字 担当課 備考

Ｃ C1ｾｲｶﾂﾌｸｼ 生活福祉第一課
E E1ｶﾞﾂｺｳｽﾎﾟ 学校教育課
F F2ﾄｸﾃｲｶﾞｸ 特別定額給付金給付事業等実施本部

F2ｺｿﾀﾞﾃｷﾕ 特別定額給付金給付事業等実施本部
Ｇ G1ｼｹﾞﾝｼﾕｳ 資源循環推進課

G2ｷﾚｲﾅﾏﾁｽ 資源循環推進課
Ｊ J1ｼﾞﾄﾞｳﾌﾖ 子ども青少年課

J2ｼﾞﾄﾞｳﾃｱ 子ども青少年課
J3ﾋﾄﾘｵﾔｾﾀ 子ども青少年課
J3ﾋﾄﾘｵﾔﾘﾝ 子ども青少年課
J4ｺｿﾀﾞﾃｼｴ 子ども青少年課
J5ｺｿﾀﾞﾃｾﾀ 子ども青少年課
J6ｺｿﾀﾞﾃｼｴ 子ども青少年課
J7ｺｿﾀﾞﾃｾﾀ 子ども青少年課
J8ｺｿﾀﾞﾃｾﾀ 子ども青少年課

Ｋ K1ｶｲｺﾞｼﾝｻｶｲ 介護保険課
K2ｶｲｺﾞﾁﾖｳｻ 介護保険課
K3ｶｲｺﾞｲｹﾝｼﾖ 介護保険課
K4ｶｲｺﾞｺｳｶ 介護保険課
K5ｶｲｺﾞﾎｹﾝ 介護保険課
K6ｶｲｺﾞｶﾞﾂ 介護保険課

Ｍ M1ｺｸﾎｺｳｶﾞｸ 健康保険課
M2ｺｸﾎﾘﾖｳﾖｳ 健康保険課
M3ｺｸﾎｼﾕﾂｻﾝ 健康保険課
M4ｺｸﾎｿｳｻｲ 健康保険課
M5ｺｸﾎｶﾝﾌﾟ 健康保険課

Ｎ N1ﾉｳｾﾞｲｶｶ 納税課
Q Q1ﾆﾕｳﾖｳｼﾞ 医療助成年金課

Q2ｼﾞﾕｳﾄﾞｲ 医療助成年金課
Q3ﾋﾄﾘｵﾔｲﾘ 医療助成年金課
Q4ﾁﾕｳﾄﾞｲﾘ 医療助成年金課
Q5ｶﾌｲﾘﾖｳ 医療助成年金課
Q6ｲﾘﾖｳｼｷﾝ 医療助成年金課
Q7ﾆﾝｻﾝﾌﾟｲ 医療助成年金課
Q8ｼﾖｳｶﾞｸｾ 医療助成年金課

モ

ラ行 リ

ヨ

ヤヤ行



通帳印字 担当課名 備考アイウエオ順
Q Q9ﾁﾕｳｶﾞｸｾ 医療助成年金課
Ｒ R1ｺｳｷｺｳﾚｲ 健康保険課
Ｓ S1ｼﾖｳｶﾞｲﾌ 障がい福祉課
Ｔ T1ﾁｲｷﾌｸｼｶ 地域福祉課

T2ﾌｸｼﾄｳﾕ 地域福祉課
T3ﾘﾝｼﾞｷｭｳﾌ 地域福祉課
T4ﾘﾝｼﾞｷｭｳﾌ 地域福祉課
T5ｶｶｸｷｭｳﾌ 地域福祉課

※振込の内容について、不明な点がございましたら、担当課へ直接問い合わせるようお願いいたします。
　なお、「ﾓﾘｵｶｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ」と印字されている場合は、会計課までお問い合わせください。

担当　盛岡市会計課出納係
019-651-4111（内線2217～2219）


