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　市は組織機構を見直し、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、庁舎を間違えないよ
うご注意ください。
【問】組織の見直し　　　→職員課☎626-7505　　
　　　庁舎や各課の場所　→管財課☎626-7507
　　　保健所について　　→企画総務課☎603-8301

市役所の課名や担当業務が変わります
４月から

１Ｆ 地域福祉課（臨時福祉給付金
支給担当）/ 身障センター事
務室 / 談話室

身障センター訓練室など２Ｆ

資源循環推進課 / 廃棄物対策
課（ごみ処理広域化推進室）３Ｆ

環境企画課 ４Ｆ

消費生活センター

放射能物質測定室 / 準備室

食と農の連携推進室

農政課 / 林政課３Ｆ

５Ｆ

２Ｆ

４Ｆ

肴町
分庁舎
（肴町２-29）

若園町
分庁舎
（若園町２-18）

内丸
分庁舎
（内丸３-46）

もりおか復興支援センター
（SAVE  IWATE）１Ｆ

生活福祉第一課 / 生活福祉第二課３Ｆ

盛岡市くらしの相談支援室２Ｆ

４Ｆ スポーツ推進課★
（スポーツツーリズム推進室）

市保健所
（神明町３-29）

　　

　子ども・子育てに関する施策を進めるため新た
に子ども未来部を設置し、市保健所の庁舎内に業
務を集約。子育て支援の充実と市民のさらなる利
便性の向上を図ります。また、子ども未来部へ母
子保健などの事務を移管した市保健所健康推進課
は、課名を健康増進課に変更し、主に成人保健を
担当します。

子ども未来部の設置

男女共同参画青少年課の再編

国体推進局の廃止
　いわて国体・いわて大
会の終了に伴い廃止しま
す。国体推進局が担当し
ていた業務は、スポーツ
推進課が引き継ぎます。

スポーツ推進課内にスポーツツーリズム
推進室を設置。東京2020オリンピック・
パラリンピックホストタウン交流事業やラ
グビーＷ杯2019公認チームキャンプ地誘
致に向け、集中的・専門的に取り組みます。

スポーツツーリズム推進室
の設置

　男女共同参画青少年課で行っていた業務は次の
各課で担当します。

５Ｆ 微生物・理化学検査室 

４Ｆ 子ども青少年課 ★（少年センター）★ /  調理実習室

３Ｆ 中ホール

２Ｆ 健康増進課 / 母子健康課 / 夜間急患診療所

１Ｆ 子育てあんしん課★ / 子育て世代包括支援センター / 
案内所 / 情報コーナー

6Ｆ 企画総務課 / 保健予防課 / 生活衛生課

7Ｆ 大ホール /  予防活動室

食と農の連携推進室
の設置

農政課内に食と農の連携推進
室を設置。「所得の向上と夢の
ある農業」の実現に向け、盛岡
産農畜産物のブランド力向上や
販路拡大、６次産業化の支援、
盛岡の食の魅力発信などに取り
組みます。

　　子ども青少年課（３月31日までは子ども未来課）
　　児童手当や児童扶養手当、家庭・婦人相談、子育て支
　　 援、青少年に関する施策の企画や推進、健全育成など

　　少年センター（子ども青少年課内）
　　街頭巡回活動による少年の非行防止など
　　子育てあんしん課
　　保育施設や児童館・児童センターに関することなど
　   母子健康課（３月31日までは健康推進課が担当）
　　母子保健や小児慢性特定疾病などの医療給付に関する
      ことなど

　　子育て世代包括支援センター
　　妊娠・出産・子育てに関する相談・支援や母子健康手
　　 帳交付など　　

子ども未来部

男女共同参画に関する施策の企画や推進、男女共同参
画団体の育成や男女共同参画推進懇談会など

男女共同参画推進室（本庁舎本館１階
市民協働推進課内）

地域福祉課（本庁舎本館５階）

若者を含む社会的孤立者に関する事務

青少年に関する施策の企画や推進、健全育成

子ども青少年課（市保健所４階）

資産経営課の設置
公民連携手法を活用し、公共

施設アセットマネジメントを着
実に推進します。（資産管理活
用事務局は廃止します。）

議場

市民税課

市民協働推進課（文化国際室 / 男女
共同参画推進室★） / 市民ホール

８Ｆ 企画調整課 （都市戦略室 / 国際リニア
コライダー推進事務局） / 建築住宅課

７Ｆ 経済企画課 / ものづくり推進課（立地創
業支援室）/ 観光交流課

６Ｆ 広聴広報課 / 資産税課

５Ｆ 危機管理防災課 / 介護保険課 / 河川課★

３Ｆ 議会委員会室 / 議員控室

２Ｆ 納税課

１Ｆ 健康保険課

４Ｆ 会議室

本庁舎
本館

（内丸12-２）

別館

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

総務課（情報企画室） / 情報公開室 / 財政課 /  岩手県競馬組合経営
改善対策事務局 / 公平委員会事務局 / 資産経営課 / くらしの安全課

道路管理課（雪対策室） / 交通政策課 / 道路建設課 / 用地課

契約検査課（工事指導検査室）/ 選挙管理委員会事務局 

地域福祉課 / 障がい福祉課 / 長寿社会課★/ 教育委員会分室

市長室 / 副市長室 / 秘書課 / 職員課（能力開発室） / 管財課

議長室 / 副議長室 / 議会事務局（議事総務課） / 議員控室

市民税課 / 医療助成年金課 / 会計課

市民登録課 / 窓口案内所

★印が付いている課は、
３月27日㈪から執務
室が移転します。詳
しくは市公式ホーム
ページをご覧ください。
【広報ID】1018837

★３月27日㈪から執務室が移転する課  
課名 ３月24日㈮まで ３月27日㈪から

子ども未来課 本庁舎本館５階 市保健所４階
子育てあんしん課 本庁舎本館５階 市保健所１階
長寿社会課 本庁舎別館５階 本庁舎本館５階
男女共同参画青少年課 肴町分庁舎４階 本庁舎本館１階、市保健所４階
少年センター 肴町分庁舎４階 市保健所４階
スポーツ推進課 若園町分庁舎４階 内丸分庁舎４階
河川課 若園町分庁舎５階 本庁舎別館５階

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。仕事などの関係で日中忙しい人は、この機会にどうぞご利用くださ
い。【広報ＩＤ】1000447
■休日窓口

３月26日㈰と４月１日㈯、９時～17時
■窓口延長　※土・日曜を除く

３月27日㈪～４月７日㈮、８時半～18時半
表 休日受け付け・時間延長をする窓口など

受け付け業務 窓口
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（市役所本館１階）☎613-8309
都南総合支所市民係（津志田14）☎639-9030
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

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（市役所別館１階）☎626-7527
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

医療費助成、母子健康手帳・
妊婦健診票・赤ちゃん手帳・
予防接種券の交付

医療助成年金課（市役所本館２階）☎626-7528
（母子健康手帳、妊婦健診票交付は除く）
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
都南総合支所健康推進課分室（津志田14）☎603-8303
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869
子育て世代包括支援センター（市保健所１階）☎613-2696
（医療助成の手続き、予防接種券、赤ちゃん手帳の交付は除く）

窓口の休日開設と時間延長
受け付け業務 窓口

児童手当、児童扶養手当（都
南除く）の諸手続き

子ども未来課（４月１日から子ども青少年課（市保健所
４階））☎613-8354※３月26日㈰は市役所本館２階
医療助成年金課で臨時受け付け
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
（児童扶養手当の新規手続きを除く）
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

小・中学校の就学、
転校手続き

教育相談室（市役所本館５階）☎639-9044
教育委員会学務教職員課（津志田14）☎639-9044
教育委員会学務教職員課玉山分室（渋民字泉田）☎683-3820

異動による身体障害者手帳・
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（市役所本館５階）☎613-8346
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

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（市役所別館５階）☎626-7560
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

市・県民税課税（所得）証明
書交付

市民税課（市役所本館２階）☎626-7504
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

市・県収入証紙販売 市民登録課（市役所本館１階）☎613-8307
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

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（市役所本館１階）☎626-3733

◎休日窓口をご利用ください
　 ３月30日㈭～４月３日㈪は窓口が非常に混雑します。休日窓口開設日の方が比

較的空いていますので、ぜひご利用ください。

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

路上駐車を禁止する理由
・�歩行者の通行の妨げになる
（特に体の不自由な人にと
ってはとても危険）
・緊急活動の妨げになる
・街の景観を損ねる
　　など…

　市は、盛岡駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。禁止区域に放置され
ている自転車などは随時撤去しますので、自転車や原動機付自転車を駐車するときは、
地図の市営自転車等駐車場を使用してください。使用料は、表のとおりです。
【問】盛岡駅前自転車駐車場☎622-0972【広報ＩＤ】1001859

自転車等駐車場を使いましょう
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自転車等放置
禁止区域

盛岡駅周辺では

表 市営自転車等駐車場の使用料

区分 自転車 原動機付自転車
自動二輪車

１回（24時間までごと） 100円 150円
１カ月
定期駐車券

一般 2000円
3000円

生徒等 1500円
２カ月
定期駐車券

一般 3800円
5700円

生徒等 2800円
３カ月
定期駐車券

一般 5700円
8600円

生徒等 4200円
・ 生徒等とは、小・中学生と高校生、専門学校生、大学生、大学

院生が対象です
・定期駐車券は、地図内２カ所の駐車場で共通して使用できます
・ 定期駐車券の「１カ月」は、月の初日からその月の末日までを

指します
・回数駐車券もあります。詳しくはお問い合わせください
・盛岡駅前自転車駐車場は、２時間以内の使用は無料です

盛岡駅前自転車駐車場
（木伏緑地地下にあります）
開場時間：６時～21時（年末年始除く）
駐車対象：自転車

盛岡駅西口自転車等駐車場
開場時間：24時間（年中無休）
駐車対象：自転車、原動機付自転車、自動二輪車
　　　　　（アイーナ側はバイク専用）

やめよう
！

盛岡駅西口自転車等駐車場

迷惑駐車！

地図　市営自転車等駐車場の所在地

高架下にあって
雨でも安心！
バイクも

駐車できるよ！


