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け に挑戦挑 　29年度3級問題㉓（正解は14ページに掲載）
　　国の重要文化財に指定されている「旧中村家住宅」の屋号は何ですか。
　①糸治　②糸弥商店　③茣

ご
蓙
ざ

九　④徳清もりおかインフォ
 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

広報もりおか ２. ３. １ 1110 広報もりおか ２. ３. １

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

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

３/８
㈰

循環器内科金矢クリニック 津志田中央三丁目７-７ 601-2900
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
歯の松本 東安庭一丁目23-62 625-5772
木の実薬局 津志田中央三丁目７-８ 656-0700
エキナカ薬局Pharma-Labo 盛岡駅前通１-44 601-6256
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

３/15
㈰

まさと脳神経内科クリニック 向中野五丁目18-30 601-5800
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８ 604-1123
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
松舘歯科医院 下太田沢田68-２ 659-2566
アイランド薬局盛南店 向中野五丁目18-30 656-6123
天神町薬局 天神町８-24 681-2441
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

※３月１日㈰の休日救急当番医・薬局は２月15日号に掲載しました

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
　▶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

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

31日㈬
 掛け金：800円から※加入区分に

より金額が異なります
 窓口：随時受け付け
 1025436

生ごみで作ったたい肥を販売
盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター

☎697-3835

家庭から出た生ごみを発酵させて作
ったたい肥「田園有機」を販売中で
す。申し込み方法など詳しくは、同セ
ンターへお問い合わせください。

 １袋（15㌕）350円　  1029710

宝くじ助成で親子が参加できる
イベントを実施

子ども青少年課　☎613-8354

宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成として、杜陵地区福祉
推進会児童健全育成支援基金が、川
遊びやスキー教室など親子で参加で
きるイベントを実施しました。

寄付をいただきました

■盛岡市文化振興事業団　　
　三浦　宏

ひろし

理事長　
27万3000円。子ども未来基金のた
めに。

市社会福祉審議会の委員
地域福祉課　☎626-7509

市の社会福祉について調査・審議を
する同審議会の委員を３人募集しま
す。任期は４月１日㈬から３年間です。

 次の全てに該当する人①市内に１
年以上住んでいる②平成12年４月２
日以前に生まれている③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２～４回程度の会
議に出席できる

 市役所本庁舎本館５階の同課に
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応募用紙に必
要事項を記入し、〠020-8530（住所
不要）市役所地域福祉課へ郵送また
は持参。郵送は３月20日㈮必着。持参
は同日17時半まで

 1018408

介護予防教室運営業務の受託者
長寿社会課　☎613-8144

65歳以上の人に運動機能の向上や
介護予防の啓発を行う「元気はなま
る筋力アップ教室」を運営する受託
者を募集します。委託期間は4月30
日㈭～来年3月31日㈬の予定です。

 同課や玉山総合事務所健康福祉
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応募用紙
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。郵送は４月３日㈮必
着。持参は同日17時まで　

 1018990

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します。

 ①３月７日㈯９時半～11時半②17
日㈫13時～15時

 ①市勤労福祉会館（紺屋町）②プ
ラザおでって（中ノ橋通一）

 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

盛岡城跡公園「ふれあい花壇」作り
ボランティア

NPO法人緑の相談室　☎681-0722
もりおか歴史文化館（内丸）前の花
壇を作るボランティアを募集します。

 ４月～11月の毎週月・水・金曜、9時
半～11時半※都合の良い日に参加して
ください

 電話：随時受け付け

犯罪被害者支援活動のボランティア
 いわて被害者支援センター　

☎621-3750

事件や交通事故の被害者とその家族
などへの支援と電話相談をするボラ
ンティアを募集します。活動内容や
応募方法など詳しくは、同支援セン
ターへお問い合わせください。

 ４月30日㈭まで

ＭＴＣＡコンベンションサポーター
盛岡観光コンベンション協会

☎606-6688

盛岡で開催される学会や大会などの
運営を補助するサポーターを募集し
ます。任期は登録の日から令和４年３
月31日㈭までです。応募方法など詳
しくは、同協会へお問い合せください。

 ４月15日㈬まで

岩手育英会の奨学生
学務教職員課内、岩手育英会事務局

☎639-9044

県内の大学・短期大学生に月１万5000
円を、県外の大学・短期大学生に月３万
円を貸し付けます。また、新規入学奨学
生に入学一時金10万円を給付します。
申し込み方法など詳しくは、同事務局
へお問い合せください。

 ３月23日㈪まで　
 1013272

国際協力機構（J
ジ ャ イ カ

ICA）は、青年海外協
力隊とシニア海外協力隊を募集しま
す。活動内容など詳しくは、同機構へ
問い合わせるか、同機構のホームペー
ジをご覧ください。

 ３月30日㈪まで
 日本国籍をもつ昭和25年４月１日

～平成12年９月２日生まれの人
 1029565

食品などの放射性物質測定
検査の終了

消費生活センター　☎604-3301
市民が持ち込んだ食品などの同検査
は３月31日㈫で終了します。４月１日
㈬以降に同検査を希望する人は、民
間で有料の検査をしている機関を利
用してください。

市立総合プールの使用制限
市立総合プール　☎634-0450

３月1日㈰は大会のため利用できま
せん。

もりおか就職ガイダンス
経済企画課　☎613-8298

盛岡市周辺の企業約100社と盛岡広
域市町が、個別面談などで就職希望
者向けに情報提供をします。

 ３月９日㈪13時～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡ニュ―

ウイング（盛岡駅前北通）
 来年３月に大学、短大などを卒業す

る学生とおおむね35歳未満の求職者
 1025438

固定資産税の縦覧・閲覧
資産税課　☎626-7530

固定資産の縦覧と閲覧を行います。
①縦覧：固定資産税の納税者が、他
の土地や家屋の価格と比較すること
で、所有する固定資産の価格（評価
額）が適正かどうか確認する制度②
閲覧：固定資産課税台帳の内容を確
認するための制度。台帳の内容は納

税通知書にも記載されています。
 ①４月１日㈬～４月30日㈭、９時

～17時②随時（令和２年度分は４月１
日から）

 市内に土地や家屋を所有し、固定
資産税が課税されている人※納税通
知書か本人確認ができるものを持参

 ①無料②１件300円※４月中は無料
 1000522

家屋の新築・取り壊しは連絡を
資産税課　☎613-8403

固定資産を適正に評価するため、現
地調査を行います。住宅や事務所な
どのほか、車庫や物置などの小規模
な建物も固定資産の課税対象になり
ます。家屋の新築や増築、大規模な
改築をしたとき、取り壊しをしたとき
は同課へご連絡ください。

 1000524

都南地域のし尿などのくみ取り
料金が変わります

廃棄物対策課　☎626-3755
都南地域におけるし尿・浄化槽汚泥の
くみ取り料金が、４月１日㈬から表の
とおり変更になります。　

 1021639
表　都南地域のくみ取り料金（税込み）

医療費受給者証を発送
医療助成年金課　☎626-7528

４月から小・中学校に入学する子が、
医療費助成を受けるために必要な医
療費受給者証を、２月28日㈮に発送
しました。中学生が助成を受けるには、
併せて医療費助成給付申請書が必要
です。申請方法など詳しくは、同課へ
お問い合せください。

 ４月から小・中
学校に入学する子
のうち、現在医療
費受給者証を持っ
ている人

 1029671

もりおか町家物語館休館日の変更
観光交流課　☎626-7539

同館の４月の休館日は21日㈫です。
28日㈫は通常どおり開館します。　

 1029678

いわて就職マッチングフェア
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業・団体と
の面談や移住・定住についての相談
ができます。

 ３月20日㈮13時～16時半
 アピオ（滝沢市)
 大学などを来年３月に卒業する人と

４年以降に卒業予定の人、社会人など
 1029715

陸上競技公認審判員の資格取得
市陸上競技協会　☎667-2245

陸上競技会とマラソン大会の審判員
として必要な資格を取得するための
講習会を開催します。

 ３月22日㈰13時～15時半　
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 18歳以上※高校生可
 5000円※審判申請料含む

スポーツ安全保険に加入を
スポーツ安全協会岩手県支部

　☎648-0400
スポーツや文化活動などを団体で行
うときに加入できる保険の申し込み
用紙を市の体育施設などで配布して
います。

 保険期間：４月１日㈬～来年３月

１回のくみ
取り量 ３月31日まで ４月１日から

180㍑未満 1326円
（180㍑相当分）

1484円
（180㍑相当分）

180㍑以上 10㍑につき
73.7円

10㍑につき
82.5円

盛岡駅で会場への誘導などをするサポーター

医療費受給者証▶

JICA海外協力隊
JICA東北　☎022-223-4772　

イ
ベ
ン
ト
の
様
子

中止

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①３/10㈫・12㈭
　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

３/３㈫・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★

空き家の
処分・不動産

無料相談
３/11 ㈬
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

３/13㈮
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★

補聴器相談
３/18㈬
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

募　集

お知らせ


