
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

広報ＩＤ：市公式ホームページのトップページに
ある検索窓に入力すると、詳細情報を閲覧で
きます。
QRコード®：㈱デンソーウェーブの登録商標で
す。スマートフォンのカメラ機能など
を使って読み取ることで、簡単にホ
ームページなどにアクセスし、詳細
情報を閲覧することができます。

※特に記載がない場合、費用は無料

見本
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広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ広　告

　各種相談  
内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①８/４㈫・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

リハビリ
相談

８/７㈮
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★

補聴器
相談

８/19㈬
① 10時～11時半
② 13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

８/９
㈰

工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目１-７ 663-7788
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
いとう歯科医院 東山一丁目19-21 626-5252
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
ハーブ薬局 緑が丘二丁目８-26 665-2288
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

８/10
㈪

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

森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247
みやた整形外科医院 上堂二丁目４-12 656-6350
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
伊保内歯科クリニック 菜園二丁目２-23石川ビル２階 652-9543
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
アイリス薬局 高松三丁目10-14 665-3030
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目４-11 681-0165
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

８/16
㈰

田中循環器内科クリニック 永井22-29-６ 632-1320
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２ 606-3765
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
森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50ｱｽﾃｨ緑が丘１階 662-3326
岩渕歯科医院 天神町９-15 654-1017
すばる薬局永井店 永井22-３-128 614-0025
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

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

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

■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。

当直診療科はこちら

Y
ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売します。
 ８月14日㈮13時～８月31日㈪23

時▶せり売り：９月４日㈮13時～６日
㈰23時▶入札：４日㈮13時～11日㈮
13時　  1010803

ゆぴあすの利用制限
ゆぴあす　☎662-1414

混雑時は人数制限をします。浴場は、
毎月第１・３金曜日の高齢者無料日は
お休みします。また、浴場のサウナ利
用はマットの持参が必要です。

戦没者追悼サイレン
総務課　☎626-7513

戦没者の冥福を祈り、市役所と玉山地域
の防災無線で追悼サイレンを鳴らします。
▶広島の原爆投下：８月６日㈭８時15分
▶長崎の原爆投下：８月９日㈰11時２分
▶終戦記念日：８月15日㈯12時

75年目の夏～本から考える戦争～
中央公民館　☎654-5366

戦争に関する図書を展示します。

市の職員
職員課　☎626-7505

令和３年度採用の市職員を募集します。
募集する職種などは表のとおりです。

 試験日：９月20日㈰
 市内※受験票と一緒に通知
 受験案内と申込用紙は、同課や各

支所などに備え付けている他、市ホ
ームページからダウンロードできます。
郵送を希望する場合は、返信先を記入
し、120円分（速達を希望する場合は
410円分）の切手を貼った返信用角２
封筒を同封し「受験案内請求」と明記
の上、８月14日㈮までに〠020-8530
（住所不要）市役所職員課へ送付。申
込用紙に必要事項を記入し、同課へ
郵送または持参。郵送は８月21日㈮
消印有効。持参は同日17時半まで

小規模修繕事業者名簿への登録
契約検査課　☎626-7516

市が発注する、50万円未満の小規模
修繕の契約請負を希望する人の、名
簿登録を受け付けます。

 市内に主たる事業所がある法人
か個人※市競争入札参加資格者名簿

に登録している人を除く
 窓口：同課に備え付け、または市

ホームページからダウンロードした
申請書に必要事項を記入し提出。８
月20日㈭～９月7日㈪まで

 1020587 

児童扶養手当の更新
子ども青少年課　☎613-8354

同手当を受けている人は、８月に更新
手続きが必要です。送付した案内に
記載されている書類と印鑑を持参し、
手続きしてください。　  1002494

障がい者関係諸手当の更新
障がい福祉課　☎613-8346

特別障害者手当・特別児童扶養手当・
障害児福祉手当を受けている人は、８月
に更新手続きが必要です。送付した案内
に記載されている書類と印鑑を持参し、
手続きしてください。　  1004087

市有地売却の公募期間延長
管財課　☎613-8340

一般競争入札物件の公募期間を８月
31日㈪まで延長しています。入札条
件など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。　  1008682

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

お知らせ

募　集
 ８月４日㈫～30日㈰

保育士として働きませんか
子育てあんしん課　

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

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）
の仕事復帰をサポートするため、保
育体験会を実施します。

 ８月24日㈪~28日㈮の連続する
2日間、9時半～14時※事前オリエン
テーションがあります。詳しくはお問
い合せください 　  市内の保育所

 ファクス・メール：８月７日㈮17時まで
 1024377

ほんわか家族教室
保健予防課　☎603-8309

ロールプレイや話し合いなどで、ひき
こもり家族との接し方を学びます。詳
しくは、同課にお問い合わせください。

 ８月24日㈪・12月４日㈮・来年２
月８日㈪、13時半～14時半※２月８
日は14時～15時

 電話：各開催日の１週間前まで

読み聞かせボランティア研修会
生涯学習課　☎639-9046

       edu.sgs@city.morioka.iwate.jp
盛岡大短期大学部の松里雪

ゆ き

子
こ

名誉教
授を講師に、子どもが興味を持つ読
み聞かせテクニックなどを学びます。

 ９月24日㈭９時半～12時
 都南分庁舎４階大会議室（津志田

14）　  30人　
 電話・メール：８月18日㈫から　
 1031532

表　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

一般
事務職

高校卒
程度

数人

平成７年４月２日～平成15年４月１日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（令和３年３月
31日までに卒業見込みも含む）およびこれと同等の資
格を有する人を除く

短大卒
程度

平成５年４月２日～平成13年４月１日生まれ。
ただし、大学卒または令和３年３月31日までに大学卒
業見込みの人を除く

土木
技術職

高校卒
程度

数人

平成５年４月２日～平成15年４月１日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（令和３年３月
31日までに卒業見込みも含む）およびこれと同等の資
格を有する人を除く

短大卒
程度

平成３年４月２日～平成13年４月１日生まれで、短大
卒およびこれと同等の資格を有する人。
ただし、大学卒または令和３年３月31日までに大学卒
業見込みの人を除く

障がい者を対象に
した一般事務職 数人 平成３年４月２日～平成15年４月１日生まれ

史跡調査職 数人 昭和63年４月２日以降生まれで、大学または大学院で考古
学や歴史学、または類する課程を修めて卒業した人など

薬剤師 １人 昭和59年４月２日以降生まれ
技能労務職

（任期付き調理員）
10人
程度 年齢要件なし

寄付をいただきました

■岩手教科図書株式会社
　玉山哲

さとし

代表取締役
小学生向け図書88冊。読書する・読
書したくなる機会を増やすために。
■熊谷達

た つ

雄
お

さん
N-95微粒子マスク20枚。新型コロ
ナウイルス感染予防のために。

　　　　＜お詫びと訂正＞
７月１日号特集、「コーヒーを通して盛
岡の魅力を再発見」の記事に誤りがあ
りました。２ページの喫茶ママ店主は、
正しくは糸坂昭子（いとさかあきこ）さ
んでした。お詫びして訂正します。

2020もりおかプレミアム付商品券SANSA

「SANSA」が使える店を募集中！
 市内の店舗・事業所
 市ホームページまたは盛岡商工会議所ホー

ムページからダウンロードした申請書に必要
事項を記入し、〠020-8507清水町14-12盛岡
商工会議所プレミアム付商品券係へ郵送。10
月30日㈮必着※登録店一覧チラシへの掲載
を希望する場合は８月31日㈪まで

　市の緊急経済対策として、市内の登録店舗で、来年２月14日㈰（予定）まで使う
ことができる「2020もりおかプレミアム付商品券Ｓ

サ ン サ

ＡＮＳＡ」を９月24日㈭から順
次販売します。購入を希望する人は、事前の応募が必要です。

 募集期間：①８月１日㈯（ホームページは３日㈪）～10日㈪②11日㈫～20日㈭
③21日㈮～31日㈪　  申し込み時点で、市内在住者

 １冊１万円（1000円×12枚）※１人３冊まで
 ▶応募方法：はがきに住所と名前（ふりがな）、電話番号、希望冊数、購入希望

店舗名（表のファミリーマート各店）を第２希望まで明記の上、〠020-8507清水町
14-12盛岡商工会議所、プレミアム付商品券係へ郵送。各募集期間の末日必着。市
ホームページまたは盛岡商工会議所ホームページの応募フォームからも応募できま
す※応募数が販売予定数に達した場合、その募集期間内の分は抽選となります。ま
た、落選者への通知はありません
▶購入方法：８月下旬～９月中旬に当選者に届く、購入引換書と現金を
持参し、引換書に記載の販売期間・販売店舗で購入。引換書に記載さ
れた冊数のみ購入でき、応募内容の変更はできません

【問】盛岡商工会議所プレミアム付商品券係☎624-5880

表　販売店舗一覧（市内ファミリーマート各店）
店舗名

盛岡青山三丁目 盛岡乙部 盛岡中央通二丁目 盛岡松園南口
盛岡西青山二丁目 盛岡北厨川 盛岡中央通三丁目 盛岡東松園
岩手県立中央病院 盛岡厨川四丁目 盛岡繫 盛岡みたけ三丁目
岩手大学前 盛岡紺屋町 岩手盛岡都南 盛岡みたけ五丁目
盛岡上田四丁目 盛岡三本柳 盛岡川久保 盛岡三ツ割
盛岡駅西通 盛岡肴町 盛岡津志田町二丁目 盛岡向中野
盛岡アイーナ 盛岡下川原 盛岡津志田南 盛岡向中野四丁目
盛岡フェザン 盛岡下ノ橋町 盛岡月が丘三丁目 盛岡本宮
メトロポリタン盛岡 盛岡神明町 盛岡天神町 本宮南
盛岡クロステラス 盛岡西仙北一丁目 盛岡南インター 盛岡本宮宮沢
盛岡加賀野二丁目 盛岡高松一丁目 盛岡永井南 盛岡北夕顔瀬町
盛岡門二丁目 盛岡高松四丁目 盛岡名須川町 しぶたみ
盛岡上堂二丁目 盛岡館向 盛岡本町通一丁目
盛岡飯岡 盛岡日影門 盛岡西松園

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
■特別定額給付金の申請は11日まで
【問】市特別定額給付金給付事業等     
        実施本部☎603-8026
同給付金の申請期限は８月11日㈫で
す。期限を過ぎると給付を受けられな
■ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯を支援するため、次のい
ずれかに該当する人に同給付金を支
給します。市独自のひとり親世帯等特
別給付金を受けた人も対象です。申し
込み方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、同課にお問い合わ
せください。

 ▶基本給付：①６月分の児童扶
養手当が支給される人②公的年金を
受給し、６月分の児童扶養手当が支
給されない人③児童扶養手当が収入
などにより支給されてない人のうち、

■介護保険料の減免　
同感染症の影響により、主たる生計維
持者が亡くなったり、収入が減少し、介
護保険第１号保険料の納付が困難な
場合、申請により減免が認められる場

くなります。申請が済んでいない人は
早急に手続きしてください。※同給付
金のコールセンターは７月31日で終
了しました　  1030968

新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が児童扶養手当を受給している
人と同じ水準となる人
▶追加給付：①または②に該当する
人のうち、新型コロナウイルス感染症
の影響により収入が減少した人

 ▶基本給付：１世帯５万円（第２子
以降１人につき３万円）▶追加給付：
１世帯５万円

 窓口・郵送：８月31日㈪まで
※①に該当する人の基本給付は申請
不要　  1031483

合があります。納期限が２月１日から来
年３月31日までの介護保険料が対象
です。申請方法など詳しくは、同課へお
問い合わせください。　  1031632

【問】子ども青少年課☎613-8354

【問】介護保険課☎626-7581

リフォームを支援します
　30万円（税抜き）以上のリフ
ォーム工事を行った市民500人
に、６万円分の「SANSA」を交付
します。申請期間など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
※応募多数の場合は抽選　

 1031931

市ホームページ

リフォーム支援：岩手県建築住宅センター☎623-4420


