
もりおかインフォ
広報ＩＤ：市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、記事の詳細を見ることができます。
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と、簡単にホームペー
ジなどにアクセスでき、記事の詳細を見ることができます。
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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

①10/６㈫・８㈭
　17時半～20時
②10/16㈮・19㈪～22㈭
　17時半～20時
③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納税課
③玉山総合事務所税務住民課
（渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

休日納付相談 10/18㈰９時～16時 納税課（市役所別館２階）と
健康保険課（同１階）

暮らしと事業
の無料相談会

①10/９㈮10時～15時
②10/12㈪
　13時半～16時半

①カワトク８階イベントホール
（菜園一）
②アイーナ５階会議室
（盛岡駅西通一）

県行政書士会事務局
☎623-1555

リハビリ
相談

10/９㈮
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★

行政困りごと
・被災者支援
一日行政相談

10/22㈭
10時～15時

プラザおでって
（中ノ橋通一）

岩手行政監視行政
相談センター
☎622-3470♦

★要事前申し込み　♦要事前申し込み：10/５㈪～16㈮、９時～17時※土・日曜を除く

故が発生しやすい時期です。ゆとりを
持ち、安全な農作業を心掛けましょう。

 1008165

大規模な土地取引後は届け出を
企画調整課　☎613-8394

大規模な土地を購入したときは、土
地の売買契約を締結した日から２週
間以内に届け出が必要です。詳しく
は、お問い合わせください。

 大規模な土地を取引した人
①市街化区域：2000平方㍍以上②
都市計画区域（①を除く）：5000平
方㍍以上③都市計画区域外の区域：
１万平方㍍以上　  1001718

赤い羽根共同募金にご協力を
市社会福祉協議会内、市共同募金委員会

☎651-1000

募金にご協力ください。募金は地域
福祉活動に役立てられます。

 実施期間：10月～来年３月

依存症家族教室
県精神保健福祉センター　☎629-9617

アルコール依存症や薬物依存症につ
いての知識と対応方法を学びます。

 10月８日・11月12日・12月３日・１
月14日・２月4日・３月11日、木曜、13
時半～15時半　  県福祉総合相談
センター（本町通三）

 10人※アルコール依存や薬物依存
を抱える人の家族　

 電話：開催日の前日まで

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の活動の見学
と見合いに関する情報交換をします。

 10月９日㈮・31日㈯、９時半～11時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 電話：開催日の前日まで

介護技術おさらい講習
県福祉人材センター　☎601-7062

介護職に従事した経験がある人の再
就職を支援します。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 10月19日㈪13時～16時半
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 10人　  10月16日㈮17時まで

保育所などの職員配置に関する
基準への意見

子育てあんしん課
☎626-7553　ファクス652-3424

保育所などの職員配置に関する基準
への意見を募集します。資料は市保
健所１階の同課や各支所などに備え
付けるほか、市ホームページにも掲載
します。

 各窓口に備え付けの用紙または任
意の用紙に住所と氏名、意見を記入し、
〠020-8530（住所不要）子育てあん
しん課へ郵送または持参。ファクスと
応募フォームでも受け付けます。郵送
と応募フォームは10月19日㈪必着。そ
の他は同日17時まで　  1032351

市立病院の健診・検診は予約制
市立病院　☎635-0101

特定健診・成人検診などは全て予約制
です。詳しい日程はお問い合わせくだ
さい。　  電話：平日13時～16時半

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障害者福祉事業所が、食品や手芸品
などを販売します。

 10月１日～12月24日、木曜、11時～
13時　  市役所本庁舎本館１階エレ
ベーター前ホール（内丸）　  1018352

ゆぴあすの臨時休館
ゆぴあす　☎662-1414

10月６日㈫～16日㈮は施設点検など
のため休館します。　  1024198

市民講座「高齢者の生活支援と
権利擁護」

長寿社会課
☎603-8003　ファクス653-2839

 chouju@city.morioka.iwate.jp

高齢者の生活支援や、盛岡広域成年
後見センターの役割と活用について
学びます。

 10月８日㈭13時半～15時

 市総合福祉センター（若園町）
 80人　  電話・ファクス・メール：

10月７日㈬17時まで　  1032490

暴力団のない住みよい街を
くらしの安全課　☎603-8008

10月は暴力団追放推進強化月間で
す。「暴力団を恐れない・金を出さな
い・利用しない」の３ない運動に「交
際しない」を加えたプラスワン運動を
推進しましょう。
▶暴力団追放盛岡市民総決起大会
暴力団情勢についての講演や県警音
楽隊による演奏など。

 10月22日㈭14時～16時
 盛岡劇場（松尾町）　  120人
 電話：10月21日㈬17時まで

都南地域・ごみ持ち込み時間の変更
盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター　☎697-3835

資源循環推進課　☎626-3733

新型コロナウイルス感染症対策のた
め、ごみの持ち込み時間を変更します。

 持ち込みできる日時：月曜～土曜
の８時半～10時と13時～15時※年
末年始を除く　  1001161

全国地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

10月11日㈰～20日㈫は全国地域安
全運動期間。鍵かけの徹底や特殊詐
欺被害防止の対応を家族で話し合う
など、防犯活動に取り組みましょう。
スローガンは「なくそう犯罪　ふやそ
う笑顔　みんな大好き岩手県」です。

違反建築防止週間
建築指導課　☎639-9054

10月15日㈭～21日㈬は違反建築防
止週間。期間中の平日９時から17時ま
で、都南分庁舎２階の同課で違反建
築などに関する相談所を開設します。

 1001692

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

本年度のスローガンは「慣れるほど　
忘れてしまうその危険　心につけて若
葉マーク」です。秋の農繁期は、作業者
の不注意や機械操作の誤りによる事

お知らせ

募　集

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

10/４
㈰

鈴木内科医院 八幡町２-17 623-3038
大手先内科循環器クリニック 本町通一丁目８-９ 651-2150
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
小田中歯科医院 湯沢西三丁目４-１ 637-7774
八幡町薬局 八幡町３-22 604-7770
会営内丸薬局 内丸17-24 625-1927
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

10/11
㈰

遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
久喜内科・脳神経内科医院 緑が丘三丁目２-34 662-7177
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
小野歯科医院 月が丘三丁目32-６ 641-6480
下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

10/18
㈰

小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治中央

通ビル１階 604-8002

吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
本宮歯科 本宮四丁目２-10 635-2464
せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
そうごう薬局盛岡中央通西店 中央通三丁目16-15 681-7101
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

診療時間外に具合が悪くなったら

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
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。
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り

けんに挑戦
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り
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潜在保育士への支援研修会
県保育士・保育所支援センター

☎637-4544　ファクス637-9612

保育士としての再就職に向けて、家庭
と保育園の連携について学びます。

 10月20日㈫９時半～11時半
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 12人※保育士の資格を有するが、

現在保育所などで働いていない人　
 電話・ファクス：10月16日㈮17時まで

家族介護者リフレッシュ講演会
市社会福祉協議会　☎651-1000

介護に関する講話と、DVDを視聴し
介護方法について学びます。

 10月21日㈬13時半～15時
 市総合福祉センター（若園町）
 50人※認知症・要介護１以上の高

齢者・重度の障害がある人の家族
 電話：10月14日㈬17時まで

家族介護者リフレッシュ交流会
盛岡駅西口地域包括支援センター

☎606-3361

繭を使った工作を体験します。
 10月28日㈬10時半～12時半
 中川町公民館（盛岡駅西通二）
 10人※認知症・要介護１以上の高

齢者・重度の障害がある人の家族
 電話：10月20日㈫19時まで

いわて広告景観タウンミーティング
県屋外広告美術業協同組合　☎645-3140
まち歩きやワークショップで屋外広
告物の役割を学び、理想的な都市景
観の在り方を考えます。

 10月31日㈯13時～17時
 河南公民館（松尾町）ほか
 10人※高校生以上
 電話：10月23日㈮まで

寄付をいただきました

■株式会社生き方マネジメント
　阿部紀

と し

之
ゆ き

代表取締役
非接触型顔認証検温器１台。新型コ
ロナウイルス感染予防のために。
■株式会社北東北交流センター
　玉山哲

さとし

代表取締役
イベント用テント７張。地域活性化の
ために。

■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～21時半★ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
休日救急

当番医
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
★ 21時半以降は内科または外科医師のみとなります。事前に市立病院へお問い合
　 わせください

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　岩手の地名由来となった「鬼の手形」が残るとされる大岩がある神社
はどこですか。
①三ツ石神社　②岩手山神社　③櫻山神社　④盛岡天満宮

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料 　市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】12月１日㈫
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収入月
額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住宅に入居
した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力団員でない
【申し込み】10月15日㈭～21日㈬、９時～17時（土・日曜は除く）、同センタ
ー（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族（単身者は本
人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所本庁舎別館８階
の建築住宅課、同本館１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け

市営住宅の入居者募集

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人　一般：高・障・単身に該当しない世帯

表　入居者を募集する市営住宅　※エレベーター付き
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

北厨川アパート
（厨川二）

○ １階 １ １万9400円～３万8100円
６・６・4.5・DK○ ○

４階
１ １万7000円～３万3500円

○ ○ １ １万8800円～３万6900円
○ ○ １ １万9200円～３万7800円 ６・６・６・DK
○ ○ ○ ５階 １ １万7100円～３万3600円 ６・６・4.5・DK

谷地頭アパート
（厨川五）

○ １階 １ １万4800円～２万9100円 ６・６・３・DK
○ ２階 １ １万1500円～２万2600円 ６・4.5・３・DK

月が丘アパート（月が丘三）※ ○ ○ １階 １ ２万7200円～５万3400円 ６・６・６・DK
青山一丁目アパート（青山一） ○ ○ ４階 １ ２万5000円～４万9100円 ８・６・５・DK
青山二丁目アパート（青山二）※ ○ ○ １階 １ １万5600円～３万  700円 ６・DK
青山西アパート（青山三） ○ ○ ４階 １ ２万4600円～４万8300円 ８・６・５・DK

青山三丁目アパート
（青山三）※

○ ○
１階

～
４階

１ １万5500円～３万  400円 ６・DK○ ○ １ １万5700円～３万  900円
○ ○ １ ２万1700円～４万2700円

６・６・DK○ ○ １ ２万1800円～４万2900円
中学生以下の子と同居 ２ ２万2300円～４万3700円

川目アパート（東山一） ○ ○ ３階 １ １万5200円～２万9800円 ６・６・３・DK

仙北西アパート（西仙北一）

○ ２階 １ ２万3800円～４万6700円

８・６・５・DK
○ ○ ４階 １ ２万1900円～４万3000円
○ ○

５階
１ ２万1300円～４万1800円

○ ○ １ ２万1600円～４万2400円
○ ○ １ ２万3400円～４万6000円

見前アパート（東見前９） ○ ○ ３階 １ ２万6100円～５万1200円 ８・６・６・DK

大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 １ １万5700円～３万  800円 ６・６・６・DK○ ○ １ １万6100円～３万1700円

法領田アパート（乙部31） ○ ○ ２階 １ １万8300円～３万6000円 ８・６・DK○ ○ ３階 １ １万7800円～３万5000円
渋民団地（渋民字大前田） ○ ○ 平屋 １ １万5900円～３万1200円 ８・６・DK
夏間木第１団地（好摩字夏間木） ○ ○ 平屋 １ １万4400円～２万8300円 ６・5.5・DK

 市営住宅指定管理センター☎622-7030 
 1017768

盛岡駅西通アパート
（盛岡駅西通一）は
随時募集しています

　新型コロナウイルス感染症が疑われる人は、受診前に市帰国者・接触者相
談センターにご相談ください。
☎603-8308（平日９時～17時）☎651-4111（土・日曜、祝日、夜間）


