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広報ID

※特に記載がない場合、費用は無料

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、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。
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マークの
見方

令和元年度３級問題（正解は16ページに掲載）
ぎ ぼ し
盛岡のシンボルとも言える「擬宝珠」が付けられている橋は、上の橋
ともう一つはどこですか。
①与の字橋 ②中の橋 ③下の橋 ④毘沙門橋

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

募 集
市の職員

職員課

☎626-7505

令和３年度に採用する市職員を募集
します。職種や人数、受験資格は表１
のとおりです。
試験日：来年１月24日㈰
市役所本庁舎（受験票と一緒に
通知）
受験案内と申込書は、市役所本
庁舎本館４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
分の切手（速達での返信を希望する
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、12月25日㈮までに
〠020-8530（住所不要）市役所職
員課へ送付。受験の申し込みは、申
込書に必要事項を記入し、同課へ郵
送または持参。郵送は来年１月12日
㈫消印有効。持参は同日17時半まで

各計画案への意見
計画案は各担当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。
■市高齢者保健福祉計画・第８期介
護保険事業計画案

任意の用紙に住所と名前、意見を

記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所介護保険課へ郵送または持参。
ファクス651-1181と市ホームページ
でも受け付けます。12月21日㈪必着。
持参は同日17時まで
介護保険課☎626-7561
長寿社会課☎613-8144
1033010
■石川啄木記念館・玉山歴史民俗資
料館整備基本計画案
市役所都南分庁舎３階の歴史文
化課や各支所などに備え付けの応募
用紙に住所と名前、意見を記入し、〠
020-8532（住所不要）市役所歴史
文化課へ郵送または持参。ファクス
639-9047と市ホームページでも受
け付けます。12月21日㈪必着。持参
は同日17時まで
歴史文化課☎639-9067
1032888
■環境基本計画案
■自然環境及び歴史的環境保全計画案
任意の用紙に住所と名前、意見を
記入し、〠020-8531（住所不要）市
役所環境企画課へ郵送または持参。
ファクス626-4153と市ホームペー
ジでも受け付けます。郵送は12月22
日㈫必着。その他は同日17時まで
環境企画課☎626-3754
1032864（環境基本計画案）・
1032834（自然環境及び歴史的環
境保全計画案）
■緑の基本計画案
任意の用紙に住所と名前、意見を

表１ 募集する職種や受験資格など
職種など
区分 人員
受験資格
次のいずれかに該当する人
大学卒
①昭和61年４月２日～平成11年４月１日生まれ
程度
②平成11年４月２日以降に生まれ、令和３年３月までに
大学卒業見込み
土木技術職
建築技術職

短大卒
程度

平成５年４月２日～平成15年４月１日生まれ
※次のいずれかに該当する人を除く
高校卒
各 ①短大卒以上の学歴を有する（来年３月31日までに卒業
程度
数人 見込みの人を含む）
②①と同等の資格を有する

社会人
経験者
建築技術職

―

看護師

―
―

薬剤師
広
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平成３年４月２日～平成13年４月１日生まれ※大学卒ま
たは来年３月31日までに大学卒業見込みの人を除く

昭和56年４月２日以降に生まれ、直近７年中に通算して
５年以上の民間企業などでの職務経験がある
昭和46年４月２日以降に生まれ、一級建築士の免許を有
する

昭和56年４月２日以降生まれ
昭和56年４月２日以降生まれ

告
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記入し、〠020-8532（住所不要）市
役所公園みどり課へ郵送または持参。
ファクス637-1919と市ホームページ
でも受け付けます。12月23日㈬必着。
持参は同日17時まで
公園みどり課☎639-9057
1032844
▶緑の基本計画案についての説明会
12月21日㈪はプラザおでって
（中ノ橋通一）、22日㈫は都南公民
館（永井24）、23日㈬は渋民公民館
（渋民字鶴塚）、18時半～19時半
各30人
1032845

環境審議会の委員

環境企画課

☎626-3754

環境の保全や創造に関する事項を審
議する委員を2人募集します。任期は
来年３月１日㈪から２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13年３月１
日以前生まれ③市の他の審議会の委
員でない④平日の日中に開く年３回
程度の会議に出席できる
市役所若園町分庁舎４階の同課
や各支所などに備え付け、または市
ホームページからダウンロードした
用紙に必要 事項を記入し、〠020 8531（住所不要）市役所環境企画課
へ郵送または持参。郵送は12月21日
㈪消印有効。持参は同日17時まで
1018340

地域活動の紹介ポスター

市民協働推進課 ☎626-7535
kyodo@city.morioka.iwate.jp

公益的な活動を広く市民に紹介する
ポスターを募集・展示します。
募集期間：12月２日㈬９時～23
日㈬17時
市内で公益的な活動を行う団体
メール：市ホームページからダウン
ロードした用紙に必要事項を記入し、
データを提出
1021379
▶ポスター展
来年１月14日㈭～３月４日㈭
市民協働推進センター（中央、上
田、都南、西部、渋民、河南の各公民
館）と市役所本庁舎本館１階

起業家塾＠もりおか

立地創業支援室 ☎626-7551
ファクス 626-4153

事業立ち上げまでの手順や、成功の
ための具体策などを学ぶ講座の受講
生を募集します。
来年１月21日～２月25日、おおむ
ね木曜、全６回、18時半～20時半
16人
3000円
市ホームページからダウンロード
した申込書に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所立地
創業支援室へ郵送またはファクス。
12月15日㈫17時必着。応募多数の
場合は抽選
1017559

自衛官候補生

自衛隊岩手地方協力本部
盛岡募集案内所 ☎641-5191

令和３年３月末入隊（予定）の自衛官
候補生を募集します。応募方法など
詳しくはお問い合わせください。
試験日：来年１月31日㈰
12月４日㈮～来年１月21日㈭
1001133

お知らせ
環境パネル展

環境企画課

☎626-3754

12月の地球温暖化防止月間にちなん
だパネル展を開催します。
12月７日㈪～14日㈪
市役所本庁舎本館１階エレベータ
ー前ホール（内丸）

ます。申し込み方法など詳しくは、お
問い合わせください。
▶講義：来年１月17日㈰・２月
７日㈰は西部公民館（南青山町）、１
月24日㈰・31日㈰は中央公民館（愛
宕町）▶実習：市内保育施設で２日間
20人
テキスト代別途3000
円程度
12月16日㈬17時まで
1021244

もりおかエコライフ動画配信
資源循環推進課

☎626-3733

調理師専門学生による
「エコなクッキン
グ」
や新しい生活様式についての情報を
動画で配信します。動画の中のキーワー
ドを集めて応募した人には素
敵なプレゼントがあります。
来年１月31日㈰まで

市有地の売却

管財課

☎613-8340

表２のとおり市有地３件を売却しま
す。購入希望者は入札参加の申し込
みが必要です。詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
入札場所：市役所内丸分庁舎４階
401会議室
1008682

バス・鉄道を使って快適通勤
交通政策課

☎626-7519

冬の通勤時間帯の道路は渋滞に拍車
がかかります。渋滞緩和と地球温暖
化防止のため、できる範囲でバス・鉄
道を利用しましょう。
バスロケーション
システムはこちら☞

悩んでいる人に寄り添い、支えるた
めの方法や心構えを学びます。
12月22日㈫10時～11時半
市保健所（神明町）
30人
電話：12月７日㈪９時から
1031694

同給付金の申請期限は来年２月28
日㈰です。支給要件や申請方法など
詳しくは、市ホームページをご覧にな

家庭的保育者等研修

子育てあんしん課

☎613-8347

子育ての経験などを生かし、３歳未
満の子どもを預かる「地域型保育」に
携わるために必要な研修会を開催し

子ども青少年課

環境企画課

☎626-3754

地球温暖化対策のため、寒いときは１
枚多く着込むなど、無理のない範囲で
暖房の使用を減らしましょう。市役所
と市の各施設は、室内温度を19度を
目安に管理しています。
実施期間：来年３月31日㈬まで
1024815

☎613-8354

年末は依頼が集中するため、希望す
る日時にくみ取りができない場合が
あります。早めに業者にお申し込み
ください。
1001561

広
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1858.17平方㍍

※往診はできません

日

区分

12/６
㈰

名称
あさくらクリニック
中島内科クリニック
八角病院
かとう整形外科クリニック
みうら小児科
手代森歯科クリニック
ソレイユ調剤薬局
スタイル薬局
そうごう薬局盛岡中央通店
なかのユニオン薬局

施設の利用制限

渋民図書館

内科
小児科

休日救急当番医・薬局

廃棄物対策課 ☎626-3755

佐藤内科クリニック

☎683-2167

12月15日㈫は臨時休館します。

12月は歳末たすけあい募金運動

市社会福祉協議会内、市共同募金委員会
☎651-1000

「つながり ささえあう みんなの
地域づくり」をスローガンに、歳末た
すけあい募金運動をします。募金は
生活が困難な世帯や福祉作業所な
どに贈られます。
12月１日㈫～28日㈪

■小笠原義文様
バレーボール競技用審判台２台。スポ
ーツ振興のために。
■盛岡東ロータリークラブ 瀧川誠会長
フェイスシールド1500枚。新型コロ
ナウイルス感染症予防対策のために。
まこと

表２ 各市有地の所在地と面積など
所在地
面積
地目など
入札日時
青山三丁目
1470.20平方㍍ 宅地および雑種地（市営住宅跡地）
28-１外
薮川字日向 １万3974平方㍍ 山林および公衆用道路（畜舎施設）と 来年２/12㈮
９時半から
44-１外
（畜舎施設） 山林（採草地）
薮川字日向 ６万9208平方㍍ ※建物（畜舎など）付きの畜舎施設と
６-18外
（採草地）
採草地の一体売却。畜産業使用を前提
青山三丁目
40-32

受付時間
診療科目
内科・小児科
19時～23時※年中無休
神明町３-29
市夜間急患 （市保健所２階）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インフル
診療所
☎654-1080
エンザなどの検査は実施していません
17時15分～
平日
21時半★
市立病院 本宮五丁目15-１
内科・外科
☎635-0101
８時半～
土・日曜、祝日
21時半★
９時～17時
内科・外科
休日救急 休日救急当番医・
※歯科は15時まで
小児科・歯科
当番医
薬局のとおり
※薬局は17時半まで
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

し尿のくみ取りの申し込みはお早めに

よしぶみ

ひとり親世帯臨時特別給付金

☎603-8309

ウォームビズで冬を快適に

寄付をいただきました

初心者向けゲートキーパー研修
保健予防課

るか同課へお問い合わせください。
1031483

所在地・電話番号

宅地※建物（旧みたけ保育園園舎）解 来年２/15㈪
体条件付き売却
９時半から

12/13
㈰

あべ内科･消化器科クリニック
しんたろうクリニック
川久保病院
仙北坂歯科クリニック
大通よつば薬局
ナガハシ薬局
さくらの調剤薬局
オーロラ薬局

外科・整形外科
歯科
薬局
所在地
茶畑一丁目８-２
月が丘二丁目８-30
好摩字夏間木70-190
中央通二丁目８-１
中野一丁目16-10
手代森７-78-４
茶畑一丁目８-20
青山三丁目６-２
中央通二丁目２-５甲南ア
セット盛岡ビル１階
中野一丁目21-１
大通三丁目１-24第三菱和
ビル４階
長橋町17-45
本宮一丁目９-１
津志田26-30-１
本宮二丁目11-16
大通二丁目７-20
長橋町17-40
本宮一丁目８-４
南仙北三丁目２-30

電話番号
621-3322
646-1903
682-0201
622-2555
622-9591
675-1133
652-2822
646-5757
613-6671
652-6587
626-1115
605-5311
631-3110
635-1305
635-1641
681-4091
648-8227
681-0411
635-1233

■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。

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

各種相談
内容
夜間納付
相談
リハビリ
相談
補聴器
相談

日時
場所
問い合わせ
①12/８㈫・10㈭ ①納税課（市役所別館２階）と
納税課
17時半～20時
健康保険課（同１階）
②毎週木曜
②玉山総合事務所税務住民課
☎613-8462
17時15分～19時 （渋民字泉田）
12/11㈮
10時～12時

12/16㈬
① 10時～11時半
② 13時半～15時

空き家・不動 12/９㈬
産無料相談 10時～15時
★要事前申し込み

市立身体障害者福祉センター
（若園町）

同センター
☎625-1151★

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

①市立地域福祉センター
（手代森14）
地域福祉センター
②市立身体障害者福祉センター ☎696-5640★
（若園町）

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
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