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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

①２/９㈫
　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

２/12㈮
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

２/17㈬
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★

出前無料
労働相談

２/20㈯
13時～16時

アイーナ７階713控室
（盛岡駅西通一）

県労働委員会事務局
☎0120-610-797★

★要事前申し込み

 20人※市内在住か市内で働く人
 電話：２月４日㈭９時から

起業応援フォーラム
もりおか女性センター　☎604-3303 

女性起業家による講演や、参加者同
士のワークショップ。

 ２月20日㈯10時半～14時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 ▶講演：会場25人、オンライン50

人▶ワークショップ：会場８人、オン
ライン12人※起業している、または
起業したい女性　  ３人まで※６カ
月～就学前の子。費用はお問い合わ
せください

 電話・応募フォーム：２月４日㈭
10時から　  1021568

地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎・ファクス626-7404

自然災害の仕組みを学び、避難所運営
や地域での自主防災について考えます。

 ２月27日㈯・28日㈰、全２回、９時
～16時

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 50人　  電話・ファクス：２月19

日㈮17時まで　  1032260

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
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売 
します。 

 ▶せり売り：３月２日㈫13時～４
日㈭23時▶入札：３月２日13時～９
日㈫13時

 ２月10日㈬13時～24日㈬23時

地域包括支援センター運営協議会・
地域密着型サービス運営委員会委員

長寿社会課　☎613-8144
介護保険事業の円滑な運営のため、
意見を述べる両委員（兼任）を１人募集
します。任期は４月１日から３年間です。

 ４月１日時点で次の全てに該当す
る人。①市内に１年以上住んでいる
②昭和56年４月１日以前生まれ③平
日の日中に開催する、年２回程度の
会議に出席できる

 市役所本庁舎本館５階の長寿社
会課や別館５階の介護保険課、各支
所などに備え付けの応募用紙に必要
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。２月26日㈮必着。持参は同
日17時45分まで　  1021917

盛岡ゆうゆう大学特別講座
運営団体

長寿社会課　☎603-8003
60歳以上の市民の生きがいづくりと
学びの場「盛岡ゆうゆう大学」の特別
講座を企画立案し、運営する団体を
募集します。詳しくは説明会に参加す
るか、市ホームページをご覧ください。

 ２月18日㈭～３月９日㈫
 1006421

▶説明会
 ２月19日㈮14時～15時半
 市総合福祉センター（若園町）　

美食王国もりおかファンクラブ
トラベル・リンク㈱内「美食王国もりお
か」ファンクラブ事務局　☎658-8644

盛岡の「食と農」を一緒に盛り上げませ
んか。会員には、生産者や地産地消認
定店などの旬な情報をメール配信する
ほか、会員限定イベントや割り引き特典
などを用意しています。

 美食王国もりおかウェブサイトの
申し込み専用フォームから申し込み

 1025531

盛岡芸術祭出品作品と出演者
盛岡芸術祭事務局の鈴木さん

☎623-9482

４月25日㈰から６月６日㈰まで開催
する同芸術祭へ出品する作品などを
募集します。

 ▶美術展：日本画・洋画・彫塑・工
芸・書道・写真▶舞台発表：ピアノ・声楽

 部門により申し込みの方法や期限
が異なります。詳しくは、市役所本庁
舎本館１階と都南分庁舎１階の窓口
案内所や玉山総合事務所１階市民ホ
ールなどに備え付けの開催要項をご
覧ください　  1033528

鳥獣被害対策セミナー
農政課内、市鳥獣被害防止対策協議会

事務局　☎613-8457

野生鳥獣に関する正しい知識を身に
つけませんか。

 ２月10日㈬13時半～15時10分
 都南分庁舎３階研修室（津志田14）
 50人※農林業者や鳥獣被害に悩

む市民　  電話：２月９日㈫まで
 1029483

認知症を知ろう
長寿社会課　

☎613-8144　ファクス653-2839

認知症の基礎知識と認知症の人への
接し方などについて学びます。
■認知症講演会
認知症の人と家族の会岩手県支部の
内
う ち

出
で

幸
ゆ き

美
み

代表による講演。
 ２月19日㈮13時半～15時
 盛岡劇場（松尾町）　  150人
 市役所本庁舎本館５階の同課や

各老人福祉センターなどに備え付け
または市ホームページからダウンロー
ドした申込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ファクス、持参。
２月15日㈪17時必着　  1029576
■認知症サポーター養成講座
受講者には認知症サポーターの証し
であるオレンジリングを配布します。

 ３月２日㈫14時～15時半
 本宮地区活動センター（本宮四）

募　集

休日救急当番医・薬局   　　     内科　  外科・整形外科
　※往診はできません          　　　　     小児科　  歯科　  薬局
日 区分 名称 所在地 電話番号

２/７
㈰

循環器内科金矢クリニック 津志田中央三丁目７-７ 601-2900
大手先内科循環器クリニック 本町通一丁目８-９ 651-2150
とみさわ甲状腺・乳腺の
クリニック盛岡

大通一丁目１-16
岩手教育会館１階 681-3652

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
小林歯科医院 菜園二丁目７-33-２階 654-1088
木の実薬局 津志田中央三丁目７-８ 656-0700
会営内丸薬局 内丸17-24 625-1927
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

２/11
㈭

まさと脳神経内科クリニック 向中野五丁目18-30 601-5800
おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
タケダ歯科盛岡
インプラントクリニック

上田一丁目３-10　
イースタンキャッスル１階 606-4618

アイランド薬局盛南店 向中野五丁目18-30 656-6123
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

２/14
㈰

菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-２ 601-2990
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
清水町デンタルクリニック 清水町４-30 604-7418
菜園薬局 菜園一丁目５-25 625-7521
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

診療時間外に具合が悪くなったら

■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

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

 1010803 

家賃等給付申請はお早めに
盛岡商工会議所　☎624-5880 
経済企画課　　　☎613-8389

新型コロナウイルス感染症の影響で、
売り上げが減少した事業者への家賃
給付申請は、盛岡商工会議所（清水
町）あてに２月12日㈮必着です。お早
めにお申し込みください。

 1033414

旧バスセンター跡地の
駐輪場を移動します
交通政策課　☎613-8538 

バスセンターの整備工事に伴い、２月
中旬に駐輪場を移動します。詳しくは、
現地の案内板または市ホームページ
をご覧ください。　  1033868

障害基礎年金受給者の
児童扶養手当が変わります

子ども青少年課　☎613-8354
障害基礎年金などを受給している人
で、「障害年金の子の加算額」が児童
扶養手当よりも下回る場合、その差額
を児童扶養手当として受給できるよ
うになります。同手当が全部停止の人
を除き、受給するためには申請が必要
です。詳しくは、お問い合わせください。

 1033845

野鳥への餌やりは控えて
環境企画課　☎613-8419

全国的に鳥インフルエンザが流行し
ています。白鳥やカモ類などの野鳥
への餌やりはお止めください。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

インフルエンザなどの検査は実施していません

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）
　幕末の盛岡藩家老として新政府軍と戦い、反逆首謀者として処刑さ
れたのは誰ですか。
①斎藤一　②楢山佐渡　③吉村貫一郎　④相馬大作

 日時　  場所　  対象、定員　  託児
 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

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ

お知らせ

生産者らとの交流会

表１　廃車や名義変更手続きの窓口　  1000504
種別 受付窓口 電話番号

軽自動車 軽自動車検査協会岩手事務所（湯沢16) 050-3816-1833
オートバイ（125cc超) 東北運輸局岩手運輸支局（矢巾町） 050-5540-2010
原動機付自転車（125㏄
以下）・小型特殊自動車
など

市民税課（市役所本庁舎本館２階）
都南総合支所（津志田14）
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田)

613-8499
（市民税課）

■廃車や名義変更はお早めに
　軽自動車税（種別割）は、４月１日時点
で登録されている軽自動車などの所有者
に課税しています。４月２日以降に廃車や

名義変更の手続きをしても、その年度は
全額納める必要があります。使用していな
い車両の廃車や名義変更の手続きは表１
の窓口で早めにしましょう。

軽自動車・オートバイなどを所有する皆さんへ
【問】市民税課☎613-8499

表２　税額一覧
区分 ２年度まで ３年度から

乗用
自家用 7200円 １万2900円
営業用 5500円 8200円

貨物
自家用 4000円 6000円
営業用 3000円 4500円

■四輪の軽自動車等の税額
　新車登録後13年を経過し、環境負荷
が大きい軽自動車は税額が高くなります
（電気自動車など一部を除く）。
　令和３年度から税額が変更になるのは、
初度検査年月が平成19年４月から平成
20年３月までの車両で、変更額は表２の
とおりです。

　内丸の市役所裏の駐車場は、市・県民
税の申告や住所異動の手続きなどで大
変混み合います。市役所にお越しの際は、
市指定駐車場（地図 Ｐ の印）を利用す
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志
家
大
駐
車
場

岩手公園
地下駐車場

金田一駐車場

マルフジ
内丸駐車場

かほく有料
駐車場

藤原有料駐車場

オレンジパーキング

盛岡城跡公園
地下駐車場

中央パーキング神明町
盛岡駐車場

志
家

大
駐
車
場中

津
川

県庁銀行

県
民
会
館

平金商店駐車場
（肴町商店街第三駐車場）

市役所
肴町分庁舎

市役所
若園町分庁舎

市総合福祉
センター

市勤労
福祉会館

上の橋

与の字橋

中の橋

市保健所

城南小

旧バスセンター
所在地

　プラザ
　  おでって

ダイヤパーク
紺屋町３

中ノ橋
パーキング

市役所
内丸分庁舎

市役所
本庁舎

市指定駐車場をご利用ください 【問】管財課☎626-7507

ると、混雑が少なくて便利です。市役所の
用務先に駐車券を持参し、確認印と所定
時間分の無料券の交付を受けてください。

身体障がい者用駐
車場は、市役所本
庁舎の本館正面に
設けています

舟場橋は工事により通行規制 【問】道路管理課☎613-8543

　盛岡市立高北側の舟場橋（上太田上川原）は、長寿命化修繕工事のため、車両は片側一方
通行となります。歩行者と自転車は通行できますので、現地誘導員の指示に従ってください。

通行不可
盛岡市立高校

太田東小学校

太田小学校

栃内
第二病院

イオンモール盛岡

孝仁病院

 通行規制の期間（予定）
　２月１日㈪～４月30日㈮
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