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　進学や転勤が多いシーズンです。引っ越しなどで、家財の整理をする人も
多いのではないでしょうか。不要となったごみの処分方法について確認しま
しょう。

Ｑ１　大量のごみを一度に集積場所に出していいの？

Ｑ2　不要となったテレビや冷蔵庫など家電の処分方法は？

→ 集積場所のスペースは限られています。他の人が困らないように、一度に出さず、少
しずつ小分けにして計画的に出しましょう。また、表２の処理施設に直接持ち込むこと
もできます。

→ エアコンとテレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電４品目は集積場所に出せません。市や販売
店に処分方法を確認し、適正に処分しましょう。※処分にはリサイクル料金が必要です

３月末から４月初めまでは、ごみの処理施設が大変混雑します。事前に
施設の営業日や受付時間、分別方法などを確認し、余裕をもって計画的
に処分しましょう！

 引っ越しごみ・片付けごみの処分は計画的に

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！　

３Ｒマイスターへの道

 資源循環推進課
　 ☎626-3733
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表２　ごみを持ち込みできる処理施設など
区分 施設の名称 営業日時

盛岡地域

可燃ごみ：クリーンセンター
（上田字小鳥沢）☎663-7153 月～土曜、９時～16時

不燃・粗大ごみ：リサイクルセンター
（川又字大日向）☎685-2151

月～金曜と第２・４土曜
９時～16時

都南地域 盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター
（矢巾町）☎697-3835

月～土曜
８時半～10時と13時～15時

玉山地域 岩手・玉山清掃事業所
（寺林字平森）☎682-0552

月～金曜
９時～12時と13時～16時

表１　変更後の処理区分や処理手数料など
種類 区分 単位 手数料

持ち込みの
ごみ

生ごみを除くごみの処分
※変更前の燃やせるごみ、資源ごみ、大
形・不燃ごみなどがこの区分になります

10㌔㌘までごと 105円

生ごみの処分 10㌔㌘までごと 30円
犬、猫などの死体の処分 １体 2100円

収集を依頼
するごみ

ごみの収集と運搬 １回 2100円
ごみの処分 10㌔㌘までごと 105円

　同清掃センター（矢巾町）へごみを持ち込み、または収集を依頼する場合の
処理区分と資源ごみ、大形・不燃ごみなどの処理手数料が表１のとおり変わり
ます。

 営業日時：月～土曜､８時半～10時と13時～15時
 都南地域の市民と事業者

 盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター☎697-3835　  1023218

都南地域のごみ処理手数料が４月１日から変わります

 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

３

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

３/７
㈰

和田内科医院 菜園一丁目３-６
農林会館ビル３階 624-3853

おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２ 606-3765
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333
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
さいとう歯科医院 厨川一丁目５-１ 641-3558
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
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

３/14
㈰

鈴木内科医院 八幡町２-17 623-3038
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原101-４ 601-3810
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10 637-7000
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
中野歯科クリニック 中野一丁目17-１ 653-1821
八幡町薬局 八幡町３-22 604-7770
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡津志
田店 津志田中央二丁目17-33 637-9100
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

診療時間外に具合が悪くなったら

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

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ

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

▶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。

■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。

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①３/９㈫・11日㈭
　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

３/12㈮
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

３/17㈬
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★

空き家・不
動産相談

３/10㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900★

★要事前申し込み

固定資産税の縦覧・閲覧
資産税課　☎626-7530

固定資産税の縦覧・閲覧を行います。
①縦覧：同税の納税者が、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。※同内容は納
税通知書にも添付しています

 ①４月１日㈭～30日㈮②随時（令
和３年度分は４月１日㈭から）、9時
～17時※土・日曜、祝日を除く

 市役所本庁舎別館６階資産税課
 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
知書または本人確認できるものを持参

 ②１件300円※４月中に令和３年
度分を閲覧する場合は無料

 1000522

家屋の新築・取り壊しは連絡を
資産税課　☎613-8403

住宅や事務所の他、車庫や物置など
の小規模な建物も固定資産税の課税
の対象となります。固定資産を適正
に評価するため現地を調査しますの
で、家屋の新築や増築、大規模な改
築、取り壊しをしたときは同課へ連絡
してください。　  1000524

みちのくコカ・コーラボトリング
リンクの一般開放制限

みちのくコカ・コーラボトリングリンク
☎601-5001

イベントのため、次の期間は一般開
放がありません。 

総合交通施策懇話会の委員
交通政策課　☎613-8538

快適な交通環境の在り方について意
見を述べる同委員を３人募集します。
任期は４月１日㈭から２年間です。

 次の全てに該当する人。①２月28
日現在で市内に１年以上住んでいる
②平成13年４月１日以前生まれ③市
の他の審議会などの委員を務めてい
ない④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７階の同課や
同１階の窓口案内所、各支所などに
備え付けの申込用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所交通政策課へ郵送または持参。３
月19日㈮消印有効。持参は同日17
時まで

 1018524

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、運動機能の向上と
介護予防の啓発をする「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。

 市役所本庁舎本館５階の同課と
玉山総合事務所１階の健康福祉課に
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。３月24日㈬必着。持参は同日
17時まで　

 1018990

盛岡城跡公園「ふれあい花壇」作り
のボランティア

緑の相談室　☎681-0722
もりおか歴史文化館（内丸）前の同
花壇作りボランティアを募集します。
手袋、汚れてもいい服装で、都合の
良い日に参加してください。

 ４月～11月の毎週月・水・金曜、9
時半～11時半※雨天時は中止

 電話：随時受け付け
 1010572

保留地を売却します
盛岡南整備課　☎639-9032

①向中野（道明地区）②津志田、永井
（都南中央第三地区）の保留地を売
却します。売却地や面積など詳しく
は、同課へ問い合わせるか市ホームペ
ージをご覧ください。

 受付期間：３月４日㈭～25日㈭
 市役所都南分庁舎１階の同課に備

え付け、または市ホームページからダ
ウンロードした申込書に必要事項を記
入し、〠020-8532（住所不要）市役所
盛岡南整備課へ郵送または持参。３月
25日㈭必着。持参は同日17時まで

 ①1034012②1034013
▶説明会

 3月10日㈬①10時～10時45分②
14時～14時45分

 市役所都南分庁舎１階101会議室
▶抽選会※申し込みが複数の場合

 ４月５日㈪①10時②14時
 市役所都南分庁舎４階大会議室

市都市計画マスタープラン
全体構想（変更素案）説明会

都市計画課　☎639-9051
社会情勢などの変化を踏まえ見直し
を進めている同マスタープランの説
明会を開催します。定員など詳しく
は、同課にお問い合わせください。

  3月２日㈫は上田公民館（上田
四）、8日㈪はプラザおでって（中ノ
橋通一）、10日㈬は渋民公民館（渋
民字鶴塚）、11日㈭は西部公民館
（南青山町）、17日㈬は都南公民館
（永井24）、18時半～20時半

 1034096

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90社が、個別面談
で就職希望者に情報提供します。

 ３月16日㈫13時～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡ニュー

ウィング（盛岡駅前北通）
 来年３月に大学や短大、専門学校

などを卒業予定の人とおおむね35歳
未満の求職者　  1033474

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

 ３月５日㈮～７日㈰・20日㈯・21日
㈰　  1022540

もりおか結婚支援ボランティア
情報交換会

日本結婚支援協会　☎613-5100
お見合いに関する情報交換や同ボラ
ンティア活動の見学の他、独身者の
相談にも応じます。

 ①３月12日㈮②３月27日㈯、９時
半～11時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 独身の子をもつ親、同ボランティ

ア活動に興味がある人、独身者
 電話：事前連絡※独身者の相談

は要予約　

寄付をいただきました

■㈱創
そう

元
げん

社
　矢部敬

けい

一
いち

代表取締役社長
宮沢賢治の地学読本１冊。子ども科
学館の充実のために。
■㈱枻

えい

出版社
　角

すみ

謙
けん

二
じ

代表取締役社長
宇宙プロジェクト開発史大全１冊。子
ども科学館の充実のために。
■日本博物館協会
　銭

ぜに

谷
や

眞
まさ

美
み

会長
ベビーカー１台。子ども科学館の快適
な利用のために。
■盛岡市文化振興事業団
　三浦宏

ひろし

理事長
23万9000円。子ども未
来基金のために。

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　石川啄木の１号歌碑がある「渋民公園」の下に架かる橋の名前は何で
すか。
①三馬橋　②岩姫橋　③船田橋　④鶴飼橋

お知らせ

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。


