■市の推計人口（３月１日現在）
【対前月比】147人減 【世帯数】13万3608世帯
29万33人（男：13万7477人、女：15万2556人）
企画調整課☎613-8397
1019915

もりおかインフォ

第１期固定資産税・都市計画税
納期限：４月30日㈮※口座振替を利用し
ている人は、預貯金残高を確認してください
納税課☎613-8464
1034399

市税 の 納期 限
のお 知らせ

 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

受付時間
診療科目
19時～23時※年中無休
内科・小児科
神明町３-29
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話
市夜間急患 （市保健所２階）
診療所
をしてから来所してください。また、新型コロナウイル
☎654-1080
ス・インフルエンザなどの検査は実施していません
17時15分～21時半★
平日
本宮五丁目15-１
市立病院
内科・外科
☎635-0101
土・日曜、祝日 ８時半～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

マークの見方と詳しい申し込み方法は、表紙をご覧ください

募 集
市営墓園の使用者

企画総務課 ☎603-8301
新庄墓園管理事務所 ☎651-4023

新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓
地の使用者を表のとおり募集します。
市内に住民登録があり、埋葬する
焼骨と火葬許可証を持っている人※
すでに市営墓園を使用している人と
他の墓地から改葬する人を除く
同課と同事務所に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入し、4月30
日㈮17時までに同課または同事務
所に提出
1000928
表

ムページをご覧ください。
６月～11月の月１回、全５回
オンラインでの開催※岩
手大での受講もできます
20人※事業所で働く女性

ホームステイ受け入れ家庭

アーラム大学盛岡事務所の畠山さん
☎661-5799

異文化教育交流のため来盛する、ア
メリカ・アーラム大の留学生を受け入
れる家庭を募集します。申し込み方
法など詳しくは、同事務所のフェイス
ブックをご覧ください。
８月下旬～12月上旬
電話：５月15日㈯まで

新庄墓園の募集区画など

管理料
(年)
４平方㍍ 13区画 ７万6000円 2000円
６平方㍍ ４区画 11万2000円 3000円

お知らせ

「環境学習講座」の会員

市街地整備課

区画面積 区画数

環境企画課

使用料

☎626-3754

環境を意識した行動を実践するための
同講座を、
本年度は23回開催予定です。
会員には、同講座の開催のお知らせな
どをメールで配信します。登
録方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

グリーンバンクへの寄付

公園みどり課内、
市グリーンバンク事務局 ☎639-9057

＜お詫びと訂正＞
４月はじめに発送した令和３年度固
定資産税・都市計画税納税通知書に
同封したしおり「令和３年度固定資
産税・都市計画税のしくみについて」
の掲載内容に一部誤りがありました。
３ページの「土地に対する課税のしく
み」は、正しくは「家屋に対する課税の
しくみ」です。お詫びして訂正します。
わ

資産税課☎626-7530
1034458

各種相談

休日納付 ４/25㈰
相談
９時～16時

市民無料 ５/17㈪・31㈪
法律相談★ 10時～15時
無料法律 ５/12・19・26、水曜
相談★ 10時～15時

イ

ン

ペ

場所など

納税課
（市役所本庁舎別館２階）

ー

モ

問い合わせ

納税課
納税課（市役所本庁舎別館２階） ☎613-8462
と健康保険課（同１階）
広聴広報課
（市役所本庁舎別館６階）

広聴広報課の予
約専用ダイヤル
☎626-7557
岩手弁護士会
☎623-5005

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

1018881

盛 岡さんさ踊りを盛り上げる
「ちびっこさんさ」を募集します。
申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
太鼓120人、踊り65人※小学生。

踊りは4・5歳の子も参加できます
参加料6000円と浴衣などの購
入費1万2000円程度

盛岡さくらまつりは中止します
盛岡城跡公園（内丸）と高松公園
（高松一）で例年開催している盛岡
さくらまつりは、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を防止するため、
中止します。それに伴い、ぼんぼりの
点灯や露店の出店もありません。桜
の観賞や公園の利用はできますが、
宴会や飲食は自粛するようお願いし
ます。また、マスクの着用による咳 エ

チケット、人と人との距離の確保など、
基本的な感染防止にご協力ください。
観光課☎613-8391
1030412

動画でお花見をしませんか

両公園の桜の様子を動画で配信
します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

せき

お願い

高松公園周辺の交通案内について

桜の開花時期は高松公園周
辺の混雑が予想されます。駐車
場には限りがありますので、徒歩
や自転車、公共交通機関をご利
用ください。また、歩行者が多く、
池の周りの車両での通行は危険
ですので、できるだけお控えくだ
さい。
■県 交通（バス）：上田線、駅上
田線で「高松の池口」バス停
下車、徒歩１分
■駐 車場：こがねパーク高松駐
車場。徒歩約５分。利用無料

広

告

地図

高松公園の駐車場など
北日本銀行

至松園

盛岡三高

駐車場

Ｎ

上田公民館

高松の池
市立図書館
４

内科
小児科

電話番号
638-2020
646-1903
622-2555
622-7132
637-6565
601-6256
601-4005
613-6671
653-1521
614-0180
662-0840
682-0201
664-6037
662-9845
661-1888
614-9986
654-7722
664-0566
662-7733
631-2381
604-1123
648-3200
635-1305
618-2399
645-6969
656-5877
681-2441
648-6060
635-1233
604-3755
645-3939
656-6350
648-7711
636-2233
622-3508
681-1034
681-0165
646-0369

■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

盛岡誠桜高

●

（盛岡駅西通一）
①平日
①盛岡地方法務局
芸術文化創造事業を支援
８時半～17時15分
②カワトク（菜園一）
盛岡地方法務局
無料人権
②第２火曜、10時～15時 ③玉山総合福祉センター
人権擁護課
文化国際課 ☎613-8465
相談
③第２水曜、10時～15時 （渋民字泉田）
☎624-9859
市内で活動する芸術文化団体などが
④第２金曜、12時～15時 ④都南総合支所１階
実施する事業に補助金を交付します。 ★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※５月12日分は４月28日㈬から

※往診はできません

まるせい呉服店内、盛岡ちびっこさんさ運営委員会
事務局☎629-9287

外科・整形外科
歯科
薬局
名称
所在地
日 区分
盛岡南病院
津志田13-18-４
中島内科クリニック
月が丘二丁目８-30
かとう整形外科クリニック
中央通二丁目８-１
村田小児科医院
紺屋町３-４
４/25
三島歯科医院
津志田中央三丁目６-１
㈰
エキナカ薬局Ｐｈａｒｍａ-Ｌａｂｏ 盛岡駅前通１-44
たてさか薬局
館向町４-12
中央通二丁目２-５甲南
そうごう薬局盛岡中央通店
アセット盛岡ビル１階
こんや町薬局
紺屋町３-７
やまだ胃腸内科クリニック
津志田中央二丁目18-31
おはようクリニック
高松二丁目27-27
八角病院
好摩字夏間木70-190
ヒロバランスクリニック
松園二丁目37-10
臼井循環器呼吸器内科・小児科
松園二丁目２-10
４/29
㈭
サンタウン歯科クリニック
北松園二丁目14-２
津志田薬局
津志田中央二丁目18-23
こずかた薬局
上田一丁目７-17
マリーン薬局
松園二丁目37-８
のぞみ薬局
松園二丁目３-３
本宮Ｃクリニック
向中野三丁目10-３
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８
池田外科・消化器内科医院
境田町５-18
川久保病院
津志田26-30-１
５/２
かなざわ歯科クリニック
本町通二丁目14-38
㈰
高橋衛歯科医院
北天昌寺町７-10
リーフ薬局
向中野三丁目10-10
天神町薬局
天神町８-24
みつや薬局
中屋敷町１-33
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
ちだ内科・外科クリニック
東安庭一丁目23-60
盛岡さくらクリニック
みたけ四丁目36-32
みやた整形外科医院
上堂二丁目４-12
中村こどもクリニック
上厨川字杉原50-47
５/３
村井産婦人科小児歯科医院
向中野字道明55
㈪
瀬川歯科医院
志家町９-12
オアシス薬局
みたけ四丁目36-33
リリィ薬局盛岡北店
上堂二丁目４-11
ミルキー薬局
上厨川字杉原50-48
※５月４日㈫以降の休日救急当番医・薬局は５月１日号に掲載します

休日救急当番医・薬局

ちびっこさんさを募集

イ

ズ

くは、市ホームページ
をご覧ください。
ミスさんさ踊り５
人、ミス太鼓50人、ミ
ス横笛10人、うたっこ
娘数人

こがねパーク高松

内容
日時
夜間納付 ４/22㈭・23㈮・26㈪
相談
17時半～20時

ラ

盛岡さんさ踊りを華やかに彩り、
さまざまな活動を通じて盛岡さん
さ踊りの魅力を全国にＰＲするミ
スさんさ踊りとミス太鼓、ミス横
笛、うたっこ娘を募集します。各対
象の応募条件や応募方法など詳し

●
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４月25日㈰は大会のため利用できま
せん。

高齢者が住み慣れた地域で、自分ら
しく暮らすことができる社会の実現
のため、令和５年度までを期間とす
る同計画を策定しました。計画につ
いて詳しくは、市ホームページをご覧

＜お知らせ＞
■ＬＩＮＥ Ｐａｙの利用見合わせ
広報もりおか４月１日号の12ページに
掲載した、市税と水道料金・下水道使
用料のキャッシュレス決済について、
ＬＩＮＥ Ｐａｙは国による調査で情報
管理体制の安全性が確認されるまで、
利用開始を見合わせています。利用を
開始する場合は、改めて市ホームペー
ジなどでお知らせします。
市税：納税課☎613-8461
水道料金・下水道使用料：上下水道局
お客さまセンター☎623-1411
1032885
■市 動物公園ＺＯＯ ＭＯのリニュー
アルオープン延期と臨時開園
来年 春に予定していたリニューアル
オープンは、令和５年春に延期します。
これに伴い、今の施設で臨時開園しま
す。今後のスケジュールなどは、随時、
市ホームページなどでお知らせします。
臨時開園：４月23日㈮～９月28日
㈫※水・木曜は休園
公園みどり課☎639-9057
1031267

ミスさんさ踊り：1007942 ミス太鼓など：1007941

○

６

告

☎634-0450

介護保険課 ☎626-7561
長寿社会課 ☎613-8144

じ まさよし

郵便局●

広

総合プール

市高齢者保健福祉計画・
第８期介護保険事業計画を策定

の

●

キャリア形成の意識や仕事に役立つ
実践的なスキルを身に付けるための
講座の受講生を募集します。申し込
み方法など詳しくは、同大学のホー

総合プールの利用制限

戦没者などの遺族に特別弔慰金を支
給します。対象者など詳しくは、お問
い合わせください。
請求期間：令和５年３月31日㈮まで
支給額面：25万円
1030197

■コスモエコパワー㈱
野地雅禎代表取締役社長
1100万円。農林業の健全な発展の支
援と地球温暖化対策の促進のために。

☎624-5880

○

岩手大男女共同参画推進室 ☎621-6998
equality@iwate-u.ac.jp

▶説明会
４月19日㈪10時から
都南分庁舎４階大会議室
▶抽選会
※申し込みが複数の場合
５月21日㈮
都南分庁舎３階研修室

☎626-7509

盛岡商工会議所内、盛岡さんさ踊り実行委員会事務局

寄付をいただきました

至上堂

「女性のキャリア形成支援
リカレントプログラム」受講生

太田地区の保留地（宅地）を売却し
ます。所在地や売却額など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
受付期間：４月19日㈪～５月10日㈪
市役所都南分庁舎２階の同課に
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした抽選参加申込書に
必要書類を添えて、〠020-8532（住
所不要）市役所市街地整備課へ郵送
または持参。５月10日㈪必着。持参
は同日17時まで
1008685

地域福祉課

2021ミスさんさ踊りなどを募集

1034540

●

ゆうぞう

☎639-9056

特別弔慰金の支給

ください。

●

町内会やボランティア団体などによ
る公共の場への緑化活動を支援する
ため、寄付金を募集しています。活動
内容など詳しくは、同事務局へお問
い合わせください。
振り込み先：北日本銀行本店
普通口座：7017020
盛岡市グリーンバンク頭取 熊谷祐三

保留地を売却

申請方法や対象事業など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
募集期間：来年１月31日㈪まで
補助額：対象経費の合計額※上限
20万円
1034393

所在地・電話番号

455

▶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。

広

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら
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