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保護庭園・景観重要建造物を無料公開

■一ノ倉邸（安倍館町）
 水～日曜、10時～15時※８月

10日～20日、12月25日～１月15
日は休み

 一ノ倉邸管理保存委員会
　☎646-1817

　市が指定している保護庭園や景観重要建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください　  景観政策課☎601-5541

■旧宣教師館（大沢川原三）
 月～金曜、９時～17時（12時～

13時を除く）※祝日と８月13日～
16日、12月29日～１月３日は休み

 大沢川原センター☎654-6067

■明治橋際の御
お

蔵
く ら

（南大通三）
 10月までの土・日曜、10時～

16時
 御蔵管理委員会

　☎654-2468

■武田邸（長田町）
 ６月は第１・２・４土曜、７月～

10月は第２・４土曜、11月は第１・
２土曜、13時～16時※８月14日㈯
は休み

 景観政策課☎601-5541

 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

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

６/６
㈰

吉田消化器科内科 東見前８-20-16 632-4600
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
吉田整形外科・リウマチ科クリ
ニック 本町通一丁目９-28 604-3820

みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
攝待歯科医院 東松園三丁目28-１ 663-0110
あざみ薬局 東見前８-20-４ 639-8706
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

６/13
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
ちばクリニック 中央通三丁目１-10 605-8300
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
外川歯科医院 山岸一丁目２-46 653-6480
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
たんぽぽ薬局桜城店 中央通三丁目14-４-101 626-1121
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

■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

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、事前に電話
をしてから来所してください。また、新型コロナウイ
ルス・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

　市は、貴重な水資源の有効利用と道路陥没などの二次災害を
防ぐため、年間を通じて市全域の漏水調査を実施しています。

漏水の調査・発見に協力を  
上下水道局上下水道局
水道維持課水道維持課
☎☎623-1411623-1411

漏水調査にご協力ください
　市上下水道局の職員と委託業者の調査員が、調
査のため宅地内まで立ち入る場合があります。建
物内には入りません。調査の結果、漏水が発見さ
れたときは、早急に修繕工事が必要です。不在の
際は、郵便受けなどに「漏水のお知らせ」を投

とう

函
かん

します。修繕工事について説明しますので、同課
へ至急連絡してください。なお、この調査は無料
で、物品の販売をすることはありません。

道路などで漏水を発見したら
　晴れているのに道路がいつも濡れている、きれ
いな水が側溝をいつも流れている―などの場合、
地下の水道管から漏水している可能性があります。
水道管の漏水は、水のにごりや断水、凍結などの
原因になるだけでなく、道路の陥没などの大きな
事故を引き起こす可能性もあります。漏水が疑わ
れたら、すぐに同課へご連絡ください。

調査員は「漏水調査員」の腕
章を付けるか身分証明書を携
帯しています。不審に感じたと
きは証明書の提示を求めるか、
同課へお問い合わせください

腕
章身

分
証
明
書

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①６/８㈫・10㈭
　17時半～20時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所本庁舎別館　
　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

補聴器相談 ６/17㈭
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640★

空き家・
不動産相談

６/９㈬
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

☎0120-220-489（通話料無料）

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

 ９時～18時（土・日曜、祝日含む）

▶電話予約▶電話予約▶インターネット予約▶インターネット予約

URL：https://vc.liny.jp/032018
スマートフォンでの
予約はこちらから☞

左記の予約方法の他にも、直接予約できる
医療機関（かかりつけ医に限る）があります。
対象の医療機関など詳しくは、５
月24日の新聞の折り込みチラシ
か市ホームページをご覧ください

新型コロナワクチン接種の電話予約のお願い
～電話のつながりにくい状況を減らすために～

表２　年齢別の予約・接種の開始日（予定）
区分※ 生年月日 予約開始日 電話予約開始日 接種開始日

80歳以上 昭和12年４月２日～昭和14年４月１日 ６月７日㈪ ６月７日㈪ ６月14日㈪昭和14年４月２日～昭和17年４月１日 ６月８日㈫

75歳以上 昭和17年４月２日～昭和19年４月１日 ７月５日㈪ ７月５日㈪ ７月12日㈪昭和19年４月２日～昭和22年４月１日 ７月６日㈫

70歳以上 昭和22年４月２日～昭和24年４月１日 ７月12日㈪ ７月12日㈪ ７月19日㈪昭和24年４月２日～昭和27年４月１日 ７月13日㈫

65歳以上 昭和27年４月２日～昭和29年４月１日 ７月19日㈪ ７月19日㈪ ７月26日㈪昭和29年４月２日～昭和32年４月１日 ７月20日㈫
※令和３年度中に達する年齢

　市では、年齢別にワクチン接種を実施しています。各
年齢区分の予約開始日（初日）はコールセンターに電話
が集中し、つながりにくくなることが予想されます。
　つきましては、予約開始日の電話の集中（電話のつな
がりにくい状況）を緩和するため、予約開始日の電話予

約は、表２のとおり各区分の年齢の高い人を優先し、そ
れ以外の人は翌日以降にお電話いただきますよう、ご協
力をお願いします。
　全ての人が速やかに接種を受けられる体制を整えてお
りますので、焦らず、慌てずにお待ちください。

空き家等対策計画の策定などについ
て意見を述べる委員を１人募集します。
任期は７月下旬から２年間です。対象や
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。　  1035041

成人のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046

 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年１月９日㈰に開催する「市成人のつ
どい」の企画・運営を行う実行委員を募
集します。活動日は、７月から来年１月ま
での火曜か水曜、18時半~20時半です。

 20人程度※市内在住の新成人（平
成13年４月２日～平成14年４月１日
生まれ）、または運営に参加したい人

 市役所都南分庁舎３階の同課に備
え付け、または市ホームページからダ
ウンロードした応募用紙に必要事項を
記入し、〠020-8532（住所不要）市役
所生涯学習課へ郵送または持参。メー
ルでも受け付けます。６月28日㈪必着。
持参は同日17時まで　  1003285

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

薮川地区のそば作付けの①貸し農園
と②オーナー農園の利用者を募集し
ます。収穫したそばの実を使ったそば
打ち体験や試食、そば粉付きです。貸
し出す農園の場所など詳しくは、市
ホームページをご覧ください。※①②
合計で先着40区画、１区画50平方メートル

 利用期間：６月～11月
 ①3000円②5000円
 電話：６月３日㈭９時から
 1008209

都市景観賞
景観政策課　☎601-5541

美しい街並みや周囲の環境に調和し
た魅力ある景観を募集します。

 応募対象：完成後おおむね５年以
内の建築物や緑地、工作物（これら
を含む一団の地区を含む）

 応募要件や応募方法など詳しく

は、市ホームページをご覧になるか同
課へお問い合わせください。７月31
日㈯締め切り※１人何点でも応募で
きます　  1010213
▶都市景観賞パネル展
過去に受賞した建築物などのパネルを
表１のとおり展示します。　  1031118

市道除排雪業務の受注者
雪対策室　☎613-8297

冬期間の市道除排雪体制を強化する
ため、新規受注希望者を募集します。
業務の内容や対象、申し込み方法など
詳しくは、同室に問い合わせください。

 ７月30日㈮まで　
 1035005

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

市内経済の好循環につながる事業
経済企画課　☎613-8298

事業者が、新商品の開発やイベント
の実施など、新たな事業を実施する
際の経費を補助します。対象経費や
補助額、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。

 一般型：1031344・拡充型：1035024

令和元年度３級問題（正解は10ページに掲載）
　盛岡市の西部を流れる「木賊川」。この川の読み方は何ですか。
①もろくずがわ　②きぞくがわ　③とくさがわ　④きっぷしがわ

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。

65歳以上世帯類型調査にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

保健指導や避難支援などに活用する
ため、市内の65歳以上の人を対象に
民生委員・児童委員が、電話や訪問
により調査します。

 実施期間：６月～７月下旬　
 1001096

空き家等対策推進協議会委員
くらしの安全課　☎603-8008

表１　パネル展の開催日時と場所
日時 場所

６/１㈫13時～
６/11㈮12時 中央公民館（愛宕町）

６/12㈯９時～
６/23㈬12時 盛岡駅２階わんこロード

６/24㈭９時～
６/29㈫12時 都南公民館（永井24）
７/１㈭13時～
７/７㈬12時 中央公民館（愛宕町）

　表３の各計画案への意見を募集します。各計画案は同課や各支所、各出張
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。

 市ホームページからダウンロードした意見書に意見と住所、名前などを記入
して提出。詳しくは、同課に問い合わせるか市ホームページでご確認ください
表３　パブリックコメントを実施する計画など

意見を募集する計画 計画の概要 募集期間 広報ＩＤ
もりおか交通戦略（第
二期）（案）

公共交通や自転車の利用促進に関す
る令和12年度までの計画 ６/10㈭～

６/30㈬
1035229

都市計画道路整備プロ
グラム（案）

都市計画道路の整備目標を定める令
和12年度までの計画 1035230

パブリックコメント

皆さんの意見を

　　　　　
お寄せください

 交通政策課☎613-8538

市立総合プールの利用制限
市立総合プール　☎634-0450

６月６日㈰・18日㈮～20日㈰・26日
㈯・27日㈰は大会により利用できま
せん。

臨時休館日のお知らせ
都南図書館　☎637-3636

６月16日㈬～24日㈭は図書点検の
ため、利用できません。ただし、１階
新聞コーナーと学習室は９時～17時
は利用できます。※21日㈪を除く

各手当の手続きをお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

■児童手当の更新
同手当を受けている人は、６月に更新手
続きが必要です。送付している案内の
とおり、手続きをお願いします。詳しくは、
お問い合わせください。　  1031324
■児童扶養手当の申請
障害基礎年金などを受給している人で
「障害基礎年金の子の加算額」が児
童扶養手当額を下回る場合、その差
額を同手当として受給できるようにな
りました。６月30日㈬までに申請する
と、さかのぼって受給できる場合があ
ります。申請方法など詳しくは、お問
い合わせください。　  1033845


