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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　告広　告

 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

７/４
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
三本柳かんのクリニック 三本柳23-10-５ 638-7070
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132

高橋歯科医院 大通一丁目２-１
県産業会館別館２階 651-0202

むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
オリーブ薬局 本宮六丁目２-32 631-2165
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

７/11
㈰

工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181
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
まさデンタルクリニック 永井12-117-１ 637-8881
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
クローバー薬局 本宮字小坂小瀬13-３ 656-2011
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

７/18
㈰

大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
久保田医院 大館町26-３ 646-9090
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
高山歯科医院 茶畑一丁目１-６-Ｃ棟２階 651-8241
茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

■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

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～★ 内科または外科
土・日曜、祝日 ８時半～21時半★ 内科・外科

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
★ ７月１日から、平日の17時15分以降および土・日曜、祝日の21時半以降は内科または外科医
　師のみの１人体制となります。また、８時半～21時半の間でも、内科または外科医師のみの場
　合がありますので、来院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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①７/６㈫・８㈭
　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 ７/15㈭
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

７/14㈬
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

　資源・ごみの収集日程や、分別の仕方を確認でき
るアプリを７月１日㈭から本格配信します。ごみの
種類ごとの出し方を検索できたり、収集日当日に通
知が届くなど、便利な機能が盛りだくさん！　スマ
ートフォンをお持ちの人は、ぜひご利用ください。

　市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】９月１日㈬
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収入月
額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住宅に入居
した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力団員でない
※入居には連帯保証人と敷金（家賃の３カ月分）が必要
【申し込み】７月13日㈫～19日㈪、９時～17時（土・日曜は除く）、同センター
（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族（単身者は本
人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所本庁舎別館８階
の建築住宅課、同本館１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け

市営住宅の入居者募集

＜応募できる世帯について＞

高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人　一般：高・障・単身に該当しない世帯
車いす常用：身体障害者手帳（下肢または体幹が２級以上）を持ち、車いすを常用す
　　　　　　る障がいのある人がいる世帯（単身者含む）

【問】市営住宅指定管理センター☎622-7030 　
【広報ＩＤ】1017768

盛岡駅西通ア
パート（ 盛岡
駅西通一）は
随時募集して
います

表　入居者を募集する市営住宅　※エレベーター付き
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

北厨川アパート
（厨川二）

○ ○
２階

１ １万7400円～３万4100円

６・６・4.5・DK
○ ○ １ １万9100円～３万7500円
○ ○ １ １万9400円～３万8100円
○ ○ ３階 １ １万7300円～３万4000円
○ ○ ○ ４階 １ １万8800円～３万6900円
○ ○ ○ １ １万9200円～３万7800円 ６・６・６・DK

谷地頭アパート
（厨川五）

○ ○ ３階 １ １万4600円～２万8600円 ６・６・３・DK
○ ○ ○ ５階 １ １万1300円～２万2200円 ６・4.5・３・DK

月が丘アパート※
（月が丘三） ○ ○ ２階 1 ２万2700円～４万4700円 ７・６・DK

青山一丁目アパート
（青山一）

○ ○ ３階 １ ２万4600円～４万8300円 ８・６・５・DK
○ ○ １ ２万7700円～５万4300円 ８・６・６・DK

青山二丁目アパート※
（青山二） 車いす常用 １階 １ ２万5300円～４万9600円 ７・６・DK

青山西アパート
（青山三）

○ ２階 １ ２万5000円～４万9200円 ８・６・５・DK○ ○ ４階 １ ２万3500円～４万6200円
前九年アパート
（前九年三） ○ １階 １ １万8700円～３万6800円 ６・６・4.5・DK

川目アパート（東山一） ○ ○ ３階 １ １万5200円～２万9800円 ６・６・３・DK○ ○ ２ １万5700円～３万  800円

仙北西アパート
（西仙北一）

○ １階 １ １万8900円～３万7100円 ８・６・DK
○ ２階 １ ２万1300円～４万1900円

８・６・５・DK
中学生以下の子と同居 ３階 １ ２万1600円～４万2500円

○ ○ ５階 １ ２万1900円～４万3000円中学生以下の子と同居 １
見前アパート（東見前９） ○ １階 １ ２万4600円～４万8300円 ８・６・DK
柿の木アパート（西見前12） ○ １階 1 １万8600円～３万6600円 ６・６・4.5・DK

大ケ生住宅（乙部22） ○ ○ 平屋 １ １万5700円～３万  800円 ６・６・６・DK○ ○ １ １万6100円～３万1700円
法領田アパート

（乙部31）
○ ○ ２階 1 １万7800円～３万5000円 ８・６・DK
○ ○ １ １万9900円～３万9100円 ６・６・６・DK

夏間木第１団地
（好摩字夏間木） ○ ○ 平屋 １ １万6600円～３万2700円 ６・６・４・DK

▶iOS版 ▶Android版

ごみ減量・リサイク
ルシンボルキャラク
ターめぐるちゃん

通知してほしい時間や、
ごみの種類は自由に設定
できます。

男女共同参画の施策推進について意見
を述べる委員２人を募集します。任期は８
月から２年間です。対象や申込方法など
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 受付期間：７月１日㈭～26日㈪
 1026892

子ども・子育て会議委員
子ども青少年課　☎613-8356

子ども・子育て支援に関する施策推
進について意見を述べる委員１人を募
集します。対象や申込方法など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 郵送・窓口：郵送は７月13日㈫消印
有効、持参は同日17時まで

 1011728

いわて盛岡シティマラソン2021の
ボランティア

同大会実行委員会事務局
　☎626-3111

10月23日㈯・24日㈰に開催する同
大会のボランティアを募集します。活
動内容や申込方法など詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

 ７月30日㈮まで
 1025954

シルバーリハビリ体操指導者
養成講習会受講生

長寿社会課
☎613-8144　ファクス653-2839

介護予防に効果のある体操の指導を
通じて、地域の通いの場づくりに取
り組む60歳以上の受講生を募集し

ます。対象や開催場所など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ８月26日㈭・31日㈫・９月３日㈮・14
日㈫・21日㈫・10月13日㈬、全６回、９
時半～16時※10月13日のみ12時まで

 ファクス・窓口：７月30日㈮必着。
持参は同日17時15分まで

 1023903

「盛岡という星で」
B

ベ ー ス

ASE S
ス テ ー シ ョ ン

TATIONを開設
都市戦略室　☎613-8370

市への移住に関する相談や、地元の
高校生や大学生、市内出身の県外在
住の若者と地元企業との交流イベン
トなど、移住・定住などを進める交
流拠点を７月１日に開設しました。

 カワトクc
キ ュ ー ブ

ube-Ⅱ地下１階（菜園一）
 1035707

MORIO PAYで
ポイント還元キャンペーン

MORIO Pay運営事務局　☎621-2851
地域経済の循環を目的とした電子マ
ネー「M

モ リ オ

ORIO P
ペ イ

ay」アプリで、期間
中に買い物をすると、支払金額の30
㌫をポイント還元します。還元ポイン
トの総額には限りがありますので、早
めにご活用ください。アプリのダウン
ロード方法や加盟店など詳しくは、
MORIO Payホームページ
をご覧ください。

 ７月１日㈭～９月30日㈭

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などをインタ

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑 令和元年度３級問題（正解は16ページに掲載）
　盛岡市のシンボルの中で、盛岡の花は何ですか。
①キリ　②カキツバタ　③サクラ　④ワスレナグサ

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。

男女共同参画審議会委員
男女共同参画推進室　☎626-7525

ーネットオークションで公売します。公
売物件など詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。

 ▶入札：８月３日㈫13時~10日㈫
13時▶せり売り：８月３日㈫13時～
５日㈭23時

 申込期間：７月８日㈭13時～28日
㈬23時　  1010803

都南中央公園プールがオープン
市立総合プール　☎634-0450

 ７月17日㈯～８月22日㈰、10時
～17時

農業用ドローンの
取得経費などを助成

農政課　☎613-8458
農業用ドローン本体の取得経費とオ
ペレーター講習の受講料を一部補助
します。対象や支給額など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 窓口：７月30日㈮17時まで
 1032143

水道水質検査の結果
浄水課水質管理センター　☎652-2961

市は、市内に供給している水道水を
一般家庭の蛇口から定期的に採水し、
水質検査を行っています。その結果、
国が定める水質基準値を全て満たし、
高い品質と安全性を確保していまし
たのでお知らせします。令和２年度の
詳しい検査結果は、上下水道局公式
ホームページと水質管理
センター窓口で閲覧でき
ます。

サマージャンボ宝くじ販売開始
県市町村振興協会　☎651-3461

宝くじの収益金は、購入した市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われて
います。宝くじは市内で買いましょう。

 販売期間：７月13日㈫～８月13日
㈮※抽選は8月25日㈬

 各宝くじ売り場、ユートランド姫神
（下田字生出）　  １枚300円

　市役所肴町分庁舎を７月に廃止し、
同分庁舎内の部署を表のとおり移転し
ます。各部署へご用の際は、場所を確認
してからお越しください。

肴町分庁舎の部署が移転  管財課☎626-7507

表　移転する部署など
部署 移転する日 移転後の場所

農政課 ７月26日㈪ 若園町分庁舎
（若園町）林政課

消費生活
センター ７月26日㈪ 内丸分庁舎

（内丸）

地図　各分庁舎の場所
Ｎ

岩手公園
地下駐車場

内丸分庁舎

市役所

若園町分庁舎
県民会館

プラザおでって

中
津
川

※これに伴い、若園町分庁舎にある環境企画
　課が７月５日㈪に４階から２階に移転します

資源・ごみ分別アプリを配信  資源循環推進課
　☎626-3733

 1035494

市保健所


