
もりおかインフォ
 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

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。

8 広報もりおか 3. ８. １ 広報もりおか ３. ８. １ ９

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 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

①８/10㈫・12㈭
　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

８/19㈭
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★

困りごとまる
ごと無料相談

８/23㈪
10時～16時

みたけ老人福祉センター
（みたけ三）

市社会福祉協議会
☎651-1000★

★要事前申し込み

休日救急当番医・薬局
※往診はできません
日 区分 名称 所在地 電話番号

８/８
㈰

まさと脳神経内科クリニック 向中野五丁目18-30 601-5800
盛岡つなぎ温泉病院 繫字尾入野64-９ 689-2101
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
愛歯科診療所 向中野一丁目10-31 681-9888
アイランド薬局盛南店 向中野五丁目18-30 656-6123
そうごう薬局盛岡つなぎ店 繫字尾入野64-９ 691-7251
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

８/９
㈪

菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
石井内科消化器科医院 東緑が丘23-26 662-1615
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘１階 662-3326
どいじり歯科医院 本宮五丁目９-17 631-1151
菜園薬局 菜園一丁目５-25 625-7521
しんせい薬局 東緑が丘23-８ 663-2366
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

８/15
㈰

開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディ
カルビル２階 613-3336

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
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
子どもは未来もりおかこどもクリニック 上田字松屋敷11-14 656-1366
おとべ歯科クリニック 乙部４-15-２ 696-3001
銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

※８月１日㈰分の休日救急当番医・薬局は７月15日号に掲載しました

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

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

■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。

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人体制となっています。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

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）
　藩政時代、盛岡城下で市の立つ日が町名として付けられました。実在し
たのはどれですか。
①五日町　②七日町　③十日町　④十三日町

＜お詫びと訂正＞
７月15日号折り込み「新型コロナワク
チン情報 64歳以下の人の接種を開
始します」の記事に誤りがありました。
２ページの「接種可能な医療機関一
覧」の「くどう医院」の接種開始は正
しくは、「８月17日㈫から」です。お詫

わ

びして訂正します。

放送内「盛岡国際俳句大会
事務局応募作品集約係」へ
郵送。９月30日㈭消印有効

もりおか歴史文化館
自由研究コンクール作品

もりおか歴史文化館　☎681-2100
10月16日㈯～24日㈰に開催する同コ
ンクールの出展作品を募集します。夏
休みの自由研究を応募してみませんか。

 小学生
 同館（内丸）１階の総合案内へ持

参。８月23日㈪～９月30日㈭、10時
半～17時まで　  1025803

盛岡ブランド表彰の候補者
都市戦略室　☎613-8370

盛岡ブランドの推進に寄与し、功績が
顕著な人や団体を表彰する「もりおか
暮らし物語賞」の候補者の推薦を募
集します。

 市役所本庁舎別館８階の同室に
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした用紙に必要事項を
記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所都市戦略室へ郵送または持参。
郵送は９月10日㈮必着。持参は同日
17時半まで　  1009730

ＪＲ山田線に関する漫画の描き手
いわてアートプロジェクト実行委員会

☎613-7781
 iwatemiraikiko@lime.ocn.ne.jp

ＪＲ山田線を紹介する漫画冊子を制
作するため、漫画の描き手を募集し
ます。詳しくは、同実行委員会のホー
ムページをご覧ください。

 ７人※漫画、イラスト制
作経験者　  電話・メー
ル：８月12日㈭17時まで

子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯生活支援特別給付金

専用コールセンター　☎0120-789335

低所得の子育て世帯に、対象の子1人
につき５万円の給付金を支給します。

 次の全てに該当する人。ただし、
ひとり親世帯分の給付金を受け取っ

市の職員
職員課　☎626-7505

令和４年度採用の市職員を募集します。
募集する職種などは表のとおりです。

 試験日：９月19日㈰
 試験会場：市内他※受験票と一緒

に通知
 受験案内は、同課や各支所などに

備え付けている他、市ホームページか
らダウンロードできます。郵送を希望
する場合は、返信先を記入し、120円
分（速達を希望する場合は410円分）
の切手を貼った返信用角２封筒を同
封し「受験案内請求」と明記の上、８
月16日㈪までに〠020-8530（住所
不要）市役所職員課へ送付してくだ
さい。受験の申し込みは、原則、市ホ
ームページの専用応募フォームから。
8月25日㈬まで　  1036123

市総合計画審議会委員
企画調整課　☎613-8394

 kikaku@city.morioka.iwate.jp

総合計画に沿った市政運営について
意見を述べる委員を２人募集します。

任期は10月１日㈮から２年間です。
 次の全てに該当する人①10月１日

時点で市内に１年以上住んでいる②
平成15年10月１日以前生まれ③市の
他の審議会などで委員を務めていな
い④平日の日中に開催する年１回程
度の会議に出席できる

 同課や市役所本庁舎本館１階の
窓口案内所、各支所などに備え付け、
または市ホームページからダウンロー
ドした応募用紙に必要事項を記入し、
〠020-8530（住所不要）市役所企
画調整課へ郵送またはメール、持参。
郵送は８月31日㈫消印有効。その他
は同日17時45分まで　  1020211

盛岡国際俳句大会事前投句
盛岡国際俳句大会事務局　☎613-8465
12月26日㈰に開催する同大会の事前
投句を募集します。題材は盛岡にちな
んだもの、または自由です。

 投句料：３句１組1500円（入選句
集付き）※高校生以下と英語部門は
無料（入選句集なし）

 各支所などに備え付け、または同
大会のホームページからダウンロー
ドした専用投句用紙に楷書で記入し、
〠020-8566（住所不要）ＩＢＣ岩手

お知らせ

募　集
た人を除く。①令和３年３月31日時
点で18歳未満の子（障がい児は20
歳未満。令和４年２月末までに生ま
れた子を含む）を養育している②令
和３年度住民税非課税または非課税
相当の収入となった

 市保健所４階の子ども青少年課
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請書に必要事
項を記入し、〠020-0884神明町３
-29市保健所子ども青少年課へ郵送
または持参。郵送は来年２月28日㈪
消印有効。持参は同日17時半まで※
来年３月分の児童手当または特別児
童扶養手当の認定または額の改定の
認定の請求をした人は来年３月15日
㈫まで。なお、本年４月分の児童手
当または特別児童扶養手当の受給者
で、住民税非課税の人は申請が不要

 1034972

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

くらしの相談支援室　☎626-1215
就労による自立、または自立が困難な
場合の円滑な生活保護につなげるた
め、同支援金を支給します。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 緊急小口資金等特例貸付を利用
できないなどの世帯

 事前に相談の上、申請書を市役所
内丸分庁舎２階の同室へ持参。８月
31日㈫１６時半まで　  1035679

自由研究相談室
もりおか歴史文化館　☎681-2100

「盛岡の歴史・文化」をテーマにした夏
休みの自由研究の相談を受け付けます。

 小学生　
 電話：８月５日㈭～11日㈬、10時半

～12時と13時～15時　  1020249

盛岡広域都市計画道路の変更に
伴う素案の公表と説明会などの開催

交通政策課　☎613-8538
内容など詳しくは、市ホームぺージを
ご覧ください。

 1035950
▶素案の公表

 ８月６日㈮～９月２日㈭、９時～17
時　  市役所本庁舎本館７階同課

▶①説明会②公聴会
  ①８月27日㈮19時～20時、市

役所都南分庁舎４階大会議室②９月
15日㈬15時～16時、県盛岡地区合
同庁舎８階講堂Ｃ（内丸）

 電話：県都市計画課☎629-5886
※①８月18日㈬まで②９月２日㈭まで

戦没者追悼サイレン
総務課　☎626-7513

戦没者の冥福を祈り、市役所と玉山
地域の防災無線で追悼サイレンを鳴
らします。
▶広島の原爆投下：８月６日㈮８時15分
▶長崎の原爆投下：８月９日㈪11時２分
▶終戦記念日：８月15日㈰12時

小規模修繕事業者名簿への登録
契約検査課　☎626-7516

市が発注する、50万円未満の小規模
修繕契約の請負を希望する事業者等
の名簿登録を受け付けます。

 市内に主たる事業所がある法人
か個人※市競争入札参加資格者名簿
に登録している人を除く

 市役所本庁舎本館８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請書に必要事項
を記入し、同課に提出。８月20日㈮～
９月６日㈪16時まで　  1020587 

コンプライアンス条例実施状況
職員課　☎626-7505

令和２年度の市政における公正な職
務の執行の確保に関する条例（コン 
プライアンス条例）の実施状況は次
のとおりです。
▶公益通報　０件　
▶不当要求行為　０件
▶特定要求行為として公正職務委員
　会へ報告があったもの　０件

児童扶養手当などの更新
①子ども青少年課　☎613-8354
②障がい福祉課　☎613-8346

①児童扶養手当と②特別児童扶養
手当・障害児福祉手当・特別障害者
手当を受けている人は、８月に更新
手続きが必要です。送付した案内に
記載されている書類などを持参し、
指定された日時と場所で手続きして

表　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

一般
事務職

移住定住

各数人

昭和47年４月２日以降に生まれ、直近７年間
に通算して４年以上、岩手県外に本社を置く
民間企業などでの職務経験がある人

就職氷河期 昭和47年４月２日～昭和62年４月１日生まれ

高校卒
程度

平成８年４月２日～平成16年４月１日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（令和
４年３月31日までに卒業見込みも含む）およ
びこれと同等の資格を有する人を除く

短大卒
程度

平成６年４月２日～平成14年４月１日生まれ。
ただし、大学卒または令和４年３月31日まで
に大学卒業見込みの人を除く

土木
技術職

高校卒
程度

各数人

平成６年４月２日～平成16年４月１日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（令和
４年３月31日までに卒業見込みも含む）およ
びこれと同等の資格を有する人を除く

短大卒
程度

平成４年４月２日～平成14年４月１日生まれ。
ただし、大学卒または令和４年３月31日まで
に大学卒業見込みの人を除く

障がい者を対象にした
一般事務職 数人 平成４年４月２日～平成16年４月１日生まれ

栄養士（任期付き） 数人 年齢要件なし
技能労務職 数人 昭和47年４月２日以降に生まれた人

技能労務職（運転技士） 数人 昭和47年４月２日以降に生まれ、大型特殊自
動車運転免許を有する人

技能労務職（任期付き調理員） 10人程度 年齢要件なし

ください。
 ①1002494②1004087

敷地内の排水設備は各自で管理
盛岡・都南地域：給排水課　☎623-1426

玉山地域：玉山事務所　☎683-3841

敷地内（私道を含む）に設置した排水
管や汚水ますなどの排水設備は、設
置者である個人が維持管理をする必
要があります。排水設備は定期的に清
掃するなど、適切に管理しましょう。自
分で清掃できない場合などは、市指
定の下水道工事店に依頼してください。

MORIOペイで
ポイント還元キャンペーン

MORIOペイ運営事務局　☎621-2851
盛岡地域独自の電子マネー決済サー
ビス「M

モ リ オ

ORIOペイ」を利用し、市内加
盟店で買い物をすると、支払金額の最
大30㌫をポイント還元します。アプリ
のダウンロード方法など詳しくは、同
運営事務局のホームページ
をご覧ください。

 期間：９月30日㈭まで

■建築物などへの補助の期間の延期
広報もりおか５月15日号６ページに
掲載した「建築物などへの補助」の期
間を延期しました。ただし、募集数に
達した時点で締め切ります。

 建築指導課☎601-3387
▶木造住宅の耐震化を支援

 募集期間：①耐震診断は12月24
日㈮、②耐震改修は10月29日㈮、い
ずれも17時まで　

 ①1001696②1001698
▶危険なブロック塀などの撤去工事
　費に補助

 相談受付期間：10月29日㈮17時
まで　  1031014


