
もりおかインフォ
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、記事の詳細を見ることができます。
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と、簡単にホームペー
ジなどにアクセスでき、記事の詳細を見ることができます。
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　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①10/５㈫・７㈭
　17時半～20時
②10/22㈮・25㈪・26㈫
　17時半～20時
③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納税課
③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 10/21㈭
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

精神障がいの
人を支える家
族の個別相談

①10/８・11/12・12/10・1/14
　２/４・３/11、金曜
　10時～13時
②10/26・11/30・12/21・１/25
　２/22・３/22、火曜
　13時～17時

①ふれあいランド岩手
　（三本柳８）
②市総合福祉センター
　（若園町）

県精神保健福祉
連合会事務局★
☎637-7600

ひとり親
家庭等特別

（法律）相談
10/19㈫
10時～15時

県福祉総合相談センター
（本町通三）

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター★
☎623-8539

★要事前申し込み　

 ▶入札：10月25日㈪13時~11月
１日㈪13時▶せり売り：10月25日㈪
13時～27日㈬23時

 申込期間：10月４日㈪13時～19
日㈫23時　  1010803

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8312

井戸水などの飲用水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容
器を受け取り、表１の受付日に水を
採取して持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）：8470円

▼一般検査（23項目）：2万6610円
 1019002

表１　水質検査受付日程
月 簡易検査 一般検査

10月 20日㈬ －
11月 17日㈬ －
12月 13日㈪ 13日㈪
１月 12日㈬ －
２月 16日㈬ －
３月 ７日㈪ ７日㈪

赤い羽根共同募金にご協力を
市社会福祉協議会内、市共同募金委員会

☎651-1000

募金にご協力ください。
募金は地域福祉活動に
役立てられます。

 実施期間：10月～来
年３月

マンション管理に関する
①無料相談②無料出前セミナー

建築指導課
☎601-3387　ファクス637-1919

マンション管理士が、マンションの長
期修繕計画や修繕積立金などの疑問
や相談に応じます。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 ①来年１月までの毎月第２・第４
日曜、10時～15時②来年１月31日㈪
までの希望する日時

 ①都南分庁舎２階202会議室②
申込者が指定する場所

 マンション管理組合と区分所有者
※①各４組

 市ホームページからダウンロード
した申込用紙に必要事項を記入し、
〠020-8532（住所不要）市役所建築
指導課へ郵送またはファクス。希望す
る日の７日前まで

 ①1036513②1036535

暴力団のない住みよい街を
くらしの安全課　☎603-8008

10月は暴力団追放推進強化月間で
す。「暴力団を恐れない・金を出さな
い・利用しない」の３ない運動に「交
際しない」を加えたプラスワン運動を
推進しましょう。

ゆぴあすの臨時休館
ゆぴあす　☎662-1414

施設点検などのため、次の期間は休
館します。

 10月15日㈮まで　  1024198

ふれあい広場の開催
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設の職員などが、食品や
手芸品などを販売します。

 10月７日～12月23日、木曜、11時
～13時

 市役所本庁舎本館１階エレベータ
ーホール

 1018352

違反建築防止週間
建築指導課　☎601-3288

10月15日㈮～21日㈭は違反建築防
止週間です。建築基準などに関する
法令を守り、違反建築を無くしましょ
う。期間中は、平日９時から17時まで、
都南分庁舎２階の同課で違反建築な
どに関する相談所を開設します。

 1001692

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
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。

お知らせ

診療時間外に具合が悪くなったら

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

■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。

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

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をします。

 10月２日㈯・22日㈮、10時～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：事前連絡が必要

▶独身者の結婚相談
 随時　  電話：要予約

盛岡観光カレンダー2022
盛岡観光コンベンション協会

☎621-8800

盛岡の魅力が再発見でき、市内外在住
の人へのプレゼントにも最適な観光カ
レンダーを販売します。仕様は、壁掛け
タイプで見開きＡ３縦です。

  10月４日㈪から、プラザおでっ
て（中ノ橋通一）、もりおか啄木・賢
治青春館（中ノ橋通一）、もりおか歴
史文化館（内丸）などで販売

 １部1100円

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　「もりおか啄木・賢治青春館」は、明治43年（1910年）に竣工した銀
行建築を活用して公開されています。当時の銀行名は何ですか。
①第七十七銀行　②第九十銀行　③岩手銀行　④盛岡貯蓄銀行

 日時　  場所　  対象、定員
 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

介護技術おさらい講習会
県福祉人材センター

☎601-7062　ファクス637-9612
 h-sasaki-shakyo@mopera.net

介護職に従事した経験がある人の再
就職を支援するため、介護業界の現
状の説明や車いすなどを使用した介
護技術の確認をします。

 10月11日㈪13時～16時半
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 10人
 電話・ファクス・メール：10月７日㈭

17時まで

潜在保育士再就職支援研修会
県保育士・保育所支援センター

☎637-9605　ファクス637-9612

保育士としての再就職に向けて、「子ど
もの成長と遊び」と題した研修会。

 10月21日㈭９時半～12時
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 40人程度※保育士の資格を有す

るが、現在保育所で働いていない人
など

 電話・ファクス：10月15日㈮17時
まで

家族介護者リフレッシュ講演会
市社会福祉協議会　☎651-1000

県立大の柏葉英
ひ で

美
み

教授による「在宅
介護の負担軽減に向けて」と題した
講演と交流会。

 10月26日㈫13時半～15時半

 市総合福祉センター（若園町）
 30人※認知症・要介護１以上の高

齢者・重度の障がいがある人を自宅
で介護している家族

 電話：10月４日㈪９時～19日㈫
17時まで

家族介護者リフレッシュ交流会
浅岸和敬荘地域包括支援センター

☎622-1711

ピアニストの村上与
よ

志
し

也
や

さんが演奏
するピアノ鑑賞と交流会。

 11月１日㈪14時～15時半
 喫茶G

ゲ ン キ

EN・KI（新庄字岩山）
 12人※認知症・要介護１以上の高

齢者・重度の障がいがある人を自宅
で介護している家族

 電話：10月４日㈪９時～22日㈮
19時まで

宝くじの助成金で活動備品を整備
市民協働推進課　☎626-7535

宝くじの社会貢献広報事業である、
自治総合センターのコミュニティ助
成により、境田町町内会が会議用テ
ーブルと椅子、液晶テレビなどを整
備しました。

寄付をいただきました

■吉田茂
し げ

夫
お

様
100万円。新型コロナウイルス感染
症対策のために。

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

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

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

10/３
㈰

荻野病院 本宮一丁目６-12 636-0317
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８ 604-1123
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
新津歯科クリニック 神明町10-38 623-4611
アポロ薬局 本宮一丁目６-11 636-4332
天神町薬局 天神町８-24 681-2441
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

10/10
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
盛岡さくらクリニック みたけ四丁目36-32 645-3939
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
みきデンタルクリニック 中央通一丁目11-16 622-4238
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
オアシス薬局 みたけ四丁目36-33 681-1034
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

10/17
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
盛岡駅前おおば脳神経内科クリニック 盛岡駅前通13-８ 626-4141
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
ねそり歯科 みたけ三丁目18-６ 656-9394
オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

　表２の条例改正案への意見を募集します。同改正案は同課や各支所な
どに備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。

 任意の用紙に意見と住所、名前を記入し、〠020-0884神明町３-29
市保健所生活衛生課へ郵送または持参。ファクスとメールでも受け付け
ます。詳しくは、同課に問い合わせるか市ホームページを
ご覧ください

表２　パブリックコメントの内容など
意見を募集する

条例改正案 改正の概要 募集期間 広報ＩＤ

市公衆浴場法施行条例
の一部改正（案）

公衆浴場における男女の混浴
制限年齢の引き下げ

10/６㈬～
10/25㈪ 1036991

パブリックコメント
 生活衛生課☎603-8310　ファクス654-5665

　  seikatsueisei@city.morioka.iwate.jp

　本年４月から12月のいずれか１カ月の売り上げが、前年または前々年同月
比で30㌫以上減少している中小企業・個人事業主の皆さんに、売上減少額
に応じて同給付金を支給します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 受付期間：10月８日㈮～来年１月31日㈪（予定）
 製造業や建設業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食業、その他サービス業

など※県地域企業経営支援金（令和３年度予算事業）の受給者などを除く
 給付額：連続する３カ月間の売上減少相当額※上限額は店舗当たり20

万円（複数店舗を有している場合などは最大100万円）
 申請書に、売り上げの減少が確認できる書類、店舗の写真などを添付

し、〠020-8507清水町14-12盛岡商工会議所もりおか企業ワイドサポート
給付金係へ郵送　  1036857

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆さんを支援！

もりおか企業ワイドサポート給付金
 盛岡商工会議所☎624-5880　 

　 経済企画課☎613-8389　　　　 

来
年
の
盛
岡
観
光
カ
レ
ン
ダ
ー

皆さんの意見を
お寄せください


