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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

11/21
㈰

田中循環器内科クリニック 永井22-29-６ 632-1320
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治中央通ビル１階 604-8002
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
はしば歯科医院 山岸四丁目10-31 662-7171
すばる永井薬局 永井22-３-128 614-0025
そうごう薬局中央通西店 中央通三丁目16-15 681-7101
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

11/23
㈫

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
みやた整形外科医院 上堂二丁目４-12 656-6350
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
はだ歯科医院 みたけ四丁目36-36 681-1118
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
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目４-11 681-0165
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

11/28
㈰

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
むろおか骨粗鬆症・ 整形外
科クリニック 菜園一丁目11-１エスビル菜園４階 613-2760

村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
ふじさわ歯科クリニック みたけ四丁目24-35 646-0877
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
ユニオン薬局 紺屋町１-36 625-3187
こんや町薬局 紺屋町３-7 653-1521

　  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・外科★土・日曜、祝日 ８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
★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 

援の在り方などを考えます。
 12月１日㈬10時～１１時半
 市勤労福祉会館（紺屋町）  100人
 電話・ファクス・メール：11月29日

㈪17時まで　  1037390

盛岡城跡公園
石垣修復工事などの現地説明会

公園みどり課　☎601-2813

三ノ丸北西部の石垣修復工事と本丸
発掘調査の現地説明をします。参加者
は記念に、石垣裏に埋め込む裏込め
石に名前などを記載できます。

 12月４日㈯、10時～と１１時半～、
１３時～※いずれも１時間程度

 盛岡城跡公園（内丸）
 各100人程度
 当日、同公園の石垣修復工事現場

に集合　  1037387

保育士カフェ
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424

保育士としての再就職に向けて不安な
ことを、現役保育士と一緒に話してみま
せんか。子ども連れでも参加できます。

 12月10日㈮10時～1１時半
 市総合福祉センター（若園町）
 ５人※保育士資格があるが、現在

保育施設で働いていない人
 電話・ファクス：12月３日㈮17時

まで　  1028531

マイナポイントの付与は12月末まで
総務課　☎626-7513

本年４月までにマイナンバーカードの
交付申請をした人がもらえる、最大
５０００円分のマイナポイント。同ポ
イントの申し込み期限は12月末です
ので、忘れずに手続きをしてください。
手続きが不安な人は、サポート窓口を
ご利用ください。

 平日９時～17時
 サポート窓口：市役所本庁舎本館

２階エレベーターホール、都南総合支
所１階地域支援係、玉山総合事務所１
階税務住民課　  1029616

成人のつどい
生涯学習課　☎639-9046

来年１月９日㈰に成人のつどいを開催

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１のとおりです。

 試験日：12月12日㈰
 試験会場：市役所本庁舎※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、11
月24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。
11月29日㈪まで　  1037365

市営墓園の使用者
企画総務課　☎603-8301

市営墓園管理事務所　☎651-4023

新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓
地と青山墓園（みたけ一）普通墓地
の返還区画の使用者を表２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、12月３

日㈮17時までに同課または同事務
所に提出　  1000928

盛岡城跡公園地下駐車場
開業50周年記念

市駐車場公社　☎651-5019

■記念デザイン回数券の販売
 発売日：11月22日㈪　
 同公社（内丸）
 500枚※プリペイドカード式
 １枚1500円
 1037187

■50周年写真展
開業当時の様子や周辺の街並みなど。

 12月１日㈬～27日㈪
 もりおか歴史文化館（内丸）
 1037186

高齢者虐待防止市民講座
「8050問題とひきこもり支援」

長寿社会課
☎603-8003　ファクス653-2839

 chouju@city.morioka.iwate.jp

高齢化した親とひきこもりがちの中
高年の子の世帯の経済面や親の介護
などに関する「8050問題」。家族支

お知らせ

募　集
します。市内在住の対象者に11月下旬
以降に入場券を送付しますので、事
前登録をしてください。また、市外在
住で参加を希望する人は、往復はが
きに住所と名前、生年月日、電話番号、
帰省先（帰省先がない場合は住んで
いた住所など）を記入し〠020-8532
（住所不要）市役所生涯学習課へ郵
送してください。12月17日㈮必着。

 平成13年４月２日～平成14年４
月１日生まれの人　  1035841

新入学準備金を支給
学務教職員課　☎639-9044

経済的な理由で子どもの就学が困難
と認められる場合で、来年度に小学
校入学予定の子がいる家庭に同準備
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。

 就学時健康診断などで配布する
申込書に必要書類を添付し、同健康
診断を受診した小学校に持参するか、
〠020-8532（住所不要）市役所学
務教職員課へ郵送または持参。来年
１月20日㈭消印有効。持参は同日17
時まで　  1021976

ウォームビズで冬を快適に
環境企画課　☎626-3754

地球温暖化対策のため、寒いときは１
枚多く着込むなど、無理のない範囲で
暖房の使用を減らしましょう。市役所
と市の各施設は、室内温度を19度を
目安に管理しています。

 実施期間：来年３月31日㈭まで
 1024815

障がい者雇用のための名簿登録
職員課　☎626-7505

障がいのある人を積極的に雇用する
ため、市の会計年度任用職員を希望
する人を募集しています。

 障害者手帳など、障がいの種別と
等級の分かる書類の写しと履歴書を
〠020-8530（住所不要）市役所職員
課へ郵送または持参　  1012076

一関・盛岡間駅伝競走大会
岩手日報社事業部　☎653-4121 

昨年盛岡市が優勝した同大会が11月
23日㈫に実施されます。当日は、選

手が市内を安全に走行するため交通
規制が行われます。また沿道で観戦
する場合、▶マスクの着用▶ソーシャ
ルディスタンスの確保▶大声での声
援の自粛などのご協力を
お願いします。詳しくは、
同社ホームページをご覧
ください。

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、①子
どものけがと事故防止について②潜
在保育士の再就職について、と題した
研修会を開催します。

 ①11月25日㈭②12月23日㈭、い
ずれも９時半～12時

 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 各40人程度※保育士の資格を有

表１　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

土木技術職
建築技術職
電気技術職

大学卒
程度

各数人

昭和62年４月２日～平成12年４月１日生まれ
または平成12年４月２日以降に生まれ、令和
４年３月までに大学卒業見込みの人

社会人
経験者

昭和57年４月２日以降に生まれ、直近７年間
に通算して５年以上、民間企業などでの職務
経験がある人

土木技術職
建築技術職

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

建築技術職 一級建築士 数人 昭和47年４月２日以降に生まれ、一級建築士
の免許を有する人

看護師 数人 昭和57年４月２日以降に生まれ、看護師の免
許を有する人

するが、現在保育所で働いていない
人など

 電話・ファクス：11月19日㈮17時
まで

農畜産物輸出支援セミナー
ジェトロ盛岡　☎651-2359

盛岡産農畜産物の輸出促進に向けた
初心者向けのセミナーと個別相談会
を開催します。詳しくは、ジェトロ盛
岡ホームページをご覧ください。

 11月25日㈭▶セミナー：13時半～
15時▶個別相談会：15時10分～17時

 アイーナ804Ｂ会議室（盛岡駅西
通一）

 50人程度※農業者、農業者と連
携を検討している事業者

 電話・申し込みフォー
ム：11月24日㈬まで

 1037355 

表２　各墓園の募集区画など
墓
園 区画面積 区画数 使用料 管理料

(年)
新
庄

４平方㍍ 16区画 ７万6000円 2000円
６平方㍍ ３区画 11万2000円 3000円

青
山

３平方㍍ １区画 20万4000円   600円
４平方㍍ ２区画 27万2000円   800円

都市景観賞を決定
令和３年度

　市は、令和3年度の都市景観賞に、14件の応募の中から３件を決定しま
した。　  景観政策課☎601-5541　  1024771

市産材を活用した外壁と庇
ひさし

や看板、植栽
などの調和がとれた外観の木造２階建の
社屋兼住宅。モダンでありながら和風を
感じるたたずまいが、みたけ地区の新たな
景観として評価

観
み

岳
たけ

ケ
が

原
はら

の家・ハタノバ（みたけ四）▶

◀清水町М邸（清水町）
白と黒を基調とした、清潔感ある和風
の木造２階建住宅。旧六

む い

日
か

町
ま ち

の歴史あ
る街路に面し、シンプルな勾配の屋根と
縦格子が城下町らしい雰囲気を醸し出
すなど、歴史を感じる先導的モデルとし
て評価

高松の池のほとりの、自然と人の接点を
意識した落ち着いた佇まいの木造２階建
住宅。洗練された外観で、池の周辺を散
策する人の目を引くなど、同地区の景観を
リードすると評価

　　　　高松の家▶

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
市民無料

法律相談★
12/６㈪・20㈪
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎６階）

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

12/１～22、毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

介護・保育・福祉
の就職相談

11/20㈯
13 時～16 時

ツガワ未来館アピオ
（滝沢市）

県社会福祉協議会
☎637-4522

高齢者・障がい
者なんでも110番

11/24㈬
13 時～17 時

県福祉総合相談センター
（本町通三）
※電話相談もあります。

岩手弁護士会
☎651-5095
※電話相談
　☎625-0110

★要事前申し込み。相談希望日の前週９時から受け付け

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

市税の
納期限の
お知らせ

国民健康保険税第５期
 納期限：11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
 健康保険課☎613-8438　  1003580　

■市の推計人口（10月１日現在）
28万9220人（男：13万7031人、女：15万2189人）
【対前月比】40人減　【世帯数】13万4471世帯
　  企画調整課☎613-8397　  1019915

記念デザイン回数券 見本


