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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

■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

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ
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 

　表３の各条例改正案などへの意見を募集します。各改正案は各課や各支
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、各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条例など

条例などの名称 改正の内容 募集期間 広報ＩＤ
①盛岡市特別用途地区建
築制限条例

特別用途地区内における建築物
の建築に関する制限の改正 12/１㈬～

12/20㈪

1037469
②盛岡市市街化調整区域
における開発許可等の基
準に関する条例

災害へのリスクなどを重視した
同条例区域の見直し 1037356

 ①建築指導課☎639-9054
　 ②都市計画課☎601-2117パブリックコメント

皆さんの意見をお寄せください

　市役所本庁舎裏の平面駐車場のうち
中津川沿いの８台分は転落防止のため
駐車できません。市役所にお越しの際は、
本庁舎裏の立体駐車場か周辺の指定駐

市指定駐車場をご利用をください  管財課☎626-7507

車場（地図の 　 の印）をご利用ください。
市役所の用務先に駐車券を持参し、確認
印と所定時間分の無料券の交付を受けて
ください。
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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
①12/７㈫・９㈭
　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２階）
と健康保険課（同１階）
②玉山総合事務所税務住民課

納税課
☎613-8462

空き家・
不動産相談

12/８㈬
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★

補聴器相談 12/16㈭
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★

★要事前申し込み

■新型コロナウイルスワクチン情報
新型コロナワクチンを２回接種し、原
則として８カ月以上経過した人を対
象に、3回目の接種を行います。接種
券の送付時期は、市ホームページや
広報もりおかでお知らせします。

 盛岡市新型コロナワクチンコール
センター☎0120-220-489

 1034105

＜お詫びと訂正＞
11月15日号７ページ、「令和３年度都市
景観賞を決定」の記事に誤りがありま
した。「高松一丁目Ｋ邸（高松一）」は、
正しくは「高松の家」です。お詫びして
訂正します。

 景観政策課☎601-5541

ユートランド姫神（下田字生出）の産
地直売所に野菜や果物などの商品を
出品しませんか。取り扱いできる商
品や申込方法など詳しくは、同施設
へお問い合わせください。

都市計画変更案に関するお知らせ
①交通政策課　☎613-8538

②③都市計画課　☎601-2718
④上下水道局下水道整備課　☎623-1421

盛岡広域都市計画の変更案の縦覧
と説明会の開催、意見の募集を下記
のとおり行います。各計画変更案の
内容など詳しくは、各課へお問い合
わせください。
①前潟地区地区計画
▶説明会

 12月６日㈪、16時半～と18時半～
 土淵地区活動センター（前潟四）
 電話：12月３日㈮17時まで

▶縦覧
 12月８日㈬～22日㈬、平日９時～17時
 市役所本庁舎７階交通政策課

▶意見書
 受付期間：12月８日㈬～22日㈬
 任意の様式に住所と氏名、意見を

記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所交通政策課へ郵送または持参。
郵送は12月22日㈬必着。持参は同
日17時まで　  1035471
②武道地区地区計画
③用途地域・特別用途地区
▶説明会

 ②12月７日㈫18時半～③12月８
日㈬18時半～

 ②渋民公民館（渋民字鶴塚）③市
役所都南分庁舎４階大会議室

 電話：②12月６日㈪③12月7日㈫、
いずれも17時まで

▶縦覧
 12月８日㈬～22日㈬、平日９時～17時
 市役所都南分庁舎２階都市計画課

▶意見書
 受付期間：12月８日㈬～22日㈬
 任意の様式に住所と氏名、意見を

記入し、〠020-8532（住所不要）市
役所都市計画課へ郵送または持参。
郵送は12月22日㈬必着。持参は同
日17時まで　

 ②1037473③1036538
④下水道
▶説明会

 12月８日㈬18時半～
 市役所都南分庁舎４階大会議室
 電話：12月7日㈫17時まで

▶縦覧
 12月８日㈬～22日㈬、平日９時～17時
 上下水道局３階下水道整備課（愛

宕町）
▶意見書

 受付期間：12月８日㈬～22日㈬
 任意の様式に住所と氏名、意見を

記入し、〠020-0013 愛宕町６-８上
下水道局下水整備課へ郵送または持
参。郵送は12月22日㈬必着。持参は
同日17時まで

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
り組むボランティアの養成講習会を
開催します。

 来年１月24日㈪・28日㈮・２月４
日㈮・８日㈫・15日㈫・22日㈫、全６
回、９時半～16時※22日のみ９時半
～12時

 市総合福祉センター（若園町）
 12人※次の全てに該当する人①

常勤の職についていない、おおむね
60歳以上の市民②講習会の全日程
を受講できる③講習会修了後、同体
操指導のボランティア活動ができる

 同課などに備え付け、または市
ホームページからダウンロードした
用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所長寿社会課
へ郵送または持参。ファクスでも受

募　集

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。

ユートランド姫神の産直出品者
ユートランド姫神　☎683-3215

け付けます。12月22日㈬必着。持参
は同日17時半まで　

 1023903

もりおかエコライフ動画を配信
環境企画課　☎626-3754

資源循環推進課　☎626-3733

公共交通を使った盛岡巡りや古着の
コーディネートなど、脱炭素やごみ減
量の情報を動画で配信。動画を見る
とプレゼントにも応募できます。

 公開期間：来年２月28日㈪まで

都南地域のごみ処理手数料の改定
盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター　☎697-3835

同清掃センター（矢巾町）へごみを持
ち込み、または収集を依頼する場合
のごみ処理手数料が来年４月から表
１のとおり変更になります。

 1001161・1023218

向中野（道明地区）の
保留地を売却

盛岡南整備課　☎639-9032
土地区画整理事業で整備した保留地
を１区画売却します。価格など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 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、必要書類を添え
て〠020-8532（住所不要）市役所
盛岡南整備課へ郵送または持参。郵
送は12月３日㈮～22日㈬必着。持参
は同日17時まで　

 1035278
▶説明会

 12月７日㈫10時~10時45分※当
日、会場へどうぞ　

 市役所都南分庁舎１階101会議室

環境パネル展
環境企画課　☎626-3754

家庭でできる省エネや節約につなが
る行動などエコな取り組みを紹介す
る環境パネル展を開催します。お立ち
寄りの際は、ぜひご覧ください。

 12月６日㈪～13日㈪
 市役所本庁舎１階エレベーターホ

ール脇

玉山地域のし尿などの
くみ取り料金の改定

盛岡北部行政事務組合　☎0195-74-2724
玉山地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ
取り料金が来年４月から表２のとお
り変更になります。　  1001560

自死遺族交流講演会
県精神保健福祉センター　☎629-9617

家族を自死で亡くし、深い悲しみを抱
える遺族を対象に、自身のケアにつ
いて学ぶ講演会と、交流会を開催し
ます。

 12月17日㈮13時半～16時
 県福祉総合相談センター（本町通

三）　  30人
 電話：12月３日㈮９時～15日㈬

16時半まで

12月は歳末たすけあい募金運動
市社会福祉協議会内、市共同募金委員会

☎651-1000

「つながり　ささえあう　みんなの
地域づくり」をスローガンに、歳末た

表２　し尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金
１回のくみ取り量 改定後の料金（税込）
300㍑未満 2010円
300㍑以上 10㍑につき67円

表１　変更後の処理区分や処理手数料など

種類 区分 単位 手数料
（税込）

持ち込みの
ごみ

生ごみの処分 10㌔㌘までごと 30円
スプリング入りマットレスとソファーの処分 10㌔㌘までごと 1320円
犬、猫などの死体の処分 １体 2100円
上記以外のごみの処分 10㌔㌘までごと 105円

収集を依頼
するごみ

ごみの収集と運搬 １回 2100円
ごみ（スプリング入りマットレスとソファー
犬・猫などの死体以外）の処分 10㌔㌘までごと 105円

スプリング入りマットレスとソファーの処分 10㌔㌘までごと 1320円

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

12/５
㈰

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
ふじの歯科医院 緑が丘三丁目21-23 663-6414
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
西青山薬局 西青山二丁目４-17 601-4141
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

12/12
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
あい歯科クリニック 月が丘三丁目39-50 641-8814
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

事業者の皆さんへ

もりおか頑張る飲食店応援事業 の申し込み受け付け中！

 経済企画課☎613-8389　 詳しくはこちら▶

産地直売所の様子 ぜひ見てね！

お知らせ

石割メイちゃん

すけあい募金運動をします。募金は
生活が困難な世帯などに贈られます。

 12月28日㈫まで

寄付をいただきました

■吉田慶
け い

子
こ

様
精米300㌔㌘。
社会福祉のために。


