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 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。

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

　表１の計画案への意見を募集します。計画案は同課や各支所、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、同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１　パブリックコメントの内容など

意見を募集する計画 計画の概要 募集期間 広報ＩＤ
市マンション管理適正
化推進計画（案）

市内マンションの適正な管理の推
進を図る令和８年度までの計画

２/15㈫～
３/７㈪ 1037978

  建築指導課☎601-3387パブリックコメント
皆さんの意見をお寄せください

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 

■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

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

２/６
㈰

いわて飯岡駅前内科クリニック 永井17-36-１ 637-1177
盛岡つなぎ温泉病院 繫字尾入野64-９ 689-2101
かとう整形外科クリニック 中央通二丁目８-１ 622-2555
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
松嶋歯科医院 本宮一丁目９-８ 634-0488
いわて飯岡駅前薬局 永井17-33-２ 656-1310
そうごう薬局盛岡つなぎ店 繫字尾入野64-９ 691-7251
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目２-５甲南アセッ

ト盛岡ビル１階 613-6671
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

２/11
㈮

和田内科医院 菜園一丁目３-６農林会館ビル３階 624-3853
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
しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
松舘歯科医院 下太田沢田68-２ 659-2566
村源薬局 肴町６-２ 623-1211
しんせい薬局 東緑が丘23-８ 663-2366
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

２/13
㈰

大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-３ 639-3315
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633
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
松田歯科医院 中ノ橋通一丁目７-１-３階 624-8848
つばさ薬局 津志田西二丁目13-５ 632-2166
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
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

Ｎ
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金田一駐車場

マルフジ
内丸駐車場

かほく有料
駐車場

藤原有料駐車場

オレンジパーキング

盛岡城跡公園
地下駐車場

中央パーキング神明町
盛岡駐車場
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車
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津
川

県庁銀行

県
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会
館

平金商店駐車場
（肴町商店街第三駐車場）

市役所
若園町分庁舎

市総合福祉
センター

市勤労
福祉会館

上の橋

与の字橋

中の橋

市保健所

城南小

旧バスセンター
所在地

　プラザ
　  おでって

ダイヤパーク
紺屋町３

市役所
内丸分庁舎

市役所
本庁舎

チャグチャグ馬コ引き手参加者
観光課内、チャグチャグ馬コ保存会事務局

☎613-8391

６月11日㈯に開催されるチャグチャグ
馬コの引き手を12人程度募集します。

 次の全てに該当する人①当日馬を
引いて歩くことのできる、馬が好きな
18歳以上②事前に開催する２回程度
の練習会に参加できる　  2000円

 はがき：必要事項の他、職業を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所観光課内、チャグチャグ馬コ保存
会事務局へ郵送。２月28日㈪必着

 1025585

盛岡芸術祭の出品作品・出演者
盛岡芸術祭事務局　☎090-4553-8021

盛岡芸術祭美術展部門への出品作
品と舞台部門への出演者を募集しま
す。申し込み方法や内容など詳しく
は、市役所本庁舎１階の窓口案内所
や都南分庁舎１階の総合案内所、玉
山総合事務所１階の市民ホールなど
に備え付けの開催要項や、市ホーム
ページをご覧ください。

 1037987

市地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎・ファクス626-7404

自然災害の仕組みを学び、避難所運
営や地域での自主防災を考えます。

 ２月12日㈯・13日㈰、全２回、９
時～16時

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 50人
 電話・ファクス：２月８日㈫17時まで
 1024363

２月は省エネルギー月間です
環境企画課　☎ 626-3754

省エネルギー月間の取り組みとして、環
境パネル展を開催します。

 ２月16日㈬～24日㈭※
24日は15時まで

 渋民公民館（渋民字鶴塚）

統合失調症家族講座
保健予防課　☎603-8309

統合失調症の人の家族の支援に向け
た、専門医などによる①統合失調症
を理解しよう②回復力を高める家族
のコミュニケーションと題した講座

 ①２月28日㈪14時～15時半②３
月２日㈬13時半～15時

 市保健所（神明町）
 各40人
 電話：２月４日㈮10時から
 1028293

家庭教育研修会「はぐ講座」
生涯学習課　☎639-9046

ファイナンシャルプランナーの戸田
節
せ つ

子
こ

さんから、子どもへのお小遣い
の与え方などを通して、家庭ででき
るお金の教育を学びます。

 ３月２日㈬10時半～12時　
 都南公民館（永井24）
 15人※子育て中または子育てに

関わる人
 ５人
 電話：２月７日㈪10時から
 1024347

子ども・子育て支援フォーラム
地域福祉課　☎626-7509

ファクス653-2839

岩手大の佐々木全
ぜ ん

教授による「発達
障がいを考えることって、本当は何を
考えることなのか」と題した講演と、
盛岡ひまわり学園の職員による子育
ての相談事例の紹介など。

 ３月４日㈮13時半～16時
 市総合福祉センター（若園町）
 100人　
 電話・ファクス・応募フ

ォーム：２月25日㈮まで
 1037876

マナーではなくルールです
くらしの安全課　☎603-8008

車を運転するとき、信号のない横断
歩道を横断しようとする歩行者がい
れば、ドライバーは横断歩道の前で
一時停止して、歩行者を通行させな
ければなりません。正しい交通ルー
ルを守り、安全運転に努めましょう。

 1001102

お知らせ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①２/８㈫・10㈭
　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★

２/９㈬
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★ ２/17㈭
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

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

STOP！野鳥へのえさやり
環境企画課　☎613-8419

全国的に鳥インフルエンザが流行し
ています。鳥インフルエンザ感染拡
大防止のため、白鳥やカモなどへの
エサやりは止めてください。

 1021490

もりおかオンライン企業研究会
ジョブカフェいわて　☎621-1171

盛岡広域にある企業50社の人事担当
者と、オンライン会議ツール「z

ズ ー ム

oom」
での対話を通じ、企業や業界の情報
を学びます。

 ２月15日㈫～17日㈭、10時～17時
 令和５年３月卒業予定の学生など

 応募フォーム：開催日
の前日まで

寄付をいただきました

■㈱浅沼工務店
　工藤博

ひろ

史
ふみ

代表取締役社長
６万円。新型コロナ感染症対策のた
めに。
■吉田慶

け い

子
こ

様
精米150㌕。社会福祉のために。
■公益財団法人日本博物館協会
　銭

ぜ に

谷
や

眞
ま さ

美
み

会長
ベビーカー１台。子ども科学館を快適
に利用していただくために。

■四輪の軽自動車の税額
　新車登録後13年を経過し、環境負
荷が大きい軽自動車は、電気自動車
など一部を除き、令和４年度から税
額が高くなります。
　対象は、初度検査年月が平成20年
４月から平成21年３月までの車両で、
変更額は右の表３のとおりです。

 100050２

　市役所本庁舎裏の駐車場は、市・
県民税の申告や住所異動の手続き
などで大変混み合います。市役所に
お越しの際は、市指定駐車場（地図 

Ｐ の印）を利用すると、混雑が少な
くて便利です。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。

区分 ３年度まで ４年度から

乗用 自家用 7200円 1万2900円
営業用 5500円 8200円

貨物
自家用 4000円 6000円
営業用 3000円 4500円

表３　税額一覧

■廃車や名義変更はお早めに
　軽自動車税（種別割）は、４月１日時
点で登録されている軽自動車などの
所有者に課税しています。４月２日以
降に廃車や名義変更の手続きをして

も、その年度は全額納める必要があ
ります。使用していない車両の廃車や
名義変更の手続きは表２の窓口で早
めにしましょう。

 1000504　子育て世帯への給付金の支給が
始まっています。子どもが高校生な
どのみの世帯や公務員の世帯、里

親や施設の設置者などは申請が必
要となる場合がありますので、詳し
くは市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連

　住民税均等割が非課税の世帯
等へ１世帯当たり10万円を支給し
ます。

 ①令和３年度分の住民税均等
割が非課税である世帯
②令和３年１月から令和４年９月ま
での間に家計が急変した世帯

 ①2月中旬に郵送する確認書に

必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所地域福祉課へ
お早めに郵送してください
②市役所本庁舎１階の窓口案内所
などに備え付けの申請書に必要事
項を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所地域福祉課へ郵送。９
月30日㈮必着

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12ページに掲載）
「杜の大橋」が架けられているのは何川ですか。
①中津川　②北上川　③簗川　④雫石川

■子育て世帯への臨時特別給付金
  同コールセンター☎0120-099-005　  1037829

■住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
  同コールセンター☎0120-335-270　  1037925

身体障がい者用駐車場は、市役所
本庁舎の本館正面に設けています

表２　廃車や名義変更手続きの窓口
種別 受付窓口 電話番号

軽自動車 軽自動車検査協会岩手事務所
（湯沢16) 050-3816-1833

オートバイ（125cc超) 東北運輸局岩手運輸支局
（矢巾町） 050-5540-2010

原動機付自転車（125㏄以下）・
小型特殊自動車など

市民税課（市役所本庁舎２階）
都南総合支所
玉山総合事務所税務住民課

613-8499
（市民税課）

【問】管財課☎626-7507市指定駐車場をご利用ください

軽自動車・オートバイなどを所有する皆さんへ 【問】市民税課☎613-8499


