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市内全世帯に配布しています
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都南こどもの家（津志田
14）

）

山岸児童・老人福祉センター（下米内一

放 課 後も

み ん な で 過 ご そう

★

み ん な と 一 緒！だ
緒 ！だ か ら 楽 し い 、安 心！
心！

の
皆さんは、子どもたちが友達と体を目いっぱい使って遊んだり、世代間交流ができる「子ども
の居場所」があることを知っていますか？ 市内にたくさんある施設のそれぞれの特色など、役立
つ情報を紹介します。 【問】子ども青少年課☎ 613-8356

★

★

★

親子 で一 緒に 遊 ぼう

子ども地域よりあい広場 わっこの家（ 青山
三）

み ん な でご 飯 を

食 べるとお いしい よ

マモール

もりおか子育て応援プラザ ma*mall（ 大 通 一）

★

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者
に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。正確な情報
を入手し、冷静な行動に努めましょう。

★
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私たちにできること

安 心！

24 カ所※

幅広い世代の交流の場

ぐる み で 子 育 て を 応 援！
域
地

楽しい！

市内に

子ども食堂 ★ ★ ★

一 緒に
遊 ぼう！

イベントを企画・実施したり、大学生が
勉強を教えてくれたりと、子ども食堂は

手作りで温かい食事を無料・低価

子ども
食堂

の

食事を食べる場所
だけではなく、子どもたちが自ら

地域みんなの「落ち着ける場所」です。

格で提供する場所で、NPO 法人や

地域
子育て支援
センター

さまざまな世代とつながる

地域住民の皆さんのボランティアな

ことができますよ。

どにより運営されています。子ども食堂
は、食事を提供するだけでなく、小さな子ど
もから高齢者まで誰でも気軽に参加できる

市は子育て支援を目的とする施設の運営や、運営団体の支援をしています。市
内には、「子どもの居場所」として、親子で一緒に遊べる場所や主に放課後に小学

★ … 就学前の子と保護者
★ … 小学生
★ … その他の世代

利用できる
世代

生が利用する場所など、さまざまな施設があります。各施設では感染症対策をし
ていますので、お気軽にご利用ください。
市内に

親子の利用や、世代間交流も！

児童センター ★ ★ ★

津 志田

41 カ所

児童
センター

のレクリエーションなど、幅広い世代が交流
できる場としての役割も担っています。
※施設数には一部非公表の団体も含みます

わっこの家

児 童センター

月に２～３回は利用しています。
場所が閉鎖されている中、無料で利用

利用できる児童センター。同センターでは、次のような利用の仕
方があります。利用料金はかかりません。新しい施設も開設して
いますので、詳しくは市ホームページなどでご確認ください。

できるのでとても助かっています。子ども
だけでなく、私も周りの保護者の

あ

き

こ

みつ き

千葉 有希子さん・光希ちゃん

皆さんと情報交換するなど

（津志田南二）

楽しんでいます！

おしゃれでおいしい手作り料理

看板や
のぼり旗が
目印です

【広報 I D】1002515

は、栄養バランスもばっちり。
みんなで食べると、話題も尽き
ません

小学生が学校にいる時間帯は、就学前の子と親でブロック遊びを
したり、日曜・祝日は、小学生以下の子が親子で利用できます

●

各センターの祭りや、クリスマス会、餅つき大会など、施設ご

市内に

● 児童センターは学区やお住まいの住所に限らず利用でき、また、
リズムに合わせて楽しく体操

親子で一緒にてるてる坊主作り

※日曜・祝日は利用できない施設もある他、施設の空き状況や駐車場の
有無、遊具の種類など利用条件が異なりますので、ご利用の際には事
前に施設にお問い合わせください

山岸

市内に

56 カ所

遊びも宿題も一緒にやるよ！

（学童保育クラブ）

放課後などに家庭に保護者が
いない小学生を対象に遊びや生
活の場を提供する施設です。社

1

過去の活動の様子

子 育 てを サポ ート

子ども未来基金 ★ ★ ★

川で「ヤマメ放流会」を開
催。子どもたちは「大きく

2

寄付は随時
受け付け中！

なって帰ってきてね」と声
をかけながら放流しました

基金を活用した活動例
「子供の子供による子供
のための勉強交流会」は青

納税を原資とする「子ども未来基金」を活用し、
市民や企業・

3 日曜日に、小・中学生を

は 来 年 2・3 月 を
予定しています。
広報もりおか ４. ７. １

遊びに来てくださいね。

市内８カ所の保育園で、就学前の子とその保護者を対
象にした遊び場の提供や子育て相談などの支援活動をし
ています。
（とりょう保育園の地域子育て支援センター

皆さんのつながりができるような

は、10 月４日㈫に開業する盛岡バスセンター内に「つど

とりょう保育園地域子育て
支援センター 主任保育士

いの広場にこっこ」を集約し、移転オープン予定です。
）

伊藤 理奈さん

「また来たい」と思えるような

マ

モ

な

山岸児童・
老人福祉センター
おさむ

佐藤 修 所長

大きな遊具で体をいっぱい使って遊べます

小・中学生に勉強を教えるなど、
普段できない体験に楽しさとやりがいを感じながら
活動しています。教えていた子どもたちに「分かった！」と
言われると、自分たちも
うれしくなりますね。

教える活動をしています。

子育てをサポートするアプリが誕生

７月１日㈮から子育て支援アプリが利用できます。子どもの

料で利用できる便利なアプリです。

います。部活動や趣味の話
交えながら、楽しく勉強を

便利な機能盛りだくさん！ 情報収集にご活用ください

期の通知、子育てイベントの情報発信などの機能を備えた、無

無料の勉強会を開催して
題など、高校生活の様子も

手作りおもちゃがいっぱいです

居場所や遊び場の検索はもちろん、母子手帳機能や予防接種時

対象にした高校生による

さくら ば

しょう ご

櫻庭 翔吾さん
盛岡北高３年

企画・運営している
たまみ

遠藤 圭心さん
盛岡北高２年

いわわき かず き

岩脇 和輝さん
盛岡北高３年

この他の活動例は市ホームページに掲載しています【広報ID】1017924

アプリ
で検索

掲載している施設や
支援情報の詳細は、
アプリでもご覧いた
だけます。

り

か

齊藤 利香さん
専門のスタッフがお待ちしています

（肴町）

ひか り

光莉ちゃん

ひろと

大翔ちゃん

にこっこ

ー ル

ma* m a l l

居場所にしたいですね。

り

2 昨年、２年ぶりに中津

山児童センターで、毎月第

います。募集期間

地域子育て支援センター ★

しました

市では、市民の皆さんから寄せられた寄付金やふるさと

の費用を助成して

相談できて安心です。

なっていますので、気軽に

な競技を通じて交流

る様子

子ども・子育てに関する幅広い活動を応援します

に関する支援活動

情報交換や子育ての相談の場に

レーなど、さまざま

都 南こども の 家 で 遊 ん で い

希望する施設に直接お問い合わせください。

む子ども・子育て

8 カ所

ますし、保育の専門の先生に

入 れ や 綱 引 き、 リ

ごとに利用料金や利用時間などが異なりますので、利用を

団体などが取り組

就学前の子とその保護者を応援

また私自身も気分転換ができ

楽しめます。また保護者の皆さんにとっても、

子どもたちと地域の

子どもたちがさまざまなことを経験でき、

1 運動会では、玉

会福祉法人や保護者会などにより運営されています。施設

もっと

児童・老人福祉セン
ター

催しに力を入れて企画・実施しています。

放課後児童クラブ ★

良い刺激になっていると思います。

いろいろなおもちゃを使った遊びが

その他の子育て支援施設 ▶ 中心市街地でも「つどい
の広場にこっこ（肴町）
」と「もりおか子育て応援プラ
ザ ma*mall（大通一）
」を開設し、子育て支援をして
います。子育てに関する講座の開催や子育て関連情報
の提供など、施設ごとにさまざまな活動をしています。
活動内容について詳しくは、各施設に直接お問い合わ
せください。

市長
コラム

市には楽しい子どもの居場所や遊び
場がたくさんあります。特に市内にあ
る児童センターは、日曜・祝日などは
親子一緒に、無料で利用できますので、

ぜひ遊びにいらしてください。また、新しいアプ
リを使って楽しいイベントや役立

つ講座情報なども発信していきま

すので、ぜひダウンロードしてご
アプリはこ
こからダウ
ンロード

活用ください。

▲


小学生ならこちらの選択も

一緒に遊べるので子どもの成長に

家庭とは違った雰囲気の中で

高校生、大学生などと世代間交流をしている施設もあります
地域のサークル活動などでも利用されています

他の子どもたちと

子 育て支援センター
ょう
とり

とに季節に応じたイベントを開催。地域の高齢者サークルや中・

２

もとひろ

加藤 源広 理事長

コロナ禍で、子どもが遊びに行ける

小学生を中心に、主に平日の放課後や夏休み・冬休みなどに、

●

もりおか
ユースポート

「地域の居場所」です。学習支援や季節ごと

広報もりおか ４. ７. １

３

もりおか

の

国民健康保険
７月11日㈪

【問】健康保険課（市役所本庁舎１階）
保険証・納税通知書・課税内容・減免：受付賦課係☎613-8437
保険給付：給付係☎613-8436
国保税の納付・相談：徴収係☎613-8438
人間ドック・特定健診：業務係☎626-7527
【広報ＩＤ】1003549 新型コロナの影響による減免【広報ＩＤ】1031213

７月22日㈮

納税通知書発送

「国民健康保険税」の納付をお忘れなく！
国保税の納付方法と納期限

雇用保険受給者の軽減

▶口座振替：申し込みにより、取扱金融機関の
指定口座から自動引き落とし
▶特別徴収：対象の年金から天引き
▶窓口納付：表の期限までに、市役所本庁舎１
階の健康保険課や取扱金融機関、コンビニエン
スストアに納付書を持参して納付

雇用保険の特定受給資格者※と特定理由離職
者※は、申請により国保税が軽減される場合が
あります。
※雇用保険受給資格者証の裏面にある離職理由
コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の人

表

令和４年度の納期限
納期
期限
納期

第１期
第２期
第３期

第４期

８月１日㈪

８月31日㈬
９月30日㈮

10月31日㈪

第５期
第６期
第７期

第８期

後期高齢者医療制度

市の国民健康保険（国保）に加入している皆さんに、令和４年度の国民
健康保険税納税通知書と国民健康保険被保険者証を発送します。

期限

11月30日㈬
12月26日㈪

来年１月31日㈫

来年２月28日㈫

納付困難な場合は早めに相談を
国保税を滞納すると、延滞金が加算されるほ
か、財産調査や差し押さえなどの滞納処分が執
行されます。やむを得ない事情により、納期限
までの納付が難しい場合は、減免関係は受付賦
課係、納付計画は徴収係にご相談ください。

令和４年度の主な改正点
■最高年税額を99万円から102万円に引き上げ
■令和４年４月加入期間分から国保に加入して
いる就学前の子の均等割額※が５割軽減（申
請は不要です）
※被保険者一人一人が等しく負担する金額

【申請に必要なもの】
・世帯主の印鑑 ・雇用保険受給資格者証
【申請窓口】
・健康保険課受付賦課係
・都南総合支所税務福祉係
・玉山総合事務所健康福祉課国保福祉係
・青山支所

保険証発送

「国民健康保険被保
険者証」を発送します
保険証の記載内容が正しいか、必ず確認しま
しょう。70歳から74歳までの被保険者の人の
保険証は高齢受給者証も兼ねており、２割また
は３割という負担割合が記載されています。な
お、社会保険など、他の健康保険に加入してい
るのに保険証が届いた場合は､国保から脱退す
る手続きをしてください。
見本

①
③

新型コロナの影響による減免
次のいずれかの要件にあてはまる世帯に対して、
国民健康保険税を減免できる場合があります。
必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、受付賦課係にお問い合わせください。
申請書を市ホームページからダウンロードでき
ます。郵送での申請にご協力ください。
【申請窓口】健康保険課受付賦課係
■主たる生計維持者が新型コロナウイルスの影

響で、事業や不動産、山林、給与収入のいずれ
かが前年と比べ10分の３以上減少することが
見込まれる世帯
■新型コロナウイルスにより主たる生計維持者が
死亡または重篤な病気となった世帯

②
④

※今回送る保険証は桃色です

しっかりチェック！
①加入者の氏名

②生年月日

③世帯主氏名

④住所

申請により、医療機関の窓口で支払う一部負
担金の減免が受けられることがあります。
【対象】
・災害や事業の休・廃止により収入が激減し、
収入や預金が生活保護基準より少ない人
※条件に当てはまらない場合でも、助成制度が適用
になる場合がありますので、ご相談ください

医療費の払い戻し
医療費の自己負担額は、年齢や世帯所得に
応じて１カ月当たりの限度額が決まっていま
す。医療機関への支払いが限度額を超えた場合
は、申請により払い戻しを受けることができま
す。詳しくは、保険証
に同封する国民健康保
険のパンフレットをご
覧ください。
４

広報もりおか ４. ７. １

医療費が高額になりそうなときは
「限度額認定証」の申請を
■医療機関の窓口で認定証を提示すると
・同じ医療機関で１カ月の間に支払う額が、自
己負担限度額までに抑えられます
・入院時の食事代が減額される場合があります
■「高齢受給者証」を持っている人
70歳から74歳までで、次のいずれかに当て
はまる人は認定証の申請は必要ありません。高
齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねています。
・高齢受給者証の負担割合が３割で、自己負担
区分が「現役並み所得者Ⅲ（住民税課税所得
が690万円以上）」の人
・高齢受給者証の負担割合が２割で住民税課税
世帯の人
■認定証の発行申請
発行を希望する場合は、医療機関への支払い

令和４年度は２年に１度の保険料率見直しの年で、均等割額※を4万900円
に改定しました。本年度の保険料は令和３年中の所得を基に計算しています。
計算方法について詳しくは、通知書でご確認ください。 【広報ＩＤ】1003619

７月12日㈫に保険料額決定
通知書を発送します

※被保険者一人一人が等しく負担する金額

＜保険料の納付方法＞
・年金天引き

・納付書払い

後期高齢者医療制度
では保険料は原則とし
て、年金から天引きさ
れます（特別徴収）。

指定金融機関などの
窓口で納付してくださ
い（普通徴収）。

▶便利な口座振替のご利用を
納付をうっかり忘れてしまわないため、
口座振替の利用がお勧めです。保険料額決
定通知書と通帳、通帳届出印を持参して、

納付を忘れないために

＜判定基準＞

自己負担割合が３割の人でも右の判断基
準に該当すると１割になります。市で収入額
図１

給与の支払いを受けている市の国保加入者が
新型コロナウイルス感染症に感染、または感染
が疑われる（濃厚接触者は除く）ため仕事を休ん
だときに、休んだ分の給与の支払いが受けられ
ない場合は傷病手当金を支給します。申請する
場合は、給付係へ電話でお問い合わせください。

１割負担から２割負担に変更となる人は、
今年10月１日から３年間は、図２のとおり
１カ月の窓口負担割合の増加額を3000円
まで★に抑える措置が適用されます。
★入院の医療費は対象外

（例）１カ月の医療費全体額が５万円の場合

現役並み所得者※１に該当する
はい

いいえ

2000円
払い戻し

世帯内後期高齢加入者のうち、課税所得※２
が28万円以上の人がいる
はい

いいえ

負担額

負担割合

配慮措置

増加額
3000円
5000円

負担増

１割

１万円

２割

世帯に後期高齢加入者の人が２人以上いる

所得金額※４」が200万円以上
はい
負
担
割
合

後期高齢加
入者全員が

３割

２割

※１ 課税所得が145万円以上で、現在の医療費の

はい

「年金収入※３＋その他の合計

傷病手当金の給付

▶負担を抑える配慮措置があります

→5000円の負担増加額を3000円に抑える

いいえ

【申請窓口】
・健康保険課給付係
・都南総合支所税務福祉係
・玉山総合事務所健康福祉課国保福祉係

【広報ＩＤ】1003618

図２ 配慮措置が適用される場合の計算方法

負担割合の判定の流れ

１つでも違う情報が書いて
ある場合は受付賦課係にお
問い合わせください！

※住民税非課税世帯の人には申請により「限度額適
用・標準負担額減額認定証」を交付します

■同一世帯に被保険者
が２人以上
・被保険者全員の収入
合計が520
万円未満

■被保険者が１人
・収入が383万円未満
・収入が383万円を超
えるが、同一世帯に
70～74歳の人がい
て、収入合計が520
万円未満

●基準収入額適用申請が不要に

毎月末です

10月以降の保険証（青色）は９月中に発送します。
を把握し、対象であることが確認できた人は
申請が不要になりました。

９月30日までは医療機関での自己負担
割合は３割か１割です。10月１日からは
同負担割合に２割が新設され、図１のよう
に判定されます。

※普通徴収の納期限は７月から来年２月までの

１日からの制度改正に伴い、この保険証（桃色）の有効期限は９月30日㈮まで。

10月から
制度改正

●医療費の自己負担割合

金融機関の窓口でお申し込みください。

8月から使える後期高齢者医療被保険者証を７月19日㈫に発送します。10月

８月は保険証の更新時期です

※住民票上の世帯主氏名。
国保上の世帯主変更をしている場合は、
変更後の世帯主氏名

の前に市の窓口へ申請してください。申請には
保険証が必要です。また、発効期日は申請した
月の１日になります。認定証には有効期限があ
り、更新する場合は、有効期限後に再度申請が
必要です。

☎613-8439

後期高齢者医療制度は、75歳（一定の障がいがある人は65歳）から加入する健康保険です

医療費の払い戻し・免除になるとき
一部負担金の減免など

【問】健康保険課高齢者医療係

いいえ

１割

窓口負担割合が３割の人

※２ 住
 民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の

「年金収入※３＋その他の合計

収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所

所得金額※４」が320万円以上
はい
後期高齢加
入者全員が

２割

得控除（基礎控除や社会保険料控除など）を差

いいえ
後期高齢加
入者全員が

１割

し引いた後の金額）

後期高齢加
入者全員が

１割

※３ 「 年金収入」には遺族年金や障害年金は含
みません

※４ 事 業収入や給与収入などから、必要経費や
給与所得控除等を差し引いた後の金額

▶後期高齢者医療歯科健診

▶新型コロナウイルス感染症関連の支援
●保険料の減免

●傷病手当金

県後期高齢者医療広域連合で、保険料を減
免します。申込方法など詳しくは、同係にお問
い合わせください。
【対象】
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡または重篤な傷病となった人
・新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる
生計維持者の収入が一定程度減少した人

給与の支払いを受けている後期高齢者医
療制度の加入者が、新型コロナウイルス感
染症に感染、または感染が疑われるため仕
事を休んだときに、給与の支払いが受けら
れない場合は傷病手当金を支給します。申
請する場合は、事前に同係に
お問い合わせください。

こう くう

口 腔 機能の維持・改善のために健診を受
けましょう。
【実施期間】12月28日㈬まで
【対象】昭和21年４月１日～昭和22年３月
31日生まれで、後期高齢者医療制度の加入者
【費用】無料
【受診時の持ち物】
・後期高齢者医療被保険者証
・５月に送付した歯科健診（口の健診）のご案内
広報もりおか ４. ７. １
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介護保険 に関するお知らせ
介護保険サービスを受けるには

負担割合と介護保険サービス費
【問】介護保険課給付係☎626-7561
【広報ＩＤ】1025286

日常生活で介護が必要になり、介護保険サー
ビスを利用するときは、
「要介護認定」を受ける
必要があります。同係や次の各センター、市ホー

介護保険負担割合証を郵送
要介護認定を受けている人に、負担割合を記
載した「介護保険負担割合証」を７月中旬以降
に郵送します。ケアマネジャーや入所している
施設などに忘れずに提示してください。

知っていますか？

介護保険サービス費を支給

●

名称（所在地）
電話番号
地域包括支援センター
盛岡駅西口地域包括支援センター
606-3361
（盛岡駅西通一）
仁王・上田地域包括支援センター（北山二） 661-9700
浅岸和敬荘地域包括支援センター
（浅岸三） 622-1711
松園・緑が丘地域包括支援センター
663-8181
（西松園二）
五月園地域包括支援センター（東山二） 613-6161
青山和敬荘地域包括支援センター
648-8622
（南青山町）
みたけ・北厨川地域包括支援センター
648-8834
（月が丘三）
イーハトーブ地域包括支援センター
（本宮一） 636-3720
地域包括支援センター川久保（津志田26） 635-1682
飯岡・永井地域包括支援センター（永井19） 656-7710
玉山地域包括支援センター
（好摩字夏間木） 682-0088
介護支援センター
ケアガーデン高松公園介護支援センター
665-2175
（上田字毛無森）
ヴィラ加賀野介護支援センター（加賀野三） 651-5723
城南介護支援センター（神明町）
621-1215
おでんせ介護支援センター
（上厨川字横長根） 648-0621
千年苑介護支援センター（上太田穴口） 658-1190
都南あけぼの荘介護支援センター（湯沢４） 639-2528
希望の里介護支援センター（乙部５）
696-4386
秀峰苑介護支援センター（下田字石羽根） 669-5101

●

【問】介護保険課認定係☎626-7560
【広報ＩＤ】1025292

ムページに掲載している指定居宅介護支援事業
所などへ気軽にご相談ください。

▶高額介護サービス費
自己負担額が上限を超えたとき、超えた分を
「高額介護サービス費」として支給します。対象
者には年に３回、郵送でお知らせします。
▶食費・部屋代の負担を軽減
介護保険施設や、短期入所（ショートステイ）
の食費や部屋代は全額自己負担が基本です。た
だし、一定の要件を満たしている人は「負担限度
額認定証」を申請し、負担を軽くできます。詳し
くは、同係へお問い合わせください。
【有効期間】
申請した月から翌年（１月以降の申請の場合
は同年）７月末まで。現在お持ちの人も７月末で
有効期間が終了するので、忘れずに申請してくだ
さい。８月１日㈪から使用できる認定証は７月１
日㈮から申請できます。
申請が必要です！
※申請は介護保険課と都南総合支所税務福祉係、玉
山総合事務所健康福祉課で受け付けます

※申請日から２年１カ月分までさかのぼって申請で
きます。大学・専門学校などの学生は、学生納付
特例制度をご活用ください

●医療助成年金課年金係☎626-7529
●盛岡年金事務所（松尾町）☎623-6211
※申請は都南総合支所税務福祉係、玉山総合
事務所健康福祉課でも受け付けます

※郵送の場合は〠020-8511松尾町17-13盛岡
年金事務所へ送付してください

免除・猶予期間は年金を受け取るために必要な資格期間に含まれます
※「未納」の場合は期間に含まれません

免除・猶予期間分の保険料は10年以内であれば追納し、将来受け取
る年金額を増やすことができます

制度を利用するには

【審査対象】
次の審査対象者の申請年度の前年所得で審査し
ます。
●全額または一部を免除するとき
申請者本人と配偶者、世帯主の所得
●納付を猶予するとき
申請者本人と配偶者の所得

※審 査対象者の中に退職直後の人がいる場合は、離
職票や雇用保険受給資格者証などを提示すること
で、その対象者の所得を０円と見なして審査します

６
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【問】介護保険課保険料係☎626-7581
【広報ＩＤ】1025137
本年度の介護保険料通知書を７月上旬に
発送します。保険料を納めないと、介護サ
ービスを利用するときに保険給付が制限さ
れることがあるので、期限までに必ず納め
ましょう。
●加入者の種類と納付方法
▶65歳以上の人（第１号被保険者）
①年金天引き
受給中の年金から引かれます。
【対象】令和４年４月１日現在、65歳以上で
年額18万円以上の年金を受給している人
②納入通知書（納付書）で納付
金融機関やコンビニなど、納付書に記載
の窓口で納付してください。納付には、便
利な口座振替をお勧めします。
【対象】①に該当しない人
▶40～64歳の人（第２号被保険者）
加入している健康保険の保険者が、健康
保険料などと合わせて介護保険料を徴収。
●65歳以上の介護保険料
所得などにより11段階に分かれています。
算定の根拠は同通知書をご確認ください。
●保険料の減免
災害や失業など特別な理由で保険料の納
付が難しくなったときは、減免または猶予
を受けられる場合があります。

申請窓口と問い合わせ先

制度を利用するメリット

メリット２

保険料は忘れずに納付を！

７月は 盛岡市こころの健康推進月間です
盛岡市では、ここ数年の平均値で７月
が最も自殺で亡くなった人が多くなって
います。そこで、７月を「盛岡市こころ
の健康推進月間」とし、「盛岡市自殺対
策推進計画」に基づいて、健康なここ
ろで毎日を過ごせるよう、
市民の皆さんへの働き掛
けを続けています。

【免除・猶予期間】
７月～翌年６月
※令和４年度分は７月１日㈮から受け付け開始
【必要書類】
申請には、次の書類が必要です。
●個人番号か基礎年金番号が確認できるもの
（マイナンバーカードなど）
●本人確認書類（運転免許証・保険証など）

【広報ＩＤ】
▶免除・納付猶予申請について：1003603
▶新 型コロナウイルス感染症の影響に伴う
保険料の特例免除について：1030914
▶学生納付特例制度：1003605
▶よくある質問：1033920

こころの健康のためには、生活
習慣を整えることや、リラック
ス法を取り入れるなどでストレ
スを和らげることが大切です。
また、直接会うことができなく
ても、電話や手紙、メールなど
で信頼できる人とつながること
もこころの支えになります。
岩手医科大神経精神科学講座

市は、全ての世代で問題になっている自殺防止の対策とし
て、こころの健康づくりの取り組みを進めています。こころ
の不調は目に見えず、気付きにくいもの。自分と周りの人の
こころが健康かどうか、いま一度考えてみませんか。
【問】健康増進課☎603-8309 【広報ＩＤ】1031043

こころの健康状態をチェック！
次の５項目のうち、２つ以上当てはまる状態が２
週間以上続く場合は、うつ病の可能性があります。
■ 毎日の生活に充実感がない

■ これまで楽しんでできたことが楽しくなくなった
■ 以前は簡単にできたことがおっくうに感じる
■ 自分が役に立つ人間だと思えない

■ わけもなくいつも疲れたように感じる

こう た ろう

大塚耕太郎教授

ゲートキーパーとは

ゲートキーパー研修を開催します

悩んでいる人に気付き、声を掛け、話
を聞いて、必要な支援につなげて見守る
人をゲートキーパー（命の門番）といい
ます。必要な資格はなく、誰もがゲート
キーパーになることができます。

こころに不調を抱えている人が出すサ
インの気付き方や声の掛け方、話の聞き
方などについて学びます。自分自身のス
トレスへの対処方法も紹介します。
【日時】７月26日㈫13時半~15時
【場所】市総合福祉センター（若園町）
【定員】30人※初心者
【申し込み】７月６日㈬10時から健康
増進課☎603-8309で先着順に受け付け
【広報ＩＤ】1035711

話をよく聞き、一緒に考えて
くれるゲートキーパーがいる
ことは、悩んでいる人の孤立
を防ぎ、安心を与えます。

希望に応じて、市で出前養成講座を開催
します。職域からの申し込みも大歓迎！

県自殺対策キャラクター
アイばあちゃん

６
市内で開催されたイベントや出
来事を紹介します。紙面で紹介
しきれなかった写真は、市ホーム
ページの取材日記に掲
載しています。

広

告
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「気になる症状がある」「どこに相談すれば
い い か 分 か ら な い 」― そんなときは！

ゲートキーパーになってみませんか？

国民年金保険料 の免除・納付猶予制度

国民年金に加入している自営業者や学生、無
職の人などは、毎月の保険料を納付する必要があ
りますが、収入の減少や失業などにより保険料
を納めることが難しい場合、全額または一部の
納付を免除や猶予することができます。未納のま
まにせず、お早めに申請窓口に相談してください。

メリット１

あなたのこころ
お元気ですか？

40歳以上の人が加入して保険料を支払い、介護が
必要な人を社会全体で支える介護保険制度。利用で
きるサービスや相談窓口などをお知らせします。

こころの相談窓口
【相談先】健康増進課こころの健康担当
☎603-8309
【時間】平日９時～16時
【内容】保健師などによる電話相談
と精神科医師による月１回の面接相
相談窓口一覧
談（要予約）

こころの相談窓口誘導ボット
「盛岡市こころの相談窓口」である相談機関に
誘導するL INEチャットボットを試験
公開しています。
ラ イ ン

※研究開発中のため利用制限があります

専用ウェブサイト▶

盛岡の初夏の風物詩
「チャグチャグ馬コ」

チャグチャグ馬コが３年ぶりに開催されま
した。晴天の下、色とりどりの装束をまとった
馬コが、鬼 越 蒼 前 神社（滝沢市）から盛岡八
幡宮（八幡町）までの約14㌔㍍を「チャグチャ
グ」と鈴の音を響かせながら行進。馬コの背
に乗った子どもたちは、復活を待ちわびて沿
道に集まった多くの観衆にかわいらしく手を
振り、祭りを一層盛り上げました。
おに こし そう ぜん

新型コロナウイルス感染症の
影響で納付が困難な人は
減収後の任意の１カ月分の収入と必要経費を
記入した申立書を提出することで、申し立てし
た金額に基づく所得審査をすることができます。
※給与明細などの添付は必要ありません

電子申請を開始します
保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申
請の手続きについては、マイナポータルを利用
して電子申請ができます。申請にはマイナンバ
ーカードが必要です。詳しくは、日本年金機構
ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ▶

広報もりおか ４. ７. １

７

イベント情報
盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１
☎622-2258
kouza-morigeki@mfca.jp

■もりげきサロン
お茶を飲みながら、気軽におしゃ
べりを楽しみませんか。
７月５日～26日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげき祭演劇フェスティバル
「演劇集団九月とアウラー」によ
るミュージカルです。
７月23日㈯19時～21時、24日
㈰14時～16時
前売り2000円、U-25チケット
1500円（当日は各500円増）、小
学生以下は無料
同劇場と市民文化ホール（盛岡
駅西通二）、キャラホール（永井24）、
姫神ホール（渋民字鶴塚）で販売中
1023926
■こどもエンゲキ体験・はじめの
一歩！～夏組～
８月２日㈫～７日㈰、全６回、
13時～
16時半※６日㈯と７日は10時～16時
30人※小学３年～中学３年生
3000円
電話・窓口・
ファクス・メー
ル：７月10日㈰21時半まで

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１
☎621-5151

■キッズ・アート・ワークショップ
いろいろな素材を使ってコラージ
ュを楽しみます。
８月10日㈬・11日㈭、
10時～12時
各６組※小学生と保護者
１人500円
電話：７月10日㈰10時から

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611

■キャラホール合唱祭
市内外で活動している合唱団体の
発表。
７月３日㈰13時半～14時半
1040122
■子どもシネマランド
「こぶとりじいさん」他２本。
７月10日㈰10時半～11時半
広
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マークの
見方
60人※小学生以下の子と保護者

■体験型環境セミナー「つくろう！
つかおう！ミツロウラップ」
ラップの代わりに繰り返し使える
ミツロウラップを作ります。
①７月19日㈫10時～11時半②
７月23日㈯13時半～15時
①20人
②10組※小学生と保護者
同ラップ１枚800円（手拭いを
持参しない場合は1300円）
電話・窓口：７月５日㈫10時から

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450

■水球教室
７月１日㈮～15日㈮、火・木・金
曜は18時半～20時半、土曜は16
時半～18時半、日曜は14時～16時
小・中・高校生
４回コース3300円、８回コース
5500円
電話・窓口：随時受け付け
1037738
●利用制限のお知らせ
大会のため、次の期間は一般開放
はありません。
７月２日㈯・３日㈰・８日㈮ ～
10日㈰・15日㈮～21日㈭・24㈰

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
７月13日㈬・21日㈭、
14時～16時
各２人※18歳以上
各1100円※別途トレーニング
ルーム使用料が必要
電話：７月４日㈪10時から
■ハタヨガ教室
７月26日～９月13日、火曜、全
６回、19時15分～20時15分
20人※18歳以上
4422円
電話：７月４日㈪10時から
■フローヨガ教室
７月28日～９月29日、木曜、全
６回、19時15分～20時15分
20人※18歳以上
4422円
電話：７月４日㈪10時から
■さわやかピラティス教室
７月29日～８月12日、金曜、全
３回、10時～11時

日時

会場

問い合わせ

10人※18歳以上

定員、対象
広報ID

2211円

電話：７月４日㈪10時から
■骨盤ゆらっくす
８月８日～９月12日、月曜、全
４回、10時半～11時半
10人※50歳以上の女性
2200円
電話：７月６日㈬10時から

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク
〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

■初心者スケート教室
７月12日㈫・13日㈬、全２回、
16時半～18時
10人※小学生～60歳
2500円
電話：７月４日㈪10時から
■夏休みキッズカーリング教室
７月27日㈬・28日㈭、全２回、①
11時~12時半②13時半～15時③
15時半～17時
各４人※①小学１～２年生②小
学３～４年生③小学５～６年生。い
ずれも未経験、初心者の人
各3010円
電話・窓口：７月６日㈬10時から

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１
☎658-1212

■楽々健康運動教室
楽に楽しく体を動かします。
８月９日㈫・23日㈫、10時半～
11時半
20人※65歳以上
1100円
電話：７月４日㈪10時から

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８
☎654-2911

■高橋克彦 真景錦絵展
高橋克彦名誉館長が撮影した盛岡
の写真を錦絵風にした作品の展示。
７月１日㈮～８月28日㈰

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１
☎681-5132

■現地集合！炭焼きを通じて
SDGsを考えよう

費用

託児

申し込みが必要な
イベントについて

申し込み

会場までバス移動

７月23日㈯・24日㈰、全２回、
10時～15時

６人
2000円
往復はがき：７月９日㈯必着
1035542
■現地集合！みんなとWaになり森
あそび！？
８月８日㈪９時半～12時半
20組※小学生以下の子と保護者
１人800円※３歳以下は無料
往復はがき：７月14日㈭必着
1023520

㈮、13時15分～15時45分
7月27日㈬必着
1040020

上田公民館

ワ

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-１-41
☎637-0876

電話：７月４日㈪９時から
■夏本番前に視点のちょっと変わっ
た自然観察会
７月９日㈯10時～12時半
25人※小学生以上
500円
1040136
■真竹を使った竹細工と流しそうめん
７月10日㈰９時～15時
25人※小学生以上。小・中学生
は保護者同伴
1500円※中学生以下無料
1040137
■ロープワークとターザンブランコ
アウトドアの基本であるロープワ
ークを使ってブランコを作ります。
７月17日㈰10時～12時半
25人※小学生以上
500円
1040135

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１
☎654-5366

■中央公民館まつり
同公民館で活動するサークルなど
が作品展示や舞台発表をします。
７月８日㈮～10日㈰、10時～
16時※10日は15時半まで
■月釜茶会
裏千家淡交会と表千家同門会によ
る茶会。
７月17日㈰９時半～15時
1000円
■わくわく科学教室
実験などで科学の楽しさを体験し
ます。申し込み方法など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
うらせん け たんこうかい

おもて せ ん け ど う も ん か い

８月11日㈭・12日㈮・９月23日

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

〠020-0066 上田四丁目１-１
☎654-2333

■親子体験教室「摘みたてブルー
ベリーをまるごとクッキング！」
親子でブルーベリーを収穫し、協
力してお菓子を作ります。
７月29日㈮９時～14時半
８組※小学生と保護者
１組1500円
往復はがき：７月15日㈮必着
■ワクワク探検隊「遠野物語と昔話、
こども本の森遠野探検！」
地域に伝わる昔話を語り部から聞
き、たくさんの本との出会いを楽
しみます。
８月12日㈮９時～16時
とおの物語の館や遠野市立博
物館（いずれも遠野市）など※集
合・解散は同公民館
14人※小学３～６年生
440円
往復はがき：７月20日㈬必着

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

■親子夏休み工作教室「森の工作」
県産の木材や木の実を使ってマス
コットなどを作ります。
７月23日㈯13時半～15時半
７組※小学１～３年生と保護者
100円
電話：７月７日㈭10時から
■初心者書道講座
大筆と小筆の基礎を学びます。
７月27日㈬・８月３日㈬、全２
回、13時半～15時半
12人※高校生以上
1200円
電話：７月８日㈮10時から
■縄文講座
世界文化遺産の御所野遺跡を見学
します。
７月29日㈮・８月５日㈮、
８時半
～16時
御所野遺跡（一戸町）※集合は
同公民館
各14人
各930円
往復はがき：必要事項の他、
参加
希望日を記入し郵送。
７月８日㈮必着
広

■ちびっこ広場映画会
「ごんぎつね」など４作品を上映。

７月30日㈯10時半～11時40分
20人※小学生以下の子と保護者
電話：７月12日㈫10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354
kouza-himekami@mfca.jp

■子ども科学教室Let’ｓピタゴラ♪
ドミノ倒しの仕掛けを利用したオ
リジナルのからくり装置を作ります。
８月３日㈬10時～11時半
20人※小学生
30円
往復はがき・メール：７月15日㈮
必着
1040121

見前南地区公民館

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48
☎682-0055
うち ま

ぎ

■夏休み冒険講座～内間木渓流シャ
ワークライミング～
渓流の中を進みながら上流を目指
します。
７月23日㈯９時～18時
内間木渓流（久慈市）※集合は
同公民館
５組※小学生と保護者
１組4464円
往復はがき：７月13日㈬必着

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3302

■シネマ上映会
①「はらぺこあおむし」と②「奥様
は魔女」を上映します。
７月16日㈯①10時～10時40分
②10時45分～12時
各20人
窓口：各上映時間の10分前に
受け付け

入館料が必要
■企画展「切手から見る岩手」
県にゆかりのある切手などから県
の歴史や文化を紹介します。
10月10日㈪まで
▶ふみの日ギャラリートーク
①７月23日㈯②９月23日㈮、
14時～14時45分
各８人
電話：①７月９日㈯②９月10日
㈯、どちらも10時から

松園地区公民館

先人記念館

〠020-0106 東松園二丁目５-３
☎661-8111

〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２
☎659-3338

■松園いきいき教室
「ああ栄冠は君に輝く」の上映。飲
み物を持参してください。
７月15日㈮10時～11時半
50人※60歳以上
■パステルアート教室
パステルアートの作品を作ります。
８月２日㈫10時～12時
16組※小・中学生と保護者
１組300円
電話：７月４日㈪９時から

■ワークショップ夏「そめをしよう」
藍染めハンカチを作ります。
７月30日㈯9時半～11時半、
13時半～15時半
各６人※小学４年～中学生
各500円
往復はがき：必要事項の他、学
年、保護者氏名、希望時間（第２希
望まで可）を記入し郵送。７月13
日㈬必着

〠020-0833 西見前13-50
☎601-6735

乙部地区公民館

〠020-0403 乙部６-79-１
☎696-2081

■親子で楽しむ星空観察

７月29日㈮19時～21時
５組※小学生と保護者
電話：７月５日㈫10時から

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25
☎636-1192

■企画展「原敬と大慈寺」
大慈寺と原敬との関わりを紹介。
９月11日㈰まで
入館料が必要
▶ギャラリートーク

７月17日㈰・８月20日㈯・９月
11日㈰、13時半～14時15分※８月
20日は15時15分～16時

各15人
入館料が必要※８月20日は学
芸員講座受講者のみ無料
電話：各回２週間前の10時から
▶学芸員講座
８月20日㈯13時半～15時
15人
電話：８月６日㈯10時から

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111
☎0193-77-2048 ファクス0193-77-2124
sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■夏あそびつくし隊
区界高原（宮古市）の自然の中を
遊び尽くします。内容や申し込み
方法について詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
８月４日㈭８時半～５日㈮17時
3５人※小学４~６年生は30人。高
校生～大学生は５人
3500円
ファクス・はがき・メール：７月
21日㈭必着
1034377

親子でめぐる市場体感ツアー2022
中央卸売市場☎614-1000

売り場の見学や冷凍庫の寒さ体験
など、夏休みの自由研究にぴった
りのツアーです。申し込み方法など
詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。
７月23日㈯・28日㈭・30日㈯・
８月２日㈫・６日㈯・８日㈪、５時
45分～８時半
各30人※小学生と保護者
１人100円※朝食付きは700円
はがき：７月11日㈪必着
1019747

市民登山 in 岩手山

市山岳協会の佐々木さん
☎080-1659-7061

岩手山馬返し登山口（滝沢市）か
ら頂 上を目指します。申し込み方
法など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
７月23日㈯６時～17時
20人※小学４年生～70歳以下
で体力に自信がある人
2800円
1031039
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マークの
見方

もりおかインフォ
ユートランド姫神

いわて盛岡シティマラソン2022
ボランティア
いわて盛岡シティマラソン2022実行
委員会事務局 ☎626-3111

同大会のボランティアを募集します。
活動内容や申し込み方法など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。
募集期間：８月31日㈬まで
2100人※10月22日㈯は100人、
23日㈰は2000人
1025954

盛岡市・都南村合併30周年記念
フォトコンテスト作品
盛岡市・都南村合併30周年記念事業
実行委員会事務局 ☎639-9035

ゆかた着付教室の参加者

ゆかたのまち盛岡推進事業実行委員会
☎613-8389 ファクス626-4153

着付けのプロが、無料で教えます。
申し込み方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
７月23日㈯13時15分～16時半
男女各10人※浴衣一式を持参
郵送・ファクス：７月12日㈫必着
1019709

遺跡の学び館サポーター
遺跡の学び館

☎635-6600

同館の行事運営を支援するサポー
ターを募集します。
若干名
電話：12月23日㈮まで
1009438

第50回私たちの作品展の参加者
私たちの作品展実行委員会
☎635-7362

10月26日㈬～30日㈰に開催され
る同作品展の参加者を募集します。
募集期間：７月15日㈮まで

市内で絵画・工芸・写真などの
創作活動をする団体または個人
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
広
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☎683-3215

ユートランド姫神（下田字生出）
内の産直への出品者を募集します。
取り扱い商品など詳しくは、同施
設へお問い合わせください。
電話：随時

費用

申し込み

対象、定員

託児

広報ID

もりおかエール便で学生を応援
盛岡地域地場産業振興センター
☎689-2201

県外の学校に通うお子さんに、盛
岡の特産品を贈りませんか。先着
順で、代金・送料は無料です。申し
込み方法など詳しくは、盛岡手づ
くり村ホームページを
ご覧ください。
受け付け期間：７月
４日㈪10時から

もりおかエコライフ推進
キャンペーン月間

資源循環推進課

☎626-3733

資源とごみの正しい分別と食品ロ
スの削減に取り組みましょう。
推進期間：７月１日㈮～31日㈰
1031478

ふれあい広場

障がい福祉課

☎613-8346

障がい者施設の利用者が食品や手
芸品などの販売をします。
７月７日～９月29日、木曜、全
12回、11時～13時
市役所本庁舎本館１階エレベー
ターホール
1018352

刑務所作業製品の展示会
地域福祉課

市役所本庁舎本館２階エレベ
ーターホール

市戦没者追悼式

地域福祉課

☎626-7509

戦没者を追悼し、平和を祈ります。
７月20日㈬11時～13時
盛岡劇場（松尾町）

実践！正しいラジオ体操

お知らせ

もりおかエール便の一例

「都南の風景」をテーマとした作
品を募集します。プロ・アマチュア
の制限はありません。申し込み方
法など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。※宝くじ助成事業
募集期間：８月31日㈬まで
1040156

場所

※特に記載がない場合、費用は無料

ユートランド姫神の産直出品者

募 集

日時

☎626-7509

再犯防止の取り組みとして、受刑
者が制作した製品を展示・販売し
ます。詳しくは、同課までお問い合
わせください。

７月14日㈭11時～８月31日㈬
17時半

健康増進課

☎603-8305

正しい動きでラジオ体操の効果を
高めます。もりおか健康得とくポイ
ントの対象教室です。
７月27日㈬10時15分～11時45分
高松地区保健センター（上田字
毛無森）
15人
電話・応募フォーム：７月６日㈬
10時から
1022919

補助金：1001755

水道水質検査の結果

令和３年度の検査で、国が定める
水質基準値を全て満たしました。
詳しい検査結果は、上下水道局ホ
ームページと水質管理
センター窓口で閲覧で
きます。

サマージャンボ宝くじの販売
県市町村振興協会

私道整備に補助

道路管理課

☎613-8542

私道などを整備する場合、砂利の
支給や補助金の交付をしています。
交付要件など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
砂利支給：1001766

☎651-3461

宝くじの収益金は県内市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われて
います。宝くじは市内で買いましょう。
発売期間：７月５日㈫～８月５日㈮
抽選日：８月17日㈬

ひとり親家庭等特別相談

市ひとり親家庭等就業・自立支援センター
☎623-8539

☎639-9032

向中野と飯岡新田の保留地を売却
しています。物件の詳細など詳しく
は、同課へ問い合わせるか、市ホー
ムページをご覧ください。
受付時間：土・日曜と祝日を除
く９時～17時
1008696

医療保険料などの還付金詐欺に
ご注意ください！

離婚や養育費など、日常生活の悩
みを弁護士に相談できます。
７月22日㈮10時～15時
県福祉総合相談センター（本
町通三）
電話：受け付け中

寄付をいただきました
■㈱シリウス
佐藤幸夫代表取締役
「防災を学ぶ世界地図」2400部。
防災や非常時対策の学習のために。
■吉田慶子様
精米300㌔㌘。社会福祉のために。
さち お

けい こ

買って、使って、お店を応援！

「 モリオ☆エール 」 販売中！
市内の飲食店や宿泊施設などで利用できる、
市プレミ
アム付き応援チケット
「モリオ☆エール」
を販売します。お得
なチケットを利用して、
市内のお店を応援しましょう。
１店舗につき200セット※対象店舗で直接チケットを購入
１セット2000円（500円券×５枚つづり）
盛岡商工会議所☎624-5880
1031329
「三つ星☆エールで！ 盛岡いいものプレゼントキャンペーン」同時開催
同チケットを購入し、12月21日㈬までに応募した人の中から抽選
で、市内宿泊施設の宿泊券や特産品・映画館鑑賞券などが当たるキャ
ンペーンを開催します。詳しくは、市ホームページまたは市関連施設に
備え付けの案内チラシをご覧ください。
盛岡まちづくり㈱☎605-8886

７/21㈭
10時～11時半
★要事前申し込み

盛岡駅西通ア
パート（盛岡
駅西通一）は
随時募集して
います

市営住宅指定管理センター☎622-7030
1017768

市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】９月１日㈭
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収
入月額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住
宅に入居した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力
団員でない※入居には連帯保証人と敷金（家賃の３カ月分）が必要
【申し込み】７月12日㈫～19日㈫、９時～17時（土・日曜と祝日は除く）、
同センター（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族
（単身者は本人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所
本庁舎８階の建築住宅課、
１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け
＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障・単身に該当しない世帯
車いす常用：身体障害者手帳（下肢または体幹が２級以上）を持ち、車いすを
常用する障がいのある人がいる世帯（単身者含む）

広

告

階数 戸数
１階
２階
４階
５階
５階
２階
４階

１
１
１
１
１
１
１
２階 １
建て １

家賃

1
１
１
１
１
１
１
１
１

４階 １ ２万 900円～４万1000円
５階

１ ２万3300円～４万5800円 ８・６・4.5・DK
１ ２万1800円～４万2800円

平屋 １ １万5700円～３万 800円 ６・６・６・DK
２階 １ ２万2300円～４万3800円 ７・６・６・DK
建て

受付時間
19時～23時※年中無休

本宮五丁目15-１
☎635-0101

診療科目
内科・小児科

ルス・インフルエンザなどの検査は実施していません

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

日

７/10
㈰

区分

名称
たけ循環器内科クリニック
三船内科
もりた整形外科
中村こどもクリニック
うしぶくろ歯科医院
本宮センター薬局
天昌寺薬局
かるがも薬局山岸店
ミルキー薬局
開運橋消化器内科クリニック

７/17
㈰

大手先内科循環器クリニック
くろだ脳神経・頭痛クリニック
小林小児科クリニック
大浦内科・歯科クリニック
銀河薬局開運橋店
会営内丸薬局
大手先口薬局

２万2900円～４万4900円 ６・６・DK
２万1700円～４万2600円
２万4400円～４万8000円 ６・６・DK
２万1400円～４万2100円
２万1100円～４万1500円 ８・６・DK
２万5000円～４万9100円 ８・６・５・DK
１万5100円～２万9700円
６・６・３・DK
１万4900円～２万9200円
１万8600円～３万6600円 ８・６・DK

所在地・電話番号

平日
17時15分～
内科・外科★
土・日曜、祝日
８時半～
９時～17時
内科・外科
休日救急 休日救急当番医・
※歯科は15時まで
小児科・歯科
当番医
薬局のとおり
※薬局は17時半まで
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
市立病院

２階 １ ２万9000円～５万6900円 ６・６・６・DK
２階
２階
３階
１階
３階
３階
５階
１階

同センター
☎696-5640

神明町３-29
市夜間急患
（市保健所２階） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話
診療所
をしてから来所してください。また、新型コロナウイ
☎654-1080

２階 １ ２万6900円～５万2800円 ６・６・５・DK
４階

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

間取り

１万7500円～３万4400円
１万8700円～３万6700円
１万8600円～３万6600円 ６・６・4.5・DK
１万6900円～３万3200円
１万6900円～３万3300円
１万4500円～２万8600円 ６・６・３・DK
１万1100円～２万1800円 ６・4.5・３・DK
１万6900円～２万8400円
５・4.5・３・DK
１万6900円～２万9300円

全日本不動産協会岩手県本部 同岩手県本部
（八幡町）
☎625-5900

診療時間外に具合が悪くなったら

※エレベーター付き

応募できる世帯
高・障 単身 一般
○
○
○
北厨川アパート
○
○
○
（厨川二）
○
○
○
○
○
○
○
谷地頭アパート
（厨川五）
○
○
○
○
○
観武台住宅
（月が丘三）
○
○
中学生以下の子と
※
月が丘アパート
同居
（月が丘三）
○
○
青山二丁目
中学生以下の子と
アパート※（青山二）
同居
○
○
青山三丁目
○
アパート※（青山三） ○
○
○
○
青山西アパート
（青山三）
○
○
○
○
川目アパート
（東山一）
○
○
○
車イス常用
中学生以下の子と
同居
仙北西アパート
（西仙北一）
○
○
中学生以下の子と
同居
大ケ生住宅
○
○
（乙部22）
夏間木第３団地
○
○
（好摩字夏間木）
住宅名（所在地）

日時
場所
問い合わせ
①７/７㈭
17時半～20時
①納税課（市役所本庁舎２階） 納税課
夜間納付相談
②毎週木曜
②玉山総合事務所税務住民課 ☎613-8462
17時15分～19時

名称

市営住宅の入居者募集

入居者を募集する市営住宅

内容

補聴器相談★

後期高齢者医療保険料を還付する人には、健康保険課からお知らせ
の文書を送付しています。電話で振込先口座を聞いたり、ATM の操
作をお願いすることは絶対にありません。不審な連絡があった時は、
すぐに消費生活センターに連絡してください。

表

各種相談

空き家・
７/13㈬
不動産相談★ 10時～15時

消費生活センター☎624-4111
1040166

浄水課水質管理センター ☎652-2961

道明地区の保留地を宅地分譲
盛岡南整備課

■市の推計人口（５月１日現在）
28万6631人（男：13万5284人、女：15万1347人） 【対前月比】140人増
【世帯数】13万2341世帯
企画調整課☎613-8397
1019915

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。

７/18
㈪

あすなろ薬局
レミディ薬局
ワカバ薬局都南店
工藤内科ハートクリニック
久喜内科・脳神経内科医院
なおや脳神経・頭痛クリニック
さいとう小児科クリニック
遠藤歯科医院
中ノ橋薬局
エメラルド薬局緑が丘店
おおたばし調剤薬局
よつば薬局

内科

外科・整形外科

小児科

歯科

薬局

所在地
北飯岡一丁目２-70
天昌寺町９-10
山岸一丁目３-８
上厨川字杉原50-47
中堤町13-43
北飯岡一丁目２-71
天昌寺町３-27
山岸一丁目３-11
上厨川字杉原50-48
大通三丁目９-３菱和開
運メディカルビル２階
本町通一丁目８-９
神明町10-38
三本柳11-12-４
津志田西二丁目13-３
大通三丁目９-３
内丸17-24
本町通一丁目８-13藤島
ビル101
中ノ橋通一丁目14-９
中ノ橋通一丁目14-８
三本柳11地割12-１
中ノ橋通一丁目７-13
緑が丘三丁目２-34
本宮字小板小瀬13-４
月が丘二丁目２-60
上厨川字横長根76-３
中ノ橋通一丁目７-15
緑が丘三丁目２-35
本宮字小板小瀬13-８
月が丘二丁目２-59

電話番号
656-5855
646-2310
652-5858
648-7711
647-8668
656-5867
646-7499
623-9696
646-0369
613-3336
651-2150
653-3522
638-0404
639-3317
601-5562
625-1927
601-3725
623-8880
652-1300
637-6011
653-6811
662-7177
656-3708
643-7171
648-2010
624-2823
665-3360
656-3131
643-2888

■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

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

広報もりおか ４. ７. １
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イノシシ

ハクビシン

シカ

などの小型獣類

鳥獣被害対策

クマ

ニホンジカ

84件

私たちにできること

イノシシ

40 件

豊かな自然に囲まれたまち、盛岡。ここに暮らす私たちにとって、自然は非常に
身近なものであり、盛岡の魅力の一つでもあります。しかし、近年、ニホンジカやツ

ツキノワグマ

キノワグマなどの野生鳥獣が、生産者が大事に育てた農作物を食べたり、私たちが

162件

住んでいる場所に出没し、人身被害が発生したりしています。こうした野生鳥獣に
よる被害を防ぐため、皆でできることを考えましょう。

農政課 ☎613-8457

野生鳥獣による被害はどうすれば防げるの？

▲令和３年度目撃等件数※

※目撃等件数：目撃、痕跡、農作物被害の通報件数

「寄せ付けない」
「守る」
「捕まえる」の3つの対策が必要！
01 寄せ付けない

02 守る

普段の生活の中で、野生鳥獣を人里

田や畑の周りに電気柵などを設置することで、野

に近づけない環境をつくる工夫が必要
です。

生鳥獣の侵入を防ぎます。
①生ごみなどの放置（悪い例）

工夫の例
① 野生鳥獣の餌となる生ごみや、収穫し
ない野菜・果実を放置しない
② 野 生鳥獣の隠れ家になる下草ややぶ
を刈り払い、見通しを良くする

②下草ややぶの刈り払い

農作物を守る電気柵

地域全体で取り組みを

03 捕まえる

クマなどの出没が増えている原因の一つは、人が畑や山の手入れをで

農作物被害や人身被害を与える危険

きなくなり、山と人里の境がなくなっていること。動物と人間の「すみ

性がある野生鳥獣がいる場合、鳥獣被

分け」のためには「寄せ付けない」
「守る」
「捕まえる」の３つの対策は有効

害対策実施隊が捕獲します。

ですが、地域全体が共通認識を持って取り組む
ことが大切です。ここ数年、野生鳥獣が街中に出

鳥獣被害対策実施隊 とは？

没することが増えているため、市内中心部に住
む人にも、被害が増えていることや遭遇する可

盛岡猟友会からの推薦を受け、 市長が任

能性があるといった「現状」を知ってほしいです。

命。市では約70人の隊員が野生鳥獣の捕
獲や被害調査、注意喚起などをしています。

き よし

岩手大農学部 山内 貴義 准教授

ユーチューブ

岩手県公式YouTube
農作物被害対策

ほじょう

② 野生獣から圃場や集落をしっかり守る

① みんなで野生鳥獣被害対策

～大面積・積雪にも対応した省力的な恒久電気柵の設置方法～

～盛岡市地域おこし協力隊の取組事例編～
盛岡地域における農作物被害状況、盛岡市地域おこし協力隊

恒久電気柵の特徴、材料、施工の手順・留意点、管理の留意点

の活動
（捕獲活動、地域住民の勉強会開催など）
を紹介
〔15分〕

を解説
〔19分〕

もし、クマやイノシシに遭遇したら…

鳥獣被害対策を支援します

山や林の近くではできるだけクマなどに遭遇しないよう、
事前に出没情報を確認したり、ラジオや熊鈴など音の出るも

補助金を交付しています。詳しくは、農政課へお問い合わ

のを携帯することが大切です。もし、クマなどに遭遇したら、

せください。

決して走って逃げず、背中を見せずにゆっくりとその場を離
れましょう。

今月号の
「もりけんに挑戦」は
お休みしました

12

新たな電気柵の設置や狩猟免許の取得をする場合に、

広報もりおか ４. ７. １

市ホームページ
「クマにご注意ください！」

広報もりおかへのご意見をお待ちしています
アンケート専用フォームから、特集や各記
事への意見をお寄せください。あなたの意
見が広報もりおかを育てます。

電気柵の設置：1019526
狩猟免許の取得：1019525

編集後記
子どもたちだけでなく、
さまざまな年代の人が笑顔で集う
場がたくさんあることも盛岡の魅力の一つですね。取材
を通して皆さんの笑顔にパワーをもらいました。（司東）

地球環境に配慮
したインキを使
用しています。

※６月21日時点の情報です

新型コロナワクチン情報

新型コロナワクチン３回目接種から５カ月経過した60歳
以上の人と、18歳以上で基礎疾患がある人、その他重症化
リスクが高いと医師が認める人を対象に４回目の接種を実施
しています。1～３回目の接種と同様に、医療機関での個別
接種の他、特設会場での集団接種も実施します。
【問】市新型コロナワクチンコールセンター☎0120-220-489
【広報ＩＤ】1037759

新型コロナワクチン
４回目接種のお知らせ

お知らせのはがきが届く人

接種券が届く人

１対
 象と予約
までの流れ

※接種券の発送は、３回目接種から５カ月
経過する前の週です

※お知らせのはがきには、４回目接種の対象となる詳しい条件が記載されてい
ます。18歳以上59歳以下で３回目接種から４カ月経過する人に送付します
接種対象

接種対象

３回目接種から５カ月経過した18歳以上59歳以下で基礎疾
患がある人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人

３回目接種から５カ月経過した人で
①60歳以上
②18歳以上59歳以下の、
・身体障害者手帳（主障害が心臓、
肝臓、腎臓、呼吸器、免疫に限る）
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
のいずれかをお持ちの人

お知らせのはがきで詳しい条件を確認の上、接種対象で接種を
希望する人は、コールセンターまたは市ホームページで接種券
の発行申請が必要です。
※接種対象外の人は、申請できません
※接種対象で接種を希望しない人は、申請不要です

▶接種券発行申請フォームはこちらから
申請後、接種券が届きます

接種券が届いた日から予約をとることができます。予約方法について詳しくは、次ぺージをご覧ください。

２ 接種方法

●医療機関での個別接種

詳細は次の
ページから

【医療機関一覧】３・４ページをご覧ください
【予約方法】インターネット・LINE・コールセンター・各医療機関
  ※医療機関によって予約方法が異なります
【使用するワクチン】 ファイザー製または武田/モデルナ製
  ※１～３回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー製
または武田/モデルナ製のワクチンを使用します。
ラ イ ン

集団接種会場

（青山四丁目46-15）※旧トライアル盛岡青山店

表

接種日と予約開始日時
インターネット・LINE・コールセンターの
接種日
予約開始日時
７月16日㈯・17日㈰
受け付け中
７月23日㈯・24日㈰
８月６日㈯・７日㈰
７月18日㈪９時から
９月３日㈯・４日㈰

地図 SGプラザの場所と駐車場
至滝沢市

【会場】SGプラザ・盛岡タカヤアリーナ
【予約開始・接種日】表のとおり
【予約方法】インターネット・LINE・コールセンター
【使用するワクチン】武田/モデルナ製※１～３回目に接種したワク
チンの種類に関わらず、同社製のワクチンを使用します。
※接種の案内が入った封筒一式を必ず持参してください

無料シャトル
バス乗降場所
盛岡北郵便局

盛岡タカヤアリーナ

（本宮五丁目４-１）

表

接種日と予約開始日時
インターネット・LINE・コールセンターの
接種日
予約開始日時
８月20日㈯・21日㈰
７月18日㈪９時から

地図
N

集団接種会場
城北小

：バス停

※３回目接種も受け付けています

集団接種会場

SGプラザ

N

●集団接種

盛岡タカヤアリーナの場所と駐車場
至太田橋
ローソン
盛岡下太田店

総合アリーナ前

至杜の大橋

集団接種会場

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

城北小学校前
交通公園口

県営運動公園

立体駐車場

【駐車場】会場敷地内立体駐車場（約150台）
【集団接種両会場での皆さんへのお願い】
・会場には予約時間に来場するよう、ご協力お願いします
・会場の駐車場は台数に限りがあります。無料シャトルバスや公共交通機関
の利用をお願いします。また会場の駐車場以外への駐車はご遠慮ください
・タクシー助成券※を各集団接種会場で交付します。ぜひご活用ください
※上限1000円。接種後に発行される接種済証が必要

無料シャトル
バス乗降場所
ビッグハウス
アイスアリーナ前店

市立総合プール
総合プール前

セブンイレブン
盛岡本宮店

市立病院

駐車場
盛岡市立病院

46

：バス停

【駐車場】会場敷地内駐車場（約250台）

●無料シャトルバス

運行区間：盛岡駅西口１階 岩手県交通バス待機場⇔               
                  会場前（30分おきに運行予定）
※乗り間違いにご注意ください

時刻表はこちら▶

新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ

１

３ 予約の方法

インターネット予約かLINE予約を優先的にご利用ください。電話予約の場合、コー
ルセンターの回線には限りがあるため、混雑時はつながりにくくなる恐れがあります。

▶

▶ 推奨 インターネット予約

推奨

LINE予約

24時間受付

▶電話予約

24時間受付
QRコードから市公式アカウント
に「友だち」申請して予約画面へ

URL：https://vc.liny.jp/032018

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

☎0120-220-489
（通話料無料）
※番号のかけ間違いに注意ください

予約は
こちらから▶

予約は
こちらから▶

▶医療機関で予約
医療機関で直接予約できる
場合がありますので、詳し
くは市ホームページをご確
認ください
医療機関一覧
はこちらから▶

インターネットでの予約に慣れていない人や、パソコン、スマー
トフォンを持っていない人向けに代行予約などのお手伝いをします。
【持ち物】
・接種の案内が入った封筒一式
・スマートフォン（持っている人）
・本人確認書類（健康保険証など）

・開催日に最寄りの会場へお越しください

・希望する接種方法や会場、日時などを事前に決めてからお越しください
・各開催日の12時～13時は受け付けできませんのでご注意ください

グループ２

グループ３

９日・16日・23日・30日・９月６日

10日・17日・24日・31日・9月７日

18日・25日・９月１日・８日

表

支援窓口会場と場所
会場
青山老人福祉センター

場所
青山三

松園老人福祉センター

西松園二

北厨川老人福祉センター
厨川老人福祉センター

表

厨川一

上米内老人福祉センター
上堂老人福祉センター

みたけ老人福祉センター
山岸老人憩いの家
玉山総合事務所

支援窓口会場と場所
会場
簗川老人福祉センター

場所
川目10

本宮老人福祉センター

本宮四

川目老人福祉センター

前九年三

上田老人福祉センター

【曜日・時間】水曜、10時～16時

大慈寺老人福祉センター

上田四

杜陵老人福祉センター
仙北老人福祉センター

桜台二

乙部老人福祉センター

上堂三

みたけ三

津志田老人福祉センター

山岸六

渋民字泉田

※上 米内老人福祉センターでは６月28日は実
施しません

見前南地区公民館

東山一

【曜日・時間】木曜、10時～16時
支援窓口会場と場所
会場
愛宕山老人福祉センター

場所
愛宕町

山王老人福祉センター

山王町

仁王老人福祉センター

茶畑二

桜城老人福祉センター

南大通一

山岸老人福祉センター

東仙北一

下太田老人福祉センター
加賀野老人福祉センター

乙部28

西厨川老人福祉センター

津志田西二

つなぎ老人憩いの家

西見前13

緑が丘老人福祉センター

湯沢地域交流活性化センター 湯沢西三
都南分庁舎

日・14日・21日・28日・８月４日・

表

津志田14

※湯 沢地域交流活性化センターでは８月31日
は実施しません

土淵地区活動センター

名須川町
大通三

下米内一
下太田榊
加賀野四

北天昌寺町
繫字舘市
緑が丘三
前潟四

５ 接種当日
▶検温しましょう

▶当日の服装に気を付けましょう

▶持ち物を確認しましょう

家を出る前に検温し、熱がないことを確
認してから、接種会場へ向かいましょう。
会場で、医師が当日の健康状態や既往症
などを確認しながら、接種可能かを判断し
ます。問題がなければ接種できます。

当日は、スムーズな接種のため、肩を出しや
すい服装でお願いします

・接種の案内が入った封筒一式
・本人確認書類（運転免許証や健康保険
証など）
・お薬手帳（持っている人のみ）
・母子健康手帳（妊婦のみ）

※予診票には会場で検温した際の体温を記載し
ます

⑦帰宅

当日の問診で異常が見られる場合や、
体調が悪い場合は接種できません

⑥待機

２

⑤接種

新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ

④問診

37.5度以上の発熱がある場合
は会場に入場できません

接種した日の注意点

③予診票確認

②受付

①検温

当日の
接種の
流れ

15～30分程 度の
経過観察をします

石井内科消化器科医院
いしい内科・糖尿病クリニック
いするぎ医院
いわて飯岡駅前内科クリニック
岩手県予防医学協会

えいづか内科胃腸科クリニック

【開催日】６月23日・30日・７月７

日・13日・20日・27日・８月３日・

池田内科

内丸病院

【開催日】６月22日・29日・７月６

【曜日・時間】火曜、10時～16時

赤坂病院
秋浜内科クリニック
あべ神経内科クリニック
あべ内科・消化器科クリニック

臼井循環器呼吸器内科

【開催日】６月21日・28日・７月５
日・12日・19日・26日・８月２日・

名称

池田外科・消化器内科医院

４ インターネット予約の支援窓口

グループ１

９時～18時
（土・日曜祝日含む）

６ ４回目接種を受けられる医療機関

●通常の生活は問題ありませ
んが、激しい運動や過度な飲
酒などは控えてください
●接種部位は清潔に保ちまし
ょう。接種当日の入浴は問題
ありませんが、注射した部分
を強くこすらないでください

おいかわ内科クリニック
逢坂医院
大浦内科・歯科クリニック
大澤クリニック
大手先内科循環器クリニック
大通胃腸科内科
おおどおり鎌田内科クリニック
大日向医院
おおひら内科・循環器科クリニ
ック
大屋内科胃腸科クリニック
岡田消化器科内科医院
荻野病院
小田島耳鼻咽喉科医院
おはようクリニック
加賀野消化器内科・内科クリニ
ック
かつら内科クリニック
かなざわ内科クリニック
循環器内科 金矢クリニック
かなやま内科医院
金子胃腸科内科
かねこ内科クリニック
鎌田内科クリニック
川久保病院
久喜内科・脳神経内科医院
葛クリニック
くどう医院

内容が変更になる場合があります。最新の情報は市ホームページやインター
ネット予約ページ、コールセンターでご確認ください。接種券が届いてから予
約してください。なお、一部医療機関では引き続き１～３回目接種も受け付けて
います。詳しくは、市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。
【広報ＩＤ】1037759（３・４回目）1035346（１・２回目）

※６月21日時点（五十音順） ※妊婦の人は必ず予約前に産婦人科のかかりつけ医の同意を得た上で接種してください
予約方法
場所
備考
インターネット・LINE・
医療機関での
コールセンター
受け付け
名須川町
〇
渋民字駅
〇
対象：定期受診患者と玉山地域在住の人
肴町
〇
妊婦可
長橋町
〇
対象：同クリニックの受診歴がある人 妊婦可
対象：定期受診患者と前回同医院で接種した人
境田町
〇
電話または窓口予約 予約専用☎080-6292-4022
予約受付：月～金曜、10：00～12：00
対象：定期受診患者と前回同内科で接種した人
上太田弘法清水
備考参照
来院時に予約券を配布 医療機関への電話予約不可 妊婦可
東緑が丘
〇
中ノ橋通一
〇
対象：定期受診患者
大通三
〇
妊婦可
永井17
〇
備考参照
定期受診患者のみ窓口と電話でも受け付け 妊婦可
北飯岡四
〇
妊婦可
受け付け方法の詳細については医院のホームページをご覧くだ
松園二
備考参照
さい
妊婦可
本町通一
〇
電話予約：月～金曜、9：00～17：00 ☎654-5331
対象：同クリニックの受診歴がある人 医療機関への電話予約
緑が丘四
コールセンターのみ
不可妊婦可
上田一
備考参照
接種券を持参した人のみ予約可能 妊婦可
長田町
〇
妊婦可 予約受付時間：９：00～12：00、14：00～17：00
津志田西二
〇
妊婦可
茶畑二
〇
〇
予約専用☎090-7092-2468
本町通一
〇
〇
１回目接種の予約は窓口のみ 妊婦可
大通一
〇
定期受診患者が優先
大通ニ
〇
対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
高松二
〇
備考参照
医療機関受け付けは定期受診患者のみ 妊婦可
梨木町

〇

妊婦可

西青山一
清水町
本宮一
上田一
高松二

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

天神町

〇

備考参照

妊婦可
対象：定期受診患者とその家族
妊婦可
対象：定期受診患者で前回同医院で接種した人 妊婦可
電話予約受付：７：00～12：00 妊婦可
医療機関受け付けは当日キャンセル分のみ受け付け。希望日に
☎604-1123へ電話。９：30～19：00。水・木曜休診 妊婦可
妊婦可
対象：同クリニックの受診歴がある人とその家族 妊婦可
対象：受診歴のある人 妊婦可
対象：同医院の受診歴がある人
７月12日㈫開始予定
対象：定期受診患者
妊婦可
妊婦可

本宮字小板小瀬
上堂一
津志田中央三
浅岸一
乙部13
月が丘一
本宮二
津志田26
緑が丘三
上田四
前九年三

〇
コールセンターのみ
コールセンターのみ

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

工藤内科ハートクリニック

中ノ橋通一

〇

久保田医院
くろだ脳神経・頭痛クリニック
くわた脳神経外科クリニック
孝仁病院

大館町
神明町
北飯岡一
中太田泉田

小坂内科消化器科クリニック

永井19

児島内科医院
こたに内科・甲状腺クリニック

みたけ三
上厨川横長根

〇
〇

〇
〇

菜園循環器内科医院

菜園一

〇

備考参照

さいとう小児科クリニック

月が丘二

〇

さいとう耳鼻咽喉科医院

緑が丘三

〇

さとう胃腸科内科

向中野一

〇

佐藤耳鼻咽喉科医院
澤田内科医院
産科婦人科 吉田医院

青山三
上田一
若園町

〇
〇
〇

三本柳かんのクリニック

三本柳23

〇

渋民中央病院
小豆嶋胃腸科内科クリニック

渋民字大前田
仙北三

しんたろうクリニック

本宮一

〇
〇

〇
〇
備考参照
備考参照

コールセンターのみ

〇
備考参照

妊婦可
妊婦可
対象：定期受診患者とその家族、前回同クリニックで接種し
た人、受診歴のある人 妊婦可
妊婦可
対象：定期受診患者 妊婦可
対象：定期受診患者 妊婦可
医療機関受け付けは定期受診患者のみ 妊婦可
対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
来院時に予約券を配布 医療機関への電話予約不可 妊婦可
妊婦可
医療機関受付は定期受診患者とその家族、妊婦と配偶者（パ
ートナー）のみ 妊婦可
対象：同クリニックの受診歴がある人または前回接種した人
妊婦可
モデルナ製使用
予約の際、前回の接種日を伝えてください。
予約受付：月・火・木・金曜、14：00～18：00 妊婦可
対象：定期受診患者とその家族 妊婦可
対象：定期受診患者
対象：前回同医院で接種した人と妊婦、その家族
前回同クリニックで接種した人を優先
電話予約：月～木曜、14：00～17：00
対象：定期受診患者で前回同病院で接種した人
対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
対象：定期受診患者
来院時に予約受付 医療機関への電話予約不可

４ページに続く
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３

名称

予約方法
インターネット・LINE・
コールセンター

場所

医療機関での
受け付け

鈴木肛門外科・守口内科

名須川町

備考参照

鈴木内科医院

八幡町

鈴木内科神経内科
たかしクリニック
高松病院
たぐち脳神経外科クリニック
たけ循環器内科クリニック

黒石野二
東仙北一
館向町
本町通一
北飯岡一

田中循環器内科クリニック

永井22

〇

谷藤眼科医院
たにむらクリニック
ちだ内科・外科クリニック
ちば耳鼻咽喉科クリニック

前九年二
本宮字小板小瀬
東安庭一
紺屋町

〇
〇

遠山病院

下ノ橋町

栃内内科医院
都南眼科
都南病院
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ
ック盛岡

神明町
永井23
東見前６

〇

〇
〇
〇

大通一

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
備考参照
〇

〇
〇

内科クリニックすずき

北松園二

〇

中島内科クリニック

月が丘二

〇

なかつか消化器内科クリニック
中村医院
中村内科医院
なないろのとびら診療所
西松園内科医院
二宮内科クリニック
はしもと眼科クリニック
坂東内科クリニック
ひめかみ病院
平野医院
藤島内科医院
船山内科クリニック
ポランの内科クリニック

中太田新田
上田三
若園町
仙北二
西松園三
愛宕町
青山二
大沢川原一
下田字陣場
西青山二
愛宕町
下ノ橋町
中央通一

本間内科医院

上田二

まさと脳神経内科クリニック
松園第一病院
松園第二病院

向中野五
東黒石野三
西松園三

真山池田医院

本町通三

マリオス小林内科クリニック
みうら小児科医院
水沼内科循環器クリニック
みたけ消化器内科クリニック
緑が丘整形外科
三船内科
みやもと内科クリニック
見前ファミリークリニック
みんなのクリニック
村井産婦人科小児科歯科医院
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリ
ニック
メディケアプラザ中央通りクリ
ニック

盛岡駅西通二
中野一
中央通二
みたけ四
緑が丘三
天昌寺町
上厨川字杉原
三本柳12
みたけ二
向中野字道明

〇

コールセンターのみ

〇
コールセンターのみ

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
備考参照
〇
備考参照

〇
コールセンターのみ

菜園一
中央通三

予約方法：同クリニックで直接受け付けまたは☎662-2888
妊婦可
対象：19歳以上の定期受診患者と前回同クリニックで接種し
た人
妊婦可
対象：前回同医院で接種した人
対象：定期受診患者とその家族か前回同医院で接種した人
妊婦可
対象：定期受診者と前回同医院で接種した人 妊婦可
対象：19歳以上 妊婦可
対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
妊婦可
対象：定期受診患者
対象：同医院の受診歴がある人
予約☎090-1930-1557・622-4453 妊婦可
定期受診患者のみ
対象：前回同クリニックで接種した人 妊婦可
対象：前回同医院で接種した人と定期受診患者 月・火・
木・金９：00～11：30
妊婦可
対象：19歳以上 窓口予約
対象：定期受診患者とその家族
電話予約不可 妊婦可
対象：60歳以上 妊婦可
予約☎622-5671

妊婦可

窓口受付

木曜接種

対象：３回目接種を同整形外科で接種した人
妊婦可
妊婦可

妊婦可
〇

もりおか胃腸科内科クリニック
国立病院機構盛岡医療センター
盛岡駅前おおば脳神経内科クリ
ニック
もりおか往診ホームケアクリニ
ック
盛岡さくらクリニック
盛岡城跡公園前クリニック
盛岡市立病院

中ノ橋通二
青山一

北飯岡三
みたけ四
菜園一
本宮五

〇

盛岡赤十字病院

三本柳６

〇

盛岡つなぎ温泉病院

繫字尾入野

盛岡友愛病院
八角病院
八角医院
やまだ胃腸内科クリニック
山田クリニック
ゆい内科呼吸器科クリニック

永井12
好摩字夏間木
好摩字夏間木
津志田中央二
中央通一
向中野二

吉田消化器科内科

東見前８

〇

わたなべ内科・脳神経内科クリ
ニック

高松三

〇

〇

対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人
可
妊婦可
妊婦可

〇

対象：定期受診患者と前回同クリニックで接種した人

〇

〇

予約☎090-7094-3780

〇

〇
〇

妊婦可
妊婦可

〇

４

予約電話：070-1598-1963 月～木曜、９：00～13：00、金曜
10：00～13：00 妊婦可

〇

向中野三

新型コロナワクチン４回目接種のお知らせ

対象：定期受診患者
妊婦可
対象：受診歴のある人とその家族 定期受診患者優先
対象：高校生を除く
予約電話：①090-5182-2112②080-8775-1820 基本平日は
毎日受け入れ中
妊婦可
対象：定期受診患者と前回同眼科で接種した人
対象：定期受診患者と前回同病院で接種した人

対象：定期受診患者

本宮Ｃクリニック

盛岡駅前通

予約電話：656-7151（守口内科） 妊婦可
予約受付時間：月～土曜、９：00～12：30、月・水・金曜
14：00～17：30
対象：定期受診患者と前回同医院で接種した人
予約専用☎090-2669-2260
妊婦可
妊婦可
予約方法：電話予約 平日のみ８：00～17：30
接種実施日：日～金曜 妊婦可
対象：定期受診患者
対象：定期受診患者 接種実施日：毎週木曜、14：00～17：
00

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

備考

コールセンターのみ
〇

〇
〇
〇
〇
〇

妊婦

妊婦可

接種できる時間：月・火・水・金曜 予約時間の30分前から
受付を開始
予約専用☎080-8200-4693
ファイザー製使用は第１・３土曜日、10：00～12：00
７月から毎週金曜実施 14：30～15：00 妊婦可
予約☎682-0811・682-0862

妊婦可

妊婦可
妊婦可
対象：前回同クリニックで接種した人 モデルナ製使用
受付時間：10：30～11：30、14：00～15：00 対象：定期受診
患者とその家族、前回同内科で接種した人 妊婦可
妊婦可

