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ファミリー
マート

岩手銀行
高松支店

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

 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。

もりおかインフォ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①10/６㈭
　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）
②玉山総合事務所税務住民課

納税課
☎613-8462

ひとり親家庭
等特別（法律）
相談★

10/14㈮
10時～15時

県福祉総合相談センター
（本町通三）

市ひとり親家庭等就
業・自立支援センター
☎623-8539

行政困りごと・
被災者支援一日
合同行政相談◆

10/25㈫
10時～15時

プラザおでって
（中ノ橋通一）

岩手行政監視行政
相談センター
☎622-3470

★要事前申し込み　◆要事前申し込み：10/６㈭～18㈫、９時～17時※土・日曜、祝日を除く
２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

■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。

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�

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

10/２
㈰

吉田消化器科内科 東見前８-20-16 632-4600
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
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ
ック盛岡

大通一丁目１-16岩手
教育会館１階 681-3652

菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
小野歯科医院 月が丘三丁目32-６ 641-6480
あざみ薬局 東見前８-20-４ 639-8706
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
油町薬局 本町通一丁目11-25 629-3400
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

10/９
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原101-４ 601-3810
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-２ 601-2990
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
本宮歯科 本宮四丁目２-10 635-2464
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
クローバー薬局 本宮小板小瀬13-３ 656-2011
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

10/10
㈪

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
中島内科クリニック 月が丘二丁目8-30 646-1903
わたなべおしりのクリニック 本宮五丁目１-３ 658-1003

森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50ア
スティ緑が丘１階 662-3326

なごみ�矯正・デンタルクリニック前潟四丁目７-１イオンモール盛岡１階 645-7530
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
東大薬局 上田三丁目６-38 622-3815
ひだまり薬局 本宮五丁目１-１ 658-1313
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

10/16
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
あべ内科･消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
栃内病院 肴町２-28 623-1316
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
亀楽町通クリニック 菜園一丁目５-19 651-1601
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

 もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局☎681-7061

「もりおか企業エネルギーサポート給付金」の
申請期限は10月７日㈮です

■事業者の皆さんへ

　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】12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】10月12日㈬～18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

 市営住宅指定管理センター☎622-7030 　
 1017768

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

表　入居者を募集する市営住宅　※エレベーター付き
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

北厨川アパート
（厨川二）

○ ○ ３階 １ １万8700円～３万6700円

６・６・4.5・DK
○ ○ ３階 １ １万8900円～３万7200円
○ ○ ３階 １ １万9200円～３万7800円
○ ○ ○ ４階 １ １万6900円～３万3200円
○ ○ ○ ４階 １ １万6900円～３万3300円

谷地頭アパート
（厨川五）

○ ２階 １ １万4500円～２万8600円 ６・６・３・DK
○ ○ ３階 １ １万1300円～２万2200円 ６・4.5・３・DK

観武台住宅
（月が丘三） ○ ○ ２階

建て １ １万6900円～２万8400円５・4.5・３・DK

月が丘アパート※
（月が丘三）

○ ○ ２階 1 ２万2900円～４万4900円 6.5・６・DK
○ ○ ２階 1 ２万4000円～４万7200円 7.5・６・DK

青山二丁目
アパート※（青山二） ○ ○ ４階 １ ２万4200円～４万7500円 ６・６・DK

青山三丁目
アパート※（青山三）

中学生以下の子と
同居

１階 １ ２万8600円～５万6100円 ６・６・６・DK３階 １
青山西アパート
（青山三）

車イス常用 １階 １ ２万1600円～４万2400円 ９・６・DK
○ ○ ４階 １ ２万5500円～５万100円 ８・６・５・DK

前九年アパート
（前九年三） ○ ○ ○ ４階 １ １万7500円～３万4400円 ６・６・4.5・DK

川目アパート
（東山一）

○ ○ ３階 １ １万5100円～２万9700円 ６・６・３・DK○ ○ ○ ５階 １ １万5400円～３万200円

仙北西アパート
（西仙北一）

○ ○ ３階 １ ２万3100円～４万5300円
８・６・4.5・DK中学生以下の子と

同居
４階 １ ２万1800円～４万2800円
５階 １ ２万�900円～４万1000円

柿の木アパート
（西見前12） ○ ○ ４階 １ １万8000円～３万5400円 ６・６・4.5・DK
大ケ生住宅
（乙部22） ○ ○ 平屋 １ １万5700円～３万800円 ６・６・６・DK
法領田アパート
（乙部31） ○ ○ ○ ３階 １ １万7800円～３万4900円 ８・６・DK
渋民団地
（渋民字大前田） ○ ○ 平屋 １ １万6500円～３万2400円 ８・６・DK

市営住宅の入居者募集

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）

＜応募できる世帯について＞

（仮称）盛岡広域環境組合循環型社
会形成推進地域計画（案）への意見

ごみ処理広域化推進室　
☎613-8146　ファクス626-4153

盛岡広域で廃棄物処理を実施する
ための計画案への意見を募集しま
す。同案は市役所若園町分庁舎３
階の同室や本庁舎１階の窓口案内
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。

 募集期間：10月３日㈪～24日㈪
 任意の様式に住所と名前、電話

番号、意見を記入し、〠020-8531
（住所不要）市役所ごみ処理広域
化推進室へ郵送または持参。ファ
クスでも受け付けます。郵送は10
月24日必着。持参・ファクスは同日
17時まで　  1040805

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）普通墓地の区
画の使用者を表１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

 市保健所６階の同課と同事務所（新
庄字八木田）に備え付けの申込用紙に
必要事項を記入し、10月17日㈪17時ま
でにいずれかに提出　  1000928

障がい者雇用のための名簿登録
職員課　☎626-7505

市は、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
職員を希望する人の名簿登録制度
を実施しています。

 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

都市計画変更案の縦覧など
盛岡南整備課　☎639-9032

道明地区のまちづくりのルールな
どを定めた地区計画の変更案の
縦覧と説明会の開催、意見書の受
け付けを下記のとおり行います。
▶説明会

 10月７日㈮14時から
 市役所都南分庁舎４階大会議室
 電話：10月６日㈭17時まで
▶縦覧

 10月７日㈮～21日㈮、平日９時
～17時

 都南分庁舎１階同課
▶意見書

 受付期間：10月７日㈮～21日㈮
 任意の様式に住所と名前、意見

を記入し、〠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10月21日必着。持参
は同日17時まで　  1040719

ふれあい広場の開催
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設の利用者などが、食
品や手芸品などを販売します。

 10月６日～12月22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

都南図書館の休館
都南図書館　☎637-3636

10月11日㈫～20日㈭は図書点検
のため休館します。１階新聞コーナ
―と学習室は、９時～17時に利用
できます。※11日㈫・17日㈪を除く

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、市役所都南分庁舎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。　  1040786

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

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階の窓口で専

お知らせ

募　集
用容器を受け取り、表２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

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。
▶�暴力団追放県民大会・市民総決
起大会

暴力団情勢についての講演や県警
音楽隊による演奏など。当日会場
へどうぞ。

 10月21日㈮13時半～16時
 キャラホール（永井24）
 500人　  1001100

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。
 ▶入札：11月１日㈫13時~８日

㈫13時▶せり売り：11月１日㈫13
時～３日㈭23時

 申込期間：10月７日㈮13時～
25日㈫23時　  1010803

全国地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

10月11日㈫～20日㈭は全国地域
安全運動期間です。鍵かけの徹底
や特殊詐欺被害防止の対応を家族
と話し合うなど、防犯活動に取り
組みましょう。　  1001100

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

宝くじの助成金で備品を整備
①市民協働推進課　☎626-7535
②消防対策室　☎626-7404

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、備品を整備しました。
①�下川原町内会・庄ケ畑町内会・　　　
盛岡駅前北通町内会

テーブルや椅子、音響設備など。
②本宮地区町内会連絡協議会
災害避難用テントやバルーン投光
器、発電機など。

表２　水質検査受付日※９時～11時半
月 簡易検査 一般検査
10月 19日㈬ ―
11月 16日㈬ ―
12月 12日㈪ 12日㈪
来年１月 11日㈬ ―
来年２月 ８日㈬ ―
来年３月 ６日㈪ ６日㈪

表１　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 23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 ２区画 20万4000円 ��600円
４平方㍍４区画 27万2000円 ��800円

　市は、９月30日㈮から新型コロナウイルスのオミクロン株に対応する
ワクチン接種を、従来型ワクチン接種と並行して開始します。

オミクロン株対応型の
新型コロナワクチン接種が始まります

▶新型コロナワクチン（オミクロン株対応型）の接種対象者

▶接種券

☞前回接種から５カ月経過した12歳以上の人

☞３回目接種から５カ月経過した12歳～59歳の人（すでに発行済みの人
は除く）に、９月26日の週から随時接種券を送ります

※１・２回目接種は、従来型ワクチンでの接種となります

※すでに３・４回目の接種券を持つ人は、同接種券が使えます。失くした
人や、前回接種後に市内に転入した人は、市ホームページまたはコールセ
ンターで再発行申請をしてください

▶インターネット予約
　（24時間受け付け）

推奨 ▶コールセンター
　での電話予約
　（問い合わせもこちら）

☎0120-220-489

※集団会場はコールセンターまたは広報もりおか10月15日号でご確認ください

ワクチン接種の予約はこちら

※�LINEからも予約
できます

（通話料無料）
※９時～18時（土・日
曜、祝日を含む）


