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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

■市の推計人口（９月１日現在）
28万6218人（男：13万5140人、女：15万1078人） 【対前月比】148人減
【世帯数】13万2477世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915

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

①市・県民税第３期②国民健康保険税第４期
 納期限：10月31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
 ①納税課☎613-8464②健康保険課☎613-8438
 ①1039469②1003580

市税の納期限
のお知らせもりおかインフォ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①10/24㈪～26㈬
　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
☎613-8463

休日納付相談 10/30㈰
９時～16時 納税課 納税課

☎613-8463

市民無料
法律相談★

11/７㈪・21㈪
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★

11/２・９・16・30
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

精神障がいの
人を支える家
族のための個

別相談会☆

① 10/25・11/22・12/27
来年１/24・２/28・
３/28

　火曜、13時～17時
② 11/11・12/９・来年

１/13・２/10・３/10
金曜、10時～13時

①市総合福祉センター
（若園町）
②ふれあいランド岩手
（三本柳８）

県精神保健福祉連
合会事務局
☎637-7600
※平日９時～15時

補聴器相談☆ 10/20㈭
10時～11時半

地域福祉センター
（手代森14）

地域福祉センター
☎696-5640

無料調停
相談会

10/30㈰
９時半～13時半 県民会館（内丸）

盛岡地方・家庭裁判
所内事務局総務課
☎622-3350

★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※11月30日分は11月
16日から　☆ 要事前申し込み。開催日の前日まで受け付け

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。19時から21時までは発
熱外来のみ、21時以降が通常診療です。

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

10/23
㈰

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
児島内科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
子どもは未来もりおかこども
クリニック 上田字松屋敷11-14 656-1366

いとう歯科医院 東山一丁目19-21 626-5252
なの花薬局津志田店 津志田中央二丁目18-23 614-9986
けい福薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

10/30
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
池田内科 上太田弘法清水10-３ 659-0310
細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591

小山田歯科医院 盛岡駅前通８-11 盛岡駅
前ビル３階 625-1744

むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
上太田薬局 上太田弘法清水１ 658-1055
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

11/３
㈭

本宮Ｃクリニック 向中野三丁目10-３ 631-2381
久保田医院 大館町26-３ 646-9090
吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
小笠原歯科クリニック 本宮三丁目32-５ 635-3500
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

 内科　  外科・整形外科
 小児科　  歯科　  薬局

年金委員制度
盛岡年金事務所　☎623-6211

日本年金機構は、公的年金制度と
国民の皆さんとの橋渡し役を担う
年金委員を募集します。活動内容
は、町内会などでのパンフレット
の配布や各種手続きの助言・相談
などです。

 1032602

盛岡城跡公園
石垣工事の現地説明会
公園みどり課　☎601-2813

盛岡城跡公園の三ノ丸北西部石垣
修復工事現場で現地説明会を開
催します。普段見ることができな
い石垣内部の状況などが分かるほ
か、石材の重量当てクイズや伝統
工法による石割体験などができま
す。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

 10月29日㈯、10時～・13時半～
 1037387

スマートフォン使い方相談会
情報企画課　☎626-7514

スマートフォンの操作についての疑
問などに答えます。

 ①11月１日㈫・２日㈬、11時半
～12時半②11月９日㈬・10日㈭、
11時半～12時

 ①松園地区公民館（東松園二）
②河南公民館（松尾町）

 ①各３人②各２人※先着順
 1040887

潜在保育士の保育体験
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

保育士資格はあるが、現在保育施
設で働いていない人の保育体験を
します。

 ①事前オリエンテーション：11
月10日㈭か11日㈮、10時～11時
②保育体験：11月14日㈪~18日㈮
の連続する２日間、９時半～14時

 ①市保健所（神明町）②市内保
育所　  200円

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111

お知らせ

　盛岡城跡本丸の天守や二階
櫓
やぐら

をはじめとする、城内に存在
した建物を分析・調査していま
す。構造などが分かる写真のほ
か、詳細な建物の平面図や立面
図、絵図、設計図などを探して
います。復元の根拠となる資料
を寄贈した人には懸賞金をお支
払いします。詳しくは、同室へお
問い合わせください。 現在の菜園方面から撮影された写真

盛岡城の古写真などを探しています
 盛岡城復元調査推進室

 　☎613-7956
 1040670

 メール・ファクス：11月４日㈮17
時まで　  1024377

子育て支援員研修
子育てあんしん課

☎626-7553　ファクス652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

地域型保育事業所などで働くため
に必要な知識を学びます。

 ①講義：11月27日~12月25日、
日曜、全５回、９時半～16時半※
12月25日は13時半まで②実習：１
月～２月のうち２日間

 ①西部公民館（南青山町）か都
南公民館（永井24）②市内保育所

 25人※地域型保育事業所など
で働いている人など

 テキスト代2750円※別途送料
が必要

 市保健所１階（神明町）の同課
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込用紙に
必要事項を記入し提出。メールや
ファクスでも受け付けます。11月４
日㈮17時まで

 1021244

肥料などの高騰への支援
農政課　☎613-8458

物価高騰の影響を受けている農業
生産者の負担を減らすため、肥料
および配合飼料の購入者を支援し
ます。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

 市内に住所があり、出荷または
販売のために農産物を生産してい
る農家が、令和４年１月～12月の間
に使用するために購入した肥料（春
肥・秋肥）および配合飼料

 ▶肥料：購入額の13㌫（上限
100万円）▶配合飼料：１㌧当たり
5000円（上限100万円）※肥料と
配合飼料の重複申請もできます

 市役所若園町分庁舎４階の同
課か玉山総合事務所２階の産業振
興課で申請

 1040262

大規模な土地取引後は届け出を
企画調整課　☎613-8394

大規模な土地を購入したときは、土
地の売買契約を締結した日を含め
て２週間以内に届け出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

 大規模な土地を購入した人

①市街化区域：2000平方㍍以
上②都市計画区域（①を除く）：
5000平方㍍以上③都市計画区域
外の区域：１万平方㍍以上

 1001718

盛岡体育館のバスケットゴール
を整備しました

スポーツ推進課　☎603-8006
スポーツ振興くじの助成金を活用
し、盛岡体育館のバスケットゴール
を整備しました。

 1006876

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

秋の農繁期を迎え、作業者の不注
意や農業機械の誤操作による事故
が心配されます。ゆとりを持ち、安
全な作業を心掛けましょう。令和
４年秋の農作業安全確認運動の
重点推進テーマは、「しめよう！シ
ートベルト」です。

 1008165

右折禁止にご注意を
交通政策課　☎613-8538

国道106号中ノ橋東交差点（プラ
ザおでって前交差点）は、７時～
21時は全方向で右折禁止です。渋
滞が発生する原因にもなるので、
交通規制は必ず守りましょう。

 1037686

市内事業者の皆さんの
声をお聞かせください
経済企画課　☎613-8389

新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中で、市内事業者の
経営状況などに関するアンケート
を実施します。

 10月28日㈮まで
 業者を問わず市内

事業者※フリーランス
を含む

おでい肥料「めぐみ」を無料提供
盛岡地区衛生処理組合 滝沢処理

センター内㈱クリタス　☎688-4529

くみ取りし尿や浄化槽汚泥から生
産した普通肥料を無料で提供して
います。成分はチッソ3.9㌫、リン
酸4.6㌫、カリウム0.4㌫、炭素窒
素比13、油分33㌫の緩効性で、
18㌕または400㌕の袋入りです。

 提供場所：同センター（滝沢市）
 事前に電話申し込みが必要
 1027040

盛岡観光カレンダー
盛岡観光コンベンション協会

☎621-8800

盛岡の魅力を再発見でき、プレゼ
ントにも最適な観光カレンダーを
販売しています。壁掛けタイプで
見開きＡ３縦です。

 １部1100円
 プラザおでって（中ノ橋通一）

などで販売中

盛岡市・都南村合併30周年記念
こもれびの宿の休憩利用無料

こもれびの宿　☎637-0876
つどいの森のこもれびの宿で無料
で休憩（入浴）できます。

 10月～来年３月の毎月26日
 こもれびの宿（湯沢１）

2022ＪＢＣ盛岡が開催！
県競馬組合　☎651-2999

ダート競馬の祭典「JBC」が8年ぶ
りに盛岡に帰ってきます。レースの
内容など詳しくは、岩手競馬公式
ホームページをご確認ください。

 11月３日㈭
 盛岡競馬場（新庄字上八木田）
 入場料200円※15

歳未満は無料

もりおか結婚支援ボランティア
情報交換会

日本結婚支援協会　☎613-5100
お見合いに関する情報交換や同ボ
ランティア活動の見学の他、独身
者の相談にも応じます。

 10月22日㈯10時～11時
 市総合福祉センター（若園町）
 独身の子をもつ親や同ボランテ

ィア活動に興味がある人、独身者
 電話：事前連絡が必要

▶独身者の結婚相談
 随時　  電話：要予約

募　集

 スポーツ推進課内、いわて盛岡シティマラソン
実行委員会事務局☎626-3111

　当日は、コースや周辺道路で
交通規制をします。混雑が予想
されるため、マイカーの自粛や迂

う

回
か い

、公共交通機関の利用にご協
力ください。詳しくは、大会公
式ホームページをご覧
ください。

大会公式ホームページ▶

【注意事項】
・  ・  交通規制の解除までは、コー

スの横断や車両の通行、コー
ス内への駐停車はできません

・  ・  新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、沿道で
の観戦は控えるようお願いし
ます

いわて盛岡シティマラソン2022いわて盛岡シティマラソン2022
交通規制交通規制のお知らせ

10/23㈰
【規制時間】
８時～15時半

同大会は、独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）が実施するス
ポーツくじ（toto・BIG）の助成を受けて実施します。スポーツ振興くじの
収益は、日本のあらゆるスポーツに役立てられています。　  1040756


