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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。

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
①11/10㈭
　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）
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★

11/９㈬
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★ 11/17㈭
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

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

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

11/６
㈰

ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12　

明治中央通ビル１階 604-8002

鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
内田歯科クリニック 大通三丁目７-20 622-0888
村源薬局 肴町６-２ 623-1211
銀河薬局 本宮六丁目１-55 635-8911
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

11/13
㈰

あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
菊池整形外科・ 形成外科クリ
ニック 清水町５-22 606-5100
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
仙北坂歯科クリニック 本宮二丁目11-16 635-1641
公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園

志和ビル１階 626-5656
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

※11月３日㈭の休日救急当番医は広報もりおか10月15日号に掲載しました

 内科　  外科・整形外科
 小児科　  歯科　  薬局

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 

　乳幼児（生後６カ月～４歳）の新型コロナワクチンは３回の接種
が必要です。１回目から３週間以降に２回目、２回目から８週間以
降に３回目を接種します。接種券は、対象となる人に11
月７日㈪の週に送付します。申請方法や接種できる医
療機関など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

12歳以上の人を対象にしたオミクロン株対応ワクチンの接種間
隔が５カ月から３カ月に短縮されました。対象となる人には前回
接種後３カ月経過する週に接種券を送付しています。前回の接種
から３カ月が経過しても接種券が届かない人は、コールセンター
にお問い合わせください。

生後６カ月～４歳の子の保護者へ

乳幼児のワクチン接種が開始
前回の接種日時を確認

接種期間が３カ月に短縮

新型コロナワクチン情報 【問】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）

・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

自身での予約が難しい人は、ぜひご利用を

インターネット予約をお手伝い
　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。

会場 場所
みたけ老人福祉センター※ みたけ三
山岸老人福祉センター 下米内一
本宮老人福祉センター 本宮四
乙部老人福祉センター 乙部28
※11月24日は実施しません

【開催日】11月10日・17日・24日・
12月１日・８日・15日・22日・来年
１月12日・19日
【曜日・時間】木曜、10時～16時

表　支援窓口会場と場所

グループ３

【開催日】11月２日・９日・16日・
30日・12月７日・14日・21日・来
年１月11日・18日
【曜日・時間】水曜、10時～16時

表　支援窓口会場と場所

グループ２

会場 場所
松園老人福祉センター 西松園二
山岸老人憩いの家 山岸六
杜陵老人福祉センター 南大通一
津志田老人福祉センター 津志田西二

グループ１

【開催日】11月１日・８日・15日・
22日・29日・12月６日・13日・20
日・来年１月10日・17日
【曜日・時間】火曜、10時～16時

表　支援窓口会場と場所
会場 場所

青山老人福祉センター 青山三
上米内老人福祉センター 桜台二
簗川老人福祉センター 川目10
湯沢地域交流活性化センター 湯沢西三

12歳以上で初回接種（１・２回目接種）がまだお済みでない人へ
年内に１・２回目接種を完了することをご検討ください。

１・２回目で使用する従来型ワクチンが年内で
国から供給されなくなります。その他詳しい内
容は、市ホームページをご覧ください▶

持ち物：接種券の入った封筒一式・スマートフォン（お持ちの人のみ）・ 
　　　　本人確認書類

市職員を募集
職員課　☎626-7505

令和５年度採用の市職員を募集し
ます。募集する職種などは表のと
おりです。

 試験日：12月11日㈰　
 市内会場※受験票と一緒に通知
 受験案内は、11月４日㈮から市

役所本庁舎４階の同課や各支所
などに備え付けている他、市ホー
ムページからダウンロードできま
す。受験の申し込みは、市ホームペ
ージの専用応募フォームから申請。
11月24日㈭まで　  1041061

Ｗａのまちもりおか
リース展の作品

工房夢
ゆ め

繭
ま ゆ

・花
か

内、Ｗaのまちもりおか「絆
の輪」プロジェクト事務局　☎623-6509

森林資源や身近な素材で製作する
リース作品を募集します。リースは、
県公会堂（内丸）で開催する「W

わ

a
のまちもりおかリースフェスティ
バル」のリース展で展示されます。

 募集期間：11月23日㈬～27日
㈰、10時～17時
展示期間：11月30日㈬～12月４日㈰

 出品作品：1作品1500円※小学
生以下は無料。１人３作品まで

 市役所本庁舎１階の窓口案内
所に備え付け、または市ホームペー
ジからダウンロードした応募用紙
に必要事項を記入し、作品と共に
〠020-0023内丸11-２県公会堂
へ郵送または持参。郵送は11月27
日㈰必着。持参は同日17時まで

 1024667

盛岡地域ビジネスプラン
コンテストの発表者と観覧者

立地創業支援室　☎626-7551
盛岡地域内で独創的で収益的な
ビジネスプランを発表する同コン
テストの発表者と観覧者を募集し
ます。開催時期や応募方法など詳
しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。　  1040664

市立幼稚園の入園受け付け
学務教職員課　☎639-9044

令和５年度の太田・米内・好摩の
各市立幼稚園への入園願書を11月
１日から受け付けています。

 窓口：各園に備え付けの募集要
項を確認の上、入園願書と、本人と保
護者の住民票、健康診断書を入園
希望の園に提出。随時受け付けます

 ▶入園手続きに関すること：太田

お知らせ

募　集
幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、好摩幼稚園☎682-1300
▶その他の入園に関すること：同課 

 太田：1003190、米内：1003201、
好摩：1003215

保育施設の入園受け付け
子育てあんしん課　☎626-7511

令和５年度の保育施設の入園申込
案内を11月４日㈮から配布する他、
市ホームページにも掲載します。申
込案内に沿って各締切日までに、必
要書類を提出してください。

 配布場所：同課（神明町）、都
南総合支所税務福祉係、玉山総合
事務所健康福祉課　  1002502

歴まちカードを配布
景観政策課　☎601-5541

歴まち認定都市を紹介したカード
型パンフレット「歴まちカード」の配
布を開始します。歴まち認定都市に
ついてなど詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

 配布：11月４日㈮10時から
 岩手銀行赤レンガ館（中ノ橋通一）
 1040884

8020歯科保健大会
市歯科医師会　☎651-1170

健康な口
こ う

腔
く う

機能の維持・向上によ
り、生活の質を上げ、明るく豊かな
社会づくりを目指す大会を開催し
ます。開催日時や場所など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 1041032

水道サービス週間
給排水課　☎623-1411

蛇口や水抜栓の点検と、蛇口のパ
ッキン交換を無料で行います。※
井戸などの自家水道設備や給湯器、
湯水混合水栓は対象外です

 11月14日㈪～22日㈫

 電話：11月８日㈫～16日㈬、9
時～17時

マイナポイント対象の
カード申請期限は12月末まで

総務課　☎626-7513
12月末までにマイナンバーカードを
申請するとマイナポイント付与の対
象になります。また、同ポイント申
請期限は来年２月末までです。手
続きが不安な人は、支援窓口をご
利用ください。

 平日９時～17時
 支援窓口：市役所本庁舎本館２

階エレベーターホール、都南総合支
所１階地域支援係、玉山総合事務所
１階税務住民課　

 1029616

新たな土砂災害が発生する
恐れがある箇所を公表

河川課　☎613-8431
県では激化する自然災害に備える
ため、土砂災害が発生する恐れが
ある箇所を公表しました。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 1001093

寄付をいただきました

■盛岡バスセンターおよび周辺地
　区活性化協議会　佐々木健

け ん

二
じ

会長
ベンチ８台。新たに整備された盛岡
バスセンター内で利用するために。表　募集する職種など

職種 区分 人員 年齢要件など

土木技術職

大卒
程度

数人

次のいずれかに該当する人
①昭和63年４月２日～平成13年４月１日生まれの人
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和５年３月
までに大学卒業見込みの人

社会人
経験者

昭和58年４月２日以降に生まれ、直近７年間に通
算して５年以上、民間企業などでの職務経験があ
る人

高校卒
業程度

平成７年４月２日～平成17年４月１日生まれの人
で、次のいずれにも該当しない人
①短大卒以上の人（令和５年３月までに卒業見込
みの人を含む）
②市長が①と同等の資格を有すると認める人

短大卒
業程度

平成５年４月２日～平成15年４月１日生まれの人
で、大学を卒業または大学卒業見込みでない人

建築技術職

大卒
程度

数人

次のいずれかに該当する人
①昭和63年４月２日～平成13年４月１日生まれの人
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和５年３月
までに大学卒業見込みの人

社会人
経験者

昭和58年４月２日以降に生まれ、直近７年間に通
算して５年以上、民間企業などでの職務経験があ
る人

薬剤師 １人 昭和61年４月２日以降に生まれ、薬剤師の免許を有
する人（免許取得見込みの人を含む）

看護師 数人 昭和58年４月２日以降に生まれ、看護師の免許を
有する人（免許取得見込みの人を含む）

＜お詫びと訂正＞
10月15日号表紙「陽性と診断
された場合の流れについてお
知らせします」の記事に誤りが
ありました。「県受診・相談セ
ンター」の正しい問い合わせ先
は☎651-3175です。お詫

わ

びし
て訂正します。


