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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

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

12/４
㈰

いしい内科・糖尿病クリニック 中ノ橋通一丁目４-20 
水晶堂ビル４階 601-2277

藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
きむら歯科医院 緑が丘三丁目12-３ 662-9252
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

12/11
㈰

大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
黒田歯科クリニック 上田一丁目５-38 625-8889
茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

※12月18日㈰の休日救急当番医は広報もりおか12月15日号に掲載します

 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 

 資源循環推進課☎626-3733　  1021992

排
出
方
法

①中身を
　使い切る

②穴を開けずに透明　
　か半透明の袋に入
　れる

PickUP　５

 盛岡地域在住の人※都南・玉山地域は変更ありません

スプレー缶・カセットボンベの
分別収集の方法が変わります

③可燃ごみと混在し
　ないようにごみ集
　積場に出す

　来年４月１日㈯から、週に２回ある可燃ごみの曜日に「スプレ
ー缶・カセットボンベの日」を設定し、穴を開けないで排出する
方法に変更します。

乳幼児のワクチン接種をご検討ください
 新型コロナワクチンコールセンター☎0120-220-489
 1040928

PickUP　３

　乳幼児（生後６カ月～４歳）の新型コロナワクチンは、十分な
効果を発揮するため３回の接種が必要です。１回目から３週間を
あけて２回目、２回目から８週間以降に３回目を接種します。同ワ
クチンは臨床試験で一定の効果と安全性が確認されています。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。

PickUP　４

 同カードの申請：市民登録課☎613-7935　  1000421
    マイナポイント：コールセンター☎0570-010-372　  1029616

マイナンバーカードの申請はお済みですか？

　令和６年秋に現在使われている健康保険証を廃止し、マイナン
バーカードと一体化すると国の発表があり、これからマイナンバ
ーカードの重要性が高まることが予想されます。12月末までに申
請すると、マイナポイント付与の対象にもなりますので、マイナ
ンバーカードの申請をおすすめしています。

住民税非課税世帯などに５万円を支給
します

PickUP　２

PickUP　１

総額１億円！MORIOPay還元キャンペーン
 2022年末モリペイ祭コールセンター☎0120-24-1110

 対象期間：12月31日㈯まで
　  ※総額が１億円に達した時点で終了
【還元上限額】１人につき１万円相当まで
  ※来年１月16日㈪～２月15日㈬に使用できる電子商品券が還元されます

モリオ★エールの使用期限は12月18日㈰まで

 給付金コールセンター☎0120-335-270
 1041167

 申し込み期限：来年１月31日㈫

 盛岡商工会議所「応援チケット係」☎624-5880

　地域循環型決済サービス「M
モ リ オ

ORIOP
ペ イ

ay」を使って加盟店で買
い物をした人を対象に、支払金額の最大30㌫を還元します。アプ
リのダウンロード方法や加盟店など、詳しくは、市関連施設にあ
るチラシか市ホームページをご覧ください。　

 1041264

　今年度住民税均等割非課税世帯と、予期せず令和４年中に家計
が急変した世帯に１世帯あたり５万円を支給します。11月28日以
降に対象世帯に郵送した確認書か、市役所本庁舎１階窓口案内所
などに備え付けの申請書で申請してください。内容について詳し
くは、市ホームページをご覧になるか、給付金コールセンターへ
お問い合わせください。

　市プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エール」の使用期限は
12月18日㈰まで。また、抽選で市内特産品などが当たる同チケット
の連動キャンペーン応募の締め切りは、12月21日㈬までです。いず
れも期限を超えたチケット利用と応募はできません。各内容につい
て詳しくは、市ホームページをご覧ください。　  1031329

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①12/８㈭
　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

12/18㈰
９時～16時 納税課（市役所本庁舎２階） 納税課

☎613-8463
空き家・

不動産相談★
12/14㈬
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★ 12/15㈭
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

病院職員
市立病院総務課　☎635-0101

市立病院の事務職員を募集します。
募集する職種などは表１のとおり
です。

 試験日：来年１月15日㈰　
 市立病院（本宮五）
 受験案内は、12月５日㈪から市

立病院１階総合案内に備え付けて
いる他、病院か市のホームページ
からダウンロードできます。詳しい
申し込み方法や日程は、受験案内
をご覧ください。申し込み期限は
12月23日㈮まで　  1041283

震災短編小説集『あの日から』
朗読劇公演出演者

いわてアートサポートセンター　☎656-8145
 info@iwate-arts.jp

震災短編小説集『あの日から』より
柏
かしわ

葉
ば

幸
さ ち

子
こ

作品の朗読劇公演への出
演者を募集します。内容など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 募集期間：12月２日㈮～９日㈮
 10人程度※小学５年生～高校

３年生　  800円
 電話・メール：メールは名前と年

齢、学校名、学年、電話番号、住所
を記入し送付

 1041125

省エネ家電買い替えキャンペーン
特産品プレゼント

環境企画課　☎626-3754
期間中に現在お使いのエアコンか
冷蔵庫を省エネ家電に買い替えた
人に、３万円相当の市特産品をプレ
ゼント。条件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。

 応募期間：来年２月28日㈫まで
 先着500人　  1041209

HIV・性感染症検査
指導予防課　☎603-8244

HIV抗体検査と梅毒検査、性器ク
ラミジア検査、淋

り ん

菌
き ん

検査、肝炎ウ
イルス検査を無料で実施します。

 12月の第１～４木曜、９時～11時
 市保健所（神明町）　  各７人
 電話：各検査日２週間前の９時

から検査日の前日まで受け付け
 1006616

水道凍結防止キャンペーン
給排水課　☎623-1423

水道の凍結防止や解凍方法などの
パネル展示や水道相談所の開設、
水抜栓の模型を使った操作の実演
と説明などをします。

 12月13日㈫・14日㈬、10時～15時
 イオンモール盛岡南（本宮七）

お知らせ募　集
起業家塾 for B

ビ ギ ナ ー

eginner@もりおか
立地創業支援室　☎626-7551

起業や創業をするための具体的な
方法などを学びます。対象など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

 来年１月14日㈯13時半～17時
 岩手大学内市産学官連携研究

センター（上田四）　
 50人程度　  1000円
 応募フォーム：来年１月６日㈮まで
 1040349

油漏れに気を付けて
環境企画課　☎613-8419

冬はホームタンクからの灯油漏れ
による、河川などの水質汚濁事故
が多発します。タンクの配管を確認
し、給油中はその場を離れないよ
うにしましょう。油漏れ事故や河川
に油膜などがあったときは、同課
または盛岡消防本部☎622-0119
へ連絡してください。

 1010343

市医療的ケア児等
コーディネーターを配置

相談専用電話　☎080-8026-8501
在宅で医療的ケアが必要な人のた
めの支援を相談できる専門員を設
置します。相談は専用電話にご連
絡ください。

 受け付け時間：平日、９時～16時半
 1041131

指定管理者の聞き取り審査を公開
資産経営課　☎603-8007

令和４年度に指定管理者を指定す
る施設の聞き取り審査を表３のと
おり公開します。傍聴を希望する

場合は、担当課にお問い合わせく
ださい。　  1040066

バス・鉄道を使って快適通勤
交通政策課　☎626-7519

冬の通勤時間帯の道路は、渋滞が
非常に起こりやすくなります。また、
路面が滑りやすくなり、自転車は転
倒による事故の危険性が高まりま
す。渋滞緩和と地球温暖化防止、自
身の安全のため、できる範囲でバ
ス・鉄道を利用しましょう。

岩手飯岡駅の東西自由通路が開通
道路建設課　☎626-7520

岩手飯岡駅（永井17）の東西自由通
路が１２月18日㈰に開通します。駅の
東西を安全に行
き来できるよう
になります。ぜひ
ご利用ください。

12月は歳末たすけあい募金運動
市社会福祉協議会内、市共同募金委

員会　☎651-1000

「つながり　ささえあう　みんなの
地域づくり」をスローガンに、歳末た
すけあい募金運動をします。募金は
生活困難な世帯などに贈られます。

 12月28日㈬まで

寄付をいただきました

■㈱タカラレーベン
200万円。デジタル化による未来
社会創出事業のために。

表１　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

一般事務 社会人
経験者 １人 昭和38年４月２日以降に生まれ、おおむね10年以

上、民間企業などでの職務経験がある人

表３　指定管理者を指定する施設の聞き取り審査日程
開催日・場所 施設名（所在地） 担当課

１/11㈬14時半～16時半
本庁舎807会議室 市動物公園（新庄字八木田） 公園みどり課

☎601-2813

◀バスロケーション▶
システム

▲岩手県交通 岩手県北バス▲

パブリックコメント皆さんの意見を
お寄せください

　表２の各計画案への意見を募集します。各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。

 任意の用紙に意見と住所、名前、電話番号を記入して提出。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２　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

①盛岡市立地適正化計画
（変更素案）

同計画へ防災指針を追加す
るための変更

12/21㈬
まで 1041215

②第四次盛岡市食育推進
計画（案）

第三次計画の成果と課題を
踏まえて策定

12/24㈯
まで 1041158

 ①都市計画課☎601-2718
　 ②健康増進課☎603-8305


