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玉山地域振興会議だより（№43） 

 

オオヤマザクラまつり 2017(市

及び日戸オオヤマザクラまつり協

賛会主催)が５月７日(日)、１万本

のオオヤマザクラを植栽した盛岡

市日戸のサクラパーク姫神特設会

場で開催されました。 

桜の見ごろを迎えた会場は、約

2,500人の人出で賑わいました。

ステージやその周辺では、地元の

日戸神楽や、玉山保育園児による

お遊戯、庄ヶ畑さんさ踊りの披

露、歌謡ショーなど様々なイベン

写真は、オオヤマザクラまつりの

様子。 

トが行われ、訪れた人たちが楽し

みました。 
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平成 29年３月 28日に開催した第６回盛岡市玉山地域振興会議。 
議題は報告事項４件、自主的審議事項１件，委員は出席 15人、欠席なし。 

説明（環境部） 

■報告事項 

飲用井戸等整備補助事業
の進捗状況について 

■玉山地域振興会議の概要 

玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 

設置期間は新市建設計画の終期に合わせて平成37年３月31日までとしています。 

■所掌事務 

▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 

①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 

②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 

③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 

④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

説明（玉山総合事務所） 

新市建設計画の対象と

なる９地区（桑畑、永井沢、

好摩沢、沢目、二子沢、城

内、山谷川目、上日戸、釘

の平）において、生活用水

の確保を目的に個別に設

置する飲用井戸等の整備

等に補助金を交付するも

の。 

■報告事項 

渋民野球場の工業用地転用に伴う 
廃止について 

回答要旨 

（市民部・商工観光部） 

第５回玉山地域振興会議において諮問された「盛岡市渋

民野球場の工業用地転用に伴う廃止について」への答申の

際に付された意見への対応について報告されました。 

 第６回玉山地域振興会議

盛岡市の産業等用地は

未利用地がほとんどなく、

最大需要面積は約 19ha と

なっていることから、業務

拡張等のための用地を確

保し、新たな雇用を創出す

るため新産業等用地整備

計画を策定したもの。 

産業用地適地候補は９

地区あり、比較検討した結

果、「道明地区（盛岡市向

説明（商工観光部） 

■報告事項 

盛岡市新産業等用地整備
基本計画の策定について 

 事業期間は平成 28 年度

から平成 36 年度までの９

年間。 

個人又は共同で飲用の

井戸等を整備した場合に

費用の８割、上限 240万円

を補助するものとしてお

り、平成28年度は40件の申

請のうち28件に補助金を

交付した。 

中野）」及び「狐沢・岩鼻

地区（盛岡市渋民）」を整

備地区として選定した。 

道明地区から整備を開

始し平成33年度には造成

工事に着手する予定して

おり、狐沢・岩鼻地区は平

成31年度を目処に調査結

果を精査し、整備の可否判

断を行いたい。 

 

意見要旨 

①渋民野球場廃止の時期

は平成29年の使用期間終了

後とし，利用団体が確実に

渋民野球場を利用できるよ

うに担保すること。 

②廃止後の渋民野球場の

機能を補完する玉山運動場

の改修を確実に実施するこ

と。 

③廃止後の渋民野球場の

機能を補完する地域交流の

場としての広場整備にあ

たっては地域住民の意向を

十分に確認し，整備内容に

反映させること。 

①盛岡市野球場条例の改

正において渋民野球場廃止

時期を平成29年11月１日と

して平成29年３月議会に提

案し、可決成立した。 

②玉山運動場の改修経費

を平成29年度当初予算に計

上し、可決成立した。 

③平成29年２月12日に門

前寺自治会に対し住民説明

会を開催し、３月14日には門

前寺自治会長へスケジュー

ル等を説明するとともに要

望の取りまとめを依頼して

いる。 

■自主的審議事項 

ふれあい広場の日貸駐車場の区画数拡充について 
 好摩ふれあい広場及び渋民ふれあい広場において、一日貸し駐車場の区画数を拡充するよう提案がありましたが、更

なる調査が必要として、継続審議となりました。 

■報告事項 

平成29年度  
玉山地域主要事業について 

玉山総合事務所が所管する平成29年度に実施する主な事

業について報告がありました。 
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新市建設計画に基づく

渋民運動公園整備事業の

Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

ルの修繕等について報告

されたもの 

平成 29 年度に鉄骨補強

修繕及び屋根膜体更新の

予算化を行い,４月１日か

ら６月末日を工期とした

修繕契約を取り交わし、既

に工事着手している状況

である。修繕内容について

は、鉄骨梁ジョイント部補

修から屋根膜体シート更

新等である。なお、ろ過器

利用開始時期と利用料

金について質問がありま

した。 

質疑意見 

テレビ難視聴解消のた

めに発足した外山地区Ｔ

Ｖ組合において、東北電力

の電柱の建替え工事に伴

い、テレビ受信ケーブルの

高額な移設費用が発生し、

今後のテレビ共同受信施

設の維持が危ぶまれる事

例が生じております。 

テレビは現代の日常生活

において必要不可欠になっ

ており、テレビ難視聴となっ

た場合に玉山地域と他の盛

岡市域との情報格差が生じ

るほか、災害等に係る情報

説明（環境部） 

質疑意見 

玉山地域振興会議地域づくり部会から、テレビ難視聴

区域である外山地区において、東北電力による電柱建替

工事に伴うテレビ受信ケーブル移設工事費に対する市か

らの一部補助について、市長に意見提出をする提案につ

いて審議し、市長に対し意見書を提出することに決定し

ました。 

意見書「テレビ難視聴地域におけるテレビ共同受信施設について」（原文のまま） 

 第７回玉山地域振興会議 平成 29年５月 31日に開催した第７回盛岡市玉山地域振興会議。 

議題は報告事項１件、自主的審議事項２件，委員は出席 13人※解嘱１人、欠席１人。 

■報告事項 

渋民運動公園整備事業 
（Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの修繕等）
について 

及び配管等の整備につい

ては平成 28 年度に完了

し、平成 29 年度は、５月

末時点で鉄骨梁ジョイン

ト部補修が完了している。 

今後、屋根膜体シートを

取り付け、水を張ってい

く。プールの水温が上がっ

た７月上旬の利用開始を

見込んでいる。 

■自主的審議事項 

ふれあい広場の日貸駐車場の 

区画数拡充について 
 

前回提案のあった「ふれあい広場の日貸し駐車場の区画

数拡充について」を再度審議しました。 

報告（事務局） 

好摩ふれあい広場につい

ては、現在、日貸しの駐車区

画が11区画あり、一日あたり

最大で３台程度の利用状況

で、現在のところ大幅な拡充

は必要ない状況。また、渋民

ふれあい広場については、Ｉ

ＧＲ所有地の駐車場に日貸

しの区画として３区画と月

決めの駐車区画の空き区画

の５区画，計８区画を日貸し

としている。利用状況は、一

日につき３台程度。 

なお、日貸し駐車場のＰＲ

について、好摩ふれあい広場

においては、現在実施してい

るのぼりによるＰＲのほか、

好摩駅自由通路や好摩駅構

内へのＰＲチラシの掲示を

実施している。また、渋民ふ

れあい広場においては現在、

ＰＲチラシを渋民駅に掲示

しているほか、のぼりによる

ＰＲを実施する予定。 

玉山地域内全体に利用方

法等について周知徹底を図

る。 

渋民ふれあい広場の日貸

し駐車場については好摩と

同じ台数（11台）のの区画数

にすること―という意見に

対し、指定管理者と協議をし

ながら対応するという回答

があった。 

■自主的審議事項 

電柱建替工事に伴うテレビ受信ケーブ

ル移設工事費に対する補助について 

を得ることが困難になります。 

 今後、玉山地域内で同様の

事例が生じることも想定され

ることから、玉山地域内のテ

レビ共同受信組合の実態を

調査するとともに、テレビ共同

受信施設の維持に係る諸課

題に多面的な支援を検討し

ていただくよう要望します。 

なお、外山地区ＴＶ組合に

つきましては、電柱建替え工

事が開始されていることか

ら、早急な支援を検討してい

ただくよう要望します。 

 
写真は意見書手交の様子 
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お知らせ・身近な話題 

姫神ホール 

 

■日時 ８月27日(日) 

開場13時30分 開演14時 

■場所 渋民文化会館（姫神ホール） 

■費用 無料（要整理券） 

■問い合わせ  
姫神ホール 019-683-3526 

■場所 渋民運動公園(川崎字川崎)、主会場は野球場内特設会場 

■駐車場 渋民中学校、玉山総合事務所、石川啄木記念館、ＪＡ新岩手 

玉山支所の各駐車場（渋民運動公園には許可車両以外駐車できません） 

■問い合わせ 

玉山総合事務所 産業振興課 019-683-3852 

啄木学級故郷講座 

石川啄木が教壇に立った旧渋民尋常

小学校で講演などを行います。 

■日時 ９月３日(日)13時～16時 

■場所 石川啄木記念館 

■定員 50人 

■費用  1,500円(記念品・写真代込み) 

■申し込み 往復はがきに郵便番号、住

所、氏名、電話番号を記入し、〠

028-4132渋民字渋民９、石川啄木記念

館「啄木学級係」へ。８月25日(金)

必着。定員を超えた場合は抽選。 

■問い合わせ 

石川啄木記念館 019-683-2315 

１5時から開催 

■日時 ９月開催予定（広報もりおか・市公式ホームペー
ジでお知らせします） 

■場所 岩洞湖家族旅行村(薮川字亀橋) 

■内容（予定） 恒例の焼肉パーティー、地場産品の直売、絶
叫大会、丸太切り大会などの各種イベントに加え、毎年大
好評の短角牛肉の試食振る舞いを行います。 

■問い合わせ 玉山総合事務所 産業振興課 

 

玉山地域の公民館を主たる活動拠点とするサークルや芸術文

化団体等が日々の活動成果を発表する『玉山地域公民館まつり』

（４公民館合同）を開催いたします。展示部門への個人での出

品作品（１人３作品以内）及びフリーマーケットへの出店者を

募集します。 

■開催期間 10月 28日(土) 

～10月 29日(日) 

■開催場所 渋民文化会館 

（姫神ホール）・渋民公民館 

■問い合わせ  

渋民公民館 019-683-2354 

019-683-3852

航空自衛隊 北部航空音楽隊演奏会 

写真は浴衣コンテストの様子 

①丸太切り大会 

②、③短角牛肉の 

試食振る舞い 

① ②  

③  
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◆柔道（4/29 盛岡市立武道館）【団

体】巻堀中１位◆バレーボール（4/22・

4/23 渋民総合体育館ほか）【男子】

渋民中２位【女子】▼巻堀中 1位▼玉

山中ベスト８◆卓球（4/15 盛岡体育

館）【個人】竹森彩斗（玉山中）ベス

ト 16◆ソフトボール（4/29 盛岡市立

大宮中学校）渋民中３位◆陸上競技

（4/29・4/30 県営運動公園陸上競技

場）【中学２年男子 200ｍ】福田真都

（渋民中）３位【中学共通男子 3000ｍ】

大石颯玖（渋民中）２位 

 

公職選挙法の改正により、これまで衆議院議員選挙で岩手県第２区
だった玉山地域が第１区に改定され、盛岡市全域が岩手県第１区になり
ました。 
平成29年７月16日以降に公示される衆議院議員総選挙から新しい区割

りで選挙が行われます。 
なお、平成29年６月１日現在の選挙人名簿登録者数は表のとおりです。 

渋民・好摩の各ふれあい広場は、ＩＧＲ渋民駅、好摩駅に

隣接し、一日貸し駐車場を備えています。列車でのお出か

けがより便利になります。ぜひご利用ください。 

いつまでも、介護を必要とせず、元気でいたい！それは

誰もが望むことだと思います。しかし、足腰の筋力は日頃

から意識していないと低下していきます。 

「元気はなまる教室」に継続して参加し、みんなで楽し

く心身ともに若返りましょう。 

■対 象 盛岡市在住のおおむね 65歳以上 

■費 用 無料 

■申し込み 不要です。直接会場にお越しください。 

■送 迎（ユートランド姫神会場のみ） 

北まわり 9：10寺林転作研修センター 

⇒ 9：15巻堀地区コミュニティセンター 

⇒ 9：25好摩地区公民館 

⇒ 9：35玉山総合事務所 

⇒ 9：50ユートランド姫神着 

南まわり 9：05薮川地区公民館 

⇒ 9：30玉山地区公民館 

⇒ 9：35門前寺コミュニティセンター 

⇒ 9：40まるよし商店 

⇒ 9：50ユートランド姫神着  

※ 帰りは 14時発で、運行ルートはそれぞれ行きの逆です。 

◆団体▼巻堀中１位◆個人▼中学生

【２年】福浦大翔（巻堀中）３位▼小

学生【６年】米田滉清（渋民小）１位 

■第69回盛岡市民体育大会 

 

■第1回東北選抜小中学生相撲大会

（5/28 八幡平市松尾相撲場） 

介護予防のために，みんなで参加しよう！ 

「元気はなまる教室」が始まります。 

■問い合わせ 玉山総合事務所 健康福祉課 

019-683-3869（直通） 

 

「区割り図」（総務省）を加工して作成 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000490471.pdf） 
○問い合わせ 

選挙管理委員会事務局 

019-626-7582 

改定前 改定後 

■渋民ふれあい広場 

▽所在地 盛岡市下田字陣場

41-178（渋民駅東口から徒歩約

１分）▽区画数 ８台▽利用料

金 一日あたり 200円▽支払先 

ＩＧＲ渋民駅窓口683-2224 
 

■好摩ふれあい広場 

▽所在地 盛岡市好摩字上山３

-156（好摩駅西口から徒歩約１

分）▽区画数 11台▽利用料金 

一日あたり 300 円▽支払先 好

摩石油商会682-0049 

 

会場・時間 月　日

７月18日（火）　　　

8月22日（火）　　　

9月19日（火）　　　

10月17日（火）　　　

11月21日（火）　　　

7月25日（火）　　　

８月29日（火）　　　

9月26日（火）　　　

10月31日（火）　　　

11月28日（火）　　　

９月12日（火）　　　

10月10日（火）　　　

11月14日（火）　　　

イオンスーパーセンター渋民店
木童舎裏ミーティングルーム

10：00～11：30
（第２火曜日）

好摩地区コミュニティセンター
集会室

10：00～11：30
（概ね第３火曜日）

ユートランド姫神
研修室

10：00～11：30
（概ね第４火曜日）

会
場
別
日
程

男 女 計

盛岡・都南地域 10万9683人 12万5996人 23万5679人

玉山地域 4940人 5442人 1万 382人

盛岡市全域 11万4623人 13万1438人 24万6061人

http://www.soumu.go.jp/main_content/000490471.pdf
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2017啄木祭(同実行委員会主催)が６月３日(土)、姫

神ホールで行われました。渋民小学校鼓笛隊による、

啄木作詞の同校校歌「春まだ浅く」の演奏で開幕。 

渋民中２，３年生は群読劇「風の吹くところ」を披

露。踊りや合唱を交え、啄木の歌の世界を表現しま

した。 

歴史小説家であり推理作家の井沢元彦さんが「『逆

説』で読む啄木の歌」と題して、現代でも多くの共

感を呼ぶ啄木の歌に込められた普遍的なメッセージ

に、自身の想いを重ね講演を行いました。集まった

約350人の観客は、広く多くの人々に愛される郷土の

歌人・啄木の偉業をしのびました。 

 

第11回玉山地域いきいきスポーツ大会（玉山地域老人クラブ協議

会連絡会主催）が６月13日（火）、渋民運動公園陸上競技場で開催

され，各競技で熱戦が繰り広げられました。 

大会は、７月に開催される市老人スポーツ祭典の予選を兼ねてお

り、男子100㍍・女子60㍍徒競走、10人１組で競うゲートボールリ

レー、ビンを板に立てて倒さないように引き６人でつなぐ「山車リレー」

などの競技が行われました。 

初夏の日差しの下、応援も白熱し、選手たちは心地よい汗を流し

ました。 

 姫神山（標高1,124㍍）のやま開きが５月21日（日）、一本杉登山口

で行われ、約1,000人の登山者がシーズン中の安全を祈願しまし

た。 

 思い思いのペースで山頂を目指し登頂した登山者たちは、雄大

な岩手山と広がる豊かな自然を眺め、万歳三唱でやま開きを祝い

ました。 

 

今年の冬頃にユートランド姫神

で改修工事を予定しています。 

 現在は営業しておりますので、 

ぜひご利用ください。 

■工事期間  冬頃～（詳細未定） 

■問い合わせ ユートランド姫神  

019-683-3215 

 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの改修が終わり、７月

から新しくなった施設がオープンします。 

鉄骨梁ジョイント部補修や屋根膜体シート更新

等の工事を行い、より安全に、快適にご利用いた

だけるようになります。皆様のお越しをお待ちして

おります。 

 平成 28年の台風 10号による水害で、死者・行方不明者 27人が発生す

る等、東北・北海道の各地で甚大な被害が発生しました。こうした被害をな

くすためにも、一人一人が災害の種類・内容に応じた避難場所を確認して

おくなど、日頃からの準備が必要です。 

また、内閣府では台風10号による水害

で、高齢者施設において、適切な避難行

動がとられなかったことを重く受け止め、高

齢者が避難を開始する必要がある段階で

あるということを明確にするため、「避難準

備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」

に名称変更しました。災害時の避難情報の

入手方法について確認してください。 

①山車リレー ②女子 60㍍ 

 ③長寿リレー ④玉入れ 

 

① ② 

③ ④ 
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夏の交通事故を無くしましょう 

■夏の交通事故防止県民運動 

８月１日から10日まで、夏の交通事故防止

県民運動が実施されます。 

夏場を迎え、暑さや長距離運転などの疲

れによる重大事故の発生や、夏場の開放感

などから生じる交通安全行動の低下が心配さ

れます。 

正しい交通ルールの遵守と交通マナーの

実践により、交通事故に遭わないよう心がけ

ると同時に、交通事故を起こさないようにしま

しょう。 

■運動の重点 

①暑さなどによる過労運転の防止 

②夏休み中の子どもの交通事故防止 

③全ての座席のシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底 

④飲酒運転の根絶 

■スローガン 

「抱っこより 深い愛情 チャイルドシート」 

ＬＥＤクリップライトを販売しています 

 玉山地域交通安全防犯協会連合会では，玉山総合事務所１階ホールに LEDクリップライト

販売機を設置しています。LEDクリップライトは反射式ではなく自発光式なので，夕暮れ時や

夜間に光って存在を知らせることができ，交通事故防止に安定した効果が期待できます。価

格は１個あたり 200円で、白色光と青色光の２種類を販売しています。交通安全用品の有効

利用で事故のない地域を目指しましょう。 

アメリカシロヒトリ 
駆除に御協力をお願いします 

■駆除の方法 

アメリカシロヒトリは、

産卵後、１週間程度で

幼虫となり、産卵され

死亡している野良猫等の

野生動物を見つけたら

■自宅等個人の土地で死んでいた場合 

半透明のゴミ袋に入れ、「もえるごみ」の日に各地区の集積所へ出してく

ださい。ゴミ袋に入れる際は、新聞紙などで見えないようにしていただいても

構いません。 

野生動物には様々な菌や虫がついていますので、素手で触らないよう注

意してください。 

作業を行う際はゴム手袋や皮手袋など、丈夫で網目のない手袋を着用し

てください。ゴム手袋のうえに使い捨てビニール手袋を着用して作業を行う

と、野生動物に触れた手袋を簡単に処分できるため、衛生的です。 

手袋を着用した場合でも、作業後は忘れずに手を洗ってください。 

※集積所に出せるのは「野生動物」の死がいです。ペットとして飼っていた

動物は岩手・玉山環境組合（：019-682-0552）へ直接持ち込むか、民間業

者にご相談ください。 

■道路で死んでいた場合（私道をのぞく） 

 道路管理者が処分しますので、税務住民課まで発見場所をお知らせくださ

い。通報が休日の場合は、休み明けに処分することになりますので、御了承

ください。 

■動物の死がいは 

原則として土地の所有者に処分していただくものです。御不明な点がござ

いましたら、税務住民課までお問い合わせください。 

■連絡先 玉山総合事務所 税務住民課 019-683-3805 

不法投棄は犯罪です！ 

■「知らなかった」では通りません 
廃棄物を決められた場所以外に捨てたり放置することは「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」で禁止されています。 

■不法投棄されたごみの処理は 

・私有地の場合→土地の所有者が回収処理することになります。 

・市有地の場合→市が回収処理します。←回収処理費用は税金から支出 

■不法投棄を見つけたら 

駐在所または、玉山総合事務所税務住民課（：019-683-3805）に通報をし

て，分かる範囲で以下の事項をお知らせください。 

①発見日時 ②場所 ③不法投棄者に関する情報 ④廃棄物の種類と量 

⑤車に関する情報 ⑥通報者の氏名と電話番号 

■不法投棄防止をみんなで 

自治会・事業所ぐるみで不法投棄防止に御協力をお願いします。 

５年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金 
またはどちらも科されます。 

※法人に対しては３億円以下の罰金刑 

が併せて科されます。 

た樹木の葉に固まって、クモの巣状となりま

す。葉が茶色になるため見て確認することが

できます。 

この時期に枝ごと切り落とし、ビニール袋な

どに入れて処分するか、薬剤で駆除しましょう

（家庭用のスプレー殺虫剤でも駆除が可能で

す）。 

■防除用器具の貸し出し 

玉山総合事務所では，薬剤散布機の貸し

出しと、薬剤の無料提供を行っていますので

ご利用ください（提供する薬剤は、２㎝くらい

の小さな幼虫には効果がありますが、大きく

なると効きにくくなります）。 

■問い合わせ 

玉山総合事務所 税務住民課 

019-683-3805 
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現在，国民の２人に１人ががんにかかり、３人に１人が亡くなっています。 

がんの早期発見・早期治療のために重要なのががん検診です。 

年に１回のがん検診を忘れずに受けて、健康管理に役立ててみませんか？ 

受診には受診券（ハガキ）が必要です 

６月配布の「集団検診のお知らせ」を確認 

いつ、何の検診を受けることができる

か等、詳細については、６月に地域内

各戸に配付された「玉山地域集団検診

のお知らせ」（ピンク色）をご覧ください。 

紛失した場合は、ご連絡ください。 

特定健診と後期高齢者健診は無料 

無料クーポン券も忘れずに 

乳がん検診・子宮頸がん検診では特

定年齢に達した人に、肝炎ウイルス検

診では特定年齢に達した検診受診歴

のない人に、検診が無料で受けられる

クーポン券が郵送されます。届いた人

は、受診券と一緒に忘れずにお持ちく

ださい。 

受診前に申込みが必要 

成人検診の集団検診を受けるに

は、事前申込が必要です。健康福祉

課まで、お電話でお申込みください。 

年に一回，自分と家族のために，検診を 

対象者にはあらかじめ、次のとおり受診券をお送りしております。また，勤務先や加入している健康保険者でがん検診を

行っていない方も受診することができます。 

受診券がお手元に届かない場合や紛失した場合には、お早めにご連絡ください。 

送迎バスを運行 

検診会場まで遠いところにお住ま

いの人を送迎するバスを運行しま

す。 

運行経路や時間については、健

康診断受診票と一緒にお送りしま

す。 

【担当・問い合わせ】 

玉山総合事務所 

健康福祉課 

 019-683-3869（直通） 

玉山地域では，８月～10月に集団検診（特定健診や

がん検診、結核検診など）を実施します。 

 ①盛岡市国民健康保険加入者 

↓特定健康診査受診券（青色） 
 

 ②後期高齢者医療制度加入者 

↓後期高齢者健康診査受診券（茶色） 

 

 ③盛岡市国民健康保険加入者と後期

高齢者医療制度の加入者等 

↓成人検診受診券（紫色） 

 

特定健康診査と後期高齢者健康

診査は、無料で受けられます。この

機会にぜひ受診しましょう。 

なお、成人検診については、成人

検診受診券をご覧ください。 

医療機関等での受診もできます 

集団検診を受診できない場合は、

個別検診を受診することができます。 

６月26日から10月31日まで（乳が

ん・子宮頸がん検診は翌年３月16日

まで。ただし、無料クーポン券は12月

22日まで使用可。）、市内指定医療

機関で個別検診を実施します。 

詳しくは、広報もりおか６月15日号

折り込みの「盛岡市検診だより」に掲

載していますので、ご覧ください。 


