東北本線 岩
手飯岡駅

■都南中央第三地区

至国道４号→
Ｎ

①

②

駅前広場

至秋田

■道明地区

ジョイス

Ｎ

⑥

受診までの流れ

国民健康保険（国保）と後期高齢者医療制度に加入している人が表の指定検
査機関で人間ドックを受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、同じ年
度内に国保特定健診や後期高齢者健診、がん検診を受診した人は助成を受けら
れません。【問】健康保険課☎626-7527【広報ＩＤ】1003571
【期間】通年（３月31日は１日コースのみ）
【助成額】１日コース、１泊２日コースとも２万円。乳がんまたは子宮がんの
検査を受診する場合は２万4000円
自分の健康を
❶表の指定検査機関へ日時を予約
❷受診日の１週間前までに健康保険課か都南総合支所税務福祉係、 チェックしよう！
玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ被保険者証を持参し申し
込み、受診券を受け取る。※健康保険課以外で申し込んだ後期
高齢者医療制度加入者には郵送します
❸受診当日、受診券と被保険者証、自己負担金、必要書類を持参する
告
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④

⑤
農免道

国道 号

46

396
４

盛岡南ＩＣ

至遠野

上米内湯沢線
（県道３６号）
西バイパス 県道から国道46号に変わる 盛岡南ＩＣ
入口交差点
南口交差点
区間

価格と面積など
価格
面積

申込書は市公式ホームページからもダウ
ンロードできます

建ぺい率

【広報ＩＤ】1008694

容積率

用途地域

近隣商業地域
（県道不動盛岡線東端
80％
200％
224.27
① 1228万9996円
から30ｍを超える区
平方㍍ （60％）（200％）
域は第一種中高層住居
専用地域）

③

④

ホーマック
スーパーデポ盛南店

至宮古

【広報ＩＤ】1008696
価格と面積など
価格
面積
建ぺい率 容積率
用途地域
その他
200.37
第二種中高層
1350万4938円
平方㍍
住居専用地域
356.32
第一種住居
2522万7456円
平方㍍
地域
準防火
60％
200％
184.47
第二種中高層 地域
1267万3089円
平方㍍
住居専用地域
150.33
第二種中高層
1019万2374円
平方㍍
住居専用地域

表２

③

⑤
⑥

※③は敷地内に電柱及び支線あり。④は敷地内に電柱あり。
⑤及び⑥は敷地内に電柱及び支線なし（ただし、今後設置される可能性あり）。

表

市民参加型舞台で震災を描く

106

46

② 1062万 270円

キャラホール

←至盛岡駅
スポーツデポ

盛岡駅

179.70
60％
200％
第一種住居地域
平方㍍
※①は敷地内に電柱及び支線なし（ただし，今後設置される可能性あり）。
②は敷地内に電柱及び支線なし。

都南図書館

人間ドック費用を助成

広

表１

←至盛岡南ＩＣ

紡ぐそれぞれの３.11

４

46

Ｎ

ＮＨＫ前交差点

盛岡ＩＣ

都南中央第三地区と道明地区の保留地売却
市は、都南中央第三地区と道明地区の保留地を売
却します。価格などは表１、２のとおりです。購入
希望者は都南分庁舎１階の盛岡南整備課に備え付け
の申込書に記入し、必要書類を添えて同課へ提出し
てください。また、説明会を開催しますので、参加
希望者は当日会場へお越しください。
【申込期間】４月10日㈪～21日㈮（土・日曜を除
く）、８時半～17時。郵送の場合は４月21日㈮
必着
※申し込みが複数のときは、都南分庁舎３階研修
室にて抽選（５月８日㈪を予定）
※契約時には価格の10％以上の契約保証金が必要
【説明会】
・都南中央第三地区 ４月７日㈮９時～
・道明地区
４月７日㈮10時半～
いずれも都南分庁舎４階 大会議室北にて
【問】同課☎639-9032

館坂交差点

岩手県
主要地方道
盛岡横手線
（県道１号）

岩手県
館坂交差点内
盛岡市
盛岡市
市道
市道
上田四丁目
上田四丁目
稲荷町１号線
稲荷町２号線

道
自動車
東北

国道46号の上田三丁目（ＮＨＫ前交差点）から
上厨川字前潟（西バイパス北口交差点）までの区間
を４月１日から県道・市道として県と市が管理しま
す。また、県が管理していた主要地方道上米内湯沢
線の津志田15地割（盛岡南ＩＣ入口交差点）から
永井１地割（西バイパス南口交差点）までの区間を
国道46号とし、国土交通省が管理します。
【問】
国道：国土交通省盛岡西国道維持出張所
☎687-5888
県道：盛岡広域振興局土木部管理課☎629-6656
市道：市道路管理課☎613-8543
緊急：道路緊急ダイヤル☎#9910
【広報ＩＤ】1018847

国道46号から県道・市道に変わる区間

稲荷町交差点

市は、地球温暖化対策事業の財源確保の一環と
して、公用電気自動車２台への掲載広告を募集し
ます。事業活動をＰＲする媒体として、環境にや
さしい電気自動車をぜひご活用ください。詳しく
は、市公式ホームページと市環境部ウェブサイト
「ecoもりおか」に４月１日から掲載します。
【募集期間】４月３日㈪～来年２月15日㈭
【掲載期間】５月１日㈪～来年３月31日㈯
（掲載は１カ月単位）
【問】環境企画課☎626-3754
【広報ＩＤ】1010276

道路の管轄を変更

西バイパス北口交差点

公用電気自動車への
掲載広告大募集！

指定検査機関
検査機関名（所在地）
電話番号 １日
１泊２日
盛岡市立病院（本宮五）
635-0101 ○
○
盛岡南病院（津志田13）
638-2020 ○
○
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野）
689-2101 ○
○
八角病院（好摩字夏間木）
682-0201 ○
○
県立中央病院（上田一）
653-1151 ○
○
盛岡赤十字病院（三本柳６）
637-3111 ○ 国保○後期×
盛岡友愛病院（永井12）
638-2222 ○
×
川久保病院（津志田26）
635-1305 ○
×
遠山病院（下ノ橋町）
651-2111 ○
×
松園第二病院（西松園三）
662-0100 ○
×
ＪＡ岩手県厚生連人間ドックセンター（永井14） 637-1910 ○
×
県予防医学協会（北飯岡四）
638-7185 ○
×
いわて健康管理センター（西仙北一）
635-8850 ○
×
岩手医科大学付属病院（内丸）
651-5111 × 国保○後期×
※検査料金や検査項目など詳しくは、各検査機関へお問い合わせください

たくさんの観客で埋まった盛岡劇場メインホ
ール。３公演で延べ1189人が来場しました

市民が役者やスタッフとして参加する「劇団モリオカ市
民」公演。その第６回公演「あの年の盛岡2011」（同公
演実行委員会など主催）が３月４日・５日の両日、松尾町
の盛岡劇場で上演されました。2013年に明治の三陸大津
波、15年に昭和の大津波を取り上げた「あの年の盛岡」
３部作の最終作は東日本大震災がテーマ。盛岡芸妓見習い
や、盛岡への赴任を控えた宮古市の小学校講師、老舗そば
屋など複数の視点から「あの時」が同時並行で描かれ、未
来へと歩み出そうとするストーリー。それぞれの思いが詰
まった熱演に、大勢の観客は大きな拍手を送りました。

市民伝言板
市民サークルの会員募集や催事情報など
を紹介するコーナー「市民伝言板」は本
号をもって終了します。
なお、場所などは掲載時点での予定です。

●いわて山楽会10周年記念作品展
日時 ４月１日㈯～４日㈫、９時～17時
※１日は13時から、４日は16時まで
場所 プラザおでって（中ノ橋 通一）
費用 無料 内容 野山の花の写真などの
展示 問 松尾さん☎622-4877
●「お手てでお話の会」体験教室
日時 ４月14日㈮10時～ 場所 キャラホ
ール（永井24） 内容 歌や手遊びなど
でベビーサインを学ぶ 対象 生後６カ月
～１歳半の子と保護者 定員 先着６組
費用 500円 申し込み 日本ベビーサイン
協会のホームページをご覧ください 問
鈴木さん☎090-5356-9120
●勇気づける子育てのワークショップ
日時 ４月16日㈰13時半～16時 場所 ア
イーナ（盛岡駅西通一） 内容 子ども
の話の聞き方など 定員 12人 費用 300
円 問 樋沢さん☎090-2024-6766
●大人のための日本舞踊体験会
日時 ４月17日㈪13時～15時 場所 杜陵老
人福祉センター（南大通一）費用 無料
問 菅原さん☎090-8617-5022
といさわ
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●市民フォークダンスの集い
日時 ５月３日㈬10時～15時 場所 都南
体育館（津志田14） 対象 小学生以上
費用 無料 問 吉田さん☎638-0229
●パークゴルフ初心者講習会
日時 ５月29日・６月26日・７月24日、
月曜、９時～12時 場所 盛岡リバーサイ
ドコース（都南大橋たもと） 費用 各
日500円 問 北山さん☎638-3934
●初級登山教室
日時 ６月６日㈫・８日㈭・11 日㈰・
13 日㈫・18 日㈰、全５回。初回は
18 時半～ 20 時半。２回目以降は初
回にお知らせ 場所・内容 初回はアイー
ナ（盛岡駅西通一）で基本講習。そ
の後は鞍掛山などを登る 対象 18 歳
以上 65 歳以下 定員 15 人 費用 5000
円 申し込み ５月６日㈯ から盛 岡山 友
会ファクス 635-6766 で先着順に受
け付け。住 所と名前、年齢、性 別、
電話番号を記入 問 福山さん☎ 6974168
●速記講習会会員募集
日時 毎週月曜、18時～20時 場所 勤労
福祉会館（紺屋町） 費用 月1500円 問
丸谷さん☎090-5594-8536
●M&Lリズム体操会員募集
日時 毎週火曜、10時半～12時 場所 盛
岡体育館（上田三） 費用 半年60 0 0
円 問 盛さん☎682-1397
●バトミントンサークル
「シャトルウィズ」会員募集
日時・場所 ①毎週火曜、
13時～16時、
主に盛岡体育館（上田三）②毎週金曜、
まる や

もり

10時半～13時、緑が丘地区活動セン
ター（黒石野二） 費用 各半年4000円
問 中村さん☎090-4630-7652
●ボクシング教室会員募集
日時 毎週水曜、18時半～20時半 場所
盛岡体育館（上田三） 内容 体幹トレ
ーニングやボクシングトレーニングな
ど 対象 ５歳以上 定員 40人 費用 ４カ月、
高校生以下5000円、一般8000円 問
鬼柳さん☎090-8923-1534
●大新吟詠会会員募集
日時 毎週水曜、18時45分～20時45
分 場所 西部公民館（南青山町） 内容
詩吟の練習や会員同士の交流など
費用 月10 0 0 円 問 赤 坂さん☎ 0 9 0 8929-9801
●親子でリトミック会員募集
日時・対象 毎週水曜～金曜、
10時～11
時は生後６カ月～２歳半未満、11時～
12時は２歳半以上 場所 主にプラザお
でって（中ノ橋通一） 内容 体を使って
音楽を感じるリトミック 費用 各１組500
円 問 藤原さん☎090-6450-5242
●太極拳・長拳（カンフー）
体験教室参加者募集
日時 ５月の毎週水曜は18時半～20時
半、毎週木曜は10時～12時、毎週土
曜は13時～15時と15時15分～16時
45分 場所 市立武道館（住吉町） 費用
各1000円 問 長瀬さん☎652-2470
●ママさんバレー「SUN」会員募集
日時・場所 毎 週 水 曜は仙 北 小（仙 北
二）、毎週金曜は仙北中（仙北三）、
19時～21時 費用 月1000円 問 加藤さん
き やなぎ

前２作に続きゲスト出演した宮古市の劇研麦の
会。避難所での様子などを宮古弁で演じました

☎080-1832-3428
●仙北レディーススポーツクラブ
会員募集
日時 毎週木曜、10時半～12時 場所 サ
ンライフ盛岡（仙北二） 内容 ストレッチ
とリズム体操 対象 女性 費用 半年9000
円 問 石川さん☎090-9535-1251
●社交ダンス会員募集
日時 毎週木曜、13時～16時 場所 青山
地区活動センター（青山三） 費用 月
2000円 問 板屋さん☎647-8170
●スクエアダンス初心者講習会
日時 毎週金曜、18時半～21時半 場所
キャラホール（永井24） 費用 無料 問
佐々木さん☎637-6597
●朗読サークル「いちょうの実」
会員募集
日時 毎月第２・４金曜、13時半～15時
半 場所 西部公民館（南青山町） 費用
１カ月2 0 0 0 円 問 成田さん☎ 6 4 6 6806
●「着物・生け花を楽しむ会」
会員募集
日時 毎月第２・４土曜、13時半～17時
場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 費用 １
回1000円 問 吉田さん☎090-82579085
●子どもの体験教育の
指導者候補を募集
日時 主に土・日曜（月３回程度） 場所
四ツ家教会（本町通二）など 内容 青少
年の野外活動などの手伝い 対象 18歳
以上 費用 年１万1800円 問 上総さん☎
090-9323-6469
かず さ
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