
日時  平成28年7月7日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階第４会議室

土木部長 ○ ○

水産部長 ○ ○

林務部長 ○ ○
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○ 局長 ○ ○

○ 経営企画部長 ○ ○

○ 農政部長 ○ ○
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○ ○

農村整備室長 ○ ○

県税室長 ○ ○

※管内報道機関との定例懇談会（８月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成28年８月４日（木)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階第４会議室
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管内報道機関との定例懇談会（７月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 
県政懇談会「がんばろう！岩

手」意見交換会の開催について 
経 営 企 画 部 

知事が直接、被災地の復興等に取り組んでいる方々の

声を聴き、意見交換を行う県政懇談会を、７月 14日（木）

に開催します。 

２ 
平成28年度「市町村からの要望」

の実施について 
経 営 企 画 部 

管内の市町村と地域課題を共有し、解決に向け一層の

連携を図ることを目的に実施する「市町村からの要望」

について、今年度のスケジュールをお知らせします。 

３ 
中学生を対象とした医療現場

体験会の実施について 

保健福祉環境部 

久 慈 保 健 所 

医師等の職業の重要性について理解を深めてもらい、

将来の久慈地域の医療を担う人材の育成に資すること

を目的に、中学生を対象とした医療現場体験会を７月 28

日（木）に実施します。 

４ 
動物の適正飼養講習会の開催

について 
保健福祉環境部 

 県北広域振興局から動物の譲渡を受けた者及び一般

県民を対象として、７月 17 日（日）に、動物の適正飼

養講習会を開催します。 

同会場では「震災で消えた小さな命展」代表による特

別講演のほか、同展（複製画展）も開催されます。 

５ 

平成 28 年度久喜海づくり少年

団活動第 19 回漁業体験につい

て 

水 産 部 

７月８日（金）、久慈市立久喜小学校の児童で構成す

る「久喜海づくり少年団」が、定置網での網起こし見学

やウニ採り体験などを行ないます。 

６ 
８月１０日（水）道の日イベン

トを開催します 
土 木 部 

久慈・二戸地域の道交流を通じ、道路愛護精神の啓発

を図るため、８月 10日（水）の「道の日」に、「バス＆

ウォーキングツアー 『～奥州街道（蓑ヶ坂）を巡る～』」

を開催します。 

７ 

滝ダム「森と湖に親しむ旬間」

のイベントを開催します 

 

土 木 部 

滝ダムでは、森と湖に親しむ旬間（７月 21～31 日）

の取り組みとして、ダム施設の見学や巡視船の展示のほ

か、滝発電所の一般公開を開催します。 

また、８月７日（日）には夏休み恒例の長内川川まつ

りを開催します。 

 

 
【その他配付資料】 

・県北広域振興局イクボス宣言 

・月間行事予定表（平成 28年７月～平成 28年８月上旬） 

・たねいちウニまつり 

・ひろの UNIカップビーチバレーフェスタ 
 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
県政懇談会「がんばろう！岩手」意見交換会の開催について 

（経営企画部）  

 

 県では、震災からの復興等をテーマに、知事が直接、被災地の復興等に取り組んでいる方々

の声を聴き、意見交換を行う県政懇談会を開催しますので、当日の取材につきまして、よろ

しくお願いします。 

 

実施日時 会場 テーマ・出席者 

７月 14日（木） 

10：30～11：45 

久慈地区合同庁舎 

６階大会議室 

（久慈市八日町１－１） 

「本格復興～北三陸の資源（たから）を生かし

て！」をテーマに、様々な地域資源を活用した取

り組みを行っている方々（６名）と意見交換を行

います。 

渡邉 勇さん  （久慈市地域おこし協力隊） 

藤織 ジュンさん（久慈市地域おこし協力隊） 

堀米 裕子さん（おなかサロンＰｏｎＰｏｎ主宰） 

岩谷 賢治さん （大野ふるさと公社職員） 

小野寺 智子さん（OsteriaVai-getsuシェフ） 

下道 一江さん （株式会社マルサ嵯峨商店） 

 

※ 県からは、達増知事、秘書広報室長、県北広域振興局長が出席します。 

 

※ 取材される際には、腕章を着用するなど報道機関であることを明らかにされるようお願

いします。 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課 下山 義彦 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
平成 28年度「市町村からの要望」の実施について 

（経営企画部） 

 

管内の市町村と地域課題を共有し、その解決に向け一層の連携を図ることを目的に実施し

ている「市町村からの要望」につきまして、今年度は、以下のスケジュールにより、実施す

る予定ですので、お知らせします。 

 

 

１ 実施日程（予定） 

≪久慈地域≫ 

実施日時 市町村 場所 

７月 22日（金）13時 30分～ 洋野町 洋野町役場種市庁舎 ４階 大会議室 

８月 １日（月） 13時 30分～ 久慈市 久慈市役所 ３階 大会議室 

８月 10日（水）13時 30分～ 野田村 野田村役場 ２階 会議室 

８月 22日（月）13時 30分～ 普代村 普代村役場 ３階 大会議室 

  

≪二戸地域≫ 

実施日時 市町村 場所 

７月 12日（火）10時 00分～ 一戸町 一戸町町民文化センター ２階 大会議室 

７月 21日（木）13時 30分～ 九戸村 九戸村公民館 ２階 開発ホール 

７月 25日（月）13時 30分～ 二戸市 岩手県二戸地区合同庁舎 １階 大会議室 

７月 28日（木）13時 30分～ 軽米町 軽米町役場 ３階 大会議室 

 

※ 会場及び開始時間は、変更することがあります。 

 

 

２ 出席者 

（市町村）市町村長、議会議長、部長等 

（県 側）局長、副局長、部長（所長・室長）等 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課 下山 義彦 

電話：0194-53-4981  内線 315 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目３  
中学生を対象とした医療現場体験会の実施について 

（保健福祉環境部/久慈保健所）  

 

 久慈保健所管内の医師、看護師等の医療従事者の不足が深刻化する中、中学生を対象に病

院での医療現場体験会を実施することにより、医師等の職業の重要性について理解を深めて

もらい、将来の久慈地域の医療を担う人材の育成に資することを目的に実施するものです。   

現場体験会に先立ち、６月から７月にかけて管内の中学校 10校で医師による出前講座を実

施しており、出前講座を受講した生徒の中から希望する生徒を募り実施するものです。 

 

１ 日時 平成 28年７月 28日（木） 14時～16時 

２ 会場 岩手県立久慈病院（久慈市旭町第 10番地１番） 

３ 定員 50名程度 

４ 日程 

 

５ 昨年度の様子 

  

（超音波メスの体験）          （手術室の見学） 

13：50～14：00 

14：00～14：15 

14：15～14：25 

14：30～15：50 

 

15：50～16：00 

参加生徒受付 

オリエンテーション 

病院の概要説明等 

病院内見学（看護、薬剤、検査、リハビリテーション） 

医療機器等使用体験 

閉会・アンケート記入 

担当：保健福祉環境部企画管理課長 阿部 靖子 

電話：0194-53-4987  内線 244 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目４  
動物の適正飼養講習会の開催について 

（保健福祉環境部）  

 

 県北広域振興局保健福祉環境部では、保護・収容等した動物であって、譲渡の適性のある

ものについて、一般県民への譲渡を行っています。 

今般、県北広域振興局から動物の譲渡を受けた者及び一般県民を対象として、動物愛護管

理の普及啓発のため、次のとおり動物の適正飼養講習会を開催しますのでご案内します。 

なお、同会場では「震災で消えた小さな命展」代表による特別講演が行われるほか、同展

（複製画展）が開催されることになっています。 

１ 動物の適正飼養講習会 

県北広域振興局から動物の譲渡を受けた者及び一般県民を対象として、動物愛護管理の

普及啓発のために次のとおり実施します。 

（１）開催年月日 

平成 28年７月 17日（日）13：30～15：30 

（２）会場 

あーとびる麦生（久慈市侍浜町麦生 3-36-1） 

（３）内容 

【特別講演】 

講師 うさ 氏（震災で消えた小さな命展代表） 

   演題 ペット同行避難ではなく同伴避難を～東日本大震災から熊本地震～ 

【講  習】 

 講師 佐々木 明津志 氏（ささき獣医科医院 院長） 

 演題 動物の健康管理としつけについて 

 

２ 震災で消えた小さな命展とは 

東日本大震災で動物を亡くした飼い主のために、絵本作家が飼い主からの申し出をもと

にその動物を描き、その絵の展覧会を開催している企画であり、展覧会開催後には飼い主

に絵が返還されている。平成 24 年３月から開始され、平成 28 年３月まで Part3 が開催さ

れていた。現在は複製画展が開催中である。 

 

 

 

 

 

担当：保健福祉環境部環境衛生課長 小野正文 

電話：0194-53-4987 内線 325 

 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
平成 28年度久喜海づくり少年団活動第 19回漁業体験について 

（水産部）  

久慈市立久喜小学校の児童で構成する「久喜海づくり少年団」は、平成 28年７月８日（金）

に、定置網での網起こし見学やウニ採り体験などを実施します。 

久喜海づくり少年団は、平成９年度から海や水産業について理解を深め、地域の自然を大

切にする心の醸成や漁業担い手の育成を目的とし、久慈市漁業協同組合に所属する地元の生

産部や女性部、久喜小学校ＰＴＡの協力のもと、毎年、磯観察や漁業体験及び鮭新巻づくり

体験などの活動を行っています。 

 

１ 日時及び場所 

日時：平成 28年７月８日（金） ８：３０～１２：３０ 

場所：久喜漁港 

   

２ 漁業体験内容 

 (1) 久慈市漁業協同組合久喜生産部長及び屋形定置網大謀の海に関するお話 

 (2) 定置網起こし見学：６年生（８名）    

 (3) かい漕ぎ・ウニ採り体験、ウニ剥き体験：３～５年生（２６名）    

 ○ 体験終了後、ＰＴＡや女性部の方が定置網で獲れた魚を料理し、昼食会を開きます。 

注１ 天候及び波の状況が悪い場合は、ウニ剥き体験、海に関するお話のみとなります。 

注２ 問い合わせ先：久喜小学校遠畑副校長（TEL 0194-54-2010） 

 

３ 主催・共催 

 (1) 主催：久喜海づくり少年団育成委員会 

 (2) 共催：久慈市漁業協同組合、久喜小学校ＰＴＡ、久喜小学校、県北広域振興局水産部、

久慈市林業水産課 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度の漁業体験の状況 

 

                 担当：水産部水産振興課 工藤 飛雄馬 

電話：0194-53-4985  内線 365 



報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目６  
８月１０日（水）道の日イベントを開催します。 

（土木部）  

昭和 61 年、国土交通省は、国民に道路の意義・重要性について関心をもってもらうため    

8月 10日を「道の日」と制定しました。以来、各地で様々なイベントが開催されております。 

県北広域振興局では、久慈・二戸地域の道交流を通じ、道路愛護精神の啓発を図るため「バ

ス＆ウォーキングツアー 『～奥州街道（蓑ヶ坂
みのがさか

）を巡る～』」と題し、道の日のイベントを

開催します。 

 

平成２８年度道の日イベント   

～奥州街道（蓑ヶ坂）を巡る～ 

 

 

主   催：県北広域振興局土木部・二戸土木センター 

協   力：一戸山形線の歴史と景観を考える会 

開催日時：平成 28年 8月 10日（水） 午前 9時 00分～午後 4時 00分 

開催場 所：二戸市金田一～三戸町（蓑ヶ坂)  

行   程：①久慈地区合同庁舎駐車場 午前 9時 00分集合（バスで移動） 

            ②二戸地区合同庁舎にて開会式 午前 10時 20分 

      ③二戸地区合同庁舎出発 午前 10時 50分 

③奥州街道（およそ３kmのウォーキング）二戸市金田一～三戸町 

④昼食会場 金田一ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（「ｱﾂﾏﾗﾝｶ」昼食＆久慈と二戸の交流の場） 

⑤午後 14時 30分帰路へ 

⑥二戸地区合同庁舎 15：00、久慈地区合同庁舎 16：00（解散） 

参加人 数：３０名（久慈地区）、３０名（二戸地区）・参加費無料・昼食各自持参 

申込締切：８月１日（月）までに下記の問い合わせ先へ電話で申し込み 

問合せ先：県北広域振興局土木部道路整備チーム  電話：0194-53-4990（内線 261） 

      〃 二戸土木センター道路環境チーム 電話：0195-23-9209（内線 295・303） 

 

 

 

 

 

 

担当：土木部道路整備課 中田 勇一 

電話：0194-53-4990 内線 261 







報道機関懇談会資料（2016/7/7） 県北広域振興局 

懇談項目７ 
滝ダム「森と湖に親しむ旬間」のイベントを開催します。 

～この夏の思い出づくりにどうぞ！～          （土木部） 

 

 滝ダムでは、森と湖に親しむ旬間（7/21～7/31）の取り組みとして、ダム施設の見学や

巡視船の展示のほか、滝発電所の一般公開を開催します。 

また、8月 7日（日）には夏休み恒例の長内川川まつりを開催します。 

 

１ ダム施設見学・滝発電所一般公開（予約必要） 

開催日 イベント項目 内  容 

7月 30日（土） 

9:30～14:30 

 

ダム施設見学 ダム堤体内を職員が案内し、説明する。 

滝発電所一般公開 県企業局職員が発電施設を案内し、説明する。 

ダムライトアップ 期間中（7/21～31）の 19：00～21：00に実施。 

 

 

２ 長内川川まつり（長内川川の会と「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会久慈地区

分科会の共催） 

日時：8月 7日（日）9:00～15:00 

場所：長内川河川敷（新街橋上流左岸） 

イベント項目 内  容 

① イワナのつかみ取り 川まつり会場にて、つかみ取りを体験する。 

② 木工製作 木工製作キットを組み立てる。 

③ リース製作 森の達人の指導で、リースを製作する。 

④ ヨーヨー釣り 水ヨーヨーを釣り上げる。 

⑤ カヌー・カヤック体験 インストラクターの指導のもと、乗船を体験する。 

⑥ 丸太切り体験 台の上の丸太を、ノコギリで切る。 

 このほか当日は「長内川川の会」主催の行事が多彩に行われます。（イベント項目や内容が

変わる場合がある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：滝ダム管理事務所 川崎卓也 

電話：0194-59-3838 



＜参考＞ 

 

○「森と湖に親しむ旬間」について 

 

国土交通省と林野庁が昭和 62年度に制定し、今年で 29回目を迎えました。国民に森 

と湖に親しむ機会を提供することにより、心身のリフレッシュや明日への活力を養うと 

共に、ダムや森林等の水資源の重要性について関心を高め理解を得ることを目的として 

います。 

 この久慈地域では関係 10団体で構成される岩手県実行委員会久慈地区分科会※を設立 

し、この旬間にさまざまなイベントを開催しています。 

 

 

※「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会久慈地区分科会構成団体 

  （会長：滝ダム管理事務所長） 

所属機関 所属機関 

① 長内川川の会 

② 滝ダム周辺環境美化協会 

③ 森の舟 

④ (社)岩手県建設業協会久慈支部青年部会 

⑤ 三陸北部森林管理署久慈支署 

⑥ 久慈市産業経済部林業水産課 

⑦ 岩手県企業局施設総合管理所（発電課） 

⑧ 県北広域振興局林務部（林務課） 

⑨ 県北広域振興局土木部（河川港湾課） 

⑩ 県北広域振興局土木部 滝ダム管理事務所 

 

 

 

 

○ その他、会場案内図と昨年の実施状況写真を添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ダム施設見学会場

長内川川まつり会場



ダム施設見学会

長内川川まつり

ヨーヨー釣り カヌーカヤック体験

実施状況写真

ダム施設見学 滝発電所一般公開

イワナのつかみ取り リース製作

過年度実施状況写真



県北広域振興局 

イクボス宣言 

 

私は、部下職員の仕事と家庭の両立を応援

する「イクボス」を増やし、育児休業や介護

休業などを取得しやすい職場環境づくりに

努めます。 

また、自らも仕事と生活の充実に取り組む

「イクボス」となり、先頭に立ってこの取組

を推進します。 

 

平成 28 年 7 月 6 日 

県北広域振興局長 八重樫 一洋 

 

 

 



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

8 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

9 土 ＪＲ盛岡硬式野球部とスポ少交流会 13:15～17:00 洋野町
オーシャンビュー

スタジアム
洋野町企画課 65-5912

舟渡海水浴場開き 10:00～ 久慈市 舟渡海水浴場 久慈市観光交流課 52-2123

内間木洞まつり 10:00～15:00 久慈市 侍浜海水プール 久慈市小国自治会 72-2150

13 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

第２回山根サマーフェスティバル 11:00～15:00 久慈市 旧山根小中学校 山根六郷の里協議会 57-2111

洋野まちなかフェスタinおおの 13:00～ 洋野町 大野ふるさと物産館前 洋野町地域振興課 77-2111

侍浜海水プール開き 10:00～ 久慈市
久慈地下水族科学館

もぐらんぴあ
久慈市観光交流課 52-2123

白樺の里夏まつりin平庭高原 10:00～15:00 久慈市
道の駅「白樺の里
やまがた」周辺

久慈市産業建設課 72－2111

種市海浜公園海水浴場安全祈願祭 9:00～ 洋野町
種市海浜公園

シーサイドハウス前
洋野町水産商工課 65-5916

たねいちウニまつり 9:30～ 洋野町 種市海浜公園 ◎ 洋野町水産商工課 65-5916

海洋スポーツ普及祭 9:30～ 洋野町 海洋センター 洋野町生涯学習課 65-5411

ベアレンビアフェスタ in ふだい2016 11:00～16:00 普代村 まついそ公園 普代村政策推進室 35-2114

18 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

もぐらんぴあ夏まつり
（～24（日））

23日 10:00～16:00
24日 10:00～15:00

久慈市
久慈地下水族科学館

もぐらんぴあ
久慈地下水族科学館

もぐらんぴあ
75-3551

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

サーフィン体験会 10:00～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

のだ・みちのく潮風トレイル　クリーンアップ
ウォーキング

9:00～14:20 野田村 村内 野田村観光協会 78-2012

28 木
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

久慈みなと・さかなまつり 9:00～15:00 久慈市 久慈市漁協周辺 ◎
久慈みなと・さかなまつり

実行委員会
（久慈市観光交流課内）

52-2123

ひろのUNIカップビーチバレーフェスタ2016 8:30～ 洋野町 種市海浜公園 ○ 洋野町水産商工課 65-5916

種市海浜公園シーサイド花火大会2016
17:30～（ライブ）
19:30～（花火

打ち上げ）
洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

ふだいまるごと元気市 10:00～ 普代村 普代村商店街 普代村政策推進室 35-2114

平成28年8月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

3 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

あまちゃんサミット 久慈市 あまちゃんハウス
北三陸あまちゃん
観光推進協議会

（久慈市観光物産協会内）
66-9200

ヤマセあきんどまつり
（～8日（月））

15:00～21:00 久慈市 久慈市中心市街地 久慈商工会議所 52-1000

ひろのビーチサッカーフェスティバル2016
（～7日（日））

9:00～ 洋野町 種市海浜公園 洋野町水産商工課 65-5916

北限の海女フェスティバル 10:00～15:00 久慈市 小袖漁港 ◎
北限の海女フェスティバル

実行委員会事務局
（久慈市観光交流課内）

52-2123

種市夏まつり 12:00～ 洋野町 種市駅前周辺 洋野町水産商工課 65-5916

北緯40度普代浜ビーチバレーボール大会 9:00～ 普代村 普代浜 普代村政策推進室 35-2114

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

10

日

16 土

場所

日

平成28年7月 行  事  予  定  表

場所

24

7 日

23 土

日

17 日

6 土

31



※イベント当日は、周辺道路・駐車場の混雑が予想されますので、電車等公共交通機関のご利用をお願い致します。

7 2016

17日

種市海浜公園

種市駅前広場周辺
◆8月7日（日）：種市夏まつり

◆7月17日（日）：海洋スポーツ普及祭（B&G 海洋センター）
◆7月31日（日）：ひろのUNIカップ ビーチバレーフェスタ2016
◆7月31日（日）：種市海浜公園 シーサイド花火大会
◆8月6日（土）、7日（日）：ひろのビーチサッカーフェスティバル2016

◆8月7日（日）：種市夏まつり
大野地区中心街及び大野小学校校庭
◆8月18日（木）：第27回北奥羽ナニャドヤラ大会◆8月18日（木）：第27回北奥羽ナニャドヤラ大会

◆7月17日（日）：海洋スポーツ普及祭（B&G 海洋センター）
◆7月31日（日）：ひろのUNIカップ ビーチバレーフェスタ2016
◆7月31日（日）：種市海浜公園 シーサイド花火大会
◆8月6日（土）、7日（日）：ひろのビーチサッカーフェスティバル2016

もっと洋野の　　を楽しもうもっと洋野の　　を楽しもう夏夏 ！！！！

イベント
盛り沢山
だよ！

問合せ先／ TEL 0194-65-5916  AM9：00～PM5：00（土日祝日除く）
E-mai l  suisho@town.hirono.iwate.jp　URL  www.town.hirono.iwate.jp
問合せ先／ TEL 0194-65-5916  AM9：00～PM5：00（土日祝日除く）
E-mai l  suisho@town.hirono.iwate.jp　URL  www.town.hirono.iwate.jp

後　　援／岩手県、岩手日報社、デーリー東北新聞社、毎日新聞盛岡支局、朝日新聞盛岡総局、読売新聞盛岡支局、NHK 盛岡放送局、IBC 岩手放送、
テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、青森放送、青森朝日放送、エフエム岩手、コミュニティラジオ局 BeFM、八戸テレビ放送、
青森テレビ、東奥日報社

後　　援／岩手県、岩手日報社、デーリー東北新聞社、毎日新聞盛岡支局、朝日新聞盛岡総局、読売新聞盛岡支局、NHK 盛岡放送局、IBC 岩手放送、
テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、青森放送、青森朝日放送、エフエム岩手、コミュニティラジオ局 BeFM、八戸テレビ放送、
青森テレビ、東奥日報社

主　　催／ひろのイベント事業実行委員会（洋野町水産商工課内） 主　　催／ひろのイベント事業実行委員会（洋野町水産商工課内） 

オープニングアトラクション
9：30～9：4511
販売開始宣言
9：50～9：5522
種市産ウニの販売PR
10：00～売切れ次第終了33
ラジオ公開生放送
10：00～11：0044
オープニングセレモニー
11：00～12：0055
芸能アトラクション
12：15～13：3066
ライブコンサート
13：30～15：00
第一部：三本木智子（洋野町出身）

第二部：スペシャルゲスト 堀江  淳
　　　　なりきりアイドル 松森聖菜＆MARI ライブ

77

まるごとフードプラザ
10：00～15：0088
南部もぐり実演
①12：00～12：30
②13：30～14：00

99



オープニングアトラクション 9：30～9：45オープニングアトラクション 9：30～9：45
・種市海鳴太鼓　・種市海鳴太鼓　1
販売開始宣言 9：50～9：55販売開始宣言 9：50～9：55
・ウニ等の販売開始宣言・ウニ等の販売開始宣言2
種市産ウニの販売PR 10：00～売切れ次第終了種市産ウニの販売PR 10：00～売切れ次第終了
・ビンウニ販売・殻付ウニ販売、
　生ウニ丼づくり体験、ウニ殻割体験、
　ウニ料理試食、海産物等販売

・ビンウニ販売・殻付ウニ販売、
　生ウニ丼づくり体験、ウニ殻割体験、
　ウニ料理試食、海産物等販売

3

ラジオ公開生放送 10：00～11：00ラジオ公開生放送 10：00～11：00
・うっちゃんみかちゃんの県南おもしろ事件簿・うっちゃんみかちゃんの県南おもしろ事件簿4
オープニングセレモニー 11：00～12：00オープニングセレモニー 11：00～12：00
・アトラクション（種市保育園）
・景品付きウニ餅まき（ウニ色餅の景品付き餅まき）
・アトラクション（種市保育園）
・景品付きウニ餅まき（ウニ色餅の景品付き餅まき）

5

芸能アトラクション 12：15～13：30芸能アトラクション 12：15～13：30
・町内芸能団体による芸能発表・町内芸能団体による芸能発表6
ライブコンサート 13：30～15：00ライブコンサート 13：30～15：00
・第一部：三本木智子（洋野町出身）
・第二部：スペシャルゲスト 堀江 淳
　　　　　なりきりアイドル 松森聖菜＆MARI ライブ

・第一部：三本木智子（洋野町出身）
・第二部：スペシャルゲスト 堀江 淳
　　　　　なりきりアイドル 松森聖菜＆MARI ライブ

7

まるごとフードプラザ 10：00～15：00まるごとフードプラザ 10：00～15：00
・地元の食を扱った店など約20店舗が軒を
　連ねます。
・地元の食を扱った店など約20店舗が軒を
　連ねます。

8

南部もぐり実演南部もぐり実演
・種市高校による南部もぐり実演
　①12：00～12：30
　②13：30～14：00
　その他、南部もぐりグッズ等の販売

・種市高校による南部もぐり実演
　①12：00～12：30
　②13：30～14：00
　その他、南部もぐりグッズ等の販売

9

717717日 種市海浜公園イベント広場

種市中学校●種市中学校●

●道仏小学校●道仏小学校

八戸久慈自動車道八戸久慈自動車道
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指 指定駐車場
イベント当日の交通規制は係員の指示に従って下さい。
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● ●岩手銀行
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●洋野町役場種市庁舎●洋野町役場種市庁舎

●魚市場●魚市場

種市漁港種市漁港
種市フィッシャリーナ種市フィッシャリーナ

種市海浜公園種市海浜公園
江戸ヶ浜海水浴場江戸ヶ浜海水浴場

　　●
岩手県栽培漁業
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●種市小学校●種市小学校

●オーシャンビュー
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　 … シャトルバス発着所
　 … 八戸方面からの推奨ルート
イベント当日は、会場周辺道路・駐
車場の混雑が予想されますので、駐
車場～会場間のシャトルバスをご利
用ください。
また、まつり期間中は、国道45号が
混雑することが予想されますので、
八戸方面からお車で来場される際
には、県道角ノ浜玉川線（247号）を
ご利用ください。

たねいちウニまつり
ACCESS MAP

たねいち






