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連携中枢都市宣言 

 

 我が国においては，全国的に人口減少・少子高齢化が進んでおり，盛岡市，八幡平市，

滝沢市，雫石町，葛巻町，岩手町，紫波町及び矢巾町で構成される盛岡広域圏においても，

今後，人口減少とともに，少子高齢化の進行が見込まれています。このような人口減少や

少子高齢化は，経済活動や地域コミュニティ活動の停滞など，生活のあらゆる場面に大き

な影響を及ぼすことが懸念されています。こうした環境の変化に対応し，私たちと私たち

の次に続く世代が安定した暮らしを営むことができるよう，実効性のある取組が，今，強

く求められています。 

 

 盛岡広域圏は，これまでも私たちの暮らしに密接に関わる各般の課題に対して，市町を

越えて連携し，各市町の知見を結集して取り組んできた実績があります。特にも平成 20年

度以降は，盛岡広域首長懇談会を設置し，企業誘致や消費者相談などの分野で連携を深め

てきたところです。 

 

 また，盛岡広域圏は，豊かな自然に恵まれ，質の高い農産物が数多く作られており，長

い歴史の中で数多くの伝統と文化が育まれているとともに，高等教育機関や研究機関など，

高度な都市機能が集積し，北東北の交通の結節点として多くの人の交流が生まれ，産業の

活性化をはじめ圏域全体のみならず県全体の活力の向上に寄与しています。これらの特長

は，これまでこの圏域に暮らしてきた人々の長い営みの中で培われた私たちの強みでもあ

ります。 

 

国において連携中枢都市圏構想が示された今，盛岡広域圏がこれまで培ってきた広域連

携の実績と，圏域の特長を最大限に生かしながら，将来にわたって一定の圏域人口を有し

社会経済を持続可能なものとしていくための拠点を形成する好機であるといえます。この

ことを踏まえ，盛岡市は，連携中枢都市として都市の求心力をより一層高め，圏域全体の

経済成長のけん引と高次都市機能の集積・強化，圏域全体の生活関連機能サービスの向上

を図り，圏域の一体的な発展における中心的な役割を担う決意であることをここに宣言し

ます。 

 

平成 27 年 10 月 日 

盛岡市長 
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１ 圏域の現在の人口と将来推計人口 

市町名 

現在の 

人口 
将来推計人口 

2010年

（H22年） 

2015年

（H27年） 

2020年

（H32年） 

2025年

（H37年） 

2030年

（H42年） 

2035年

（H47年） 

2040年

（H52年） 

盛岡市 298,348 294,998  287,606  278,398  268,023  256,599  243,930  

八幡平市 28,680 26,487  24,402  22,302  20,251  18,329  16,465  

滝沢市 53,857 54,539  54,598  54,229  53,453  52,291  50,730  

雫石町 18,033 17,011  15,867  14,679  13,515  12,380  11,254  

葛巻町 7,304 6,586  5,915  5,276  4,679  4,136  3,631  

岩手町 14,984 13,811  12,715  11,620  10,564  9,563  8,604  

紫波町 33,288 32,435  31,377  30,138  28,796  27,393  25,902  

矢巾町 27,205 26,522  25,780  24,881  23,880  22,762  21,508  

合計 481,699 472,389  458,260  441,523  423,161  403,453  382,024  

（出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計（平成 25年３月）」） 

 

２ 圏域内の都市機能の集積状況 

 (1) 行政 

都市機能 施設名 

国 復興庁 〔盛岡市〕復興庁岩手復興局 

総務省 〔盛岡市〕岩手行政評価事務所 

法務省 〔盛岡市〕岩手公安調査事務所，仙台入国管理局盛岡出張所，盛岡区

検察庁，盛岡少年院，盛岡少年鑑別所，盛岡少年刑務所,盛岡地方

検察庁，盛岡地方法務局，盛岡保護観察所 

財務省 〔盛岡市〕東北財務局盛岡財務事務所，盛岡税務署 

文部科学省 〔滝沢市〕国立岩手山青少年交流の家 

厚生労働省 〔盛岡市〕岩手労働局，東北厚生局岩手事務所，ハローワーク盛岡，

ハローワークプラザ盛岡，盛岡労働基準監督署 

〔滝沢市〕滝沢市地域職業相談室 

〔岩手町〕ハローワーク沼宮内 

農林水産省 〔盛岡市〕家畜改良センター岩手牧場，鹿妻穴堰用水管理センター，

森林総合研究所，東北農政局，盛岡森林管理署，盛岡森林管理署外

山休憩所 

〔八幡平市〕岩手北部森林管理署，岩手北部森林管理署新町森林事務

所，兄畑森林事務所，田山・日泥森林事務所，盛岡森林管理署西根

森林事務所，盛岡森林管理署松尾森林事務所 

〔雫石町〕盛岡森林管理署雫石森林事務所，盛岡森林管理署御所森林
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都市機能 施設名 

事務所 

〔岩手町〕盛岡森林管理署岩手森林事務所 

〔紫波町〕盛岡森林管理署紫波森林事務所 

〔矢巾町〕煙山ダム管理事務所 

国土交通省 〔盛岡市〕東北地方整備局岩手河川国道事務所，東北地方整備局北上

川ダム統合管理事務所，東北地方整備局盛岡営繕事務所，盛岡地方

気象台 

〔滝沢市〕東北地方整備局岩手河川国道事務所盛岡西国道維持出張所 

〔矢巾町〕東北運輸局岩手運輸支局 

環境省 〔盛岡市〕東北地方環境事務所盛岡自然保護官事務所 

〔雫石町〕網張ビジターセンター 

防衛省 〔盛岡市〕自衛隊岩手地方協力本部 

〔滝沢市〕陸上自衛隊岩手駐屯地 

県 〔盛岡市〕岩手県庁，盛岡広域振興局，岩手県先端科学技術研究セン

ター，岩手県環境保健研究センター，岩手県立県民生活センター，

岩手県県央保健所，岩手県福祉総合相談センター，岩手県精神保健

福祉センター，岩手県立杜陵学園，盛岡農業改良普及センター，北

上川上流流域下水道事務所 

〔八幡平市〕岩手県内水面水産技術センター，八幡平農業改良普及セ

ンター 

〔滝沢市〕岩手県中央家畜保健衛生所，岩手県農業研究センター畜産

研究所 

〔紫波町〕岩手県消防学校，岩手県食肉衛生検査所 

〔矢巾町〕岩手県林業技術センター 

裁判所 〔盛岡市〕盛岡地方裁判所，盛岡家庭裁判所，盛岡簡易裁判所，盛岡

検察審査会 

（出所：各行政機関ウェブサイト等） 

 

 (2) 医療 

都市機能 施設名 

第三次救急医療施設 〔盛岡市〕岩手県高度救命救急センター 

第二次救急医療施設（病

院輪番制参加施設） 

〔盛岡市〕岩手県立中央病院，盛岡赤十字病院，岩手医科大学附

属病院，盛岡市立病院，遠山病院，栃内病院，高松病院，盛岡

友愛病院，川久保病院，盛岡繋温泉病院，国立病院機構盛岡病

院，八角病院 

休日夜間急患センター 〔盛岡市〕盛岡市夜間急患診療所 
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都市機能 施設名 

がん診療連

携拠点病院 

都道府県 〔盛岡市〕岩手医科大学附属病院 

地域 〔盛岡市〕岩手県立中央病院 

精神科救急医療施設 〔盛岡市〕岩手医科大学附属病院，玉山岡本病院，三田記念病院，

盛岡観山荘病院，未来の風せいわ病院 

〔紫波町〕平和台病院 

認知症疾患医療センタ

ー 

〔盛岡市〕岩手医科大学附属病院 

周産期母子医

療センター 

総合 〔盛岡市〕岩手医科大学附属病院 

地域 〔盛岡市〕岩手県立中央病院，盛岡赤十字病院 

第三次小児救急医療施

設 

〔盛岡市〕岩手県高度救命救急センター 

第二次小児救急医療施

設（小児輪番制参加施

設） 

〔盛岡市〕岩手県立中央病院，盛岡赤十字病院，岩手医科大学附

属病院，川久保病院，もりおかこども病院 

災害拠点病院 基幹 〔盛岡市〕盛岡赤十字病院，岩手医科大学附属病院 

地域 〔盛岡市〕岩手県立中央病院 

（出所：岩手県「岩手県保健医療計画 2013-2017」） 

 

 (3) 福祉 

都市機能 施設数  都市機能 施設数 

介護老人福祉施設 34  有料老人ホーム 82 

介護老人保健施設 23  認可保育所 115 

介護療養型医療施設 10    

（出所：岩手県長寿社会課ウェブサイト，岩手県子ども子育て支援課ウェブサイト，盛岡市介護保険課

ウェブサイト） 

 

 (4) 教育 

都市機能 施設名又は施設数 

大学 〔盛岡市〕岩手医科大学，岩手大学 

〔滝沢市〕岩手県立大学，盛岡大学 

大学院 〔盛岡市〕岩手医科大学大学院，岩手大学大学院 

〔滝沢市〕岩手県立大学大学院 

短期大学 〔滝沢市〕岩手看護短期大学，岩手県立大学盛岡短期大学部，盛岡

大学短期大学部 

専修学校 22 

その他 〔矢巾町〕岩手県立産業技術短期大学校 

（出所：岩手県「岩手県私立学校一覧」，各教育機関ウェブサイト） 
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 (5) 社会教育（スポーツを除く） 

都市機能 施設名 

公立図書館 〔盛岡市〕岩手県立図書館，盛岡市立図書館，盛岡市都南図書館，

盛岡市渋民図書館  

〔八幡平市〕八幡平市立図書館 

〔滝沢市〕湖山図書館 

〔雫石町〕雫石町立図書館 

〔岩手町〕岩手町立図書館 

〔紫波町〕紫波町図書館 

博物館等 〔盛岡市〕岩手県立博物館，岩手県立美術館，盛岡市子ども科学館，

盛岡市先人記念館，深沢紅子野の花美術館，盛岡市遺跡の学び館，

もりおか歴史文化館，原敬記念館，盛岡市都南歴史民俗資料館，

石川啄木記念館，盛岡市玉山歴史民俗資料館，盛岡てがみ館，盛

岡市動物公園，もりおか町家物語館，下町資料館，岩手大学農学

部農業教育資料館，岩手大学ミュージアム 

〔八幡平市〕八幡平市博物館，八幡平市西根歴史民俗資料館，八幡

平市松尾鉱山資料館 

〔滝沢市〕滝沢市埋蔵文化財センター 

〔雫石町〕雫石町歴史民俗資料館 

〔葛巻町〕葛巻町郷土資料展示室 

〔岩手町〕岩手町立石神の丘美術館 

〔紫波町〕野村胡堂・あらえびす記念館 

〔矢巾町〕矢巾町歴史民俗資料館 

文化施設 〔盛岡市〕岩手県民会館，岩手県公会堂，盛岡市民文化ホール，盛

岡市都南文化会館，盛岡市渋民文化会館，盛岡劇場 

〔滝沢市〕滝沢ふるさと交流館 

〔雫石町〕雫石町中央公民館野菊ホール 

〔矢巾町〕矢巾町文化会館 

その他の社会教育施

設 

〔盛岡市〕盛岡市立区界高原少年自然の家，志波城古代公園，もり

おか女性センター 

（出所：岩手県「岩手県統計年鑑（平成 26年度）」，岩手県「社会教育基本調査（平成 26年度）」等から，

主要な施設を掲載） 

 

 (6) スポーツ 

都市機能 施設名 

運動広場 A 

敷地面積 10,000平方メー

トル以上 

〔盛岡市〕岩手県営運動公園（陸上競技場，補助競技場，ラグビー

場，サッカー場，野球場），北上川公園運動広場，盛岡市立綱取

スポーツセンター運動広場，盛岡南公園球技場，盛岡市渋民運動

公園陸上競技場，盛岡市立玉山運動場，盛岡市立つなぎ多目的運
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都市機能 施設名 

動場 

〔八幡平市〕八幡平市総合運動公園多目的運動広場，上寄木グラウ

ンド，鬼清水グラウンド，なかやま陸上競技場，八幡平市松尾総

合運動公園多目的運動場，八幡平市安代グラウンド，八幡平市田

山グラウンド 

〔滝沢市〕滝沢総合公園陸上競技場，滝沢市営大釜運動場，滝沢市

営小岩井運動場 

〔雫石町〕雫石町営鶯宿運動場，雫石町営御明神運動場，雫石総合

運動公園陸上競技場， 

〔葛巻町〕葛巻町総合運動公園運動広場 

〔岩手町〕岩手町総合運動公園（ホッケー場，総合グラウンド） 

〔紫波町〕紫波運動公園（陸上競技場，桜町河川グラウンド），岩

手県フットボールセンター 

運動広場 B 

敷地面積 1,000平方メー

トル以上 

〔盛岡市〕ふれあいランド岩手（陸上競技場，ゲートボールコート），

北上川公園運動広場ゲートボール場，盛岡市屋内ゲートボール

場，盛岡市立東中野運動広場，盛岡市立乙部運動広場 

〔滝沢市〕滝沢市北部コミュニティセンターゲートボール場 

〔雫石町〕雫石総合運動公園グラウンドゴルフ場，雫石町ゲートボ

ール場 

〔葛巻町〕葛巻町総合運動公園ゲートボールコート，馬淵川さくら

公園ゲートボール場 

〔紫波町〕温泉保養公園多目的広場 

〔矢巾町〕矢巾町屋内ゲートボール場，矢巾町屋外ゲートボール場，

ペタンク広場，さわやかハウスゲートボール場，さわやかハウス

パターゴルフ場，矢巾町屋外活動施設マレットゴルフ場，ゆうゆ

う広場 

コート 〔盛岡市〕岩手県営運動公園テニスコート，ふれあいランド岩手テ

ニスコート，盛岡市立太田テニスコート，松園中央公園テニスコ

ート，盛岡市立松園テニスコート，盛岡市立綱取スポーツセンタ

ーテニスコート，盛岡市立東中野運動広場テニスコート，盛岡市

岩洞湖家族旅行村テニスコート，盛岡市立好摩テニスコート 

〔八幡平市〕八幡平市平舘ふれあい広場テニスコート，八幡平市松

尾テニスコート 

〔滝沢市〕滝沢市東部テニスコート，滝沢総合公園テニスコート 

〔雫石町〕御所大橋運動広場テニスコート，雫石町営テニスコート 

〔岩手町〕岩手町総合運動公園テニスコート 

〔葛巻町〕葛巻町総合運動公園テニスコート 

〔紫波町〕紫波運動公園テニスコート，温泉保養公園テニスコート 
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都市機能 施設名 

〔矢巾町〕広宮沢公園テニスコート 

野球場 〔盛岡市〕岩手県営野球場，盛岡市営野球場，少年野球場（下太田

稲荷向），少年野球場（下太田下川原），盛岡市太田橋野球場，盛

岡市渋民運動公園野球場，盛岡市渋民野球場 

〔八幡平市〕八幡平市三ツ森グラウンド，八幡平市総合運動公園野

球場，なかやま野球場 

〔滝沢市〕滝沢総合公園野球場 

〔雫石町〕雫石町営野球場，御所大橋運動広場野球場 

〔岩手町〕岩手町野球場 

〔葛巻町〕葛巻町総合運動公園野球場 

〔紫波町〕紫波運動公園野球場 

〔矢巾町〕矢巾町総合グラウンド，広宮沢公園野球場，鹿妻公園 

体育館 

床面積 720平方メートル

以上 

〔盛岡市〕岩手県営体育館，岩手県勤労身体障がい者体育館，ふれ

あいランド岩手，盛岡市アイスアリーナ，盛岡市都南体育館，盛

岡体育館，盛岡市渋民運動公園総合体育館，盛岡市好摩体育館 

〔八幡平市〕八幡平市いこいの村岩手体育館，八幡平市西根地区体

育館，八幡平市総合運動公園体育館，八幡平市松尾総合運動公園

多目的屋内運動場，八幡平市安代地区体育館 

〔滝沢市〕滝沢市東部体育館，滝沢勤労者体育センター，滝沢総合

公園体育館 

〔雫石町〕雫石町営体育館 

〔葛巻町〕葛巻町社会体育館 

〔岩手町〕岩手町体育館，岩手町スポーツ文化センター 

〔紫波町〕紫波町総合体育館，紫波町多目的スポーツ施設 

〔矢巾町〕矢巾町民総合体育館 

水泳プール 〔盛岡市〕ふれあいランド岩手プール，盛岡市都南中央公園プール，

盛岡市立総合プール，盛岡市渋民運動公園 B＆G海洋センタープ

ール 

〔八幡平市〕八幡平市松尾 B＆G海洋センター 

〔雫石町〕岩手県営屋内温水プール 

〔矢巾町〕南昌グリーンハイツ 

柔剣道場 〔盛岡市〕岩手県営武道館，盛岡市立武道館，盛岡市渋民運動公園

総合体育館柔剣道場，盛岡市好摩体育館柔道場 

〔八幡平市〕八幡平市松尾柔剣道場，八幡平市寺田柔剣道場 

〔滝沢市〕滝沢市東部体育館柔剣道室，滝沢総合公園体育館柔剣道

室 

〔葛巻町〕葛巻町社会体育館柔剣道場 

〔岩手町〕岩手町柔剣道場 
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都市機能 施設名 

〔紫波町〕紫波町総合体育館柔剣道室 

〔矢巾町〕矢巾町民総合体育館柔剣道室 

弓道場 〔盛岡市〕岩手県営武道館，盛岡市弓道場 

相撲場 〔盛岡市〕岩手県営武道館，盛岡市立好摩相撲場 

〔八幡平市〕八幡平市西根相撲練習場，八幡平市松尾相撲場 

〔雫石町〕雫石町営御明神相撲場 

（出所：岩手県「岩手県公立社会体育施設一覧（平成 26 年度）」，盛岡市「盛岡の教育 2015」） 

 

 (7) 産業振興 

都市機能 施設名又は施設数 

主要コンベンション

施設 

〔盛岡市〕アイーナ（岩手県民情報交流センター），岩手県民会館，

ふれあいランド岩手，岩手県営体育館，岩手県営武道館，盛岡市

アイスアリーナ，盛岡市民文化ホール，マリオス（盛岡地域交流

センター），盛岡市中央公民館，盛岡劇場，盛岡市勤労福祉会館，

岩手教育会館，都南公民館・都南文化会館，盛岡市総合福祉セン

ター，プラザおでって（盛岡市観光文化交流センター），盛岡市

上田公民館，盛岡市西部公民館，盛岡体育館，岩手県公会堂，岩

手県産業会館，盛岡商工会議所会館，岩手県自治会館，岩手県水

産会館，岩手県森林組合会館，リリオ，岩手県高校教育会館，盛

岡市中央卸売市場 

〔滝沢市〕アピオ（岩手産業文化センター），滝沢ふるさと交流館，

滝沢市総合運動公園体育館，国立岩手山青少年交流の家（再掲） 

〔雫石町〕雫石町立中央公民館，雫石町営体育館 

〔矢巾町〕田園ホール 

ショッピングセンタ

ー 

〔盛岡市〕サンビル，フェザン，イオンモール盛岡，イオンモール

盛岡南，盛岡南ショッピングセンターサンサ，イオン盛岡渋民シ

ョッピングセンター，クロステラス盛岡 

〔紫波町〕盛岡南ショッピングセンターNACS（ナックス） 

〔矢巾町〕矢巾ショッピングセンター・ショッピングモール アル

コ 

百貨店 〔盛岡市〕パルクアベニュー・カワトク，アネックスカワトク 

金融機関（圏域内に本

店があるもの） 

〔盛岡市〕岩手銀行，北日本銀行，東北銀行，盛岡信用金庫 

インキュベーション

（起業支援）施設 

〔盛岡市〕盛岡市産業支援センター，盛岡市産学官連携研究セン 

ター，盛岡市新事業創出支援センター 
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都市機能 施設名又は施設数 

産学官連携施設 〔盛岡市〕盛岡市産学官連携研究センター（再掲），盛岡市新事業

創出支援センター（再掲），岩手大学地域連携推進センター 

〔滝沢市〕岩手県立大学地域連携研究センター，滝沢市 IPUイノ 

ベーションセンター，IPU第２イノベーションセンター 

再生可能

エネルギ

ー発電施

設（出力

1,000kW以

上） 

太陽光 〔盛岡市〕サンサンみたけ，ソーラーガーデン姫神，メガソーラー

（盛岡市） 

〔滝沢市〕チャグチャグソーラーファーム 

〔雫石町〕メガソーラー（雫石町） 

〔岩手町〕サンサンうきうきソーラーパーク 

〔矢巾町〕シリウスグループ太陽光矢巾第一発電所 

風力 〔葛巻町〕エコ・ワールドくずまき風力発電所，グリーンパワーく

ずまき風力発電所 

地熱 〔八幡平市〕松川地熱発電所 

〔雫石町〕葛根田発電所１号，２号 

水力 〔盛岡市〕米内発電所，岩洞第一発電所，岩洞第二発電所，四十四

田発電所，御所発電所 

〔八幡平市〕北ノ又発電所，北ノ又第二発電所，松川発電所，柏台

発電所 

〔雫石町〕葛根田第一発電所，葛根田第二発電所 

バイオ

マス 

〔盛岡市〕クリーンセンター 

〔滝沢市〕清掃センター（滝沢・雫石環境組合） 

〔矢巾町〕清掃センター（盛岡・紫波地区環境施設組合） 

（出所：岩手県「岩手県地球温暖化対策実行計画」，盛岡観光コンベンション協会ウェブサイト，（一社）

日本ショッピングセンター協会ウェブサイト，日本百貨店協会ウェブサイト，岩手県環境生活企画室

ウェブサイト（いわて再生可能エネルギーポータルサイト）） 

 

 (8) 交通 

都市機能 施設名 

駅 JR東北新

幹線 

〔盛岡市〕盛岡駅 

〔岩手町〕いわて沼宮内駅 

JR秋田新

幹線 

〔盛岡市〕盛岡駅 

〔雫石町〕雫石駅 

JR東北本

線 

 

〔盛岡市〕盛岡駅，仙北町駅，岩手飯岡駅 

〔矢巾町〕矢幅駅 

〔紫波町〕古館駅，紫波中央駅，日詰駅 

JR山田線 〔盛岡市〕盛岡駅，上盛岡駅，山岸駅，上米内駅，大志田駅，浅岸

駅 
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都市機能 施設名 

JR花輪線 

 

〔盛岡市〕好摩駅 

〔八幡平市〕東大更駅，大更駅，平舘駅，北森駅，松尾八幡平駅，

安比高原駅，赤坂田駅，小屋の畑駅，荒屋新町駅，横間駅，田山

駅，兄畑駅 

JR田沢湖

線 

 

〔盛岡市〕盛岡駅 

〔滝沢市〕大釜駅，小岩井駅 

〔雫石町〕雫石駅，春木場駅，赤渕駅 

JR貨物 〔盛岡市〕盛岡貨物ターミナル駅 

IGRいわて

銀河鉄道 

〔盛岡市〕盛岡駅，青山駅，厨川駅，渋民駅，好摩駅 

〔滝沢市〕巣子駅，滝沢駅 

〔岩手町〕岩手川口駅，いわて沼宮内駅，御堂駅 

長距離

バス路

線 

県内 

 

盛岡‐九戸・久慈，盛岡‐水沢・千厩・室根，盛岡‐二戸，盛岡‐

花巻空港，盛岡‐龍泉洞，盛岡‐大船渡，盛岡‐久慈，盛岡‐宮古・

山田，盛岡‐沼宮内，盛岡‐八幡平，盛岡‐安比高原，盛岡‐小岩

井農場・網張温泉，盛岡‐つなぎ・鶯宿・西和賀，盛岡‐釜石・大

槌 

県外 盛岡‐東京，盛岡‐横浜，盛岡‐八戸，盛岡‐青森，盛岡‐弘前，

盛岡‐花輪大舘，盛岡‐仙台，紫波中央‐池袋 

インターチェンジ 〔盛岡市〕盛岡 IC，盛岡南 IC 

〔滝沢市〕滝沢 IC 

〔八幡平市〕西根 IC，松尾八幡平 IC 

〔紫波町〕紫波 IC 

道の駅 〔八幡平市〕にしね 

〔雫石町〕雫石あねっこ 

〔葛巻町〕くずまき高原 

〔岩手町〕石神の丘 

〔紫波町〕紫波 

（出所：東日本旅客鉄道株式会社資料，IGR いわて銀河鉄道株式会社ウェブサイト，岩手県バス協会ウ

ェブサイト，東日本高速道路株式会社ウェブサイト，国土交通省東北地方整備局ウェブサイト） 

 

３ 圏域内の都市機能の利用状況 

(1) 医療 

ア 第三次救急医療施設患者数 

施設名 患者数（人） 

岩手県高度救命救急センター 3,265  

（患者数は平成 25 年実績） 

（出所：盛岡市医師会「盛岡地区救急医療体制のあゆみ 2014」） 
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イ 第二次救急医療施設における救急患者数 

施設名 患者数（人）  施設名 患者数（人） 

岩手県立中央病院 17,237   高松病院 1,695  

盛岡赤十字病院 8,803   盛岡友愛病院 1,193  

岩手医科大学附属病院 23,167   川久保病院 2,507  

盛岡市立病院 905   盛岡繋温泉病院 642  

遠山病院 328   国立病院機構盛岡病院 367  

栃内病院 741   八角病院 3,225  

（患者数は平成 25 年実績） 

（出所：盛岡市医師会「盛岡地区救急医療体制のあゆみ 2014」） 

 

ウ 第二次小児救急医療施設における小児救急患者数 

施設名 患者数（人）  施設名 患者数（人） 

岩手県立中央病院 2,261   川久保病院 353  

盛岡赤十字病院 819   もりおかこども病院 662  

岩手医科大学附属病院 1,367     

（患者数は平成 25 年実績） 

（出所：盛岡市医師会「盛岡地区救急医療体制のあゆみ 2014」） 

 

エ 休日夜間急患センター患者数 

施設名 患者数（人） 

盛岡市夜間急患診療所 6,879  

（患者数は平成 25 年実績） 

（出所：盛岡市医師会「盛岡地区救急医療体制のあゆみ 2014」） 

 

(2) 教育 

 ア 大学・大学院・短期大学・専修学校の在学学生数 

施設名 在籍者数（人）  施設名 在籍者数（人） 

岩手医科大学 2,109   岩手県立大学 

盛岡短期大学部 

452  

岩手医科大学大学院 199   盛岡大学 1,815  

岩手大学 4,920   盛岡大学短期大学部 328  

岩手大学大学院 790   岩手看護短期大学 239  

岩手県立大学 2,010   岩手県立産業技術短期

大学校 

216  

岩手県立大学大学院 169   専修学校合計 4,194  

（岩手県産業技術短期大学校の在籍者数は平成 27年９月現在，岩手看護短期大学及び専修学校合計の

在籍者数は平成 27 年５月１日現在，その他の大学等の在籍者数は平成 26年５月１日現在） 

（出所：各教育機関ウェブサイト） 
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(3) 文化 

 ア 公立図書館蔵書冊数及び貸出点数 

施設名 蔵書冊数（冊） 貸出冊数（個人（移動図

書館車含む），団体）（冊） 

岩手県立図書館 724,964 335,626 

盛岡市立図書館 345,439 402,453 

盛岡市都南図書館 197,099 294,596 

盛岡市渋民図書館 78,002 62,249 

八幡平市立図書館 52,501 48,981 

滝沢市立湖山図書館 69,497 125,138 

雫石町立図書館 64,094 62,536 

岩手町立図書館 73,107 72,712 

紫波町図書館 75,692 238,613 

（蔵書冊数は平成 26年４月１日現在，貸出冊数は平成 25 年度実績） 

（出所：岩手県「岩手県統計年鑑（平成 26年度）」） 

 

 イ 博物館等利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県立博物館 32,846   もりおか町家物語館 54,299  

岩手県立美術館 123,214   下町資料館 1,964  

盛岡市子ども科学館 115,006   岩手大学農学部農業教育

資料館 

2,846  

盛岡市先人記念館 14,650   岩手大学ミュージアム 5,366  

深沢紅子野の花美術館 6,195   八幡平市博物館 2,581  

盛岡市遺跡の学び館  10,591   八幡平市西根歴史民俗資

料館 

311  

もりおか歴史文化館  206,136   八幡平市松尾鉱山資料館 3,942  

原敬記念館 7,438   滝沢市埋蔵文化財センタ

ー 

2,735  

盛岡市都南歴史民俗資料

館 

2,167   雫石町歴史民俗資料館 2,080  

石川啄木記念館 13,024   葛巻町郷土資料展示室 200  

盛岡市玉山歴史民俗資料

館 

131   岩手町立石神の丘美術館 15,966  

盛岡てがみ館 3,899   野村胡堂・あらえびす記

念館 

7,836  

盛岡市動物公園 158,743   矢巾町歴史民俗資料館 2,361  

（岩手県立博物館の利用者数は平成 26 年度実績，もりおか町家物語館の利用者数は平成 26 年７月か

ら平成 27年３月までの実績，その他の施設の利用者数は平成 25 年度実績） 
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（出所：岩手県「社会教育基本調査（平成 26 年度）」，各施設ウェブサイト） 

 

 ウ 文化施設利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県民会館 393,432   盛岡劇場 57,509  

盛岡市民文化ホール 281,710   滝沢ふるさと交流館 110,715  

盛岡市都南文化会館 72.407   雫石町中央公民館野菊ホ

ール 

66,314  

盛岡市渋民文化会館 21,280   矢巾町文化会館 46,095  

（岩手県民会館の利用者数は平成 26年度実績，その他の施設の利用者数は平成 25 年度実績） 

（出所：岩手県「社会教育基本調査（平成 26 年度）」，各施設資料） 

 

 エ その他の社会教育施設利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

盛岡市立区界高原少年自

然の家 

18,030   もりおか女性センター 42,126  

志波城古代公園 19,489     

（利用者数は平成 26年度実績。ただしもりおか女性センターは別館が平成 27年３月から休館してい

る。） 

（出所：盛岡市「盛岡の教育 2015」，各施設資料） 

 

(4) スポーツ 

ア 運動広場 A利用者数  

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営運動公園（陸上

競技場，補助競技場，ラ

グビー場，サッカー場，

野球場） 

458,070   八幡平市安代グラウンド 85  

盛岡市立綱取スポーツセ

ンター運動広場 

9,574   八幡平市田山グラウンド 7,742  

盛岡南公園球技場 33,596   滝沢総合公園陸上競技場 10,071  

盛岡市渋民運動公園陸上

競技場 

12,062   滝沢市営大釜運動場 7,779  

盛岡市立玉山運動場 2,894   滝沢市営小岩井運動場 3,360  

盛岡市立つなぎ多目的運

動場 

35,923   雫石町営鶯宿運動場 16,850  

八幡平市総合運動公園多

目的運動広場 

8,103   雫石総合運動公園陸上競

技場 

15,588  
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施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

上寄木グラウンド 880   葛巻町総合運動公園運動

広場 

2,164  

鬼清水グラウンド 5,880   岩手町総合運動公園（ホ

ッケー場，総合グラウン

ド） 

7,519  

なかやま陸上競技場 3,180   紫波運動公園（陸上競技

場，桜町河川グラウンド） 

17,876  

八幡平市松尾総合運動公

園多目的運動場 

19,224   岩手県フットボールセン

ター 

36,130  

（滝沢総合公園陸上競技場の利用者数は平成 25年度実績，その他の施設の利用者数は平成 26年度実

績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 

 

イ 運動広場 B利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

ふれあいランド岩手（陸

上競技場，ゲートボール

コート） 

25,374   葛巻町総合運動公園ゲー

トボールコート 

580  

盛岡市屋内ゲートボール

場 

14,539   矢巾町屋内ゲートボール

場 

4,085  

盛岡市立東中野運動広場 235   矢巾町屋外ゲートボール

場 

2,567  

盛岡市立乙部運動広場 4,545   ペタンク広場 351  

滝沢市北部コミュニティ

センターゲートボール場 

343   さわやかハウスゲートボ

ール場 

899  

雫石総合運動公園グラウ

ンドゴルフ場 

6,782   さわやかハウスパターゴ

ルフ場  

203  

雫石町ゲートボール場 5,822   ゆうゆう広場 224  

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料） 

 

ウ コート利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営運動公園テニス

コート 

57,394   八幡平市松尾テニスコー

ト 

2,841  

ふれあいランド岩手テニ

スコート 

16,366   滝沢市東部テニスコート 5,531  
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施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

盛岡市立太田テニスコー

ト 

40,526   滝沢総合公園テニスコー

ト 

10,707  

盛岡市立松園テニスコー

ト 

8,087   御所大橋運動広場テニス

コート 

3,356  

盛岡市立綱取スポーツセ

ンターテニスコート 

7,731   雫石町営テニスコート 4,694  

盛岡市立東中野運動広場

テニスコート 

3,677   岩手町総合運動公園テニ

スコート 

2,226  

盛岡市渋民運動公園テニ

スコート 

467   葛巻町総合運動公園テニ

スコート 

1,460  

盛岡市岩洞湖家族旅行村

テニスコート 

92   紫波運動公園テニスコー

ト 

12,622  

盛岡市立好摩テニスコー

ト 

1,888   広宮沢公園テニスコート 53  

八幡平市平舘ふれあい広

場テニスコート  

7,541     

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 

 

エ 野球場利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営野球場 131,477   雫石町営野球場 8,860  

盛岡市営野球場 14,972   御所大橋運動広場野球場 1,352  

盛岡市太田橋野球場 8,683   岩手町野球場 2,996  

盛岡市渋民運動公園野球

場 

18,779   葛巻町総合運動公園野球

場 

4,177  

盛岡市渋民野球場 3,464   紫波運動公園野球場 

 

8,155  

八幡平市三ツ森グラウン

ド 

1,601   矢巾町総合グラウンド 2,688  

八幡平市総合運動公園野

球場 

16,092   広宮沢公園野球場 160  

なかやま野球場 2,050   鹿妻公園 51  

滝沢総合公園野球場 10,086     

（盛岡市大田橋野球場の利用者数は平成 25年度実績，その他の施設の利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 
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オ 体育館利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営体育館 87,772   八幡平市安代地区体育館 8,372  

岩手県勤労身体障がい者

体育館 

25,181   滝沢市東部体育館 34,570  

ふれあいランド岩手体

育館 

38,709   滝沢勤労者体育センター 15,693  

盛岡市アイスアリーナ 173,335   滝沢総合公園体育館 60,385  

盛岡市都南体育館 24,379   雫石町営体育館 83,459  

盛岡体育館 125,444   葛巻町社会体育館 20,139  

盛岡市好摩体育館 19,483   岩手町体育館 5,339  

盛岡市渋民運動公園総合

体育館 

62,410   岩手町スポーツ文化セン

ター 

39,558  

八幡平市いこいの村岩手

体育館 

13,956   紫波町総合体育館 57,096  

八幡平市西根地区体育館 16,704   紫波町多目的スポーツ施

設 

62,287  

八幡平市総合運動公園体

育館 

27,982   矢巾町民総合体育館 41,381  

八幡平市松尾総合運動公

園多目的屋内運動場 

19,224     

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 

 

カ 水泳プール利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

ふれあいランド岩手プー

ル 

67,101   八幡平市松尾 B＆G海洋

センター 

4,647  

盛岡市都南中央公園プー

ル 

1,935   岩手県営屋内温水プール 51,368  

盛岡市立総合プール 157,159   南昌グリーンハイツ 9,965  

盛岡市渋民運動公園B＆G

海洋センタープール 

5,025     

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 
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キ 柔剣道場利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営武道館 149,663   滝沢市東部体育館柔剣道

室 

12,341  

盛岡市立武道館 56,711   滝沢総合公園体育館柔剣

道室 

8,119  

盛岡市渋民運動公園総合

体育館柔剣道場 

17,076   葛巻町社会体育館柔剣道

場 

1,630  

盛岡市好摩体育館柔道場 3,217   岩手町柔剣道場 3,503  

八幡平市松尾柔剣道場 816   紫波町総合体育館柔剣道

室 

11,092  

八幡平市寺田柔剣道場 5,473   矢巾町民総合体育館柔剣

道室 

9,756  

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 

 

ク 弓道場利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営武道館弓道場 21,038   盛岡市弓道場 2,849  

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料） 

 

ケ 相撲場利用者数 

施設名 利用者数（人）  施設名 利用者数（人） 

岩手県営武道館相撲場 3,888   八幡平市松尾相撲場 276  

盛岡市立好摩相撲場 285   雫石町営御明神相撲場 180  

八幡平市西根相撲練習場 580     

（利用者数は平成 26年度実績） 

（出所：各市町資料，各施設資料） 

 

 (5) 交通 

  ア 東北新幹線乗車人員 

施設名 一日平均 

乗車人員数（人） 

盛岡駅 7,691 

いわて沼宮内駅 85 

（一日平均乗車人員数は平成 26 年度実績） 

（出所：東日本旅客鉄道株式会社ウェブサイト） 
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イ 在来線旅客列車乗車人員 

施設名 一日平均 

乗車人員数

（人） 

 施設名 一日平均 

乗車人員数

（人） 

JR東北本線  JR田沢湖線 

 盛岡駅（山田線，花

輪線，田沢湖線含む） 

18,205    大釜駅 496  

  小岩井駅 491  

 仙北町駅 1,514    雫石駅 552  

 岩手飯岡駅 2,363   IGRいわて銀河鉄道線 

 矢幅駅 2,918    盛岡駅 11,630  

 古館駅 831    青山駅 3,007  

 日詰駅 518    厨川駅 2,891  

JR山田線   巣子駅 1,031  

 上米内駅 75    滝沢駅 3,114  

JR花輪線   渋民駅 659   

好摩駅 551    好摩駅 2,013  

 大更駅 275    岩手川口駅 278  

 荒屋新町駅  64    いわて沼宮内駅 989  

     御堂駅 42  

（一日平均乗車人員数は平成 26 年度実績。IGRいわて銀河鉄道線の盛岡駅，好摩駅の一日平均乗車人

員数は，JR線への直通分を含む。） 

（出所：東日本旅客鉄道株式会社資料，IGRいわて銀河鉄道株式会社ウェブサイト） 

 

  ウ JR貨物の発送・到着状況 

施設名 発送・到着状況（トン） 

盛岡貨物ターミナル駅 〔発送〕300,130 

〔到着〕647,925 

（発送・到着状況は平成 25 年度実績） 

（出所：盛岡市「盛岡市統計書（平成 25年度）」） 

 

エ インターチェンジ利用台数 

施設名 利用台数（台）  施設名 利用台数（台） 

盛岡 IC 4,054,436   西根 IC 937,623  

盛岡南 IC 5,034,446   滝沢 IC 1,893,422  

松尾八幡平 IC 469,882   紫波 IC 1,188,979  

（利用台数は平成 26年度実績） 

（出所：東日本高速道路株式会社東北支社盛岡管理事務所資料） 
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４ 近隣の市町と連携して取り組むことを想定する分野 

 (1) 圏域全体の経済成長のけん引 

  ア 産学金官民一体となった経済戦略の策定，国の成長戦略実施のための体制整備 

  イ 産業クラスターの形成，イノベーション実現，新規創業促進，地域の中堅企業等

を核とした戦略産業の育成 

  ウ 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大 

  エ 戦略的な観光施策 

  オ その他，圏域全体の経済成長のけん引に係る分野 

 (2) 高次の都市機能の集積・強化 

  ア 高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築 

 (3) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

  ア 生活機能の強化に係る政策分野 

   (ｱ) 地域医療 

   (ｲ) 介護 

   (ｳ) 福祉 

   (ｴ) 教育・文化・スポーツ 

   (ｵ) 地域振興 

   (ｶ) 災害対策 

   (ｷ) 環境 

  イ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

   (ｱ) 道路等の交通インフラの整備・維持 

   (ｲ) 地域内外の住民との交流・移住促進 

   (ｳ) (ｱ)から(ｲ)に掲げるもののほか，結びつきやネットワークの強化に係る分野 

  ウ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

(ｱ) 人材の育成 

(ｲ) 圏域内市町村の職員等の交流 
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５ 盛岡市に対する通勤通学割合が 0.1以上の市町の名称及び盛岡市の近隣にあって，盛

岡市と連携する意思を有する市町の名称 

市町名 
常住する就業

者・通学者① 

 盛岡市への 

通勤・通学者③ 
通勤通学割合 うち自宅等で 

従業② 

八幡平市 15,491 4,035 2,367 0.21 

滝沢市 30,282 2,378 14,255 0.51 

雫石町 10,315 2,117 2,990 0.36 

葛巻町 3,721 1,215 133 0.05 

岩手町 8,164 2,268 1,612 0.27 

紫波町 18,702 3,194 5,385 0.35 

矢巾町 15,679 1,785 6,391 0.46 

（出所：総務省「国勢調査（平成 22年）」） 

 


