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第２章 まちづくりの現状と課題等について 

 

 

 

 

 

－１．本市の状況 

（1）本市のまちづくりについて 

 

 

 

盛岡のまちづくりは，今からおよそ 400 年前の慶長年間，初代盛岡藩主南部信直が北上川と中

津川が合流し丘陵に囲まれた不来方の地に築城したことから始まりました。 

城下町は町割りを五の字にして，城を二重の外堀が巡り，商家や職人町が囲み，その外側に侍

屋敷などを配置したもので，当時としては新しい考え方に基づく城下町の軍事や商業，交通などに

配慮した環状市街地の道路形状が行われました。 

これが現在の中心市街地の骨格となっており，城下町の情緒と風格が「盛岡らしさ」として残

っています。 

1871 年，廃藩置県によって盛岡県，1872 年には岩手県，そして 1889 年の市町村制施行により

全国 39 都市のひとつとして，人口 2万 9,190 人，面積 4.47 平方キロメートルの盛岡市が誕生，岩

手県の県庁所在地として現在に至っています。 

近年の盛岡市は，1989 年に市制施行 100 周年を迎

えるとともに，1992 年４月には新しい中核都市の形成

を標榜し南に隣接する都南村と，2006 年１月には北に

隣接する玉山村と合併を果たし，人口約 30 万人，面

積 886.47 平方キロメートルの新生盛岡市が誕生しま

した。 

新しい都市づくりとしては，現都心地区の既成市

街地に加え，盛岡駅西口地区や盛岡南地区の都市開発

事業を進めており，東北新幹線の高速化や青森市への

延伸を控え，今後ますます拠点性が高まることが期待

されており，県全体の発展を誘導し，北東北の交流拠

点都市としてさらなる発展を目指しています。 

また本市は平成 17 年度に景観行政団体となり，歴

史的な建造物やまち並みなど，地域の特性を活かし

た，魅力あるまちづくりに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 この章では，本計画の基本的な方向性を明らかとするうえで，本市の現況，並びに各地の

城下町におけるまちづくりの動きを把握するとともに，まちづくりなどに関して寄せられた

市民の意見等から，まちづくりの課題を抽出します。 

 本市は盛岡藩の城下町として，長い歴史を有しています。ここでは，現代に至る本市の成り

立ちについて概括します。 

図２－１．盛岡市へのアクセスマップ 
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－２．中心市街地の現況 

（１）城下町盛岡と盛岡城跡公園（岩手公園）の歩み 

都市としての盛岡の歩みは，1597 年，初代盛岡藩主南部信直の盛岡城築城に始まります。城下

町としての街並みが整い，各地との往来も盛んになって，領内の金，馬，海産物を得て政治・経

済の中心地として栄えました。 

新しい時代を迎えた明治維新（1868 年）によって盛岡藩は盛岡県，そして岩手県へと変遷しま

した。1874 年（明治７年）には藩政の象徴であった城郭も取り壊されましたが，城跡は岩手公園

となり，今に残る石垣は古い街並みとともに盛岡の長い歴史と文化を私たちに伝えています。1889

年（明治 22 年）岩手県の県庁所在地として誕生以来，近代都市として一世紀の歴史を刻んだ盛岡

市は，1992 年には人口約４万人の隣村「都南村」と，また 2006 年（平成 18 年）には石川啄木の

ふるさと玉山村と合併を実現，さらに 2008 年（平成 20 年）４月には中核市に移行したことから，

長い伝統と美しい自然の調和した北東北の拠点都市にふさわしい新たなる発展を遂げています。 

岩手公園は，市街地中心部に位置する代表的な都市公園として，市民に親しまれてきました。

平成 18 年（2006 年）に開園 100 周年を迎えたことから，これを記念して愛称を盛岡城跡公園（も

りおかじょうあとこうえん）としました。 

また国指定の史跡である盛岡城跡は，会津・白河と共に，東北三名城の一つに数えられている

ほか，「日本 100 名城」（財団法人日本城郭協会平成 18 年２月発表）に選定されています。 

さらに，仙台市の青葉山公園，秋田市の千秋公園などと共に「日本の歴史公園 100 選」（歴史

公園ネットワーク研究会 2007 年２月発表)に選ばれています。 

しかし，長い年月の風雪に耐え美しく重厚なたたずまいを見せている石垣が次第に痛み，崩れ

る心配が出てきました。このため，石垣の詳しい調査を行い，石垣総面積約１万平方メートルの

うち，傷んでいる約 ５千平方メートルを解体・復元する作業を 1984 年（昭和 59 年）から行っ

ており，現在も事業が進められています。 

   

――――お城の石垣（季節の風景）―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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（２）中心市街地の現況 

人口減少・超高齢社会（※）を迎えようとする今日，都市を取り巻く状況は，モータリゼーシ

ョンの進展等を背景として，大規模集客施設の郊外立地等が進み，居住人口の郊外化，都市機能

の無秩序な拡散が進行しています。こうした状況に対応し，様々な都市機能がコンパクトに集積

したまちづくりが求められており，中心市街地活性化法など，いわゆる「まちづくり三法」が 2006

年に改正されました。 

本市においても，この改正に合わせて適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため，都市

の構造に大きな影響を与える，中心部周辺及び郊外における大規模集客施設の立地制限を行なう

こととなりました。 

ここでは，盛岡市中心市街地活性化基本計画において，分析された様々なデータをもとに，中

心市街地の様子をまとめました。（※65 歳以上の高齢者の割合が 21%以上） 

 

①地域の人口や高齢化の状況について 

（将来の人口の様子） 

国立社会保障・人口問題研究所が推計する日本の将来人口は，平成 17 年から平成 47 年までの

30 年間において，約 1,709 万人（13.3％）減少するとされています。 

地域の人口については，東北地方では約 220 万５千人(22.9％)，岩手県では約 34 万５千人

(24.9％)野減少となり，本県の度合いは特に高いことが予測されています。 

岩手県内の都市部では，北上市を除いていずれも減少する中，本市は約２万２千人(7.4％)野

比較的穏やかながらも減少することが予測されています。 

なお，地域の人口減少については，地域社会や経済財政等に大きな影響をもたらす懸念が指摘

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２．中心市街地活性化基本計画より 資料：国勢調査 

 

（本市及び中心市街地の人口について） 

・盛岡市の人口は減少しているが，中心市街地では増加の傾向を示している。 

・世帯構成は，中心市街地において，単身・二人世帯が増加している。 

・中心市街地内の分譲マンションの増加が人口増を押し上げている。 

 

（年齢別人口について） 

・中心市街地は，少子高齢化が進展しているが，盛岡市全域よりも緩やか。 
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・高齢化率も，中心市街地のほうが全市よりも緩やか。 

 

②観光・商業活動の状況について 

・観光客入込数：高速交通網が整備され，滞在型から通過型への移行が起きている。 

・商店数：市全域に先行して減少傾向に転じ，中心市街地では７年間で１割以上減少。 

・売場面積：市全域では大幅な増加が見られる一方，中心市街地では減少。 

・年間販売額：郊外型店舗の出店の影響から，中心市街地では７年間で 24.8％減少。 

・空き店舗数：中心市街地では増加傾向にある。 

・店舗の業態：中心市街地内への新規出店は，飲食系が目立つ。 

・事業所数・従業者数：市全域で減少しているが，中心市街地は減少幅が大きい。 

・各種産業における中心市街地の占める位置が低下している。 

 

③交通環境の状況について 

・鉄道の乗降客数：盛岡駅（中心市街地の玄関口）はやや減少しているが，東北新幹線八戸延伸

前後の比較では，乗降客数は増加している。 

・路線バスの利用者数：市全域の一般乗合バスの利用者は微増である。中心市街地内の都心循環

バスの利用者数も増加している。 

・自動車交通量：中心市街地では，主要幹線道路の交通量の減少がみられる。一方，朝夕の交通

渋滞は解消されていない。 

・歩行者・自転車交通量：中心市街地においては，全体的に減少傾向にある。 

 

④都市機能関連の状況について 

（都市インフラ） 

・城下町の名残で，中心市街地内の道路は一方通行や狭隘な道路が多い。 

・公園整備と下水道整備は進んでいる。 

・中心市街地の商業地域は，全市の約５割を占める構成となっている。 

 

（駐車場の整備状況について） 

・中心市街地は小型の平面駐車場が多い現状があり，出入しやすい場所は駐車場の利用が多く，

不便な場所は空きが多い。また駐車場整備を求める声が多い。 

 

（マンションの状況） 

・マンションの建設状況：中心市街地及びその近郊で集中的に建設されています。 

・世帯の様子：単身・二人世帯が多く，年齢構成は 40 代から 60 代が多くなっています。 

・中心市街地内の居住者増加は，マンション居住者が中心となっています。 
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（３）盛岡城跡公園（岩手公園）や，その周辺地区の現状について 

 

 

 

 

 

 

盛岡城跡公園（岩手公園）は，中心市街地にある最大の都市公園であり，イベントや散策

などの，様々な交流の空間として利用されています。 

園内では，盛岡桜まつり，もりおか環境緑化まつり，盛岡さつき祭展示会，もりおか雪あ

かり，いしがきミュージックフェスティバル，盛岡城石垣文化祭が行なわれており，市民や観

光客の交流の場であり，四季を通じて市民の憩いの場となっています。 

 

   

 

 

 

盛岡城跡公園には，盛岡城の内堀跡である鶴ヶ池・亀ヶ池が残っており，市民による水質

浄化活動が実り，鶴が池から中津川に注ぎ込むせせらぎは，今ではホタルの生息地となりまし

た。また園内には，芝生の多目的広場があるほか，桜林や梅林，バラ園や花時計，数々の文学

碑や彫刻，モニュメントがあるほか，江戸時代後期の城内の蔵である彦御蔵（ひこおくら）が

残っています。  

 

    

  

 

 

 

 

鶴ヶ池に咲くアジサイの花 花時計 姉妹都市ﾋﾞｸﾄﾘｱ市より寄贈

この項では，本計画の対象地区の概要について，設定したエリアごとに現況を明らかとし

ます。 

Ⅰ．史跡・公園エリアの現況 

園内は桜の名所 園内の紅葉 雪の石垣と雪あかり 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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平成 18 年に，園内にあった岩手県立図書館が盛岡駅西口に移転したことから，既存の建物

を利活用して，盛岡の歴史遺産の保存・体験・学習ができる歴史文化施設を平成 23 年度にオ

ープンする予定です。 

園内には地域の基幹的な駐車場である岩手公園地下駐車場があり，身体が不自由な方も利

用しやすいようにエレベーターが設置され，官公庁施設や商店街の利便に供されています。な

お，園内にはトイレが４カ所（うち身障者用トイレ１カ所），公衆電話が１カ所設置されてい

ます。このほか，盛岡城跡公園は，災害時の避難場所となるオープンスペースの役割を担って

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防演習での一斉放水 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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（桜山神社周辺地区について） 

地区は，国が指定する史跡であり，都市計画に定められた公園でもあります。 

地区は，かつてお城の下曲輪でした。現在は中央に鳥居のある参道があり，その正面には盛

岡藩ゆかりの桜山神社があります。またその裏手には巨大な烏帽子岩がそびえ，お城の石垣を

背景に周辺の景観を威厳あるものとしています。 

地区は商店街を形成しており，本市の主要な商店街である，大通，肴町，中ノ橋通の中間に

位置し，まち並みや商店が連続しています。また，参道の延長上には，かつて大手門があった

大手先と，本町通の商店街があります。 

地区には飲食店が多く，お城の内堀である鶴ヶ池・亀ヶ池に囲まれ，地区ならではの雰囲気

を持っています。老朽化した建物が密集し，外観は一体となった建物が並んでいるように見え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■桜山神社周辺地区 

 

盛岡城

・亀ヶ池 
・鶴ヶ池 

歴史文化施設・

・市役所 

岩手県庁・

・盛岡地方裁判所岩手銀行本店・ 

・岩手県公会堂 

岩手県民会館・ 

・テレビ岩手 

・岩手日報社 

・東警察署 

県警察本部・

盛岡法務合同庁舎・

①史跡・公園エリア 

桜山神社■

■桜山地区 

岩手公園地下駐車場・ 

参道

鳥帽子岩・ 

大 通 

肴町・中ノ橋通 

大手先 

本町通 

東大通 

・東北銀行本店 

・農林中金盛岡支店 

 凡例：商店街 

・盛岡石割ザクラ 

新渡戸緑地・ 

・農林会館 

・岩手県産業会館 

・岩手教育会館 

図２－３．桜山神社周辺地区 
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盛岡城跡公園の東側には，中心市街地を貫いて清流中津川が流れており，河畔の散策や子供

たちの水遊び，アユ釣り，サケの遡上や産卵が見られるほか，また白鳥が飛来するなど，四季

を通じた潤いと憩いの空間となっています。 

   

 

 

中津川沿いのビクトリアロードは，ビクトリア市と盛岡市の姉妹都市 10 周年を記念して名付

けられ，また 2005 年 5 月には 20 周年を迎えたことから，ハンギングバスケット，花壇，サイ

ン（案内板）などの整備により，盛岡城跡公園や中津川河川敷とも連携した魅力的な空間を創

出し，観光客の誘致を図っています。 

中津川には，藩政時代から上の橋・中の橋・下の橋などが架けられ，なかでも上の橋は，1597

年（慶長 2年)南部 27 代利直の時に，盛岡城下を建設した際に，発展の第一歩として架けられた

橋であり，青銅製の擬宝珠は国の重要美術品になっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中津川で泳ぐ子供たち 大賑わいの鮎つり教室 中津川で産卵する鮭の群れ 

ﾋﾞｸﾄﾘｱﾛｰﾄﾞ 上の橋の欄干には擬宝珠がある 盛岡秋祭りの伝統的な山車 

Ⅱ．お城周辺エリアの現況 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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盛岡城跡公園の周辺には，官公庁施設，報道機関，金融機関などの現代的なオフイスが建ち並

び，また本市の主要な商店街や大規模小売店がある中心市街地があり，盛岡市観光文化交流セン

ター（プラザおでって）や歴史文化施設があるなど，本市の商業，業務，観光の拠点となってい

ます。また，中津川を隔てた中ノ橋通地区には，国の重要文化財及び盛岡市の保存建造物である

「岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（現岩手銀行中ノ橋支店）」や「旧第九十銀行本店本館（現

もりおか啄木・賢治青春館）」のほか，盛岡市の保存建造物に指定されている「旧盛岡貯蓄銀行

（現盛岡信用金庫本店）」など近代の歴史的建造物があり，重厚な外観が盛岡の町並みに趣を与

えています。 

   

 

 

 

盛岡地方裁判所は，藩の家老北家の屋敷跡に建てられましたが，前庭にある石割桜は国の天然

記念物に指定されており，盛岡に春を告げる風物であり，また多くの観光客を惹きつけています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手銀行中ノ橋支店 もりおか啄木・賢治青春館 盛岡信用金庫本店 

国指定天然記念物「盛岡石割ザクラ」 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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盛岡城跡公園の周辺では，国選択の無形民俗文化財である「チャグチャグ馬コ」（チャグチャ

グ馬コ保存会主催）の華麗な行列が通過し，中央通りでは日本一の太鼓パレード「盛岡さんさ踊

り」（盛岡さんさ踊り実行委員会主催）が毎年開催されています。なお盛岡さんさ踊りに関して

は，ギネスワールドレコード社より，和太鼓の数が世界一に認定されました。 

「大盛岡神輿祭」（大盛岡神輿祭実行委員会主催）は，盛岡市制 100 周年を記念し，平成 9 年

から行なわれ，本市をはじめ県内各地から十数余の神輿が参加するお祭りです。神輿の列は，中

津川河川敷または盛岡城跡公園を出発し，歩行者天国となる大通りを練り歩きます。 

「YOSAKOI さんさ」（YOSAKOI さんさ実行委員会事務局主催）は，全国でブームとなっている新

しい形式のお祭り「YOSAKOI」の盛岡版で，大通りを主会場とする地域活性化を目的としたイベ

ントで，隣県からも参加者を迎えて開催されています。  

「盛岡七夕祭り」（盛岡市肴町商店街振興組合主催）は，肴町のホットラインサカナチョウで

開催される夏の風物であり，屋根のあるアーケードを活かし，四季を通じた様々なイベントとと

もに，商店街の集客に結び付けています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡さんさ踊りの太鼓パレード チャグチャグ馬コ 大盛岡神輿祭 

「写真:(財)盛岡観光コンベンション協会」
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－３．まちづくりへの市民の意見 

 

 

  

 

（１）都市計画マスタープラン ～地域別構想【中心地域】より 

都市計画マスタープランの中心地域・地域別構想を作成し充実するにあたっては，多くの市民

に参加いただき，中心地域としてのまちづくりについて意見交換をいたしましたが，お城周辺に

関してもたくさんの意見がありましたので，主な意見をまとめてみました。 

 

（地域別構想における主な意見） 

■公園の整備などについて 

・憩い，癒しの場所であり，歴史を感じさせる場所である。 

・街の中心にあり，美観的で特に石垣がよく，散策コースとして便利。 

・中心部なのに四季を感じさせる自然が豊かである。 

・子供たちが遊べる場所。 

・緑・花いっぱいのまちづくりの中心地へ。 

 

■地域資源について 

・偉人，歴史の街であり，藩政時代の史跡が多くある。 

・歴史的建造物が多くあるので，それを活かしたまちづくりが必要。 

・中心部なのに自然が豊か…岩手公園，中津川，北上川。 

・中津川は，貴重な生物が棲み，憩いの場所としての散策コース。 

 ・案内看板やガイドが必要。 

・歴史や史跡の資料展示施設の整備。 

 

■景観 

・マンションの高さ制限をして，景観を守る。 

・地区の特色を，より強調できる意匠を（格子窓等）。 

・建物の新築時には古いまち並みに配慮したデザインで。 

・岩手公園からの岩手山の景観を良くしてほしい。 

 ・中津川と一体となった景観づくりが必要。 

 

■まちなか居住に関して 

・官公庁，医療施設，学校，商店街が近く，生活に便利。 

・自転車あるいは歩いて用が足せる（完結する）まちにして。 

 

 

 

この項では，本市の施策の策定などに際し市民から寄せられた意見のうち，本計画のまち

づくりに関連するものを明らかにします。 
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（２）盛岡市ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想の方針への意見（要旨） 

  盛岡市歴史文化施設整備基本計画（案）について，パブリックコメントを実施し，市民の方々

から寄せられた主な意見を掲載しました。  

意見募集の期間：平成 18 年 11 月 10 日～平成 18 年 11 月 30 日 

 

■活動計画等について 

・プラザおでってや地元商店街との共同事業は是非実施してほしい。まちづくりのソフト面での

拠点となることを望む。 

・夢灯り，雪灯りなどの事業継続，固定化を期待する。 

・環境にやさしい施設を目指すのであれば，公共交通機関の利用を求めることが必要。整備もし

てほしい。 

 

 

（３）公園の整備に関して寄せられた意見（要旨）  

これまでに，盛岡城跡公園（岩手公園）の整備などに関し，本市に寄せられた市民の意見や新

聞報道の要旨です。 

 

■公園の整備などに関して 

・トイレや水飲み場，雨天の休憩所などの整備をしてほしい。 

・歴史文化施設の併設で，史跡の相対的充実度を高めては。 

・人が集まり，子供が安心して遊べる場としてほしい。 

・中津川河川敷遊歩道の利用向上をすべき。 

・中心市街地の活性化につなげて欲しい。 

・静かな奥深い雰囲気を守ること。 

・天守閣の再建について（賛否）。 

・南部中尉の銅像の再現について（賛否）。 

・南部信直・利直父子の銅像を建立しては。 

・盛岡城の由来など，歴史説明板の設置を。 

・史跡公園として特化する方策の検討を。 

・周辺旧町名の絵図の制作を。 

 

■観光の振興について 

・古城散策を楽しめる公園としてほしい。 

・石垣と樹木からなる，自然のたたずまいを全国にアピールしては。 

・パンフを作り，全国に観光を発信しては。 

・観光の核づくりを。 

・城跡を観光の目玉にしては。 

・最大級の観光資源と考える。 

・城下町をもっとアピールしては。 
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■生涯学習など 

・史跡の価値を高めるための整備ビジョンが必要では。 

・地図を作り，掲示板の整備とともにボランティアガイドで公園をＰＲしては。 

・郷土愛を育てる場としてほしい。 

 

■都市景観の向上について 

・岩手山の眺望確保，失われた風景の回復を望む。 

 

■交通環境などの整備について 

・交通アクセスを向上してほしい。 

・道路標識などに工夫ほしい。 

 

 

（４）岩手公園の愛称募集に寄せられた意見（要旨）  

市民の方々などを対象にした「岩手公園の愛称アンケート」を実施した際に，公園の整備など

に関する意見も寄せられています。 

募集期間：2006 年 8 月 29 日から 2006 年 9 月 5日まで 

 

■公園の整備などに関して 

・公園内の整備をすすめ，盛岡市のシンボルと位置づけ，中心市街地の活性化につなげて欲しい。

・園内の各施設や碑などの位置をわかりやすくしてほしい。 

・城跡として標識や案内板などの整備に投資すべき。 

・ガイドボランティアの配置など，再訪の意欲をうえつけるべき。 

・城跡の図面を一日も早く手に入れ，天守閣の建築を望む。 

・盛岡市の中心である盛岡城跡，多くの市民は，天守閣の再興，復元を望んでいる。 

・盛岡のシンボルの建築を早急に願う。 

・出来る事なら天守閣，南部中尉など復元したら全国から観光に来ると思う。 

 

■観光の振興について 

・城下町盛岡として，上手く公園を活用することで市独自の観光スポットとして生かしていける

のではないか。 

・これと言った資源のない盛岡にとって歴史遺産はかけがえのない財産であり観光資源でもあ

る。 

・収益の上がる公園に整備すべき。 

・岩手県の県庁所在地である盛岡をＰＲすると共に，お城が存在し歴史のある町であることを認

識して頂き，盛岡の観光を全国へアピールする。 

・美しい石垣を持つ盛岡城をアピールすることに合わせ，全国に盛岡をアピールする。 

・石垣が名城100選に選ばれたと聞いた。ぜひ観光の目玉としてアピールしてほしい。 

・川の美しい盛岡を全国にアピールする。 
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・市民の憩いの場としての公園，観光客誘致の為の公園整備を。 

・城下町であったことをもっとアピールしては。まち並はたいへんきれいだし，素敵なまちだ。

・全国の県庁所在地の中で最も貧相な公園。大整備し，観光客や市民が是非行ってみたいと思え

  るようにしては。 

 

■景観の向上について 

・城跡から南部富士（岩手山）が望めたが，高層ビルでその姿が見られないのが残念。 

 

■交通環境などの整備について 

・バス停などに旧町名の併記も検討してほしい。 

・公園にアクセスし易くすることや，環境美化に努めるべき。 

 

 

（５）岩手公園愛称検討懇話会の意見（報告） 

  岩手公園愛称検討懇話会は，愛称の選定やその使用方法に関し意見を得るために設置されまし

た。この項では，愛称のほかに，いわゆる「公園を中心としたまちづくり」など，公園のあり方，

活用の仕方についても意見が多く出されました。（平成 18 年 9 月 報告書） 

 

■「公園を中心としたまちづくり」について 

・市街地中心部にある貴重な歴史的財産としての岩手公園は，もっと利活用が図られるべき。 

・これからの 100 年を見据えてまちづくりの中心に公園をどう生かしていくかを考えていく必要が

ある。 

・都市間競争のなか，城郭復元などハードやソフトの活用策を考え観光に生かすべき。 

・岩手公園の景観（特に岩手山の眺望の確保），駐車場対策など，公園（城跡）及びその周辺地域

の環境整備を進めるべき。 

 

（６）岩手公園開園 100 周年記念シンポジウム（要旨）  

 

－１．記念講演会：「岩手公園と盛岡の文化」  

開催：平成 18 年 10 月 7 日 盛岡劇場メインホール 

（公演の要旨） 

・旧町名の復活に取り組み，城下町をブランドとしてアピールしては。 

・石垣文化祭の時には，広場でお茶とお餅が食べられる場所があり評判が良く，周辺の商店の売り

上げも上がったことから中心市街地の活性化の拠点になり得る。 

・盛岡城跡公園の活用にあたっては，公園と中津川とを一体として考えては。 

・遊歩道は，公園内のほか，中津川の川原や，野の花美術館などを巡り散策できるように考えては。
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－２．パネルディスカッション：「盛岡城跡公園（岩手公園）と盛岡のまちづくり」 

開催：平成 18 年 10 月 7 日 盛岡劇場メインホール 

 

（意見の要旨） 

・盛岡城の面影がちりばめられたような公園にグレードアップすれば，また新たな観光スポット

として生まれ変わることが出来る，そしてたくさんのお客様を誘導することが出来ると思う。

・盛岡城跡公園を魅力アップ・グレードアップすることでお客様が集まり，市内に入り盛岡の人

の暮らしぶり，盛岡ブランド「盛岡暮らし物語」を体感してもらえるのではないか。 

・盛岡の素顔に触れ，また来たい町，そしていずれは住んでみたい町になるのではないか。 

・城下町としての盛岡を交流拠点，公園都市にしてほしい。そのシンボルとしての盛岡城跡を，

本当に美しい公園のある城跡にしてほしい。 

・盛岡城を「城本来の姿」に戻し，次の時代に伝えて行くのが我々の使命だ。 

・岩手公園を史跡公園として特化すれば，名公園と肩を並べることができると思う。 

・観光ボランティア同士のつながりで，他の公園と交流の場を作って行くというのも，地域づく

り，まちづくりだと思う。地域間「公園間競争」にも勝ち抜いてほしい。 

・『城中という空間』がよく分かり，江戸時代を追体験できるような公園にしては。 

・二の丸から岩手山を眺望できるよう，景観法に基づいて高さの規制をしては如何か。 

・公園と中津川を一体のステージにするなどの利用が出来ないか。 

・見所に写真や昔の絵を載せた掲示板がほしい。（石垣の積み方，門など） 

・盛岡城跡公園の案内所がほしい。（観光客も地元の人もふらりと立ち寄れる案内所） 

・一服できるお茶屋さん（お団子，お茶，甘酒など），トイレや交番がほしい。 

・東北地方のお城を結びつけた観光ルートにより観光客が周遊してくれたら面白い。 

・様々な碑があるが，分かりやすく誘導するような順路を作っては。 

・石垣やお城の天守閣の復元については，調査を行い安っぽいものにならない様にお願いしたい。

・イベントの開催については，知恵もお金も集中させしっかりとしたものを。 

・市民の声を聞いて，本当に皆が行きたい，素晴らしい宝がある文化施設を作るべき。 

・市民を挙げて盛岡城の建築資料探しを呼びかけてはどうか。 

・啄木の真似をして寝っ転がってみたい，そういう芝生など演出が出来てない。 

・馬車を是非とも，常時，公園の周りを走らせたい。 

・車と馬車を走らせる車線，うまく分けることができないか。 

・馬車なり馬なりを，岩手公園の一角で常に待機できるようなことができればいい。 

・芝生広場をポランの広場と名づけ，宮沢賢治の詩碑，岩手公園をＰＲしては。 

・碑など，今あるものをまず生かして PR する。分かりやすく説明し理解を得ては。 

・国の指定を外してもらうことで，できるだけ本物に近いお城を復元する方向で動いて欲しい。

・公園周辺のまちづくりを考える上で，バスの駐車場の問題，城跡を中心に散策して楽しんでい

ただくというのが，大きなまちづくりのひとつの方向性を示している。 

・観光客が街中に降りていくために，歩いてみたいと思わせるような，城下町らしい風情がほし

い。 

・旧町名の復活が必要。 

・子供会活動や中高生の授業の一環として，見学会等をしていただきたい。 
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・市民一人一人が岩手公園や盛岡城，盛岡の街をよく知り，誇りを持って外からの人を迎える・

伝える，そして次の世代へ受け継いでいく。それこそが盛岡で暮らす私達の責任ではないか。

 

（７）お城を中心としたまちづくり懇話会の意見 

お城を中心としたまちづくり懇話会は，計画の策定にあたり，庁外の知識経験者等からの意見

を得るために設置されました。この項では，まちづくりに果たす役割と今後の整備計画や賑わい

創出に向けた具体的な活用方策等について意見が出されました。 

 

 ■お城を中心としたまちづくりの方向性 

・ 盛岡にとって「本物」を追求することは大事なことであり，そうした中でお城というのは極 

 めて貴重なものである。 

・ 「ひと」・「もの」・「時間」・「施策」・「交流」・（文化）等，お城と関わりをもつ，様々な要素 

   について，『つながり』を持たせた展開や議論をしていくことが必要である。 

・ 美しい街というのは、中心にしっかりとしたコアがある。同様に、盛岡の街の中心として，

お城があるということは市民等が共有していることであり，これからの盛岡市のまちづくり

のあり方を示しているのではないか。 

・ 案内板・サイン等は，デザイン・コンセプトを統一することが地域のイメージの統一性につ

ながるのではないか。また，製作の際，市民等が関わりもてる仕組みを取り入れることで，

そこに「市民が見える」ものになっていくのではないか。 

・ 桜山参道地区については，調査や状況を見ながら進めなければならない。しかしながら，「そ

こにあった人の暮らし」，あるいは「今もあり続ける人の暮らし」，あるいは「人間ありき」

を位置づけた上で考えてもらいたい。 

 

 ■計画の持続性について 

・ 事業の成果，市民や観光客などの利用者のニーズに柔軟に対応するためには，固定的な計画に

するのではなく，様々な情報を吸収しながら計画を「育てていく」いくことが必要である。 

・ 公園には，いろいろな分野や制限があり，縦割り的なところがある。しかし，公園を考えるい

い機会として，いろいろな分野が横断的に結ばれることで，盛岡城跡公園の活用に向けて一歩

進むのではないか。 

・ 制度や法令等により，事業化が難しそうなことでも，すぐに諦めるのではなく，議論として残

し，チャンスがあれば取り組むという姿勢が必要である。 

  

（８）パブリックコメント（平成 21 年７月実施） 

 本計画書（案）の段階で，市民の意見聴取のためにパブリック・コメントを行い意見を伺いま

した。 

・ お城跡そのものに観光客だけでなく市民や学生がもっと集まれる機能を持たせるべきだと思 

 う。 

・ 盛岡城跡公園の魅力や市民，観光客が求めるものについて整理した上で，幅広い価値尺度を持

って，前庭整備計画を策定し直して欲しい。 
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－４．市議会における質疑（要旨） 

 

 

 

   

（１）公園やまちづくりの将来ビジョンについて 

 

・岩手公園は市街地の中心に位置し，中心市街地のまちづくりの核的施設として位置付けており，

にぎわいあるまちづくりに重要な役割を担っている。 

・岩手公園は，城下盛岡の原点として，また盛岡の歴史を体験できる場所でもある。全国発信する

ことも盛岡ブランドとして大切である。 

・にぎわいの創出と市民の心のよりどころの一つとして愛される公園とすることに努め，次の世代

に引き継ぐまちづくりを進める。 

・盛岡駅から公園まで歩けるような施策，物産展示や販売，観光と商店街活性化をセットで行うこ

とは，定住・交流人口を増やす一助として必要な施策として研究したい。 

・岩手山の眺望確保のため，長期的な景観指導と景観計画策定に取り組む。 

・庁内での検討を進め，地域の方々や市民の意見もうかがい，中心市街地にあってこの地区が果た

している賑わい創出などの役割と，城下町盛岡のシンボルである盛岡城の城内であったという歴

史性を踏まえ，その方向性を見いだす。 

 

（２）歴史文化施設について 

 

・博物館的機能などをもつ集客施設として活用する。 

・周辺に残るまち並み，歴史的景観など，城跡を中心に広がる周辺城下町エリアを屋外展示のフ

ィールドミュージアムと位置づけ，まちなか観光へ誘導し，広がりのある活動が展開できるよ

う整備する。 

 

（３）桜山神社周辺地区について 

 

・公園整備は，桜山神社，関係権利者と話し合いを重ね適切に対処する。 

・まちづくりビジョンの検討の中で，常に重要な位置づけになる。史跡との共存を前提とした魅

力ある公園整備を目指し，桜山神社周辺の整備の方向性を見出す。 

・商業，都市公園，文化財の保全など，広く市民意見を得て将来の方向性見出す。 

 

（４）お城の建物などの復元について 

 

・櫓と鳩御門などの復元については，文化庁の指導により当時の写真など確実な根拠となる資料

収集が必要とされ，収集活動を盛り込んだ史跡保存整備のための計画に努める。 

この項では，盛岡城跡公園（岩手公園）と，その周辺地域のまちづくりに関して，これまで

に市議会において質疑された内容について，その要旨をまとめました。 
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・まちづくりビジョンの検討の中で，史跡との共存を図り，案内看板の設置や施設の改修等に努

め，より魅力的な公園整備を目指す。 

 

（５）盛岡城跡公園の整備について 

 

・鶴ヶ池・亀ヶ池の浄化やバリアフリー，トイレ整備など，環境改善や快適な施設整備に努める。

・城内に唯一現存する彦御蔵の整備のあり方，ビクトリアロードの活用・充実，記念碑の活かし

方などの方途を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦御蔵（ひこおくら） 
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－５．まちづくりの課題の整理 

 

 

  

 

 

 

 

●公園の整備と活用について 

・城下町盛岡のシンボルとして，歴史性を踏まえた方向性を見出す。 

・子供から高齢者まで，いつでも誰もが安心して憩える公園づくり。 

・お城を「本市の最大の観光資源」として捉える。 

・城郭建築などの資料収集の方策の検討。 

・お城の歴史や由来，施設や見所の順路の情報提供による，来園者の利便の向上。 

・市民団体等が主催する，地域活性化イベントの継続や強化。 

 

●景観対策について 

・お城を中心とした地区ならではの景観づくり。 

・お城からの岩手山などの眺望の確保。 

 

●歴史文化施設とまちづくりについて  

・生涯学習による，地域への理解と愛着の向上。 

・観光や交流の拠点となる施設づくり。 

・立地と周辺環境を活かした展示活動の展開。 

・中心市街地の活性化と本市全体の活力の向上につなげる展示活動。 

 

●桜山神社周辺地区のまちづくりについて 

・地区の家屋などの防災等，短期的な課題の解消と，中期的な課題としての将来像の検討。 

・国指定の史跡との調整を図り，地区の特性を活かしたまちづくりについての検討。 

・歴史文化施設と地区との連携による，観光まちづくりの検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この項では，前項までに明らかとした市民等の意見などをふまえ，お城を中心としたまちづ

くりに関する課題を抽出し，エリアごとに整理することとします。 

Ⅰ．史跡・公園エリアの課題について
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●地域の賑わいや活気について  

・中心部の都市機能など，ストックの利活用によるコンパクトなまちづくり。 

・まちなかの居住人口を増やし，多様な世帯と幅広い世代によるまちづくり。 

・まちなかの歩行者や自転車の通行を増やし，賑わいの回復を図る。 

・空き店舗が増加する中，これを利活用する方策。 

・城下町である盛岡の地域特性を，積極的に活かしたまちづくり。 

・盛岡の歴史や観光など，案内や情報提供の拠点づくり。 

・地域特性を活かしたイベントの継続と，おもてなしによる集客の創出。 

 

●まちなかの景観づくりについて 

・地区ならではの魅力的な景観づくり。 

・岩手山の眺望を回復するための取り組み。 

・城下町の面影と清流中津川，魅力の相乗効果によるＰＲ。 

・中津川と盛岡城跡公園とが，一体のステージとなるような活用策。 

 

●まちなかの観光や居住について 

・観光のスタイルが通過型となる中，まちなかの交流人口の確保。 

・まちなか居住を促進するＰＲが必要。 

・まちづくりを支える，新旧住民や商店街などのコミュニケーションの促進。 

・多様な分野が連携し，役割を分担しあう，市民等が主体のまちづくり。 

・城下町盛岡らしさを活かしたイベントの開催と，魅力の情報発信。 

 

●まちなかの交流の促進について 

・観光や買い物，通勤など市街地中心部へのアクセス性の向上。 

・盛岡駅からお城まで「導線」を整え，まちなかへの交流人口の誘導。 

・四季を通じてまちなか歩きが楽しめる，歩行者優先のまちづくり 

・自転車と公共交通が，気軽に利用できるまちづくりが必要。 

 

 

 

Ⅱ．お城周辺エリアの課題について 


