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－７．まちづくりの展開と実施計画 
 
Ⅰ．史跡・公園エリアのまちづくり 
1 城下町盛岡のシンボルとなる公園づくり  
（１） 盛岡のシンボルとして，親しみと誇りの拠点となる公園づくり 

 ア．史跡盛岡城跡保存管理計画の策定  
事業期間 短期（平成 21 年度～22 年度） 事業主体 盛岡市 

 公園整備・史跡整備の推進することにより，歴史の息づく潤いのある都市景観の創出

や中心市街地の活性化を図ります。 
そのためには，将来的な公園整備・史跡整備の基本方針を定め，史跡の適正な保存管

理基準を明確にし，史跡の積極的活用を図るための指針を策定します。 
・ 史跡指定となっている近世城郭としての遺構保存及び景観保全に努める。 
・ 史跡として積極的に整備活用を図る部分と，遺構の保全を図りながら都市公園機

能を維持する部分に区分し，機能の両立を図る。 
  事業内容：史跡全体現況図の作成 
        識者等による策定委員会の開催 
       史跡盛岡城跡保存管理計画書の作成  

 
 
 

 都市公園区域 
 ・昭和31年 都市計画決定 

  (平成９年 一部区域変更）

史跡指定区域 
 ・昭和12年 国指定史跡 

図４－２ 国指定史跡区域と都市公園区域 
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 イ．史跡盛岡城跡保存整備事業の継続  
「昭和の大改修」に引き続き，石垣修理事業の推進を図るとともに，保存整備計画に

よる史跡整備計画の策定を進めます。 
① 石垣変位調査 
事業期間 中期 事業主体 盛岡市 

事業内容：定期（毎月）観測及び震度３以上の地震の際に石垣変位測定の実施 
 

② 石垣修理工事 
事業期間 中期（～平成 28 年度） 事業主体 盛岡市 

事業内容：三の丸南東・北・西部の石垣修理工事 
 

③ 遺構説明板設置    
事業期間 短期（～平成 22 年度） 事業主体 盛岡市 

事業内容：本丸・二の丸・腰曲輪に遺構説明板を設置 
 

④ 史跡保存整備 
事業期間 長期 事業主体 盛岡市 

事業内容：発掘（遺構）調査成果等に基づく整備内容の検討及び整備工事の実施 
 

ウ．史跡盛岡城跡普及・活用資料の作成 
    総石垣の城として最北に位置する史跡盛岡城の歴史についてわかりやすく解説すると

ともに，最大の特徴である石垣の魅力を紹介するパンフレット等を作成します。 
① 石垣解説パンフレット作成 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市 

事業内容：史跡盛岡城跡の歴史や，最大の魅力である石垣の特徴について解説する パ
     ンフレットを作成 
 
② 小学生児童用副読本及び活用の手引き書の作成 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市 

事業内容：小学校高学年向けに授業で盛岡城跡を学習するための副読本の作成や授         
     業における活用方法について解説する手引き書を作成 
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図４－３ 石垣修復年施工実績 箇所図 
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エ．鶴ヶ池・亀ヶ池の水質改善と管理の基準化 
鶴ヶ池，亀ヶ池の両池は公園内の修景池として重要な役割を果たしていますが，水質

悪化，外観上の汚れ，景観への影響などから，これまで様々な浄化対策が行われてきた

経緯があります。 
近年では，曝気装置による浄化（継続中）や鶴ヶ池，亀ヶ池へのＥＭ菌の投入の取り

組みが行なわれ（平成 13 年から平成 16 年），水質改善の一定の効果は得られましたが，

その効果は一時的なものであり，根本的な解決に至っていないのが現状です。 
そこで，本計画においては，現在も取水源としている中津川の良好な水質を活かし，

取水量を増やすことでの水質改善を図る施設整備や市民との協働による池の環境の改善

に取り組みます。 
① 浄化のための取水施設整備 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，国（河川管理者）

事業内容：中津川からの取水量の増量による水質改善を図るための施設整備方策の検 
     討及び整備 

 
② 協働による環境改善活動の推進 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，市民，企業，NPO，市民団体等 

事業内容：ハード的な整備だけで水質改善を図るのではなく，ソフト面からの鶴ヶ池，

亀ヶ池の浄化を図るため，ボランティアによる池清掃活動などの協働による取り組みを

推進する。 
 
③ 鶴ヶ池，亀ヶ池の水質管理の基準化 
事業期間 短期（平成 21 年度～22 年度） 事業主体 盛岡市 

 鶴ヶ池，亀ヶ池の水質は，水質管理の指標となる，「生活環境の保全に関する環境基準」

において，コイ・フナ等の富栄養湖型水域の水産生物に適する水質であり，環境基準面

では，クリアしている状況です。 しかし，鶴ヶ池，亀ヶ池の水質について，現在でも多

くの意見が寄せられており，より高い基準での水質の維持が望まれています。 
  事業内容：修景池として目指す水質の基準化の検討    
 

オ．鶴ヶ池・亀ヶ池の整備・活用 
かつての盛岡城の内堀であった鶴ヶ池，亀ヶ池は，四季折々の情景が楽しめることか

ら，盛岡城跡公園と連携した整備・活用を図ります。  
① 東大通駐車帯の活用の検討 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市 

事業内容：景観等に配慮した東大通り駐車帯（亀ヶ池桟橋含む）のあり方（廃止を含む）

の検討 
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② 鶴ヶ池，亀ヶ池周辺環境整備の検討 
事業期間 長期 事業主体 盛岡市 

事業内容：かつての内堀を感じさせる一体感の演出・創出を図るなど，鶴ヶ池，亀ヶ池

周辺環境の整備の検討 
 

（２） お城の歴史や由来，園内の案内など，分かりやすい公園づくり 
ア．盛岡城跡公園案内板・サイン整備 
史跡の保存及び活用のための解説板・案内板だけでなく，園内の樹木名，動植物，公

園内の施設や見所などを市民や観光客に分かりやすく伝えるため，サインの充実を図り，

来園者の利便の向上を図ります。 
そのために，サインのデザインについては，市民の意見や実際に製作に携わるなど，

協働による取り組みを進めることで，「市民の顔が見える」取り組みを進めて行くことと

します。 
① サイン計画の策定と整備 
事業期間 短期（平成 20 年度～平成 22 年度） 事業主体 盛岡市 

公園全体での統一したサイン計画を策定し整備します。また，ハード的な整備だけでな

く，ＱＲコード等を用いて情報提供を行うユビキタスミュージアム等のソフト事業につ

いても検討していきます。 
事業内容：サイン計画の策定及びソフト事業の検討，総合案内板及び誘導サイン整備 

 
 
 
 
 

 
 

     
  
        

② 「市民の顔が見える」事業展開 
事業期間 短期 事業主体 協働（盛岡市，市民等，ＮＰＯ等，企業） 

 公園の活用や整備にあっては，市民からの意見や直接製作に携わってもらうなど，協

働による取り組みを推進します。 
事業内容：公園をフィールドとしたワークショップの開催，樹名板の設置，生態系   

   マップ等の作成  
 

【図 4-4 案内板イメージ図】
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③ 社会貢献活動等の協力による案内情報の充実 
事業期間 短期 事業主体 企業，ＮＰＯ等

事業内容：企業，ＮＰＯ等による社会貢献活動の一環として寄附された案内板や樹名板

    等の活用 
     サイン計画等と連携した整備の推進 

 
④ 盛岡城跡公園の拠点としてのサービスセンター設置の検討 
事業期間 中期（平成 24 年度～） 事業主体 盛岡市，地域住民，ＮＰＯ，指定管理者等 

事業内容：史跡保存管理計画策定後，公園（史跡）整備計画を策定し，公園管理事務所 
     機能やお休処などを備えたサービスセンターの設置の検討 
関連事業：短期計画との連携 

・ 史跡保存管理計画の策定 
・ 公園（史跡）整備計画の策定 

 
⑤ 公園周辺事業とあわせたサイン等の整備（公園への誘導性の向上） 
事業期間 中期（平成 24 年度～） 事業主体 盛岡市 

事業内容：市街地中心エリアから公園まで，サインなどにより誘導 
   統一的な内容・デザインとしたサイン計画に沿って整備 

関連事業：短期計画との連携 
・ 中心市街地活性化基本計画（平成 20 年 7 月 9 日認定） 
・ ビクトリアロード整備（H21 年度～H23 年度） 
・ 盛岡地区かわまちづくり事業（H21 年度～H26 年度） 
・ 菜園地区の歩道整備・電柱類地中化整備（H21 年度～H24 年度） 

 
（３） お城ならではのイベントの開催による交流と賑わいの公園づくり 
ア．盛岡城跡公園（史跡盛岡城跡）の活用 
① 各種イベント等との連携による活用 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，企業，ＮＰＯ，指定管理者等 

事業内容： 桜まつり，石垣ライトアップ，雪あかり等の各種イベント開催時や歴     

 史文化施設（平成 23 年開館予定）と連携をはかり，一般公開以外での活

 用の検討 
 
② 彦御蔵の常設利用のための改修 
事業期間 中期 事業主体 盛岡市 

事業内容：公園内に現存する藩政時代の建物として現存する彦御蔵を活用し，一般公開

だけでなく，写真展や演劇など，常設利用できる方策を検討 
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     法令など，解決すべき問題点を整理 
     盛岡城跡公園での見学会や史跡学習講

座を実施 
     お城を中心としたまちづくり意識を高

める活動の推進 
     
 
 

イ．市民協働によるイベントの推進 
事業期間 短期 事業主体 協働（盛岡市，市民等，ＮＰＯ等，企業） 

 近年，お城を中心とした地区において，行政だけがその主体となるのではなく，「いし

がきミュージックフェスティバル」のような市民が主体となって行われものや，「石垣ラ

イトアップ」や「夢あかり」のように行政・企業・民間が協力し合って行われるイベン

トも開催されてきていることから，このような取り組みを大切にしたパートナーシップ

による賑わい創出に取り組んで行きます。 
盛岡城跡公園を利用した主なイベント

イベント等 事業主体名 開催時期

消防出初式 盛岡市（消防防災課） 1月

もりおか雪あかり 盛岡雪あかり実行委員会 2月

もりおか環境緑化まつり もりおか環境緑化まつり実行委員会 4月

盛岡さくらまつり （Ｈ19）盛岡観光コンベンション協会，（Ｈ20）盛岡市 4月～5月

いしがきミュージックフェスティバル いしがきミュージックフェスティバル実行委員会 6月

盛岡さつき祭展示会 盛岡さつき祭り実行委員会 6月

市民早起きラジオ体操の会 盛岡市教育委員会 7月

山車大絵巻パレード 盛岡山車大絵巻パレード実行委員会 9月

盛岡彫刻シンポジウム野外彫刻展 盛岡彫刻シンポジウム実行委員会 9月～10月

いわて健康ウォーク 岩手県，盛岡市，岩手日報社 10月

全国朝市サミット2008 inもりおか（Ｈ20） 第13回全国朝市サミット実行委員会 10月

石垣おもてなし市 石垣おもてなし市実行委員会，盛岡市 10月

盛岡城ライトアップ事業 盛岡市，盛岡商工会議所，盛岡城跡・石垣に灯りをともす会 10月～２月

盛岡城・石垣あかりの市(蔵出しさんさ) 盛岡商工会議所 11月  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦御蔵 

【石垣ライトアップ 】      【いしがきミュージックフェスティバル】
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図４－５ イベントチラシ 

ウ．各種団体との連携によるまちづくりの検討 
盛岡城跡公園に関係する個人や団体，ＮＰＯ，周辺の商店街，ボランティア団体，交

通，観光の関係者，指定管理者などの連携により，盛岡城跡公園の利活用とその周辺地

区の賑わいの創出を図ることを進めます。 
① 企業，市民団体，ＮＰＯ等からの支援による公園づくり 
事業期間 短期 事業主体 企業，ボランティア・市民団体，ＮＰＯ等 

事業内容：清掃活動，公園観光ガイド等により，公園の維持管理，活用のための支援を 
     受け，魅力ある公園づくり 
 
② お城の活用によるソフト事業の推進 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，企業，ＮＰＯ等

事業内容：地域交流イベントの固定化や新たなイベント等の創設など，お城を活用した

ソフト事業の検討および推進 
・ いしがきミュージックフェスティバル（H18～年実施） 
・ 石垣おもてなし市  etc… 

 
③ 環境教育プログラム活動の促進 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，企業，ＮＰＯ等

事業内容：都市部にありながら自然環境あふれる公園や「平成の名水百選」にも選定さ

れた中津川を環境教育のフィールドとして活用を図ります。 
     【活動事例】 

・ 公園の森たんけん（図４－５） 
  （岩手県緑化推進委員会他） 
・ どんと晴れ中津川 
  （どんと晴れ中津川実行委員会） 
・ みどり花壇（市民ボランティア） 
・ 親子写生会 
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（４） 施設の充実により利便性を高め，安心して憩える公園づくり 
ア．都市公園のユニバーサルデザインの推進 
幅広く利用してもらうために，誰もが利用できるユニバーサルデザインに対応した公

園づくりを進めるために，法的な基準やガイドラインに基づいた公園施設（トイレ，ス

ロープ，ベンチなど）のバリアフリー化を進めると同時に，望ましい管理運営や多様な

利用者のニーズに対応するために，スパイラルアップへの取り組みを行い，安心して憩

える公園づくりを目指します。 
※ ユニバーサルデザイン：すべてのひとにとって利用しやすい，利用に困難を伴わない施設とサービス

を実現するもので，常に利用者側の利用動向や要請を把握して，さらに進化したデザインとしていく

取り組み 
※ スパイラルアップ：一度整備した施設を評価し，利用動向や要請を把握して，さらに質を高めていく

ための繰り返しによる取り組みのこと 
 

① 公園施設のバリアフリー化の促進 
事業期間 短期～中期 事業主体 盛岡市 

事業内容：史跡における現状変更が可能な範囲内で，バリアフリー新法の都市公園移 
          動等円滑化基準やガイドラインに適合した施設改修等を促進し，バリアフ 
          リー化を図ります。 

     
② 管理運営プログラムの検討 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，指定管理者

    事業内容：公園利用の多様なニーズへの対応に積極的に応じるために，レクリエーショ

       ンプログラムの実施やボランティアの活用などのソフト展開を図ります。 
       また，管理運営において，ホスピタリティ（もてなしの心）のあるサービス

    を提供するために，細やかな管理上の配慮や多様な公園利用者の視点に立っ

    た管理運営サービスの向上などの取り組みを推進します。 
 

           
イ．都市公園整備計画の策定 
公園整備については，史跡の保存整備と都市公園整備との調和を図りながら，利用者

にとって分かりやすい，使いやすい公園を目指し，公園整備の計画策定を行います。 
都市公園整備計画の策定を行う際には，公園内の樹木の整理，公園管理事務所機能を

備えたサービスセンターの検討，未供用区域の整備計画の策定など，公園をリニューア

ルし，中心市街地の核となる公園づくりを目指します。 
① 史跡保存管理計画の策定(再掲) 
事業期間 短期（平成 21 年度～22 年度） 事業主体 盛岡市 

事業内容：史跡などの本質的価値と構成要素を明確化し，適切に保存・管理するための

    基本方針，方法，現状変更等の取扱基準の策定 
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② 盛岡城跡公園（史跡）整備計画の策定 
事業期間 短期（平成 23 年度～25 年度） 事業主体 盛岡市

事業内容： 公園整備については，史跡の保存整備と都市公園整備との調和を図りながら，

    利用者にとって分かりやすい，使いやすい公園を目指した公園整備計画の策

    定 
 ・公園施設のバリアフリー化の促進 
 ・お城の景観にあった管理施設の検討 
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 都市公園区域 

  

２ お城らしい風格ある景観づくり 
（１） お城の風格と自然環境を活かした，魅力的な景観づくり 
ア．屋外広告物条例による規制誘導  
事業期間 短期 事業主体 盛岡市 

良好な景観の形成や風致の維持等の観点から，禁止広告物，禁止地域，禁止物件，許

可地域を定め（図４－6），屋外広告物の表示面積や高さなどの許可基準に基づき条例に

よる規制誘導を図ります。 
事業内容：屋外広告物事務による指導として，原則，屋外広告物の設置の禁止（但し，        

    自家用及び公共目的のもの等を除きます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ．景観に配慮した公園づくり 
① お城の景観に配慮した施設改修 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市 

事業内容：フェンス，車止め等，施設の老朽化に伴う改修を行う際には，お城の景観

    にあったデザインや素材の活用 
 

② 樹木の適正管理（史跡保存管理計画と連携） 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市

樹木調査を実施し，史跡として必要な樹木と公園として必要な樹木を総合的に検討し  

維持・管理を行ないます。 
事業内容：史跡保存管理計画策定のための現況測量の実施 

   公園緑地施設管理事業による管理  

屋外広告物禁止地域 

図４－6 屋外広告物条例による禁止地域と都市公園区域 
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③ ヒマラヤシーダの検討 
事業期間 短期（平成 21 年度） 事業主体 盛岡市（教育委員会，公園管理者）

歴史文化施設の観光交流拠機能を，より一層充実させ，中心市街地の活性化に寄与す

ることを目的として，歴史文化施設及び前庭部分を開放感のある外構とし，歴史文化施

設前庭整備と連携したヒマラヤシーダのあり方について検討を行います。 
   事業内容：歴史文化施設整備事業 

          公園緑地施設管理事業  
 

ウ．お城らしい景観づくり 
盛岡城跡公園は，盛岡の象徴的存在であり，お城を中心とした城下町としての成り 

  立ちを大切にするため，周囲の建築物等に対し，配置，色彩及び高さの誘導により， 
  城跡の石垣や緑が醸し出す落ち着きと風格に調和した景観の形成を図ります。 

 お城周辺地区の中津川沿いの歴史的建造物や紺屋町界隈の町屋，商屋などが，盛岡の

暮らしを今に伝える町並み景観として地域の貴重な地域ブランドとなっていることから，

風格や歴史性を尊重した景観形成を図ります。 
①景観計画の推進 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市

   景観計画において，盛岡城跡公園とその周辺ゾーンを景観形成重点地域における歴 
  史景観地域としており，周辺部を含め，お城の石垣や堀，歴史的建造物などの景観を 
  まちづくりの重要な資源と位置づけ，歴史的景観と調和した建築物の外観の景観誘導， 
  景観上重要な道路においては，無電柱化や高品質舗装などにより，中心市街地のシン 
  ボルとなる都市（史跡）公園として活用しながら，歴史性を尊重した風格のある良好 

 な景観の形成を図ります。 
   ■主な景観形成基準 

・ 伝統的素材感を生かし，歴史的景観に調和した素材とするよう配慮すること。 
・ 建築物等の色彩は，歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。 
・ 建築物や塀等については，伝統的雰囲気に調和するよう配慮すること。 
・ 屋外広告物は，位置，規模，形態，意匠，色彩及び素材について，歴史的景観との

調和に配慮したものとすること。 
・ 全体が一体となった歴史的な雰囲気に配慮を行うこと。（建築物の高さ，壁面位置，

色彩への配慮） 
事業内容：景観計画・景観条例に基づく届出による良好な景観形成のための建築物や工

作物等の景観誘導 
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（２） お城から岩手山などの眺めを大切にした眺望景観づくり 
ア．盛岡城跡公園の景観計画の位置付け 
事業期間 長期 事業主体 盛岡市

岩手山等の眺望は多くの市民にとってふるさとを象徴し，盛岡らしさを代表する景観

となっています。 
盛岡城跡公園は，石垣，樹木，池，中津川などが一体として盛岡を代表する歴史景観

であるとともに，特に二の丸からの岩手山眺望及び南昌山眺望は盛岡を象徴する景観で

あります。この眺望を確保するため，景観計画において景観形成重点地域として眺望景

観保全地域の位置付けを行い，眺望景観の保全を図ります。 

二の丸からの岩手山

眺望 

二の丸（本丸下馬場）

からの南昌山眺望 

 眺望景観保全地域

歴史景観地域

街路景観地域（市街地の幹線街路）破線は整備予定

河川景観保全地域（中津川）※河川及びその両側30ｍ

〃    （歴史的な街路）    

（※街路景観地域は街路と街路に接する敷地）

図４－７ 景観計画による位置付け 
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事業内容：景観計画・景観条例に基づく届出による建築物等の高さの規制誘導 
・ 視点場二の丸から岩手山眺望領域 

・ 視点場二の丸（本丸下馬場南端）から盛岡城跡公園から南昌山眺望領域 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－９ 盛岡城跡公園・二の丸からの南昌山眺望領域図 
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図４－８ 盛岡城跡公園・二の丸からの岩手山眺望領域図
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視点場位置：盛岡城跡公園・二の丸 

視点場位置：盛岡城跡公園・二の丸（本丸下馬場南端）


