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３ 歴史遺産の継承と学びの拠点づくり 
（１） 歴史的・文化的背景を活かした都市型ミュージアムづくり 
ア．歴史文化施設整備事業 
平成 23 年開館予定の歴史文化施設は，文化の継承，地域の活性化，観光集客の拠点機

能を持つ施設としての整備を進めます。 
また，城下町盛岡の伝統文化や郷土理解の向上にむけたソフト事業の取り組みを進め

ます。 
① 歴史文化施設整備 
事業期間 短期（平成 18 年度～平成 23 年度） 事業主体 盛岡市 

事業内容：歴史文化施設を単体施設とするのではなく，周辺施設，市民活動，公園など

と連携を図り，史跡・公園エリアの重要な拠点としての利活用 
・歴史文化施設を積極的に活用し，情報発信 
・周辺道路を含め，歴史文化施設への誘導や駐車場への誘導方法の検討 
・施設内容については，外部懇談会を設置し，広く意見を得る。 

    事業手法：まちづくり交付金（国補助），教育債（市債） 
 【整備基本方針】 

歴史文化施設を中心に，盛岡城跡と城下町（中心市街地）を屋外展示としてとらえ，地

域へと広がるミュージアムづくり，活動展開を実施する。 
・ 盛岡市歴史文化施設を積極的に活用し，情報発信をする。 
・ 周辺道路を含め，歴史文化施設への誘導だけでなく，駐車場への誘導方法も

検討する。 
・ 施設内容については，外部懇談会を設置し，広く意見を得る。 

 
 【歴史文化施設の概要】 

盛岡の歴史や文化を総合的，通史的に展示するとともに，歴史文化観光の総合ガイダン

スセンターとして，周辺に残る歴史的景観や施設などを紹介し，町なか観光へ誘導するな

どの機能を持たせた施設とする。 
・ 南部家資料をはじめとする歴史資料等の展示や，盛岡の暮らし文化・年中

行事等を紹介し，盛岡の歴史や伝統文化を身近に見学・学習・交流できる

拠点施設とする。 

・ 市民，観光客，修学旅行生など様々な層への対象とする。 

・ 「町あるき」の拠点であるとともに，歴史・文化資源を活用した情報発信

等による「町なか観光」の拠点機能を有する。 

・ 中心市街地の活性化に寄与する。 

 

 



 4-23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【構成内容】 

   １階は，主として現在と未来を対象とし，２階は，過去の歴史を対象として，１階 

と２階の展示を通じて随所に「都市と城下町」「城と城下町」のつながりを示す。 

・ １階は，観光交流ゾーンとし，観光客や市民を迎える顔となり，交流

を図り，町歩きを楽しむための構成とする。 

   （配置）山車展示ホール，祭り常設展示，祭り企画展示，フィールドミュー

ジアムセンター，研修交流室等 
・ ２階は，歴史文化ゾーンとし，城下町のルーツを探り，盛岡の歴史や文

化を探求するための構成とする。 
          （配置）常設展示室，テーマ展示室，企画展示室，休憩ラウンジ等 
 

計画地 盛岡市内丸（旧県立図書館建物管理用地） 

整備方法 旧県立図書館建物の改修及び増築棟新築による 

計画規模 敷地面積 6,012.51 ㎡(建築確認申請時) 

建築面積 2,534.12 ㎡  構造 鉄筋コンクリート造 

延べ面積 4,662.94 ㎡ 

 （既存建物 3,458.07 ㎡ 地上２階 地下１階 

増築棟 1,204.87 ㎡ 地上２階 ） 

<参考>既存建物の状況 

延べ面積 3,658.87 ㎡ 

 地階：501.89 ㎡，１階：1,481.21 ㎡，２階 1,481.40 ㎡

 中３階：194.37 ㎡ 

構造   鉄筋コンクリート造  

 建築年月 昭和 43 年２月開館 

開館年度 平成 23 年 
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【展示内容例】 
  １階 

・ 山車展示ホールでは，江戸期から続く城下町・盛岡の伝統の祭り「盛岡秋祭り」 

を取り上げる。シンボル展示として，明治・大正期の山車と現代の山車の２台を 

常設展示する。 

・ 祭り常設展示では，チャグチャグ馬コ，さんさ踊りをとりあげ，臨場感あふ 

れる参加型体験により，その魅力に触れる祭り体験空間とする。 

・ 祭り企画展示では，お祭りにちなんだ商品や特産品などを，盛岡の祭りの雰囲 

 気の中で提供する演出空間とする。 

・ フィールドミュージアムセンターでは，来館者の町歩きをサポートし，町中へ 

誘導するための情報提供として，観光マップやルートを紹介する。 

 

２階 

  ・ 主に６つの展示室で構成し，「城下町成立以前」，「城下町・盛岡」，「盛岡城と南部 
家」，「南部家資料展示室」，「もりおか物語展示室」等様々なテーマによる展示を展

開する。 
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② 歴史文化施設整備に伴う植栽整備 
事業期間 短期（平成 21 年度～平成 23 年度） 事業主体 盛岡市 

旧県立図書館の時には，市街地との遮蔽効果を目的として植栽がなされており，静寂

な環境空間の形成に効果的でしたが，歴史文化施設を新たに観光拠点として活用して

いくため，開放感のある空間の形成を目指します。 

そのために，周辺景観に留意しながら，既存植栽の除去，補植等により，緑の質を高

める植栽整備を行います。 
 

イ．市民との協働による歴史文化事業の展開 
 市民との協働による事業活動の展開：関係団体と連携を図り，歴史文化施設の前庭

や芝生広場などを利用したイベントを実施・展開する 
① 市民との協働による事業活動の展開 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，市民，ＮＰＯ等

事業内容：事業展開の充実を図るために，協働により方策の検討や事業の展開 
     歴史文化施設内で紹介する盛岡山車，さんさ踊り，チャグチャグ馬コをは

じめ，盛岡の祭り・年中行事等を，より効果的に市民等に伝えることが出

来るよう，関係団体との連携 
     歴史文化施設の前庭や芝生広場などを利用したイベントの実施・展開 

   ・ 前庭を活用したさんさ踊りの実演・チャグチャグ馬コの体験等 
・ 市民等と一体となり，山車展示ホールに展示している山車を施設外に

曳き出し，祭りの様子を体験。   
   【基本方針】 

市民とのパートナーシップを大切にし，施設のさまざまな活動に市民が積極的に

関わり，共に成長していくことができる事業活動の展開を目指し，歴史文化施設内

での活動のほか，歴史文化施設の前庭や芝生広場を活かした活動やイベント，周辺

市街地・商店街，観光施設・事業との連携，市民学習支援活動等を行います。 
また，活動を通して利用者の活力を取り入れ，その反応や要望を施設のさまざま

な側面に活かすとともに，市民が歴史文化施設のサポーターとして活躍できる場を

整えることで，継続的に利用者の増加が図れるよう，参加・交流活動に力を注ぎま

す。 
・ 前庭を活用したさんさ踊りの実演・チャグチャグ馬コの体験 
・ 市民等と一体となり，山車展示ホールに展示している山車を施設外に       
  曳き出し，祭りの様子の体験      
・ 伝統工芸品の実演，土産，地場産品販売，郷土料理などの取り込み 
・ 史跡盛岡城跡，城下町フィールド，博物施設等への出発点としての情報

提供 
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・ 地域の歴史文化に関する調査・学習講座の開催  
・ 学校教育及び団体に対する支援（学校団体受け入れのための窓口等含む） 
・ 市民の説明ボランティアとしての参加 
・ 市民による企画，市民講師による学習講座                     

 
（２）お城と盛岡市歴史文化施設が一体となった新たな観光スポットづくり 

ア．歴史文化施設周辺環境整備事業 
歴史文化施設の前広場を，「もりおか・城と城下町フィールドミュージアム」の基点

としてふさわしい環境整備を行います。 
① 歴史文化施設前庭整備 
事業期間 短期（平成 21 年度～平成 22 年度） 事業主体 盛岡市 

事業内容：歴史文化施設の前広場を，歴史文化施設展示基本設計（平成 20 年 3 月）基

づき，「もりおか・城と城下町フィールドミュージアム」の基点として相応

しい環境の整備 
 

【お城を中心としたまちづくり計画と整備基本方針との関連性】 
◇ 基本テーマ 

 

 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）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 

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生かした魅力的な景観づくり 

３．歴史遺産の継承と学びの拠点づくり 

 （１）歴史的・文化的背景を活かした都市型ミュージアムづくり 

（２）お城を歴史文化遺産が一体となった新しい観光スポットづくり  

４．人々が集い，情緒と賑わいのまちづくり 

（１）歴史文化施設と大手先（桜山神社周辺地区）が連携した観光まちづくり 

 

◇ 基本理念 

 

① 公園・歴史文化施設のメインエントランス機能 

② 歴史文化施設利用者にとっての集いの機能 

③ 中心市街地（官庁街）にある緑のオアシスとしての機能 

④ 歴史文化施設活動と中津川との連携機能 

 

市街地と城跡，そして中津川をつなぐ歴史文化施設のあるオープンスペース 

お城を中心としたまちづくり計画（目指す将来像） 
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 図４－10  【盛岡市歴史文化施設前庭ゾーニング】 

◇ 基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィールドミュージアム構想の出発点～歴史文化施設を核にしたまち歩きの拠点～ 

歴史文化施設を中心に，盛岡城跡と城下町（中心市街地）を屋外展示として

とらえ，地域へと広がるミュージアムづくり，活動展開を実施する。 

歴史文化施設から城跡へ，さらに城下町エリアへと，一体感と広がりを持た

せる活動展開を想定し，中心施設を起点に人が集い，動き，周遊することを常

にねらいとする。 

 
歴史性の継承 

・ 盛岡城跡を中心とした都市公園であること，新たに整備される歴史文

化施設に配慮した整備を行う。 

・ 各種記念碑や記念植樹の保全を図りつつ活用する。

明るさや賑わいを感じさせる空間の形成 

・ 既存施設や植栽の見直しを行い，利用者に親しまれる空間を創出する。 

・ 盛岡城跡公園，中津川と調和した景観を形成する。 

緑の質の向上 

・ 多くの市民，来訪者にやすらぎ，憩いをもたらしている緑空間の機能

をいっそう高める。 
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（３）中心市街地で展開する「城下町フィールドミュージアム」づくり 
ア．中心市街地をフィールドミュージアムの「屋外展示」として活用 
事業期間 短期～中期 事業主体 盛岡市

 歴史文化施設から城下町エリアへの広がりを活動のあらゆる面で意識し，中心市街地

の活性化を目指とともに，市の中心に位置する城下町エリアを活性化させることで，広

域圏を含め，市全体が活性化することが期待され，歴史文化施設はその重要な役割とな

ります。 
 城下町として築かれた町割を基礎に，重層的な時代の息吹が感じられる「町すじ」，

「町かど」，「歴史的景観」などの盛岡の都市構造や中津川流域，旧奥州街道筋の町並み

など，歴史文化施設を中心に広がる周辺城下町エリアをフィールドミュージアムの「屋

外展示」として位置付け，21 世紀のまちづくりへと連動させることを目指します。  
 

  【整備基本方針】 
  ・ 祭りや伝統工芸，地場産品，景観などを活用して市民や，市民と盛岡を訪れ

た方々との交流の促進を図る。 
・ 盛岡城跡を最大の屋外展示物として位置づけ，情報発信，城跡でのイベント

との連携などを通じ，魅力を高める。 
・ 「まちなか観光」へ誘導するため，歴史文化施設内に，歴史文化観光の総合

ガイダンスセンターとしての機能を持たせ，周辺に残る町並みや歴史的景観，

施設などを紹介する「フィールドミュージアムセンター」を設ける。 
・  

 図４－11  【盛岡市歴史文化施設前庭整備パース】 
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４ 人々が集い，情緒と賑わいのまちづくり 
（１） 大手先（桜山神社参道地区）を軸に，史跡を活かした情緒と和風感あるまちづくり 

ア．桜山神社参道地区のあり方の検討 
 地域の賑わい創出の場となってきた桜山神社参道地区は，都市公園と史跡の区域に

含まれていることから，建築物や工作物の設置等，土地を活用する行為に対して様々

な制限が及んでいます。 
 桜山神社参道地区のまちづくりが抱える問題は，史跡保存と公園整備だけでなく，

家屋の老朽化による耐震対策等，防災面でも短期的に取り組まなければならない課題

もあり，早急にまちづくりの方向性を検討する必要があります。 
 まちづくりの具体化にあたっては，多くの観光客にも利用されている桜山神社参道

地区の実態も踏まえながら，市民を取り込んだ幅広い議論のもとに，当地区の今後の

土地利用の方向性について検討し，史跡と共存を前提とした魅力ある公園整備を目指

します。 
① 利用実態調査 
事業期間 短期（平成 21 年度） 事業主体 盛岡市，地権者，住民（占有者），町内会

事業内容：桜山神社，商店街組合，町内会等の関係者間で連携を図りながら，現状の

利用実態についての聞き取り調査等の実施 
・ 土地・建物権利調査 
・ 利用実態・意向調査 

 
② 埋蔵文化財発掘調査計画の検討 
事業期間 短期（平成 21 年度～22 年度） 事業主体 盛岡市（教育委員会） 

事業内容：調査期間，実施計画等の検討 
 

③ 桜山神社参道地区の将来ビジョンの策定 
事業期間 短期（平成 22年度～23年度） 事業主体 盛岡市，地権者，住民，市民等

事業内容：関係者間でまちづくりのための情報の共有化を図りながら，地区の将来ビ

ジョンや整備計画を検討 
 

イ．桜山神社参道地区の整備 
将来ビジョン，史跡保存管理計画，公園（史跡）整備計画などを総合的に検討し，桜

山神社参道地区の整備を進めます。具体的な整備に先立ち，史跡内の発掘調査を行な

い，調査で明らかとなった史跡の本質的な価値を踏まえた整備を進めます。 
① 整備方法の検討 
事業期間 短期（平成 23 年度～24 年度） 事業主体 盛岡市，市民，住民等 

事業内容：整備に必要な条件や関係者等の意向調査等を踏まえた上での整備方法（土
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地の公有化を含む）の検討 
 
② 遺構確認調査の実施 
事業期間 中期 事業主体 盛岡市

事業内容：桜山神社参道地区の整備にための史跡区域内の遺構調査の実施 
  

（２） 歴史文化施設と大手先（桜山神社参道地区）が連携した観光まちづくり 
ア．史跡・公園エリアの活性化策の検討  
事業期間 短期（平成 23 年度～25 年度） 事業主体 盛岡市，NPO，企業 

   歴史文化施設（平成 23 年夏頃開館予定）や公園を訪れる観光客を含めた利用者

への休憩処，飲食等の提供などの物産観光機能の充実を図ります。 
事業内容：歴史文化施設やその周辺での休憩所や飲食の提供と，まち歩きの情報発

信機能の充実，おもてなし度の向上，山車・さんさ踊り・チャグチャグ

馬コの展示体験できる計画の検討 
 

（３） 大手先（桜山神社参道地区）と周辺地区の一体感による賑わいのあるまちづくり 
ア．内丸緑地の活用の検討 

   官公庁街の緑地水準を確保する緑地としての役割を踏まえながら，近接する大手

先（桜山神社参道地区）と一体となって情報の発信や憩いの場として活用するため

の方策について検討を進めます。 
① 内丸緑地の利活用の検討 
事業期間 短期 事業主体 盛岡市，岩手県，ＮＰＯ等 

事業内容：大手先（桜山参道）地区との一体性を持たせることで，お城の正面性確

保のための拠点として利活用の検討 
     施設設置者である岩手県と協議し，植栽（高木）の在り方も含め，有効

活用策を検討 
 

② お城の正面性の確保 
事業期間 中期 事業主体 盛岡市

事業内容：史跡盛岡城跡に正面性をもたせ，歩いて楽しむまちづくりを目指すため

に，大手先方面の歩道整備，電線類地中化整備の実現化の検討と実施 

 
 
 
 
 




