
盛岡市



■まちづくりの基本的方針

①お城の考え方

②まちづくりの計画の目標

「お城」の表現については，櫓や門などの城郭建築が存在していなくても，石
垣や内堀などの城郭遺構が「最北の総石垣の城」として評価され，「日本100名
城」（平成18年2月13日，財団法人日本城郭協会）に選定されていると共に，盛岡
城跡が文化遺産として地域の歴史的シンボルとなっていることから使用している
ものです。

②まちづくりの計画の目標

盛岡のまちづくりは，十六世紀末の盛岡城の築城と，お城を中心に城下町が開
かれたことに始まります。

その後，明治に至り城郭は取り壊されることとなりますが，本市は県都として
政治・経済などの中心的役割を担い，今日では商業・業務などの都市機能が集積
する近代的な都市として発達し，まちの姿も大きく変貌を遂げました。しかし，する近代的な都市として発達し，まちの姿も大きく変貌を遂げました。しかし，
その中心には常にお城が在りました。

お城は公園となり，また重要な史跡として国の指定を受け，今では訪れる人々
に往時を偲ばせる，憩いと安らぎの都市公園として親しまれています。

またお城の周辺には，近代の歴史的建造物をはじめ，四季を通じたお祭りや伝
統行事，清流中津川や石割桜など，地域の人々の手で磨かれてきた城下町盛岡な
らではの魅力が 多くの文人や観光客を盛岡に引き付けてきましたらではの魅力が，多くの文人や観光客を盛岡に引き付けてきました。

本計画は，盛岡市総合計画の各施策を推進するためのまちづくりに関する計画
のひとつであり，「元気なまち盛岡」の実現に寄与するものです。

城下町盛岡の原点であり，市街地の核であるお城を中心とした地区において，
史跡の保存整備と都市公園整備との調和のもと，歴史文化施設や桜山神社周辺地
区などの整備を図り，都市と美しい自然の調和，並びにお城の風格や城下町の情
緒 地区の特性を活かす等 総合的なまちづくりを通じて都心の魅力を高め 地緒，地区の特性を活かす等，総合的なまちづくりを通じて都心の魅力を高め，地
区の活性化を促すことを目的としています。

・お城を中心としたまちづくりのキーワード

③まちづくりのキーワード

公共交通が便利で
まち歩きが楽しい

都市と自然が調和した
美しいまち

交流と協働
情報発信のまち

風格のある
城下町の魅力

観光・定住に
選ばれるまち

おもてなしの心
で賑わいのまち

お城が持つ
求心力の回復

伝統と文化が
継承されるまち



■計画の位置付け

①計画の広がり

盛 岡 市 総 合 計 画

盛岡市地域再生計画 盛岡市中心市街地活性化基本計画

盛岡市都市計画マスタープラン・盛岡市景観計画
盛岡市観光推進計画・盛岡市ブランド推進計画

盛岡市地域再生計画・盛岡市中心市街地活性化基本計画

お城を中心としたまちづくり計画
盛岡市ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ
構想の方針

盛岡市総合計画・基本構想
元気なまち盛岡の実現 「継承と創造」のまちづくり・「求心力」のあるまちづくり

盛岡市都市計画マスタープラン
都市の趣を大切にした元気で心豊かなまちづくり

②まちづくりの計画における基本目標

都市の趣を大切にした元気で心豊かなまちづくり

盛岡市観光推進計画
歩いて楽しむまち 個性豊かな観光文化都市をめざして

盛岡市ブランド推進計画
盛岡を「選ばれるまち」に

盛岡市景観計画 潤いと彩りのあるまちの風景づくり
盛岡固有の景観を守り，創り，育て，次世代に継承できる「美しいまち盛岡」の実現

盛岡市中心市街地活性化基本計画
触れる・感じる・楽しむ 元気なまち『もりおか』

盛岡市フィールドミュージアム構想の方針
都市・盛岡のルーツを探り，21世紀のまちづくりへつなげる拠点施設

盛岡を 選ばれるまち」に

盛岡市地域再生計画
「まちなか観光」と「まちなか居住」による元気なまちの再生

都市 盛岡 を探り， 世紀 ち くり なげる拠点施設

基本的な方向性：お城を中心として都心の魅力を高める



■計画の対象地区

①対象地区

お城を中心として，主要な施設や歴史的建造物，文化財や観光など，地域の特性
となる様々な魅力資源の集積から，次の２つのエリアの構成としました。

②エリア区分

史跡・公園エリア

本計画の核として，城下町盛岡のシンボルに位置づける地区です。
国が指定する史跡である盛岡城跡及び盛岡城跡公園（岩手公園）で構成さ

れた地区です。

お城周辺エリア

史跡・公園エリアと一体となり，まちづくりを進める地区です。
お城を取り巻くように，多くの観光ポイントがあり，城下町盛岡の魅力

的資源が集積する地区です。お城を中心とする，ゆっくり歩いて30分ほど
（概ね１ｋｍ）の範囲を想定しました。

大手先

本町通

大 通

盛岡城

葺手町

大 通

①史跡・公園エリア

中ノ橋通

肴 町

下の橋

②お城周辺エリア

500ｍ



■まちづくりの将来象

①目指す将来像

②まちづくりの基本方針

お城をシンボルとした，風格と賑わいのある魅力都心
～お城からはじまるまちづくり～

②まちづくりの基本方針

史跡・公園エリアの方向性

お城を中心とした地域は，住民や来街者の交流の場であるとともに，新たな都市
の文化や景観が生み出される場となっているなど，城下町盛岡の中核的な地域とし
て果たせる多くの役割を有しています。

史跡 公園エリアの方向性

城下町盛岡のシンボルとなるまちづくり

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

公園づくり・お城の景観・歴史文化遺産の利活用・お城の情緒と賑わいの四つをキー
ワードにまちづくりを進めます。

お城らしい風格ある景観づくり

• 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
• 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
• お城ならではのイベント開催による，交流の場と賑わいづくり
• 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

歴史文化遺産の継承と，学びの拠点づくり

• お城の風格と自然環境を活かした，魅力的な景観づくり
• 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

• 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
• お城と歴史文化施設が一体となった新しい観光スポットづくり

人々が集い，情緒と賑わいのまちづくり

お城と歴史文化施設が 体となった新しい観光スポットづくり
• 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

• 大手先（桜山神社参道地区）を軸とした史跡を活かした情緒と和風感のあるま
ちづくり

• 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
• 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



お城周辺エリアの方向性

都心と城下町の魅力・都市の景観・共生と賑わい・人々の交流の四つをキーワードに
まちづくりを進めます。

• 城下町盛岡にこだわった，個性的で魅力的なまちづくり

• お城の歴史や旧町名など，伝統と文化を伝えるまちづくり

地域の魅力を活かし，城下町盛岡の中心となるまちづくり

お城周辺エリアならではの景観まちづくりお城周辺エリアならではの景観まちづくり

共につくる，賑わいのあるまちづくり

• 城下町盛岡らしい風格あるまちづくり

• 公園と中津川が，一体で風景となるまちづくり

• 地域が一体で取り組む，暮らしに選ばれるまちづくり

交流人口の誘導と回遊性を高めたまちづくり

• 交通アクセスの良いまちづくり

• まち歩きが楽しめて，歩行者に優しいまちづくり

• 歩行者と自動者が安心して移動できるまちづくり

• 城下町盛岡らしい魅力の情報発信と交流を生み出すまちづくり

歩行者と自動者が安心して移動できるまち くり

■計画の期間

①短期計画
概ね５年以内に事業化に取り組む。

②中期計画
すぐに解決困難であっても，将来像を目指すために中期的な取り組みを

行うための実施計画とし，概ね10年以内の事業化を目指す。行うた 実施計画 ，概ね 年以内 事業化を目指す。

③長期計画
本計画の目指すまちづくりの将来像の実現のために長期的に継続して取り組むともに，実現に向

けて常に議論を重ねていく。



■まちづくりの実施計画

①実施計画の取り組み方針

事業計画，実施計画にあっては，「ひと」・「もの」・「時間」・「施策」・
「交流」・「文化」など，お城と関わりをもつ，様々な要素について，「つなが
り」を持たせた展開をしていくこととします。

②実現化に向けた段階的な取り組み

まちづくりの方向性を達成させるためには つの要素（事業 計画）だけに集

③実施計画の効果的な推進に向けて

まちづくりの方向性を達成させるためには，一つの要素（事業・計画）だけに集
中的に取り組むのではなく，個々の要素を連携させながら，段階的にまちづくりを
行い，優先的，かつ，短期的に行わなければならない課題を整理し，事業着手しま
す。

「育てていく」計画

計画を固定的なものとするのではなく，事業の成果，市民や観光客など様々な
情報を吸収しながら，利用者のニーズに柔軟に対応して計画を「育てていく」い
くことを目指します。

史跡保存管理計画，公園（史跡）整備計画の早期策定

「ゼロ予算事業」による取り組み

盛岡城跡公園を整備していく上で，最優先で行わなければならない「史跡保存
管理計画」を策定し，その計画に基づいた「公園（史跡）整備計画」の早期策定
に向けた取り組みが必要となります。

厳 財政状 が続く中 財源あ き 事業だけ なく 地域 景観 歴史

庁外懇話会の継続

厳しい財政状況が続く中，財源ありきの事業だけでなく，地域の景観，歴史，
文化，人，観光という地域資源を活かし，地域の創意やまちづくりに対する思い
を「知恵」として活かした取り組みを推進していきます。

盛岡城跡公園並びにその周辺地区について，まちづくりに果たす役割と課題

協働によるまちづくり

計画・地域ビジョンのプロセスと情報の共有

の整理や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関して，
本計画の策定後も継続して，「お城を中心としたまちづくり懇話会」に計画に
対する意見や評価を行ってもらうことにより，持続的な計画の推進を図ります。

協働によるまちづくり

交付金や補助金等の積極的活用

中心市街地活性化基本計画・盛岡市観光推進計画との連携



④実施計画の展開

Ⅰ．史跡・公園エリアのまちづくり

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．史跡盛岡城跡保存管理計画の策定

 イ．史跡盛岡城跡保存整備事業の継続

     ① 石垣変位調査

② 石垣修理工事 Ｈ28

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

     ② 石垣修理工事 Ｈ28

     ③ 遺構説明板設置

     ④ 史跡保存整備

 ウ．史跡盛岡城跡普及・活用資料の作成

　　 ① 石垣解説パンフレット作成

　 　② 小学生児童用副読本及び活用の手引き書の作成

 エ．鶴ヶ池・亀ヶ池の水質改善と管理の基準化

     ① 浄化のための取水施設整備

     ② 協働のよる環境改善活動の推進

     ③ 鶴ヶ池・亀ヶ池の水質管理の基準化

 オ．鶴ヶ池・亀ヶ池の整備・活用

　　 ① 東大通駐車帯の活用の検討

　　 ② 鶴ヶ池・亀ヶ池周辺環境整備の検討

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

  ア． 盛岡城跡公園案内板・サイン整備

     ① サイン計画の策定と整備

（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

     ② 「市民の顔が見える」事業展開

     ③ 社会貢献活動等の協力による案内情報の充実

     ④ 盛岡城跡公園の拠点としてのサービスセンターの設置の検討

     ⑤ 公園周辺事業とあわせたサイン等の整備

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

ア 盛岡城跡公園（史跡盛岡城跡）の活用

（３）お城ならではのイベント開催の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

　　 ② 彦御蔵の常設利用のための改修

 イ．市民協働によるイベントの推進

 ウ．各種団体との連携によるまちづくりの検討

     ① 企業，市民団体，NPO等からの支援による公園づくり， ， 園

     ② お城の活用によるソフト事業の推進

     ③ 環境教育プログラム活動の促進



H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．都市公園ユニバーサルデザインの推進

     ① 公園施設のバリアフリー化の推進

（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

　　 ② 管理運営プログラムの検討

 イ．都市公園整備計画の策定

     ① 史跡保存管理計画の策定

     ② 盛岡城跡公園（史跡）整備計画の策定

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．屋外広告物条例による規制誘導

 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

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

     ② 樹木の適正管理（史跡保存管理計画と連携）

     ③ ヒマラヤシーダの検討

 ウ．お城らしい景観づくり

　　 ① 景観計画の推進

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期　（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

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．歴史文化施設整備事業

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

     ① 歴史文化施設整備

     ② 歴史文化施設整備に伴う植栽整備

 イ．市民との協働による歴史文化事業の展開

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

  ア．歴史文化施設周辺環境整備事業

　（２）お城と歴史文化施設が一体となった新しい観光スポットづくり

     ① 歴史文化施設前庭整備

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

  ア． 中心市街地をﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑの「屋外展示」として整備

　（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



H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

ア 桜山神社参道地区のあり方の検討

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）を軸とした，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

     ① 利用実態調査

     ② 埋蔵文化財発掘調査計画の検討

     ③ 桜山神社参道地区の将来ビジョンの策定

 イ．桜山神社参道地区の整備

① 整備方法の検討     ① 整備方法の検討

     ② 遺構確認調査の実施

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

   ア．史跡・公園エリアの活性化策の検討

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期
　（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

　（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

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

   ア． 内丸料地の活用の検討

     ① 内丸緑地の利活用検討

     ② お城の正面性の確保

　　　　いのあるまちづくり

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．大手先（桜山神社参道地区）の歩道整備・電柱類地中化

 イ．城下町盛岡の商業の活性化

１．地域の魅力を活かし，城下町盛岡の中心となるまちづくり

Ⅱ．お城周辺エリアのまちづくり

　（１）城下町盛岡にこだわった，個性的で魅力的なまちづくり

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．既存旧町名由来板の検証と更新

 イ．城下町盛岡のPR

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

　（２）お城の歴史や旧町名など，伝統と文化を伝えるまちづくり

２．お城周辺エリアならではの景観まちづくり

（１）城下町盛岡らしい風格あるまちづくり H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．盛岡城跡周辺の景観計画の位置付け

 イ．都市景観シンポジウムの開催

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．お城と連続性のある中津川の環境保全

　（１）城下町盛岡らしい風格あるまちづくり

　（２）公園と中津川が，一体で風景となるまちづくり

 イ．中津川河川敷と盛岡城跡公園の連携利用



H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．「まちなか居住」の推進

３．共につくる，賑わいのあるまちづくり

　（１）地域が一体で取り組む，暮らしに選ばれるまちづくり

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．「映画の街盛岡」の推進

     ①「映画の街盛岡」の推進

     ② もりおか映画祭の開催

イ お城周辺の活性化

　（２）城下町盛岡らしい魅力の情報発信と，交流を生み出すまちづくり

 イ．お城周辺の活性化

 ウ．つどいの広場管理運営事業

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

ア 「まちなか観光」の推進

４．交流人口の誘導と回遊性を高めたまちづくり

　（１）交通アクセスが良いまちづくり

 ア．「まちなか観光」の推進

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．ビクトリアロード整備事業

 イ．盛岡地区かわまちづくり事業 Ｈ26

 ウ．菜園地区の歩道整備・電柱類地中化整備

　（２）まち歩きが楽しめて，歩行者に優しいまちづくり

 エ．花と緑のガーデン都市づくり

 オ．まちなかの遊休不動産の活用と現代版家守による地域再生

H21 H22 H23 H24 H25 中期 長期

 ア．歩いて楽しむ中心市街地形成戦略

　（３）歩行者と自転車が安心して移動できるまちづくり

史跡指定区域
・昭和12年 国指定史跡

都市公園区域
・昭和31年 都市計画決定

(平成 年 部区域変更）(平成９年 一部区域変更）

国指定史跡区域と都市公園区域



盛岡市都市整備部公園みどり課

TEL （019）651-4111（代表）

E-mail  kouen@city.morioka.iwate.jp
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ （本文）
http://www.city.morioka.iwate.jp/09tosi/
koen/oshirokeikaku/index.html


