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はじめに                               

 つなぎ地区振興福祉推進協議会は地区内の各種団体で構成されており、地区のコミュニティ活動の活

性化や福祉活動の推進向上を図りながら、地域が元気で活気のあるまちであり続けることを目的とする

ものであります。 

 そしてこのたび、当会の組織の中に「つなぎ地区まちづくり委員会」を立ち上げて、市民協働のまち

づくりに向けて行動を起こすことと致しました。 

    

スローガンとして 

     「自然と景観の調和をはかり 人と人との交流をもたらす 住み良いつなぎ」 

   テーマとして 

     「手と手をつなぎ 夢と希望のある まちづくり計画」 

 

を高らかに掲げて、「つなぎ地区まちづくり計画」策定に向けて調査・検討致して参りました。 

 幸い当地区は、岩手山と御所湖と田園と温泉という自然環境と観光資源に恵まれており、一町内会一

福祉推進会という深くて強い地域コミュニティの絆があります。 

 地区の各種団体の皆様や、将来の地域を背負って欲しいと期待する子供達にも実際に現地を歩いてい

ただきながら、数回のワークショップや意見交換会を開催して、「つなぎ地区まちづくり計画」を策定

致しました。 

 今後はこの計画に基づいて、ピーチクパーチク語り合い、ワイワイ楽しみながらまちづくり活動をし

て参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

つなぎ地区振興福祉推進協議会 

  会長 髙橋 金兵衛 

 

 

箱ヶ森登山での芋の子会 
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１．地区の概要                            

（１）年齢５歳階級別人口の推移 （H12～H32）  
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注）H22～H32は見込。 

 （２）年齢３区分別人口の増減数の推移 
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 （３）盛岡市街とつなぎ温泉の宿泊施設の宿泊者数および施設数（H19～H23) 
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【データ引用先】 

(1)～(2)：盛岡市まちづくり研究所 平成 20年度研究報告書 資料 基礎研究「統計表」 

(3)～(5)：平成 23年版盛岡市統計書  
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 （４）つなぎ温泉の観光客入込数（H19～H23） 
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 （５）盛岡市の修学旅行入込数（H19～H23) 
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（６）地区内で活動する主な団体 
  団 体 名  団 体 名 

１ 繋温泉鉱泉地所有者組合 12 繋小中学校ＰＴＡ 

２ 盛岡市消防団第 20分団 13 繋小中学校子供会 

３ 旅館組合繋支部 14 つなぎ温泉観光協会 

４ 老人クラブ繋千歳会 15 繋湯ノ舘公葬地管理組合 

５ 盛岡市防犯隊第 4班 16 つなぎ婦人会 

６ 盛岡市交通指導隊第 18班 17 繋地区民生児童委員協議会 

７ つなぎ地区活動センター 18 下繋農家組合女性部 

８ 繋農家組合 19 交通安全協会繋支部 

９ 下繋農家組合 20 地区担当員 

10 盛岡市消防団第 20分団後援会 21 つなぎ町内会 

11 繋青年同友会 22 ぴ～ちくぱ～ちく 
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 （７）つなぎの名所と史跡、主な施設等 

【名所・史跡など】 

 

藤倉神社 

 およそ 600 年前の応永元年に創建された

藤倉神社は地元の人たちに信仰され、親し

まれている。毎年、９月３日には、藤倉神

社祭礼が開催され、神楽の披露や子供相撲

が行われている。 

 

 

 

つなぎ石 

 およそ 950 年前、源義家が安倍貞任を攻

めた時、陣を置いた湯の舘にお湯が湧いて

いるのをみつけ、そばの穴のあいた石に馬

を繋いだ石が繋石と呼ばれ、つなぎ温泉の

名前の由来になる。 

 

 

 

つなぎ温泉神社 

 つなぎ温泉神社は、薬師神社ともいわれ、

約 300年前に建てられ難病治療・安産・ 

商売繁盛の神様として地域の人々に親しま

れてきた。毎年、９月８日には、温泉神社

祭礼が開催され、神楽の披露などが行われ

ている。 

 

 

猫 石 

 前九年の役のおり源義家は、激しい戦い

の中安倍貞任に追い込まれ、食料に困り果

て、山の獣を捕って食べ、骨は山すそに捨

てました。捨てられた骨は猫の形の石に変

化し、義家の殺生をいましめた。 
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シオンの像 

 シオンの像は岩手県出身の舟越保武作。

御所ダムの完成を記念して、建立されまし

た。田沢湖畔のたつこ姫も舟越保武作。 

 

 

ねこいし足湯 

 平成 21年 7月に完成し、観光客や地元の

住民の憩いの場となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまいち手湯 

 平成 19年 5月に完成し、どなたでも気軽

に利用できる温泉として知られる。 

 

 

【主な施設】 

・盛岡市立つなぎ幼稚園 

・盛岡市立繋小学校 

・盛岡市立繋中学校 

・つなぎ地区活動センター 

・盛岡市役所繋支所 

・つなぎ老人憩いの家 

・盛岡西消防署繋出張所 

・盛岡西警察署繋駐在所 

・繋温泉郵便局 

・御所ダム管理事務所 

 ・盛岡手づくり村 

 ・社団医療法人盛岡つなぎ温泉病院 

 ・やすらぎ 

 ・繋松苑 

 ・夢ぷらざ 

 ・法悦園 

 ・南部曲り家 

 ・岩手県立御所湖広域公園 

 ・盛岡市立つなぎ多目的運動場 

 ・盛岡市立つなぎスポーツ研修センター 
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（８）つなぎ地区の主な年間行事予定表 

月 日 行    事 場  所 主  催 

4月下旬 ハンギングバスケット作成教室 つなぎ温泉観光協会前 つなぎ温泉観光協会 

5月上旬 
「日曜朝市」開始 

（10月下旬まで） 
手つなぎ広場 つなぎ温泉観光協会 

5月中旬 
繋幼小中学校運動会 

町内体育祭兼老人スポーツ大会 
繋小中学校校庭 

福祉推進協議会 

つなぎ町内会 

6月上旬 早朝ごみ拾い 湖畔・道路等 つなぎ町内会 

6月下旬 ハンギングバスケット作成教室 つなぎ温泉観光協会前 つなぎ温泉観光協会 

7月中旬 町内ソフトボール大会 繋小中学校校庭 つなぎ町内会 

7月 

最終日曜日 
御所湖まつり 

御所湖畔・つなぎ温泉

街・手つなぎ広場 
つなぎ温泉観光協会 

8月上旬 早朝ごみ拾い 湖畔・道路等 つなぎ町内会 

8月 15日 町内盆踊りの夕べ 手つなぎ広場 つなぎ町内会 

9月中旬 「長寿を祝う会」 つなぎ温泉 つなぎ町内会 

10月上旬 早朝ごみ拾い 各班・各家庭・事業所 つなぎ町内会 

10月中旬 箱ヶ森登山・芋の子会 箱ヶ森 つなぎ町内会 

11月 3日 収穫祭・文化祭 地区活動センター つなぎ町内会 

11月中旬 町内ソフトバレーボール大会 地区活動センター つなぎ町内会 

1月中旬 
つなぎ地区新年交賀会 

新成人を祝う会  
地区活動センター つなぎ町内会 

1月下旬 
つなぎ温泉観光協会新年会 

優良従業員表彰式 
つなぎ温泉 つなぎ温泉観光協会 

3月中旬 新たな旅立ちを祝う会(青年活動事業) 地区活動センター つなぎ町内会 
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新年交賀会・新成人を祝う会 

 

 

町内ソフトボール大会 

 

収穫祭 

 

ハンギングバスケット作成教室 

 

繋幼小中学校運動会 

町内体育祭兼老人スポーツ大会運動会 

 

長寿を祝う会 

 

日曜朝市 

 

御所湖まつり 
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２．つなぎ地区の現状                         

 

 つなぎ地区は、盛岡市内中心から西に 15km に位置し、昭和 55 年竣工の地域の安全を

守る御所湖と縄文の昔から地域を育み続ける雫石川流域にある。前九年の役の際、八幡太

郎源義家が愛馬の手綱を繋ぎ、傷を癒したと語り継がれる出湯の里つなぎ温泉地区と、自

然の恵み豊かな田園地区で構成されている。岩手山を望む御所湖の美しさ、盛岡の奥座敷

として栄えて来た歴史ある「つなぎ温泉」、自然の恵み豊かな故郷、そして縄文の里「繋」

は、私たち地区住民の誇りであり大切な財産である。 

 

 つなぎ地区は、一町内会一福祉推進会で構成されており、熱心にコミュニティと福祉の

向上を推進している地区であります。その活動を支える地区内にある諸団体も当然ながら

それぞれ一組織となっています。従って、コミュニティや福祉推進活動はもちろん、その

他の地域課題への取り組みにあたっても地域一体となって取り組まれる極めて恵まれた環

境にあります。また、伝統的にそのように活動してきました。 

しかしながら、人口の減少に加え少子高齢化の波は当地区も襲い、今では高齢化率市内

2 番目の地区となり、組織の運営に一人で何役も長年兼ね続けなければならないという現

状にあります。実際の活動でも、例えば、敬老者自らが地区の敬老のお祝いのお世話をし、

あるいはひとり暮らしの見守り活動をしているのが実情であります。 

 今後も進むであろう人口減少と少子高齢化を考えるとき、愛する故郷を活力のある地域

として次世代に引き継ぐため、盛岡市が推進する市民協働の手法による地域づくりの必要

性を痛感しました。幸い、当地区には、新たな地域づくりの大きな母体となる組織運営環

境(一福祉推進会・一町内会・諸団体単一組織)が整っており、その特性を最大限に生かし

た取り組みが望まれています。 

 

 私たちは、この大切な財産「繋」を次世代に引き継ぐため、市民協働の手法に基づき平

成 25 年 6 月に地域一体となって取り組む組織として「つなぎ地区まちづくり委員会」を

組織し「地域づくり計画書」の作成にとりかかりました。そして、8.9 豪雨災害を乗り越え

10月・11月ワークショップを開催し、地区内の良い点・悪い点を表出しました。 
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３．ワークショップの結果【第１回：平成 25年 10月 5日、第２回：平成 26年 11月 11日】 

ワークショップの参加者（延べ５３名）の内訳 

 

 （１）参加者の性別 

参加者の性別

35.6% 64.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別

男 女
 

 

 （２）参加者の年代 

参加者の年代

15.3% 8.5% 15.3% 15.3% 25.4% 11.9%

1.7% 6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年代

小学生 中学生 20代 30代 40代 50代 60代 70代
 

 

 （３）意見集約結果 

心地よい景観をもたらすまちづくり・・・ 

 花のある街づくり 

  【悪いところ】 

   ・秋や春は色が合ってきれいだが、夏や冬は色がなくてさびしい  

   ・自然が豊かだが、花畑などを増やして欲しい 

   ・花がもっとあっていい 

  【良いところ】 

   ・コスモスロードがある町 秋は紅葉もきれい。  

   ・花のある町にする（春は桜から～） 

   ・自然がいっぱいで紅葉がきれい  

 温泉街の景観 

  【悪いところ】  

   ・カフェが欲しい  

   ・温泉場らしさがない（湯けむりとか）  

   ・きれいな街灯をつけたりして、メインストリートを賑やかにして欲しい 

   ・湯けむりや、歴史看板を作って、雰囲気をよくしたい 
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   ・足湯で温泉の湯けむりを 

   ・観光協会の看板が欲しい  

   ・温泉街ににぎやかな感じがない 

   ・災害による温泉の風評被害 

   ・旧旅館の撤去 (地主相談) 

   ・災害爪あと残る 早く整備（足湯含む） 

   ・足湯休止状態 

   ・災害の傷跡が痛々しい 

   ・木が育ちすぎて火事が怖い 

  【良いところ】 

   ・温泉が多くてよい  

   ・源義家の歴史を学べる町。町民が郷土を知り観光客に伝えられること 

伝承できること（町民が歴史を知る学ぶ） 

   ・盛岡市内から近い(盛岡の奥座敷)  

   ・温泉、秋は紅葉有り 

   ・復興がおいついていない 

 広場や公園の景観 

  【悪いところ】 

   ・公園や遊ぶ場所がない 

   ・遊びやすい場所をもっと増やして欲しい(例：カヌーボートをもっと利用しやすく) 

  ・子供が安心して遊べる場所がない 

  【良いところ】 

   ・尾入野湿生植物園の花や木の緑がきれいなところ（川、湖、湧き水など） 

夏はホタルがでるところ 

 道路の景観 

  【悪いところ】 

   ・歩道の整備がなっていない  

   ・道路が散策しにくいし、統一色がない 

   ・傷んでいる道路がある・歩道がない（コスモロード、猿田橋、北の浦までの道路）  

   ・障害者、高齢者、ベビーカーが安全にスムーズに通れる歩道がない  

   ・温泉街は道路が狭くて通りにくい  

   ・コスモスロードをもう少しきれいにしたい  

   ・コスモス畑付近歩道が欲しい  

   ・道路わきの雑草が汚い 

 空き店舗･空き地の活用 

  【悪いところ】 

   ・空き店舗や空き地が多く景観が悪い  

   ・空き地などがあるので、もっと活用した方がいい  

   ・空き地の草刈などをしっかりしたらいいと思う  
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   ・空き店舗に喫茶店、映画村、産直、子供達の遊べる場所が欲しい 

   ・空き店舗対策の促進 

   ・もっと花畑等の整備が必要 

   ・スイミングセンターの活用 

   ・1 階に広間と洋式トイレがある公民館があればいい  

   ・こじゃれたカフェが欲しい  

 清掃活動 

  【悪いところ】 

   ・御所湖や温泉街の景観がいいが、街路樹の手入れや、ゴミ、落ち葉の清掃が 

必要である 

   ・バス停付近をもう少しきれいにして欲しい（入口）  

   ・雑草がある  

  【良いところ】 

   ・ゴミが少ない  

 御所湖の景観 

  【悪いところ】 

   ・カラスが多い  

   ・枝葉が伸びてせっかくの景色が隠れている 

   ・景観のよさを歩いて感じてもらう工夫が欲しい 

   ・藤倉神社に“絵馬”を奉納できない 

   ・公園や歩道の雑草、繋大橋のカラスなど、景観を損ねる要因がある。 

   ・冬の観光、かまくらなどの取り組みがない 

   ・湖上遊覧船がない 

   ・洪水などによる土砂崩れ、岩肌が露出しているところ  

   ・岩手山のみえる景観の場所が整備されていない 

   ・サイクリングロードの整備がもっと必要  

  【良いところ】 

   ・眺めが良い  

   ・自然が多い  

   ・景色がきれい 

   ・夕焼け、御所ダム、岩手山がきれいでいい 

   ・手づくり村、御所ダム、曲り家、病院一体化されている（観光に力を！） 

   ・御所湖の景観がとてもよい。そこに岩手山があり四季折々の見所がいっぱいある。

空も山も木も水もきれいな町。御所湖にうつる夕焼け、岩手山など。  

   ・カヌーやウィンドサーフィンなどできる湖 

   ・のどかな雰囲気がいい 

   ・尾入、北の浦地区は田園風景がきれい 

   ・自然が沢山残っている 

   ・岩手山、御所湖、温泉の風景 
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安心と安全のまちづくり・・・ 

防災･避難訓練 

【悪いところ】 

・防災訓練に積極的に参加していない 

助け合い 

  【悪いところ】 

・つなぎの人口を増やすことを考える⇒働く場所、安心して住める街にする 

・地域住民が元気なこと 

【良いところ】 

・年々増加する高齢化、少子化・・・隣近所の声かけと見守りで安全に暮らせる 

見守り活動 

【悪いところ】 

・困っている人が困っているという声が届くようにして欲しい 

・つなぎ温泉街に病院が欲しい 

【良いところ】 

・スクールガードが良い 

・PTA や婦人部が見守り活動をしていて良い 

・地域の人達が子供達の顔を知っている 

・温泉病院が近くて便利で安心 

防災マップ 

【悪いところ】 

・防災マップ、避難場所が書かれた看板など、緊急や日常の町内のお知らせサイレン、

スピーカーがない 

・防災マップなど分かりやすく見れるようにして欲しい 

・災害時の防災マップ見直し（高齢者、子供たちにもわかるマップがない） 

・災害時安全に避難できる防災マップの活用、自主防災体制の調和 

   ・子供の通学時危険な場所をマップにできてない 

緊急連絡 

【悪いところ】 

・つなぎに公民館などの緊急連絡の出来る施設が必要 

・避難指示、勧告を住民に一斉に知らせる仕組みがない 

・防災無線がない 

・災害時の連絡網がわからない 

通学路の街灯 

 【悪いところ】 

 ・御所湖、繋全体の街灯の整備 

・通学路など夕方暗いところが多い 
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交通網 

【悪いところ】 

・北の浦歩道の整備、尾入野の横断歩道の整備 

・つなぎ大橋～尾入の通学路がこわい 

・バリアフリーが少ない 

・バス停は利用者の事を考えているので良いが、道路の整備が必要なところがある 

・歩道などはバリアフリーを考えたもの（色分けなど） 

・バスの本数増便と太田・本宮線を考えて欲しい 

・案内板や町内バス、自転車専用レーンがほしい 

・老人でも歩きやすい環境整備をしてほしい 

・道路、歩道を直してもらいたい 

・災害時道路が寸断される 

・道路道幅が狭い（北の浦） 

・尾入野地区への道路がなく車移動での迂回に大変（北の浦） 

除雪･融雪 

  【悪いところ】 

・各家庭で雪かきをもっとするべき 

・融雪道路が欲しい 

・ツララが長くきれいだが危ない 

・雪を捨てるシステムが欲しい 

・もっと早く雪をどかして欲しい 

・排雪場所が欲しい(雪のおき場所に困っている) 

・道路に雪を出さないで欲しい 

【良いところ】 

・自動車道路除雪が早くてきれい 

 

人と人がふれあうまちづくり・・・ 

 スポーツを通じた交流 

  【悪いところ】 

   ・スポーツ施設を増やして欲しい（屋内フットサル、プール、ジムがほしい） 

   ・グルージャのお兄さんからサッカーを教わる機会がない  

   ・野球ができるところがない 

  【良いところ】 

   ・ウォーキングしている人と挨拶できている 

   ・スポーツイベントの開催(毎月御所ラン、ソフトバレー) 

  観光客との交流 

【悪いところ】 

   ・藤倉神社の湧水にくる水汲みの人のマナーが悪い(具体的に看板などで表示する) 
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異世代の交流 

【悪いところ】 

・温泉施設等の従業員の方が住めるような住宅がない 

・町内会のスポーツ大会に積極的に参加者が少ない 

【良いところ】 

・人がみんなやさしい 

・新成人を地域全体で祝う行事が行われている 

・挨拶の徹底（地元住民自ら挨拶・大人も子供も元気で明るい街づくり） 

・人と人のつながり、絆・・・そんな人情ある 

・一人暮らし、高齢者を孤立させないための声かけ、見守り、シルバーメイト、 

サロン活動が行われている 

・年に二回の早朝ゴミ拾いは色々な人達と会える 

   ・芋の子会での交流がいい 

あいさつ 

  【良いところ】 

・挨拶がいい  

・人と会ったら自分から挨拶しているところがいい 

・駐在さんが学校の前で挨拶をしてくれるようになり、児童、生徒が挨拶を 

進んでするようになった 

  【悪いところ】 

・中学生や大人はもっと挨拶を頑張って欲しい 

同世代の交流 

【悪いところ】 

・同世代交流が出来ない  

・足湯や手湯、温泉などの誇れるつなぎの名物があり、同世代の交流の場を増やして 

欲しい 

・子供達が集える場所が欲しい 

誇れるつなぎの名物 

【悪いところ】 

・名物がほしい  

・イベントが少ない 

・観光地が多いが目立っていない 

・観光地らしい名物がほしい 

・つなぎが誇れる名所、名物に看板が少ない。 

【良いところ】 

・湧水がおいしい 

・散策道路の充実（つなぎの歴史を伝承、名所、名物などもいれる）  
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伝統の継承･育成 

 【悪いところ】 

・伝統さんさはすばらしいが、学校、地域との連携が不十分 

・つなぎさんさを披露するところが欲しい 

・つなぎ伝統さんさの後継者の育成が進んでない 

・営農化にむけ組織化ができていない 

・つなぎ人口が減少している。超高齢化、少子化 

【良いところ】 

・お念仏（珠球まわし）伝統 

・朝市などがあっていい 

・お祭り、町内イベントの活性化されている 

・つなぎさんさの育成（若い人達の参加） 

異業種の交流 

 【悪いところ】 

・旅館関係者と住民との交流する機会が少ない 

・手づくり村などの、施設をもっと利用すればいい 

  【良いところ】 

・ほろ酔い探検酒の継続実施 

 

 

岩手山と御所湖の紅葉 
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【ワークショップ】 

 

話し合いの様子（第 1 回） 

 

 

発表の様子（第 1 回） 

 

 

話し合いの様子（第 2 回） 

 

 

発表の様子（第 2 回） 

 

 

【御所湖周辺の風景】 

 

さくら園地の紅葉 

 

 

尾入野地区田園風景 

 

 

尾入野湿生植物園 

 

 

つなぎ温泉から見た夕日 
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４．今後の展開                            

 
 

 「つなぎ地区まちづくり委員会」は、つなぎ温泉で働く女性の会「ぴ～ちくぱ～ちく」

を中心にし、地域の皆様の意見を集約し、より良い地域となるよう、計画・策定を進めて

きました。交流人口の多い温泉観光地という特徴をいかし、そこに住まう人、そこを訪れ

る人を意識し、つなぎに暮らして良かった、つなぎを訪れてよかったと思えるまちづくり

活動を、「自然と人と生活」を軸に、推進して参ります。 

 

 

 

 

 

自然と景観の調和をはかり 

人と人との交流をもたらす 

住み良いつなぎ 
 

～手と手をつなぎ夢と希望のあるまちづくり計画～ 

 

スローガン 
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５．事業計画                             

【活動テーマ 1】心地よい景観をもたらすまちづくり 

温泉のあるまちとしての特色を生かしながら、訪れるお客様のみならず、日々生活する住民が癒

される環境づくりのための事業のために次のような事業に取り組みます。 

 

事 業 内 容 詳細 

実施時期 役割分担 

実施中 
すぐ 

実施予定 

将来 

やりたい 
地域 行政 

1 

温泉街らしい 

景観づくり 

 

1）黒塀づくり  ○  ○ ○ 

2）ペンキ塗りかえ作業   ○ ○  

3）街のカラーチャート事業 ○   ○ ○ 

4）ハンギングバスケット ○   ○ ○ 

5）花壇づくり  ○  ○ ○ 

6）空き店舗・空き地活用  ○  ○  

7）休耕地の活用   ○ ○  

2 
住み良い 

まちづくり 

1）定期的な清掃活動 ○   ○  

2）ベンチの設置  ○  ○  

3）ホタルの里づくり ○   ○  

4）雪かき ○   ○  

5）融雪道路 ○   ○ ○ 

6）交通網の充実   ○  ○ 

 

【活動テーマ 2】安心と安全のまちづくり 

犯罪の少ない安全な地域の良さを今後も守り育て、さらに災害時等の助け合いを推進するための

事業に取り組みます 

 

事 業 内 容 詳細 

実施時期 役割分担 

実施中 
すぐ 

実施予定 

将来 

やりたい 
地域 行政 

1 防犯 

1）見守り ○   ○  

2）スクールガード ○   ○  

3）街灯  ○  ○ ○ 

4）空き家対策  ○  ○  

2 防災 

1）森林整備  ○  ○ ○ 

2）防災マップ ○   ○ ○ 

3）防災無線  ○  ○  

4）見守りマップ  ○  ○  
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【活動テーマ 3】人と人がふれあうまちづくり 

未来を担う子供たちや高齢者が、共に身近に感じられ、つなぎの将来を語り合える環境をつくる

ための事業に取り組みます 

 

事 業 内 容 詳細 

実施時期 役割分担 

実施中 
すぐ 

実施予定 

将来 

やりたい 
地域 行政 

1 
オールつなぎ 

de 交流 

1）昔語りの会   ○ ○  

2）お茶のみサロン ○   ○  

3）あいさつ声かけ運動 ○   ○  

4）町内新年会・成人式 ○   ○  

5）町内歓送迎会 ○   ○  

6）学校・町内大運動会 ○   ○  

7）町内ソフトボール大会 ○   ○  

8）御所湖まつり ○   ○  

9）町内盆踊り大会 ○   ○  

10）長寿を祝う会 ○   ○  

11）町内収穫祭・文化祭 ○   ○  

12）町内 

ソフトバレーボール大会 
○   ○  

13）早朝ゴミ拾い ○   ○  

14）箱ヶ森登山 ○   ○  

15）観光協会新年会 ○   ○  

16）旅館ホテル 

優良従業員表彰式 
○   ○  

17）新たな旅立ちを祝う会 ○   ○  

2 
つなぎ 

ブランド 

1）伝統さんさの継承 ○   ○  

2）伝統さんさ後継者育成  ○  ○  

3）情報発信 ○   ○  

4）農家レストランお休み処   ○ ○ ○ 

5）スポーツ選手との交流  ○  ○  

6）歴史資料館   ○  ○ 

7）名物料理 ○   ○  

8）特産品  ○  ○  
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６．活動経過                             

月 日 項   目 場  所 備 考 

Ｈ24.11.26 つなぎ地区まちづくり懇談会 つなぎ地区活動センター 盛岡市地域協働推進計画説明  

Ｈ25.1.22 Ｈ24年度第 6回振興福祉推進協議会役員会 つなぎ地区活動センター 観光協会から取り組み提案 

Ｈ25.5.16 Ｈ25年度第 2回振興福祉推進協議会役員会 つなぎ地区活動センター 盛岡市説明・取り組み決定 

Ｈ25.5.23 振興福祉推進協議会(三役・事務局・推進隊) つなぎ地区活動センター 市民協働推進課協議 

Ｈ25.6.27 Ｈ25年度振興福祉推進協議会臨時総会 つなぎ地区活動センター 取り組み承認 

Ｈ25.7.1 地域づくり実施地区申込書提出 つなぎ地区活動センター  

H25.7.8 地域づくり実施地区決定通知   

Ｈ25.7.23 つなぎ地区まちづくり推進隊会議 つなぎ地区活動センター  

Ｈ25.7.23 盛岡市地域づくり計画策定補助金交付申請 つなぎ地区活動センター  

Ｈ25.8.20 つなぎ地区まちづくり委員会 旅染屋山いち  

Ｈ25.8.26 つなぎ地区まちづくり委員会 つなぎ地区活動センター  

Ｈ25.9.12 つなぎ地区まちづくり委員会 つなぎ地区活動センター  

Ｈ25.9.19 つなぎ地区まちづくり委員会 旅染屋山いち  

Ｈ25.10.1 ワークショップ準備 ホテル紫苑  

Ｈ25.10.5 第 1回ワークショップ つなぎ地区活動センター 参加者 43名 盛岡市 3名  

Ｈ25.11.11 第 2回ワークショップ 湯守ホテル大観 参加者 30 名 盛岡市 3 名 

Ｈ25.11.18 つなぎ地区まちづくり委員会 旅染屋山いち  

Ｈ26.1.23 つなぎ地区まちづくり委員会 旅染屋山いち 盛岡市 3名 

Ｈ26.2.4 つなぎ地区まちづくり委員会 湯守ホテル大観  

Ｈ26.2.7 もりおか市民協働推進フォーラム プラザおでって 協働事業事例紹介 

Ｈ26.2.13 つなぎ地区まちづくり委員会 ホテル紫苑  

Ｈ26.2.25 つなぎ地区まちづくり委員会 愛真館 盛岡市  

Ｈ26.3.5 つなぎ振興福祉推進協議会 つなぎ地区活動センター つなぎ地区まちづくり計画書承認 
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７．つなぎ地区振興福祉推進協議会会則                 

 

(名称、組織) 

第 1条  本会はつなぎ地区振興福祉推進協議会と称し、盛岡市繋地区地区内の関係諸 

    団体をもって組織する。 

 

(事務所) 

第 2条  本会は事務所をつなぎ地区活動センターに置く。 

 

(目 的) 

第 3条  本会は繋地区の振興並びに福祉の増進を図るため、地区内の関係諸団体及び 

    関係機関と提携協力し、地区の振興と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

(事 業) 

第 4条  本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。 

     (1)地区内の諸調査並びに福祉事業の企画及び推進に関すること。 

     (2)地区内青少年育成と福祉に関すること。 

     (3)地区内の環境整備並びに老人の健康と福祉に関すること。 

     (4)つなぎ地区活動センターを有効適切に活用するため、その運営等に協力する 

      こと。 

     (5)交通安全、防犯等行政機関との連絡を密にし、委託事業の実施に関すること。 

     (6)地域協働によるまちづくりに関すること。 

     (7)その他目的達成に必要な事業推進に関すること。 

 

(代議員の構成と任期) 

第 5 条  1．本会に代議員をおき、第 1 条にかかげる関係諸団体から 2 名の推薦された

者によって構成する。 

     2．代議員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

(役 員) 

第 6条  本会に次の役員を置く。 

     1．会長 1 名、副会長 2 名、監事 2 名、理事若干名、事務局長 1 名、次長 2 名

以内 

     2．会長は本会を代表し、会務を総轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故 

      あるときはその職務を代行する。 

     3．理事は会務を担当し、執行の任に当たる。 

     4．事務局長、次長は庶務及び会計を担当する。 

     5．監事は会計経理を監査する。 
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(役員の選手と任期) 

第 7条  1．会長、副会長、理事、事務局長、次長は総会において選出する。 

     2．役員の任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。 

     3．補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(顧 問) 

第 8条  1．本会の会議は総会及び役員会とする。 

     2．総会は代議員をもって構成し、代議員の過半数をもって成立する。 

     3．総会は年 1回開催し、次の事項を審議決定する。ただし、必要に応じて臨時 

      会を招集することができる。 

      (1)予算及び決算の承認に関すること。 

      (2)会則の制定及び改正に関すること。 

      (3)事業の決定、役員の選出、その他重要事項に関すること。 

     4．役員会は、その過半数をもって成立するものとし、次の事項を行う。 

      (1)役員会は予算、決算及び本会の目的達成に必要な方策の研究、企画立案 

並びに会務の執行にあたる。 

 

(会議の運営) 

第 10条  1．本会の会議は会長が招集し議長となる。ただし総会の議長は別に選出する。 

      2．会議の議事出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれ

を決する。 

 

(専門委員会) 

第 11条  1．会長は、本会の運営上必要があると認めるときは、専門委員会を置くこと 

       ができる。 

      2．専門委員会の組織、運営及びその他必要な事項は会長が別に定める。 

 

(会 計) 

第 12条  本会の経費、寄付金、補助金、その他収入をもってこれにあてる。 

 

(会計年度) 

第 13条  本会の会計年度は、毎年４月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

 

(雑 則) 

第 14条  この会則は定めるもののほか必要な事項は役員会で決めることができる。 

 

  付 則 

この会則は、昭和 60年 3月 7日に制定し、同日より実施する。 

この会則は、平成 25年 6月 27日から施行する。 
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８．名簿・組織図                          

つなぎ地区まちづくり委員会                  （敬称略） 

役 職 所属団体役職・つなぎ地区振興福祉推進協議会役職・氏名 備考 

委員長 繋温泉鉱泉地所有者組合長 会長 髙橋金兵衛  

副委員長 つなぎ町内会会長・盛岡市消防団第 20分団団長 副会長 石井 幸夫  

〃 旅館組合繋支部長 〃 間瀬 信康  

〃 つなぎ温泉観光協会理事宣伝部会長   林  晶子  

委 員 老人クラブ繋千歳会会長 理事 黒澤 恒夫  

〃 盛岡市防犯隊第 4班班長 〃 佐藤 昌悦  

〃 盛岡市交通指導隊第 18班班長・つなぎ町内会副会長 〃 髙橋 幸雄  

〃 つなぎ地区活動センター所長 〃事務局長 佐藤 昭雄  

〃 繋農家組合長 〃 髙橋 一夫  

〃 下繋農家組合長 〃 瀬川 幸夫  

〃 盛岡市消防団第 20分団後援会・繋町内会副会長 〃 髙橋金一郎  

〃 繋青年同友会会長 〃 吉田  学  

〃 繋小中学校ＰＴＡ会長 〃 徳田 卓也  

〃 つなぎ温泉観光協会事務局長 〃 三浦 英敏  

〃 繋湯ノ舘公葬地管理組合事務局長 〃 髙橋 但馬  

〃 つなぎ婦人会会長 〃 藤本 美智  

〃 繋地区民生児童委員協議会会長 〃 髙橋としえ  

〃 下繋農家組合女性部部長 〃 髙橋 玲子  

〃 交通安全協会繋支部長・民生委員 監事 髙橋 幹夫  

〃 地区担当員 〃 泉川 宗利  

事務局長 つなぎ町内会事務局長 理事 石井 宗夫  

推進隊長 ぴ～ちくぱ～ちく代表  髙橋貴美子  

推進隊員 ぴ～ちくぱ～ちく  佐藤 總子  

〃 〃  佐藤 匡子  

〃 〃  藤田三喜子  

〃 〃  村上 敏美  

〃 〃  髙橋日香里  

〃 〃  佐々木史恵  

 

【組織図】 
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テーマ２のチーム 

テーマ３のチーム 

つなぎ地区振興福祉推進協議会 
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