
 

 

 

 

    

 

  

はじめまして。ビクター・レーンと申します。２３歳です。これから玉山地区の小・中学校で ALT として働き

ます。出身はアメリカのニューヨークです。大学生の時、特別なプログラムに参加して２年間早稲田大学で

勉強しました。盛岡に来る前は、東京に住んでいました。玉山地区にはたくさんの自然があり、景色がとても

きれいだと思います。日本の好きなものは、文学と明治時代の歴史です。冬にたくさん雪が降ると聞いてい

ます。川端康成さんの「雪国」を読んだ影響で、東北地方の雪景色を見ることが楽しみです。食べ物では、

お寿司と、とんかつが大好きです。皆さん、これからよろしくお願いします。 

●ビクター・レーン先生からのメッセージ 

 玉山のみなさん 

こんにちは！ 

8 月から外国語指導講師（ＡＬＴ）

として配属されました。 

ビクター・レーンです！！ 
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春日川委員 

渋民駅の屋根を見るた

び、どうにかならないかと思

っていた。啄木のふるさと

渋民駅に沿うような駅舎に

なるよう、IGR と市役所が連

携をして取り組んでいただ

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉山地域振興会議の協議内容 

■玉山地域振興会議の概要 

玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 

設置期間は新市建設計画の終期に合わせて令和７年３月31日までとしています。 

■所掌事務 

▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 

①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 

②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 

③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 

④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

 

第23回玉山地域振興会議 
令和２年７月21日に開催した第23回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項２
件、諮問事項２件、委員は出席14人、欠席１人 

会長・副会長の選出について 

委員の改選により、会長には福田稔委員、副会長には

竹田かづ子委員が推薦され、協議の上、全会一致で承認

されました。 

報告事項 渋民駅修繕計画について 

ＩＧＲいわて銀河鉄道か

ら、旅客の安全確保と駅舎

の維持管理を目的として、

渋民駅の修繕工事を計画

していると説明があったこと

から、その内容について報

告するものです。 

 

修繕内容は、コンコース・

駅入り口の天井張り替え及

び屋根の葺き替え・塗装。

コンコース天井については、

屋根裏の状態を確認した

上で、令和３年度春頃まで

には張り替えを実施します。   

 駅入り口の天井について

は、雨漏り等がないため、

撤去した上で張り替えを行

い、屋根の葺き替え及び塗

装については、令和３年度

に実施する予定です。 

 工事の予定は、駅舎内に

チラシを掲示するほか、IGR

いわて銀河鉄道のホーム

ページにも掲載します。 

説明（建設部） 

 
質疑意見（要旨） 

玉
山
地
域
振
興
会
議
の
協
議
内
容 

  
跨線橋から撮影（線路側） 

 

屋根の状態 

 

●屋根の葺き替え及び塗装 

●コンコース及び駅入口の天井の張替え 

 
コンコース天井 

 
駅入口天井 

会長 

福田 稔  

副会長 

竹田 かづ子 
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報告事項 「（仮称）道の駅もりおか」設置事業の進捗状況について 

「（仮称）道の駅もりおか」

の整備について、現在の進

捗状況を報告するもので

す。 

 

これまで、平成30年度に

盛岡市道の駅基本計画を

策定し、令和元年度には運

営候補者の公募・選定を行

いました。運営候補者は盛

岡市に住所がある合同会

社ほっぷステップ。道の駅

紫波のレストランの運営受

託や特産品開発などに携

わっています。 

 令和２年度には、基本設

計の作成を行うこととしてお

り、業務委託者を公募型プ

ロポーザル方式により（株）

総合設計研究所東北事務

所などに決定しました。 

 また、事業用地として

18,000 ㎡を取得することを

予定しています。用地は所

有者の希望により、代替地

による土地交換の方法で行

う予定で進めています。11

月に代替地を取得し、12

月議会の議決後に、土地

交換の契約を締結する予

定です。 

 開業準備としては、合同

会社ほっぷステップを相手

方とし、経営戦略の立案な

どを行う、経営計画策定等

開業準備業務を委託して

います。また、道の駅を核と

した地域活性化のエリアデ

ザインや商業的性格を有す

る施設の整備・運営に対す

るコンサルティングなどの総

説明（玉山総合事務所） 

 

合的なプロデュースを行う

業務をキャッセン大船渡・

Next Cabinet IWATE 共同

提案体に委託しています。 

 特産品開発については、

総務省の地域力創造アドバ

イザー制度を活用し、山口

県にある道の駅萩しーまー

との前駅長である中澤さか

な氏を招へいし、学生等を

核に幅広い年代と多様な事

業者により、特産品開発を

進めています。 

 令和３年度以降、実施設

計や開業準備、特産品開

発のほか、指定管理者の指

定手続きなどを進め、令和

５年度の供用開始を目指し

ます。 

阿部委員  

商品だけではなく玉山と

いう地域の良さや特色を持

った道の駅にしていただき

たい。 

   運営全体で玉山渋

民をアピールする必要があ

ると思っている。ご意見を踏

まえて特色ある道の駅づくり

をしていきたい。 

諮問事項 石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館整備基本計画（案）について 

令和元年度に見直しを行

った基本計画（案）について

説明するものです。 

 

平成 27 年度に建設方

針、平成 29 年度に基本計

画（案）を作成しました。施

設規模は、延床面積 1,500

㎡程度、概算事業費は約

17億 4,900万円としていた

ところですが、庁内の協議を

経て、17 億という財源が合

併特例債で賄えきれない額

であるため、見直す必要が

生じたものです。 

  

見直しの概要は、 

①整備手法を新築から   

大規模改修及び増築へ 

②施設規模を1,500㎡から

約 1,000㎡へ 

③概算事業費を約 17 億

4,900 万円から約８億円と

するものです。 

 現在の石川啄木記念館

の建物を生かしながら、隣

接に増築棟を整備し、建物

内に石川啄木記念館と玉

山歴史民俗資料館の機能

を持つ複合施設として整備

します。現在の建物は、築

後 33 年が経過しているた

説明（教育委員会） 

 

見直し後の施設規模は

本来目指すべき資料館で

はない、啄木記念館の中

質疑意見（要旨） 

盛岡市大沼牧場の廃止

を説明するものです。 

 

盛岡市大沼牧場は、平

成 21年から平成29年５月

まで市直営で運営してきま

したが、平成 29年 11月以

諮問事項 盛岡市大沼牧場を廃止することについて 

め、延床面積約 560 ㎡の

大規模改修を行うとともに、

隣接して別棟約 440 ㎡の

増築を行う方法を基本とし

ます。 

 今後、令和２年度に基本

計画の策定、３年度に建

築・展示の基本設計、４年

度に実施設計、５年度に建

築工事に着手し、６年度の

供用開始を目指します。 

庭を潰して増築することに

ついては慎重に考えなけれ

ばいけない、基本的な考え

方が異なっているなどの意

見があり、継続審議となりま

した。 

降は看視人を確保すること

ができず、閉牧しています。

地元自治会や関係機関等

と施設の活用について協議

を行ってきましたが、活用す

る意向はありませんでした。

このことから市としては、牧

野として運営していくことは

難しいとの結論に至り、用途

を廃止するものです。また、

施設については、肉用牛繁

殖施設及び採草地を一体

として売却する方針です。   

 ９ 月の市議会定例会に

おいて、市牧野条例の一部

改正が可決されましたの

で、10 月に市の財産評価

委員会、12 月に公募、令

和３年１月に入札・売買契

約を行う予定です。 

石川啄木記念館 

質疑意見（要旨） 

駒井委員 

駐車場の位置や建物の

位置、遊歩道などの基本

的な場所は、現時点で変

更になっているのか。   

基本的な配置計画

等は大きく変更していない。 

 

説明（玉山総合事務所） 

 
審議結果 

審議の結果、「可」とする

答申をしました。 
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新型コロナウイルス感染症対策 

「新しい生活様式」で心掛けて地域活動を行いましょう 

新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、さまざ

まな場面で「新しい生活様式」の実践が求められていま

す。これは、地域で活動を行う際も同様です。特に留意す

べき点をまとめましたので、その内容の一部をお知らせし

ます。 

●共通事項    

◆参加者の体調確認を行い、参加者名簿を作成・記録

する 

◆活動を運営する側の健康管理にも、十分に配慮する 

◆複数の人が触れる手すりやドアノブ、テーブル、いす、

マイクなどは使用の前後に消毒する 

◆大きな声を出さなくても済むよう、紙資料の配布、マイ

クの活用などの工夫をする 

●屋内で活動するとき 

◆１時間に２回以上、２方向のドアや窓を開けて換気す

る（エアコン稼働中も同様） 

◆隣り合って座るときは１㍍、対面で座るときは２㍍の間

隔をできるだけ開ける 

◆会議を行うときは、委任や書面決議など、多くの人が

集まらなくても済む方法を検討する。また、会議内容

は電話や文書、メールなどを活用して情報共有する 

●屋外で活動するとき 

◆できるだけ２㍍以上離れ、会話を控えながら作業する 

◆マスクを着用して作業をするときは、こまえに休憩を

促し、体調の変化に気を配る 

夕暮れ時は 早めのライト点灯と反射材着用で交通事故防止を！ 

10月に入り、日が暮れるのが更に早くなります。 

次の点に気をつけて、交通安全に努めましょう。 

●子供を始めとする歩行者の安全と 

自転車の安全利用の確保 

◆車両の運転者は横断歩道における歩行者優先ルー
ルを徹底しましょう 

◆歩行者は交差点では信号確認をして横断歩道でも走
行車両がないことを確認してから渡りましょう 

◆自転車安全五則を守りましょう 

①自転車は、車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子供はヘルメットを着用 

●高齢運転者等の安全運転の励行 

◆安全運転について家族で話し合ってみましょう 

◆運転に不安を感じたら、警察の安全運転相談窓口で
相談してみましょう 

◆どの座席でも必ずシートベルトを着用、６歳未満の幼児
はチャイルドシートを使用しましょう 

◆チャイルドシートは子供の体格に合ったものを使用しま

しょう 

●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と 

飲酒運転等の危険運転の防止 

◆夕暮れ時や夜間の時間帯は、反射材を身につけて自
分の位置を知らせましょう 

◆夕暮れ時には自動車や自転車の早めのライト点灯を心
がけましょう 

◆わずかなお酒でも、運動能力・判断能力を鈍らせます。
飲酒運転を根絶しましょう 

◆ゆずり合いの気持ちを持ってあおり運転（妨害運転）はや
めましょう 

好摩地区コミュニティセンター改修工事に伴う

利用休止について（お知らせ） 

好摩地区コミュニティセンターは、改修工事のため令和

３年３月下旬まで利用できません。指定緊急避難場所とし

ても使用できませんのでご注意願います。 

●災害種別ごとの近隣の指定緊急避難場所（参考） 

次の指定緊急避難場所は、当該地域で近隣にある施

設です。配布しております防災マップも併せて確認をお願

いします。 

本の交換広場 

●日 時 11月５日（木）～15日（日）  

●時 間 9：00～18：00 

●場 所 渋民図書館（渋民字鶴塚 55） 

●対 象 どなたでも 

●内 容  

会場内にあるボックスに不要になった本（雑誌、

教科書、ＣＤ、ＤＶＤ等は不可）を置いてください。お

気に入りの本があれば、自由にお持ち帰りください。

なお、汚れがある本の提供は、ご遠慮願います。 

●問い合わせ 渋民図書館019-683-2167 

 

洪水 土砂 地震 火事
好摩体育館 ○ ○ ○
巻堀中学校体育館 ○ ○ ○

いざというときの災害に備えよう！！ 

ソーシャルディスタンス 

https://4.bp.blogspot.com/-dHLlPiXNYlM/WcB5ppSU28I/AAAAAAABG1g/3h0F3xWLtToqqWFyjgR21eCRbHMRFdLOwCLcBGAs/s800/jitensya_touka2.png
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初回交付は無料です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードについて 
●マイナポイントの予約・申込を支援します 

マイナンバーカードをお持ちの方は、民間キャッシュレ

ス決済サービスを用いて、チャージや買い物をすると最

大 5,000円分のポイントが付与されるマイナポイントが利

用できます。（マイナポイントは令和２年９月１日から令

和３年３月３１日までにチャージかお買い物をした金額

に応じて 25パーセントのポイントが付きます。） 

 マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカード

を取得して、数字４桁の暗証番号を使って予約・申込を

行う必要があります。 

 マイナポイントの予約・申込は、サービスに対応したス

マートフォン、もしくは玉山総合事務所税務住民課で受

け付けます。 

●マイナポイント予約・申込に必要なもの 

①マイナンバーカード 

②利用者証明用電子証明書の数字４桁の暗証番号  

 

   

③民間キャッシュレス決済サービスＩＤとセキュリティコード 

  

●マイナンバーカード申請に必要なもの 

○交付申請書（通知カードと一緒に送られたもの） 

 ※無くされた方やお引越しされた方は再発行をします。 

【申請書再発行窓口】 

 ①玉山総合事務所税務住民課（平日 8：30～17：15） 

 ②巻堀出張所（平日 9：00～16：00） 

 ③玉山出張所（平日 9：00～16：00） 

 ④薮川出張所（平日 9：00～16：00） 

  ※身分証明書（運転免許証等）をご持参下さい。 

玉山総合事務所税務住民課 

マイナンバーカード交付等休日開庁日 

●10月 25日（日） 

●11月 29日（日） 予定 

●12月 27日（日） 予定 

●時間 9：00～12：00 

※開庁日は変更する場合があります。 

※マイナンバーカード関連手続きのみ受け付けます。 

●問い合わせ 

玉山総合事務所税務住民課 

019-683-3874（直通） 

コンディショニング教室 コンディショニングとは 
硬くなった筋肉を弾力ある状態に戻し、普段使うことが

少ない筋肉使うことで身体を整える運動です。 

体質改善や姿勢が美しくなります。 

予約制です！ 

●講師 

～調子がいいが当たり前の身体へ～ 

日本コンディショニング協会 

中田 幸恵 先生 
 

●予約・問い合わせ 
 玉山総合事務所健康福祉課 

 019-683-3869（直通） 
 

●場  所  好摩地区就業改善センター2階 

（好摩地区公民館） 

●時  間  14：00～15：30 

●定 員  各コース 12名 

●参加費  無料 

●申 込 電話でお申し込みください 

●予 約  10月 12日（月）9：00から、予約開始。 

         定員になり次第、受付締め切り。 

         10月 20日（火）までにご予約ください。 

コース 定員 日程

10月21日（水）

11月18日（水）

１月20日（水）

２月24日（水）

10月28日（水）

12月9日（水）

1月27日（水）

３月17日（水）

11月４日（水）

12月16日（水）

２月３日（水）

３月24日（水）

Aコース

（全４回）

Bコース

（全４回）

Cコース
（全４回）

12名

12名

12名

啄木学級故郷講座 

 
啄木学級故郷講座（公益財団法人盛岡観光コンベンショ

ン協会主催）が９月５日、石川啄木記念館（森義真館長）敷

地にある、啄木が教壇に立った旧渋民尋常小学校舎で行わ

れ、21 人が参加しました。渋民小・中学校を卒業され、俳

人・歌人・作家の工藤玲音氏と森館長の対談を交えながら

の解説を、受講者たちは熱心に聴き入り、啄木作品の理解

を深めました。 

 

設定手続きが必要です。 

 

登録が必要な場合があります。 

 

※暗証番号をお忘れの場合は、税務住民課窓口で再 

 

※登録するキャッシュレス決済サービスによっては事前 

●マイナンバーカードの申請方法 

交付申請書の QR コードを使ってスマートフォンから申

請できます。 

※申請書再発行窓口で申請の補助を行っています。 



 

 

玉山地域振興会議だより №56 ひめかみ 秋号 

6 6 

 

元気な状態を保ち続けるための健康教室です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

盛岡市地域おこし協力隊員！！ 
地域おこし協力隊とは、地方に移住し、地域おこしの

支援などの活動をしながら、その地域への定住・定着の

促進を図る取り組みで、玉山地域では２名が活動してい

ます。 

 今回は、令和元年７月に着任し、岩洞湖家族旅行村キ

ャンプ場から薮川地区の魅力を全国に伝えるべく活動し

ている香取
か と り

良
りょう

翼
すけ

さんの活動を紹介します。 

★岩洞湖オリジナルシェラカップ 

岩洞湖レストハウスにご協

力を得て、レストハウス限定

2,000円（税込）で販売して

います。ワカサギ釣りの相

棒にもピッタリな商品です。 

★ハンモック 

岩洞湖で優雅なひと時を楽しめ

るように無料での貸し出しをしてい

ます。岩洞湖レストハウスと岩洞湖

家族旅行村にて受付ます。 

★カヤック 
岩洞湖の景観を水面から楽し

み、特別な魅力を気軽に楽します

よう無料レンタルでカヤックを体験

できます。 

※岩洞湖家族旅行村のオートキャ

ンプ場を利用した方が対象です。 

 

香取です！！ 

皆さん岩洞湖にお

越しください。 

 元気はなまる教室

 
■対  象  盛岡市在住のおおむね 65歳以上 
■定  員  各会場及びコース 12名 
■費  用  無料 

■申  込  電話でお申込みください 
         

●送迎（ユートランド姫神会場のみ 要申込） 

就業改善センター（好摩地区公民館）10：05 
 

⇒玉山総合事務所 10：15 

⇒門前寺地区コミュニティセンター10：25 

⇒まるよし商店 10：30 

⇒ユートランド姫神着 10：40  ※復路 14:00発 

●申込先 

 ＮＰＯ法人ウェルネスクラブ・レインボー健康

体操で寝たきり０を目指す会 

 工藤 昭敏 ☎090-3640-6753 
受付時間  平日  ９：00～１3：00 
 

●問い合わせ 
 玉山総合事務所健康福祉課 

  019-683-3869（直通） 
 

※事前申込が必要です 

 

※定員になり次第締め切ります 

運動が苦手な方でも無理なく続けられる体操等を行いま

す。いつまでも元気で過ごせるよう、楽しく体を動かして筋

力を保ちましょう。 

大好評につき今年度も開催！ 

15：00～17：00 

●「入浴料市民割」（平日限定） 

ユートランド姫神では、市広報もりおかまたは本だより

をご持参いただくか、「運転免許証」や「保険証」など盛

岡市民であることを証明できるものをご提示いただくと、

平日限定で入浴料が割引になりご入浴できます。是非

この機会に、ユートランド姫神へお越しください。 

ユートランド姫神 

〒028-4134 盛岡市下田字生出 893－11 

☎019-683-3215 

営業時間 10:00～22:00 

 

●問い合わせ   

 

期 間 令和２年 10月 1日～令和３年３月 31日 

入浴料 大  人 600円→450円 

小学生 300円→250円 

その他 土・日・祝日および年末年始期間等は割引き

になりません。 

※２回目に参加される方のみ予約できます 
※ユートランド姫神での入浴代・食事代等は自己負担 

会場・時間 定員 日　程

11月10日（火）

12月８日（火）

１月12日（火）

２月９日（火）

３月９日（火）

11月17日（火）

12月15日（火）

１月19日（火）

２月２日（火）

３月16日（火）

11月24日（火）

12月22日（火）

1月26日（火）

２月16日（火）

３月23日（火）

渋民勤労者研修センター
（啄木記念館　駐車場北側）

１階　研修室１
10：00～11：30

12名

ユートランド姫神
研修室

１回目 10：00～10：40
２回目 11：00～11：40

12名

12名

就業改善センター
（好摩地区公民館）

２階　講義室
10：00～11：30


