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■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。 

 

玉
山
地
域
振
興
会
議
の
協
議
内
容 

第35回玉山地域振興会議 

 

令和４年８月 18日に開催した第 35回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項４件、 
諮問事項２件、自主的審議事項１件、委員は出席 14人、欠席 1人 

 報告事項  令和４年度盛岡市総合防災訓練について 

 ８月 27日（土）に渋民小学

校を主会場に実施する令和

４年度盛岡市総合防災訓練

の内容について、報告するも

のです。 

     

 訓練の目的は、盛岡市地

域防災計画に基づき、防災

関係機関と地域住民が一体

となって総合的かつ実践的な

訓練を実施し、災害時に迅速

かつ円滑な応急対策活動が

できるよう防災関係機関相互

の協力体制の確立を図り、併

せて地域住民の防災意識の

高揚を図るものです。 また、

事前の地区防災計画（災害

情報の取得や防災マップ・避

難要領の作成等）の策定を

通じ、住民が自助・共助により

主体的な避難行動をとること

ができる体制を構築するとと

もに、市内全域へ地区防災

計画作成の波及につなげるも

のになります。 

災害想定は、大雨及びそ

れに伴う土砂災害とし、地区

住民参加訓練として、避難訓

練、避難所生活体験訓練（パ

ーテーションや段ボールベッド

設置等）、防災関係機関活

動訓練として、災害時応援協

定等に基づく活動訓練（ドロー

ンやボランティア受付）、防災

啓発等、災害対策本部運営

訓練として、現地対策本部運

営訓練、職員非常招集訓

練、緊急情報発信訓練等を

実施するものです。 説明（総務部） 

 

報告事項  ＩＧＲ新駅設置について 

平成 18 年１月の玉山村

との合併における新市建設

計画において位置づけられ

ている「ＩＧＲ下田駅設置事

業」について、利用者数の

予測や整備内容等の検討

を行った結果を報告するも

のです。 

 

新駅候補地の位置は、ＩＧ

Ｒいわて銀河鉄道の渋民駅

と好摩駅の間にある下田踏

切付近を候補地としていま

す。渋民駅から北に約 1.9

㎞、好摩駅からは南に約

2.8 ㎞の地点であり、令和３

年度に渋民・好摩地区にお

住まいの方に住民向けアン

ケート調査と新駅候補地周

辺施設事業者向けアンケー

ト調査を実施し、そのアンケ

ート調査結果等から算出し、

新駅の乗車数は１日あたり

363 人と予測され、好摩

駅、渋民駅、新駅の３駅合

計では、１日あたり142人増

加すると予測されることか

ら、一定の鉄道利用促進が

図られる結果となっていま

す。 

概算事業費は、約７億か

ら 10 億円と試算しており、

市としては、駅前広場や軽

微な待合室、駐輪場、周辺

への駐車場の整備を検討し

ており、工事費等がさらにか

かる見込みとなっています。   

事業効果としては、玉山

地域の公共交通の利便性

向上及び交通手段の多様

が図られることが見込まれ、

これにより観光客の集客

増、地域の魅力向上などの

ストック効果が期待されま

す。 

今後の方向性としては新

駅設置により、鉄道利用者

数の増加やストック効果など

の事業効果が見込まれるほ

か、令和４年３月に玉山地

域の 14 団体から構成され

たＩＧＲ新駅誘致推進会から

市長に対して要望書が提出

されるなど、地元からも明確

に熱意やニーズが示された

ことから、新駅設置を実現さ

せるため、より具体の検討を

進めていきます。 

今後のスケジュールは、８

月 23日の市議会全員協議

会で報告し、市のホームペ

ージにて報告書の公表をす

る予定です。 説明（建設部） 
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 報告事項  道の駅設置事業の進捗状況等について 

道の駅設置事業の進捗
状況等について報告するも
のです。 
説明（玉山総合事務所） 
道の駅に導入する機能・

施設としては、道の駅の必
須機能である休憩、情報発
信、地域連携の機能を有す
る設備のほか、近年多くの
道の駅で導入されている防
災機能、子育て応援機能を
兼ね備えた設備についても
整備することとしています。
また、産直物販など消費者
と直接対話できる機能を持
つ道の駅の特性を最大限生
かしながら、地域経済の活
性化や若者定住等地域の
未来創造に積極的に取り組
む拠点として、フューチャー
センターを設置します。 
施設の概要は、基本コン

セプトである「石川啄木が愛
した盛岡・玉山を感じられる

道の駅」を具現化するため
の施設として、岩手山と姫
神山の眺望を生かすことや
故郷を想起させるような意
匠・空間配置などをデザイン
の基本方針とし、岩手山原
っぱや姫神山テラスといった
広場などを整備します。 
設計においては、建物は

一部を除き木造とし、地中
熱活用による冷暖房設備や
ユニバーサルデザインを積
極的に導入することとしてい
ます。また、施設には啄木の
短歌の特徴である三行書き
や啄木の筆記体を模したロ
ゴタイプなど啄木を感じられ
るロゴ・サインイメージを導入
します。 
管理運営については、指

定管理者が施設全体の管
理運営を担うこととしており、
テナントについては、市が指
定管理者に使用許可の権

限を委任し、使用料は利用
料金として、指定管理者が
収受することとしています。
なお、フューチャーセンター
については、指定管理者が
テナント事業者と道の駅プロ
デューサーで組織する「（仮
称）フューチャーセンター運
営協議会」が運営することを
軸に検討を進めています
が、詳細については検討中
です。 
駅名は、利用者に対し設

置場所が容易にわかるよう
自治体名及び設置場所の
地名を併記することとし、市
としては「道の駅 もりおか渋
民」にしたいと考えていま
す。また、市民や利用者に
愛される道の駅とするため、
愛称を設定することとし、愛
称は公募による選定を考え
ており、公募時期は令和５
年４月を予定しています。 

開業までのスケジュール
は、令和４年度については
実施設計を行い、駅名を８
月に決定したいと考えていま
す。また、整備工事は、10
月から令和６年の１月までを
予定しており、令和５年度に
は指定管理者の指定や指
定管理者及びテナントの入
居者の内装工事を行い、令
和６年春の開業を予定して
います。 
質疑意見（要旨） 
＜駒井委員＞ 
継承の森は、既存の樹木

を生かした里山の風景を創
出となっていますが、山の木
を整備して間を抜くと、思い
がけず既存の木が伸びるこ
とがあるので、建物の周りの
木の本数や木の種類は慎
重に選んで、考えてほしいと
思います。 

 審議事項  盛岡市市営住宅長寿命化計画の改定について 

盛岡市市営住宅長寿命

化計画の改定について、説

明するものです。 

 説明（建設部） 

現計画が令和４年度で計

画期間が終了となることか

ら、次の10年間の計画を策

定しようとするものです。 

計画案策定にあたり、国

の公営住宅等長寿命化計

画策定指針に基づきながら

計画的・効率的な市営住宅

の将来ストック量を支援プロ

グラムに用いて推計し、管

理戸数と照らして事業手法

の選定をしたうえで、向こう

10 年間の事業費を算定し

計画的に整備を行っていくと

いうものです。具体的には、

計画期間内において建て替

えや新規の建設は行わない

ということにしており、全 22

団地の市営住宅を計画修

繕や個別改善、用途廃止

等に区別することとなります

が、用途廃止を予定してい

る 124戸のうち、多くは家屋

倒壊等氾濫想定区域にあ

る岩脇緑が丘住宅が主にな

ります。ただし、用途廃止に

際しては居住者に丁寧に説

明をし納得いただいたうえで

手続きを進めていきたいと

考えています。 

今後のスケジュールは、８

月 23日の市議会全員協議

会に付議し、９月には、パブ

リックコメントを実施、10月の

市長決裁を予定していま

す。 

審議結果 

審議の結果、「可」とする

答申をしました。 

令和４年度 整備工事着工 

令和５年度 道の駅愛称公募など 

令和６年   開業（春） 

外観パース 
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令和４年度 狩猟免許試験 

狩猟は農林業などに被害を与える鳥獣の個体数を調

整する重要な役割を果たしています。狩猟や有害鳥獣

捕獲を行うためには、狩猟免許が必要です。県では次の

とおり狩猟免許試験を行います。 

 

日時：令和４年 12月 18日（日）９：00～ 

会場：岩手県立大学 

申込受付期間：令和４年 10月 31日（月）～ 

12月２日（金） 

備考：わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許 

 

※狩猟免許試験の概ね１～２週間前に予備講習会

（初心者講習会）を実施します。詳しくは岩手県庁ホ

ームページを御覧ください。 

予備講習会は、（公社）岩手県猟友会  

 019-622-2358にお問い合わせください。 

 

【問い合わせ】  

県庁自然保護課 019-629-5371 

●営業時間 
９：00～18：00（季節変動あり） 
年中無休（館内設備点検による休館日あり） 

●契約期間 
契約締結の日から翌年の３月末日まで（以降、１年ごとの更新とします） 

●販売手数料 
販売手数料は売上額の 12％となります。（バーコードラベルをご用意頂けない方は、２％のバーコード利用料が
加算されます。取扱品目や、販売条件等の詳細については下記までお問い合わせください。皆さまの申し込みを
お待ちしております。 

【問い合わせ】  019-683-3215 （ユートランド姫神産直担当） 

 

ユートランド姫神産地直売所では、都市と農村の交流をテーマとして 

野菜・果物・花卉・スイーツなどを取り扱っています 

 審議事項   好摩地区公民館の建て替えに係る 
盛岡市公民館条例の一部を改正する条例について 

好摩地区公民館の建て

替えに係る盛岡市公民館

条例の一部を改正する条

例について、説明するもの

です。 

 

改正の内容は、好摩地

区公民館の建て替えに伴

い、施設の区分及び使用

料の額を改めるもので、会

議室１室のみの区分を会

議室２室、調理室、多目

的室に改正します。使用

料の額については、玉山

地域内の公民館との均衡

を図るため薮川地区と、玉

山地区公民館の使用料を

もとに面積案分により算定

した額となり、冷房使用料

金については、冷暖房機

器を導入することから冷房

料を追加するものです。施

行期日は工事の進捗状況

や今般のウクライナ情勢等

を踏まえ、慎重に判断した

く、教育委員会規則で定

める日からとするものであり

ます。 

事業概要は現在の施設

である就業改善センター・

好摩地区公民館・巻堀出

張所の複合施設を解体

し、好摩体育館南側に好

摩地区公民館・巻堀出張

所の新施設として建て替

えるとともに、好摩体育館

と渡り廊下で接続し、複合

化による施設の利便性や

利用者へのサービス向上

を図るものです。なお、就

業改善センターの機能に

つきましては廃止となりま

す。 

今後のスケジュールは

令和４年９月に条例改正

を行い、令和５年１月の供

用開始を予定しています。 

 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

説明（教育委員会） 

 

審議結果 

 

ユートランド姫神産直出品者募集中！ 
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日曜日もマイナンバーカードの 

受け取りができます 

●窓口開設予定日 
10月 30日（日） 
11月 27日（日）     ・・・9：00～12：00 
12月 25日（日） 
※なお、平日の受付時間は 9:00～16:30までです 

●受付業務 
交付・申請・更新・暗証番号再設定 

【問い合わせ】 
玉山総合事務所税務住民課 

019-683-3874（直通） 

・受け取りにはお一人につき 15分ほどかかるため、時間に
余裕を持ってお越しください。 
・窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合がありま
す。 

マイナポイント予約支援窓口も 

開設しております 

●窓口開設予定日 
10月 30日（日） 
11月 27日（日）    ・・・9：00～12：00 
12月 25日（日） 
※なお平日の受付時間は 9：00～17：00までです 

●受付業務 
マイナポイント予約、申し込み 

●必要なもの 
  ◇マイナンバーカード 
  ◇数字 4桁のパスワード 
  ◇ポイントを付与する決済サービスカード等 
【問い合わせ】 
盛岡市マイナポイントコールセンター 

（平日 9:00～17：00） 
0570-010-372（有料） 

ごみの「野外焼却」は絶対に

やめましょう！ 
野外でのごみ焼却は、環境破壊につながる行為で

あり、隣近所への迷惑行為ともなります。 
家庭ごみを野外で燃やすことは違法行為であり、違

反者には「５年以下の懲役」又は「１千万円以下の罰
金」が科せられます。 
田畑の草刈り後に発生した草の焼却処理を行う際

には、消防署への事前届出が必要になります。 
草刈りなどで発生した草なども燃やさずに、十分に

乾燥させてから小分けにして集積所に出すか、清掃事
業所へ直接持ち込んでください。（直接持ち込みの場
合は有料です。） 
ルールを守り、適正なごみ処理で、地域の生活環境

をみんなで守りましょう！ 

やめましょう！ 
本の交換広場 

●日時：11月 17日（木）～27日（日） 
●時間：平   日 9：00～18：00 

土日祝日 9：00～17：00 
※11月 21日（月）は休館日です。 

●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、 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】 渋民図書館 

019-683-2167（直通） 

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。 

●子ども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子ども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ども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 

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。 
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☆送迎バスの時刻、ルートについては、下記をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
動かしましょう。 
すべての会場でバスによる送迎を行っていますので、ご家族、ご近所、ご友人お誘いあわせの上、ぜひ

ご参加ください。 
※事前申込が必要です。 

●対   象  盛岡市在住のおおむね 65歳以上の方 
●費   用  無料 
●持ち物等   上履き、タオル、飲み物、動きやすい服装 
●申込方法  ※開催日の前日までに 

お電話で事前申込が必要です。 090-3640-6753 工藤
く ど う

 昭
あき

敏
と し

さん 

会場 時間 定員 11月 12月 １月 ２月 ３月

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

概ね第２火曜日
10：00～11：30

12名 ８日 13日 10日 ７日 ７日

就業改善センター
（好摩地区公民館）

２階講義室

概ね第３火曜日
10：00～11：30

12名 15日 20日 17日 14日 14日

ユートランド姫神
研修室

概ね第４火曜日
①10：15～11：00
②11：15～12：00

各12名 22日 27日 24日 21日 28日

【問い合わせ】 

【問い合わせ】玉山総合事務所 健康福祉課   019-683-3869（直通） 

初めまして！ハント・テオです。アメリカのインディアナ州から来ました。今

年の５月、インディアナ州のアーラム大学を卒業しました。大学２年生の時に

は、早稲田大学に留学していました。高校と大学で日本語を勉強しました。

日本文学と伝統的な美術に興味があります。趣味は読書、アニメ、サッカ

ー、ラクロス、美術館巡りです。英語の授業で、玉山地域の児童生徒と会う

ことを楽しみしています！よろしくお願いします。 

 

特定非営利活動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
ゼロ

を目指す会 


