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玉山地域振興会議の協議内容 
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27回玉山地域振興会議 
令和３年３月26日に開催した第27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12人、欠席３人 

報告事項  
（仮称）道の駅もりおかの事業内容等について 

（仮称）道の駅もりおかの事

業内容等について報告するも

のです。 

 
 

令和２年度は基本設計を

進めてきましたが、事業内容

が固まったことから内容につ

いて報告するものです。 

施設の配置イメージは、３

つのゾーンから成ります。 

各ゾーンの事業内容は、

（仮）トラディショナル・ゾーン

には駐車場・トイレなどの休憩

機能を備え、飲食・物販の提

供を行います。（仮）フューチ

ャー・ゾーンでは貸テナントに

よる飲食・物販等のサービ

ス、交流会やものづくりの体験

会を実施。（仮）ランドスケー

プ・ゾーンには、芝生広場を

整備し、子どもの遊び場やイ

ベントの開催など多目的に活

用できます。また、芝生広場

からは石川啄木記念館・玉

山歴史民俗資料館の中庭ま

でを遊歩道でつなぎます。 

 今後、実施設計や経営計

画の策定、指定管理者の指

定手続きなどを行い、令和５

年度の開業を目指します。 

 
質疑意見（要旨） 

駒井委員 

道の駅から啄木記念館へ

の遊歩道は階段仕様になっ

ていますが、スロープを併用

するような形で進んでいるの

でしょうか。 

現時点では、階段と

踊り場が交互になっています

が、実施設計に向けて、ユニ

バーサルデザインの検討をし

ていきたいと考えています。 

審議事項  
もりおか農業・農村振興ビジョン 2030（案）の策定について 

もりおか農業・農村振興ビ

ジョン 2030（案）の策定につ

いて説明するものです。 

 
 

市では、今までの取り組み

の成果と課題を踏まえ、もりお

か農業・農村振興ビジョン

2030 を策定し、生産者・事

業者・消費者・関係団体等と

の間で連携しながら、都市近

郊型の農業と活力ある農村

を実現するための施策を進め

るものです。 

ビジョンの基本方針は、農

業の持続的な発展、活力あ

る農村の振興、食と農がつな

ぐ笑顔あふれる地域の創造

の三つとし、重点施策として、

新規就農者や認定農業者な

ど多様な担い手、人材の育

成・確保、農業委員会や農

地中間管理機構との連携強

化や農業生産基盤整備事業

による農地の集約・集積化の

推進、移住・定住の促進など

生き生きとした農村の形成や

食関連事業者による盛岡産

農畜産物の利用促進など強

みを活かした地産地消の推

進等に取り組んでいきます。 

春日川委員 

具体的にどこまでに何をや

るとか、数年ごとに評価をす

るなどのアクションプランのよ

うなものはあるのでしょうか。 

プランの見直しは、毎

年行う予定ですが、ビジョンは

方針という位置づけとし、具

体的な内容については、既存

の計画を元に立てていくという

形で考えています。 

質疑意見（要旨） 

審議事項  
盛岡市都市計画マスタープランの変更素案について 

審議結果 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

現在のマスタープランの内

容は、心を育む歴史と風格の

あるまち盛岡の形成、市民協

働によるまちづくりを基本理念

とし、四つのまちづくりの目標

と七つの基本方針、そしてこ

れらの方針全てに関わるもの

として、市民協働によるまちづ

くりを定めています。 

変更素案の概要は、農業

の担い手不足の解消が市街

化調整区域の土地利用保全

の重要な課題であることか

ら、担い手の確保や都市との

交流を図りながら、地域のコミ

ュニティの維持を図ること、中

心市街地の商業シェアの低

下や空き店舗、低未利用地

の増加等を踏まえ、中心市

街地で歩行者中心のまちづく

りを進めること、物流拠点ニー

ズの高まり等を踏まえ、公共

交通の利便性などの立地特

性に応じた土地利用や工業

等の振興と雇用の創出に資

するまちづくりを推進すること

などを追加しています。 

今後、パブリックコメントを実

施し、５月の盛岡市都市計画

審議会に諮り全体構想を確

定させた後、地域別構想の

見 

質疑意見（要旨） 

佐々木委員 

地域でまちづくりをするとい

う話がありましたが、若い世代

も率先してまちづくりに参加で

きるような工夫をしながら進

めてほしいと思います。 

審議結果 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

説明（農林部） 

 

説明（都市整備部） 

 

説明（玉山総合事務所） 

 

盛岡市都市計画マスター

プランの変更素案について説

明するものです。 

 

見直しに着手する予定です。 
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第28回玉山地域振興会議 
令和３年５月25日に開催した第28回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項３件、
諮問事項２件、委員は出席13人、欠席２人 

報告事項 第 31回啄木の里ふれあいマラソン大会 

2021の開催について 

第 31 回啄木の里ふれあ

いマラソン大会 2021の開催

について報告するものです。 

 
 

今年度の第 31 回大会

は、新型コロナウイルス感染

症対策を徹底し開催すること

となりました。 

開催日時は、令和３年９

月５日（日）、エントリー期間

は６月１日から７月 16日まで

です。 

第 31 回大会の主な変更

点は、スタート地点等での密

集を防ぐため各種目に参加

定員を設定、一般参加料、

家族ペア参加料の改定など

です。また、種目について

は、ハーフマラソンの部は実

施せず、年齢別の５種目 18

部門を４種目 16部門に減ら

した上での開催となります。 

また、参加申込者には「第

31 回啄木の里ふれあいマラ

ソン大会 2021 新型コロナウ

イルス感染症対策ガイドライ

ン及び大会中止規定」に承

諾をしていただいた上でエン

トリーをしていただきます。 

説明（交流推進部） 

 

報告事項 もりおか近郊自然歩道に係る 

「生出コース」の新規整備について 

もりおか近郊自然歩道に係

る「生出コース」の新規整備

について報告するものです。 

 
 

生出コースは、ユートランド

姫神を起点に生出地域を巡

り、岩手山や姫神山の眺望を

楽しめるコースとして設定しま

した。コースの設定にあたって

は、すでに整備されている東

北自然歩道や好摩地区ウォ

ーキングコースを参照しなが

ら、それらとは重ならない形

で設定したものです。 

今後の予定は、９月以降、

コース設定に係るオープニン

グイベントとして、生出コース

の散策、周辺の施設見学等

を検討しています。 

報告事項 （仮称）道の駅もりおかへのアクセス路の 

新設及びこれに伴う用地の取得について 

（仮称）道の駅もりおかへの

アクセス路の新設等について

報告するものです。 

 
 

アクセス路は国道４号渋民

バイパスから道の駅への進入

路の途中と市道渋民鶴飼線

の丁字路交差点を結ぶもの

で、高低差や道路整備におけ

る技術的基準を満たす線形

となっています。 

効果としては、道の駅の利

用者及び地域の皆さんの利

便性の向上が図られる、啄木

ゆかりの施設群と道の駅との

回遊性を高め、賑わいの創

出や啄木の里としての魅力の

向上につながるということが考

えられます。 

アクセス路の用地取得に

係る事業費は、約 458 万

9000 円を見込んでおり、アク

セス路の構造については、令

和３年度に作成する実施設

計において精査することとして

います。 

今後、道の駅の事業用地

については、令和４年１月に

土地交換契約を締結、同３

月に登記手続きを完了する

予定としています。また、アク

セス路については、令和３年

９月を目途に用地測量及び

物件等調査を行い、令和４年

１月に売買契約を締結、同３

月に登記手続きを完了する

予定としています。 

 

説明（玉山総合事務所） 

 

審議事項 盛岡市公共施設保有最適化・ 

長寿命化中期計画の改訂について 

 盛岡市公共施設保有最

適化・長寿命化中期計画の

改訂について説明するもので

す。 

 
 

計画期間前半で生じた課

題としては、学校施設が未着

手の半数を占めており、新た

に早期の小中学校校舎安全

確保等を重点的取組事項に

追加し、計画を推進しようと

するものです。 

主な重点取組事項は、危

険箇所の優先改修実施によ

る小中学校校舎安全対策の

早期実施、複数校でのプー

ル施設の共同利用や市営プ

ール等の活用など小中学校

におけるプール施設のあり方

の見直し、地域の核となる施

設の形成を図るための複合

化の推進などです。また、トイ

レの環境整備として、平成

31 年に策定した公共施設ト

イレ環境施設計画を改訂し、

小中学校校舎安全対策改

修計画と連動しながら、学校

施設のトイレの洋式化、床の

ドライ化、自動水洗化等の全

面更新を実施していきます。 

質疑意見（要旨） 

阿部委員 

トイレは子供たちにとって

毎日使うものなので、トイレの

改修は早く進めてほしいで

す。 

審議結果 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

説明（環境部） 

 

審議事項 もりおか交通戦略（第二期）（案）について 

 
もりおか交通戦略（第二

期）（案）について説明するも

のです。 

 
 

令和３年度から令和 12

年度までの 10 年間のもりお

か交通戦略（第二期）を策

定するものです。 

改定の内容としては、現

計画の基本方針を踏襲しつ

つ、関係計画や社会情勢等

の変化を踏まえ、新たに交

通安全の視点を加えていま

す。また、将来交通量推計

の時点修正及び将来道路

網の検証結果に基づき、新

たな将来道路網計画を策

定し、都市計画道路の見直

しの必要性について検討し

ています。 

戦略の基本方針は、第一

期の基本方針は継続し、中

心市街地回遊性向上・公共

交通利用促進策、施策を支

える道路網整備について、

具体的な施策を検討しま

す。 

戦略の目標は、中心市街

地を快適に移動できると感

じる人の割合を 75％以上と

する。中心市街地への通勤

における自家用車利用者数

の割合を 28％とするなどで

す。 

玉山地区の具体の戦略

施策としては、下田新駅の

設置可能性の検討や、交通

結節に必要な機能や設備

など整備のあり方の検討、

好摩駅・渋民駅へのアクセ

ス性向上として、駅駐車場

の拡充整備による効果を検

証することとしています。 

今後の予定は、６月にパ

ブリックコメントを実施し、９月

の計画策定に向けて取り組

んでいきます。 

 
審議結果 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

説明（財政部） 

 

説明（建設部） 
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●交付対象  玉山地域内に居住し令和３年４月1日（令和

３年度については、平成29年４月１日）から令

和４年３月31日までにＩＧＲ通学定期を購入

し、利用した高校生・専門学校生・短大生・大

学生などの保護者 
 

   

 

 
 

●補助金額 平成17年３月31日時点の通学定期の価格

から値上がりした金額の２分の１の額 

●申請方法 使用済みの通学定期をＩＧＲ駅窓口に提示

し、備え付けの「申請書兼請求書」に使用証

明の記載・押印を受けた後、必要事項を記

入、押印して次の提出先に提出してください。 

●提出先  玉山総合事務所総務課、巻堀出張所、 

玉山出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤十字災害救援車のご紹介 

玉山地域で赤十字マークの付いた車両を見かけることは

ありませんか？この車両は日赤活動資金（募金）によって

配備される「赤十字災害救援車」です。令和２年度に日本

赤十字社岩手県支部の補助で、玉山地域の救援車が新

しくなりました。災害時には救援物資の運搬や避難者の救

護活動に活用されます。 

夏の交通事故防止県民運動 

７月 15 日（木）から 24 日（土）まで夏の交通事故防止

県民運動が行われます。 

 夏場を迎え、暑さや長距離運転による過労を原因とする

重大事故の発生や、夏休み中の子どもが関係する交通事

故の発生が心配されます。 

 交通ルールを守り正しい交通マナーの実践により、歩行

者もドライバーも交通事故に遭わないよう気をつけましょう。 

●運動の重点 
 

  

   
   

●スローガン 

「つくろうよ 事故無い未来を ぼくたちで」 

●受付時間 

●受付業務 

●窓口開設予定日 

８月１５日（日）、９月 26日（日）、10月 24日（日） 

９：00～12：00 
なお、平日の受付時間は９：00～16：30です。 

交付・申請・更新・暗証番号再設定 

 

・受け取りにはお一人につき１５分ほどかかります。 
・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、それよりも時間がかか
る場合があります。 

 

●問い合わせ 

玉山総合事務所税務住民課 

019-683-3874（直通） 

●問い合わせ 玉山総合事務所総務課 

 019-683-2116（直通） 

補助制度の概要はこちらから 

市は、玉山地域内に居

住しＩＧＲいわて銀河鉄道

を利用する通学者の負

担を軽減するため、通学

定期乗車券購入費の一

部補助を行っています。 

 

ＩＧＲ通学定期 

購入費の補助 

※有効期間の終了日が平成29年４月１日から 

令和３年３月31日までの通学定期をお持ちの方は、 

令和４年３月31日までに申請してください。 

 

玉山地域自治会 

連絡協議会について 

令和３年５月 26日（水）、渋

民公民館２階大会議室におい

て、令和３年度定期総会が開

催され、新しく、玉山薮川地区

自治会連絡協議会の中野剛

会長が会長に就任しました。 
新会長の中野会長 

新しくなった災害救援車 

日曜日もマイナンバーカード 

の受け取りができます 

①暑さなどによる過労運転の防止 

②高齢者と夏休み中の子どもの交通事故防止 

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい 

着用の徹底 

 

 

  ④飲酒運転の根絶 
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元気はなまる教室 

 
元気な状態を保ち続けるための健康教室です 

※事前申し込みが必要です 

 ◆対    象  盛岡市在住のおおむね 65歳以上 
◆費    用  無料 

◆持 物 等  上履き、タオル、飲み物、動きやすい服装 

◆申し込み  開催日の前日までに電話でお申し込みくだ 

さい。 

●送迎（ユートランド姫神会場のみ 要申し込み） 

大好評につき今年度も開催！ 

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。 

●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
ゼロ

を目指す会 工藤
く ど う

 昭
あ き

敏
と し

  
 

☎090-3640-6753 

●問い合わせ 
 玉山総合事務所健康福祉課 

  019-683-3869（直通） 
 

10：05 就業改善センター（好摩地区公民館） 出発 

⇒10：15 玉山総合事務所 

⇒10：25 門前寺地区コミュニティセンター 

⇒10：30 まるよし商店 

⇒10：40 ユートランド姫神着 到着 

※復路 14：00発 

※②11：00～11:40に参加される方のみ予約できます。 

●会場別の日程と定員 

●不法投棄されたごみの処理は 

原因者（捨てた人）が特定できない場合は、土地の所有者

が回収処理することになります。 

●不法投棄を見つけたら 

不法投棄されたごみ（廃棄物）はそのままにして、駐在所又

は、玉山総合事務所税務住民課に通報してください。 

 また、分かる範囲で次の事項をお知らせください。 

◆発見日時、発生場所、廃棄物の種類と量  

◆不法投棄者に関する情報や車両に関する情報  

◆通報者の氏名と電話番号 

●不法投棄防止対策をみんなで 

個人はもとより自治会・事業所ぐるみで不法投棄の監視と防

止に努め、きれいなまち・地域づくりにご協力をお願いします。 

●問い合わせ 
玉山総合事務所税務住民課 ☎019-683-3805（直通） 

●「知らなかった」では通りません 

廃棄物を決められた場所以外に捨てたり放置

することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」で  

ごみを違法に捨てた者は も

しくは またはどちらも

科されます。 

が併

せて科されます。 

 

不法投棄は違反行為です！ 

浄化槽設置の補助について 
個人の方が、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化

槽を設置する場合、予算の範囲内で経費の一部を補助し

ます。補助金額および詳しい内容については担当までお

問い合わせください。 

●対象 

 

 

① 現在、くみ取り便所又は単独処理浄化槽（し尿のみの

処理を行う浄化槽）を利用している個人が自己の居住

用のための住宅、農家住宅又は併用住宅（以下「専用

住宅等」という。）に浄化槽を設置する工事 

② 現在、くみ取り便所又は単独処理浄化槽（し尿のみの

処理を行う浄化槽）を利用している専用住宅等の建替

えまたは増築工事に伴い浄化槽を設置する工事 

③ 建築物及び浄化槽がない敷地に専用住宅等を新築し

浄化槽を設置する工事 

 ●問い合わせ 上下水道局給排水課排水設備係 

☎019-623-1426 

令和３年度 

会場 時間 定員 ８月 ９月 １０月 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

第２火曜日
10：00～11：30

12名 10日 ７日 12日 ９日 14日 11日 １日 ８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 17日 14日 19日 16日 21日 18日 ８日 15日

ユートランド姫神
研修室

概ね第４火曜日
①10：00～10：40
②11：00～11：40

各12名 24日 28日 26日 30日 28日 25日 22日 22日

公共下水道事業や農業集落排水事業の対象区 

域を除く区域で行う、次のいずれかの工事が対象と

なります。 
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地元生出地区の生乳、地域の素材をふんだんに

使用したジェラートを販売しています。中庭にはテラ

ス席をご用意しておりますので、生出地区の自然を

感じながらゆったりとした時間をお過ごしください。 

生出地区産生乳 100％使用した「温泉ジェラー

ト」ぜひご賞味ください。 

◆ 営 業 日  土日祝（不定休） 

◆ 営業時間  11:00頃～18：00頃 

  ※なくなり次第終了します。 

施設内にテント設営エリアをご用意しました。初

心者や小さい子ども連れのご家族にも安心して楽し

むことができます。お一人様から大人数まで、姫神

山と岩手山の眺望を満喫しながら「姫神温泉」をぜ

ひご堪能ください。 

◆営業時間  

11：00～翌 10：00 

事前予約を承っております。 

◆利 用 料  

小学生以下無料 

※フロントにて利用手続きをしてください。 

※食堂と入浴料は別途必要になります。 

「入浴料市民割」を令和４年３月末まで延長して

おります。運転免許証など、市民であることを証明

できるものを提示いただくと、平日限定で入浴料が

割引になります。 

●問い合わせ 

〒028-4134 

  盛岡市下田字生出 893－11 

☎019-683-3215 

 

                  

集団検診のお知らせ 
圧着はがきを開いて、中を見てみましょう。 

対象者にはあらかじめ、６月下旬に受診券をお送り

しています。 

受診券がお手元に届かない

場合や紛失した場合は、健康

福祉課までご連絡ください。 

●今年の集団検診の日程は「集団検診のお知ら

せ」を確認しましょう 

「玉山地域集団検診のお知らせ」（黄色）は、６月に地

域内各戸に配付しています。また、健康福祉課窓口

や、玉山地域の各出張所にも設置しています。 

●まずは電話で申し込みましょう 

成人検診の集団検診を受けるには、事前申し込みが

必要です。健康福祉課まで電話でお申し込みください。 

●送迎バスを運行 

検診会場まで遠いところにお住まいの方は、送迎バ

スをご利用ください。 

運行経路や時間は、申し込み後に郵送する運行表

でご確認ください。 

● 

医療機関等でも検診を受診することができます。 

【日程】６月 25日（金）～10月 30日（土） 

〔乳がん・子宮頸がん検診は令和４年３月 10日（木）〕 

詳しくは、広報もりおか６月 15 日号に折り込みの「盛

岡市検診だより」をご覧ください。 

「盛岡市検診だより」は、健康福祉課窓口にも設置し

ています。 

●問い合わせ 
 玉山総合事務所健康福祉課  

019-683-3869（直通） 

 

オレンジ

色 

※再発行・新規発行無料 

通常入浴料 

600円のところ 

盛岡市民の皆様は平日に限り 

450円（小学生250円） 

 
ユートランド姫神へ 

ぜひお越しください！ 

ユートランド姫神 

年中無休 

大人 1,000円 

「集団検診の都合が合わない」そんな時には、か 

かりつけ医等で「個別検診」を受診できます 


