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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30回玉山地域振興会議 
令和３年10月６日に開催した第30回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項１件、
委員は出席11人、欠席３人 

報告事項 盛岡市・玉山村新市建設計画に係る進捗状況について 

盛岡市好摩地区公民館・

盛岡市役所玉山総合事務

所巻堀出張所建替事業につ

いて、報告するものです。 

 

 

事業の進捗状況は、令和

３年６月に公募型プロポーザ

ルによる設計・施工一括発

注の契約手続きを行い、７月

には菱和建設株式会社・株

式会社久慈設計による共同

事業体と市との間で基本協

定を締結。現在は、令和３年

12 月の業務完了を予定し、

実施設計業務を進めている

米田委員 

倉庫のスペースは狭いと

思うので、従事している職員

の方々と話し合うなどし、より

良い建物にしてもらえればと

思います。 

倉庫スペースの確保

については、公民館とも協議

を重ねてまいりましたが、引

き続き、全体バランスの調整

を検討しているところです。 

 

報告事項 盛岡市好摩地区公民館・盛岡市役所玉山総合事務所

巻堀出張所建替事業について 

説明（教育委員会） 

 

質疑意見（要旨） ところです。また、令和３年９

月 29 日には、現時点での配

置図・平面図（案）を示すため

地元説明会を開催しました。

複合化による建替の考え方と

しては、盛岡市公共施設保

有最適化・長寿命化計画と

の整合性を図るため、①面積

は、現施設の面積を超えな

い、②計画事業費の範囲内

で実施する、の二つの条件下

で検討したものです。説明会

では、渡り廊下で接続すること

で好摩体育館の靴箱が減る

のではないか、公民館用の思

いやり駐車場の位置が悪いの

ではないか、現在公民館に保

有しているものを収納するに

は、倉庫が狭いのではないか

などの意見が出され、現在、

設計事業者との間で実現可

能かどうか検討を行っている

ところです。 

今後のスケジュールは、令

和４年 12月の完成及び令和

５年１月の供用開始に向け、

令和４年度には建替工事を

実施し、令和５年度に現施設

の解体工事と駐車場舗装等

の外構工事を予定しておりま

す。 

第31回玉山地域振興会議 
令和３年11月18日に開催した第31回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項４件、
諮問事項１件、委員は出席12人、欠席３人 

盛岡市・玉山村新市建設

計画（平成 18 年度～令和６

年度、主要事業126事業）の

進捗状況について報告するも

のです。 

 

 

事業の進捗状況は、計画

事業 126事業に対し、令和２

年度までの着手事業が 124

事業、そのうち完了事業が

77 事業となっており、令和２

年度に完了したものは１事業

です。令和３年度の実施事業

は 47 事業で、令和２年度末

の未着手事業は「農地整備

事業（寺林地区）」と「ＩＧＲ下

田駅設置事業」の２事業とな

っておりますが、「農地整備事

業（寺林地区）」については、

現在、基盤整備に係る説明

会や営農組織に係る研修

会、打合せなどを実施してい

るほか、「ＩＧＲ下田駅設置事

業」については、新駅の需要

調査を実施するなど、駅設置

の可能性について検討を継

続しています。 

予算の執行状況は、令和

２年度実績は48事業、約21

億 5983 万円、うち玉山地域

に関するものは 18事業、約３

億 1878万円。令和３年度計

画は、47事業、約 20億 443

万円、うち玉山地域に関する

ものは 18 事業、約４億 572

万円です。また、合併特例債

については、令和２年度は６

事業、7650 万円を活用し、

令和３年度は７事業、1 億

2770 万円を活用する予定と

しており、これらはすべて玉山

地域の事業を対象にしていま

す。 

 

説明（市長公室） 
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  盛岡北部行政事務組合の

し尿等処理手数料の見直し

について、令和３年 10 月 22

日開催の組合議会で議決さ

れた内容を報告するもので

す。 

 

 

し尿等収集量が減少傾向

にある中、適正かつ安定的な

収集運搬体制を確保し、維

持する必要があることから、

組合において、令和４年度か

らし尿等収集運搬に係る委

託料を引き上げ、これに併せ

て手数料を見直すこととなり

ました。 

見直しの内容は、現行「58

円／10ℓ（300ℓ未満は 1676

円）が見直し後「67 円／10ℓ

（300ℓ未満は2010円）」とな

り、９円／10ℓ（300ℓ 未満は

報告事項 盛岡北部行政事務組合のし尿等処 

春日川委員 
 

玉山地域では、この見直

しにより何世帯くらいが影響

を受けるものでしょうか。 
 

世帯数は 3181 世

帯、人口は 7576 人が影響

を受けると見込まれます。 

334 円）の増加となるもので

す。また、見直しによる市民

負担への影響は、玉山地域

の令和２年度の汲み取り量、

汲み取り世帯の人口から、人

口及び世帯数から試算する

と、一人当たり年間で 668

円、一世帯当たりで年間

1592 円増額となる見込みで

す。今後は、11月 24日の市

議会全員協議会に報告を行

い、令和４年４月１日の施行

を予定しています。 

説明（環境部） 

 

質疑意見（要旨） 

道の駅設置事業の進捗状

況等を報告するものです。 

 

 

令和３年度の実施設計で

は、基本設計における三つの

ゾーン（トラディショナルゾー

ン・フューチャーゾーン・ランド

スケープゾーン）の磨き上げ

を目的に、施設機能の具体

化について、事業運営の方向

性とともに検討しています。実

施設計における基本計画か

らの主な変更点は、岩手山と

姫神山を結ぶ景観軸の設定

などのランドスケープ（景観）

デザインの変更、里山の地形

をいかすため、造成フォーメ

ーションの見直しと駐車場の

レイアウトの変更、一体感と開

放感を持った集落の様な佇

まいとする建築デザインの変

更などです。 

施設機能、事業運営等の

検討状況については、運営候

補者とプロデューサーを中心

に協議を深めており、今後、

経営計画の策定を含めて詳

細を定めるものとしています。

また、概算事業費について

は、約 16 億 9000 万円を見

込んでいます。 

主な今後のスケジュールと

しては、令和３年度は、事業

用地などの取得等、令和４年

度には、土木工事、建築工

事の請負契約などを予定して

おり、令和５年度中のできるだ

け早い時期の開設を目指して

います。 

駒井委員 
 

道の駅の機能には、防災

機能の充実もあったかと思い

ますが、その点はどうなって

いるのでしょうか。 

基本計画の時点で掲

げていた道路利用者の一時

避難という機能を軸に考えて

おり、非常用発電設備の整

備や防災資機材の倉庫など

を整備したいと考えていま

す。 

説明（玉山総合事務所） 

 

質疑意見（要旨） 

報告事項 道の駅設置事業の進捗状況 

等について 

玉山歴史民俗資料館・石

川啄木記念館整備事業の進

捗状況について、報告するも

のです。 

 

 

令和３年度の進捗状況

は、大規模改修及び増築工

事に係る基本設計業務、旧

石川啄木記念館の解体工事

に係る実施設計、展示の基

本設計などの業務委託を実

施し、懇話会及びワーキング

グループを設置しました。 

施設の概要は、現在の石

川啄木記念館を大規模改修

し、その北側に隣接して玉山

歴史民俗資料館を渡り廊下

で結んで増築棟として整備す

る計画です。 

今後のスケジュールは、11

月 24 日の市議会全員協議

会で説明し、令和４年度は建

築及び展示実施設計を行

い、併せて、旧啄木記念館の

解体工事を予定しています。

その後、令和５年度に建築工

事及び展示制作を行い、令

和６年度の開館を予定してい

ます。 

報告事項 玉山歴史民俗資料館・石川啄木記 

説明（教育委員会） 

 

駒井委員  
 

今後のスケジュールの中

で、記念館の休館はいつ頃

を予定しているのでしょうか。 
 

工事の期間中は、休

館せざるを得ない期間があり

ますが、現時点では具体的

な日程は調整中です。 

質疑意見（要旨） 

盛岡市市街化調整区域の

地区計画の運用方針の策定

について、説明するものです。 

 

 

市街化調整区域は、市街

化を抑制すべき区域であり、

当該区域において許可し得る

開発行為は都市計画法第

34条各号により限定されてい

ますが、同条第 10 号では、

都市計画法に基づいた手続

きを経て決定される地区計画

に適合する場合に、開発が認

められています。このことか

ら、今後の運用を図るため、

当該地区計画の策定に係る

条件や区域の規模、建築物

の用途の制限等の考え方を

定めようとするものです。 

運用方針の基本的な考え

方は、①市街化を促進するよ

うな地区計画制度の運用は

行わない、②地域住民等の

主体的な取り組みで関係権

利者全員の合意形成を必要

とする、③人口フレームに影

響を及ぼすような開発は市街

化区域への編入を基本とす

審議事項 盛岡市市街化調整区域の地区計 

る、④農用地区域や土砂災

害特別警戒区域等を含まな

い、の四つです。 

地区計画の策定の想定例

は、道の駅や大規模な産直

施設などの非住居系用途を

対象とした施設の立地、改正

前の都市計画法による大規

模開発が行われた住宅団地

や工業系用途の開発行為が

行われたもの、インターチェン

ジ周辺などの立地特性を生

かした土地利用を図るものな

どです。地区計画策定に当た

っては、地域住民等の主体

的な取組で、関係権利者全

員の合意形成を必要としてい

ることから、市と調整を図りな

がら進めていき、その中で地

域の合意形成を図っていくと

いう流れを考えています。 

今後のスケジュールは、11

月 24 日の市議会全員協議

会で意見をいただき、12月の

策定を予定しています。 

審議結果 

説明（都市整備部） 

 

審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

 

画の運用方針の策定について 

理手数料の見直しについて 念館整備事業の進捗状況について 
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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 

委員氏名 柳村
やなぎむら

 隆一
りゅういち

 

推薦団体   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉山地域振興会議 新委員の紹介 

推薦団体の役員改選によ

り、山内一男さんが玉山地域

振興会議委員を退任されたこ

とに伴い、新たに１名が委員に

委嘱されました。任期は令和３

年 11 月 18 日から前委員の

残任期間である令和４年５月

22日までとなっています。   盛岡市社会福 

祉協議会 

ＩＧＲ通学定期 

購入費の補助 

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。 

 

※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。 

◆問い合わせ  

玉山総合事務所総務課 

019-683-2116（直通） 

し尿などのくみ取り料金が 

令和４年４月1日から変わります 

し尿や浄化槽汚泥のくみ取り料金が令和４年４月１日から

変更になります。  

◎し尿などのくみ取りを業者に依頼する場合は、１週間ほど余 

裕をもって、業者に依頼しましょう。 

◆問い合わせ 盛岡北部行政事務組合 

0195－74－2724（直通） 
 

冬道の安全運転と飲酒運転の危険 

性を正しく理解しましょう 

◆冬道の運転に注意 

冬の積雪・凍結路では、スリップ事故の多発が心配さ

れます。なかでも街なかの交差点や交差点付近は、非

常に滑りやすく特に注意が必要です。また、急加速・急ブ

レーキ・急ハンドル等の急激な操作や追越しは避け、視

界不良時は前方をよく見て早めに徐行しましょう。 

冬道の安全運転(いち、にっ、さん運動) 

１ 一割スピードダウンしよう。 

２ 二倍の車間距離をとろう。 

３ 三分早めに出発しよう。 

◆飲酒運転 みんなで根絶 

お酒を飲む機会の多いこの時期、少しでもお酒を口に

したら、車の運転は絶対にやめましょう。飲酒運転は、事

故当事者の人生に多大な影響を与える重大な犯罪で

す。運転者だけでなく、車両・酒類の提供者や同乗者も

罰せられます。 

飲酒運転４（し）ない運動 

１ 運転するなら酒を飲まない。 

２ 運転する人に酒を提供しない。 

３ 酒を飲んだ人に車を提供しない。 

４ 酒を飲んだ人の車に同乗しない。 

除雪にご協力をお願いします 

 

◆道路の通行確保にご協力を。道路に物を置かないで 

 玉山地域内では、市と委託業者が市道等の除雪を行

い、冬期間の通行確保に取り組んでいます。 

 除雪車両の台数には限りがあるため、全ての市道等を一

斉に除雪することができません。皆さまのご理解・ご協力を

お願いします。 

  

 

◆問い合わせ 玉山総合事務所建設課 

019－683－3839（直通） 

 

路上駐車や車道・歩道にはみ出すような駐車は、作業

の支障となり、除排雪ができなくなります。 

乗入れ板や道路に張り出している枝なども、除排雪作

業の遅れの原因になっています。 

 ◆出入り口の除雪について 

除雪車両による除雪の際には、皆様の自宅の出入り口

を確保しながら除雪することが困難です。ご迷惑をおかけ

しますが自宅前の除雪は皆様のご協力をお願いします。 

◆道路に雪を出さないで 

道路に雪を出すと路面が凸凹のまま凍結し、通行の障

害になります。道路に雪を出さないようにしてください。 

◆凍結防止剤の配布 

路面凍結による歩行者の転倒や車のスリップなどの対

策として、個人や団体からのお申し出により凍結防止剤を

配布しています。ご協力いただける場合は担当までご連

絡ください。 

補助制度の概要はこちら

から 

１回のくみ取り量 変更前（税込） 変更後（税込）

300リットル未満 1676円 2010円

300リットル以上 10リットルにつき58円 10リットルにつき67円
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① 盛岡市公式ホームページで「元気盛りモリ体操」を検索 

② 「元気盛りモリ体操動画（YouTube）」 

の外部リンクをクリック 

★体操の DVD★ 

玉山総合事務所健康福祉課で貸出中！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜日もマイナンバーカード 

の受け取りや申請ができます 

◆窓口開設予定日と受付時間 

・３月 27日（日） 

・・・ 9：00～12：00 
・１月 23日（日） 

・２月 27日（日） 

※３月２７日、４月３日はマイナンバーカードに加え、住所異

動や証明書交付も行う休日窓口として開設予定です。 

・４月 ３ 日（日） 

 

・・・ 8：30～17：00 

なお、平日の受付時間は 9：00～16：30です。 

◆受付業務 

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、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） 

確定申告はマイナンバーカードで！ 

申告会場での待ち時間も無く、24 時間いつでも申告で

きます。 

◆マイナンバーカード等が無い方 

申告の時期となりました。新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、市県民税の申告は郵送で、所得税の確定申告は国

税庁ホームページで作成し、e-Tax（電子申告）または印刷し

て郵送等での提出にご協力ください。 

マイナンバーカードをお持ちの方は、お持ちのパソコンやス

マートフォンから e-Tax（電子申告）で確定申告ができます。 

マイナンバーカード等が無い方で e-Tax 

で申告する場合には、事前に税務署での 

届出が必要になります。 

（詳しくは、税務署にお尋ねください。） 

◆問い合わせ 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

HPはこちらから 
国税庁 確定申告書等作成コーナー 

 
https://www.keisan.nta.go.jp/ 

 

健康講座のお知らせ 

「こころが楽になる“坐禅体験とお坊さんの講話”」 1 

◆日時と会場 

Ａコース 令和４年１月 27日（木）10：00～12：00 

好摩体育館 柔道場 

Ｂコース 令和４年１月 28日（金）10：00～12：00 
玉山総合福祉センター １階ホール 

 
◆講師 

喜雲寺 住職 佐々木 秀吾 氏 

◆内容 

坐禅指導と、こころが楽になる生き方 

（マインドフルネス）についてのお話し 

◆費用 
無料 

◆申込方法 

令和４年１月 20日（木）までに電話でお申し込みください。 

◆対象・定員 

盛岡市民・各会場 25名 

 

２ 「子育ては、ほめ方上手でいこう」 

◆日時と会場 

◆講師 

◆内容 

◆対象・定員 

◆費用 

◆申込方法 

令和４年１月 14日（金）15：00～16：00 
玉山総合福祉センター １階ホール 

 
放課後等デイサービス事業所なないろ 

管理者 関 ミチル 氏 

子育ては山あり谷あり。子どもの行動への良い注目の仕 

方と上手なほめ方を知り、親子のやりとりをプラスの方向 

に導く座談会 

盛岡市民・15名 

 無料 

令和４年１月 11日（火）までに電話でお申し込みください。 

玉山総合事務所健康福祉課  

019-683-3869（直通） 

◆問い合わせ 

「笑顔満快！元気盛りモリ体操」♪♪ 

◆問い合わせ 

玉山総合事務所健康福祉課☎019－683－3869（直通） 

体操をお家で楽しく！ 

★体操の動画を配信中★ 

 
「玉山地域住民のためのご当地体操に皆で取り組ん

で、生涯現役を目指しましょう！」 

地域一体となって楽しく介護予防に取り組み地域を元気に

することを目的に、玉山をこよなく愛する工藤昭敏先生が考

案した介護予防体操です。 

現在、玉山地域のイベントや元気はなまる教室等で普及を

進めています。 

YouTubeページは 

こちらから 

https://www.keisan.nta.go.jp/
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●氷上ワカサギ釣り 
 

◆日釣り券     
 

 
 

◆問い合わせ 岩洞湖漁業協同組合 

                

高校生～74歳       

中学生・75歳以上   

小学生・幼児        

600円 

300円 

無料 

019-681-5678 

岩洞湖氷上ワカサギ釣りのシーズンがやってきます。例年１月中旬から

３月中旬まで解禁されます。解禁日をご確認の上、ぜひお越しください。 

  

  

健診を『受けるだけ』で 

終わらせていませんか？ 
◆今年の健診結果はいかがでしたか？ 
 

◆血圧高めは油断禁物 

◆高血圧の判定 

◆改善するために 

 

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg 
又は 
90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg 

130mmHg≦収縮期血圧＜140mmHg 
又は 
85mmHg≦拡張期血圧＜95mmHg 

ちょっと高めも注意。 

生活習慣を改善 

かかりつけ医療機

関を受診し相談 

塩分控えめに。 

塩分 1g減らすと 

1mmHg下がる。 

適度に運動 

ラジオ体操 

バランスの 

良い食事 

 

ストレス解消 

感謝状贈呈式の様子 

玉山地域の振興にと多額の 

玉山地域の振興への寄付金に対する感謝状贈呈式が令和３年

11月９日（火）に行われ、寄付していただいた村松リエさん（月が丘

１）へ感謝状を贈呈しました。 

  村松さんは、「広報もりおか 11 月１日号の市勢振興功労者表

彰の記事（福田稔さん）を見て、祖先が玉山館（※河村氏の一族・

玉山氏の居館）の当主であり、その縁から玉山地域の振興の一助

になればと思い寄附した」とお話がありました。 

寄付金は、玉山地域の振興に使われます。 

福田稔さん（門前寺）が 

福田さんは、平成 26年度に玉山区長として、盛岡市・玉山村の

合併後における一体感の醸成など、同区の地域課題の解決に貢

献しました。また、地域住民に身近な行政を実現するため、盛岡市

玉山区地域協議会会長や、盛岡市玉山地域振興会議会長など

を務め、玉山地域の振興に大きく寄与されました。 

 福田さんからは、「平成 26年の玉山地域林野火災の際、区長に

就いたばかりで区長としてどのように動けば良いか考え、住民の命

も守ることが大事だと思い、懸命に災害対応にあたった。」とお話が

ありました。 
市勢振興功労者に選ばれた福田さん 

◆問い合わせ 

玉山総合事務所健康福祉課☎019－683－3869（直通） 

 

高血圧は日本人の主な死因である心疾患、脳血管疾

患などの発症に関わります。また、生活の質を落とし、生

命を脅かす要因にもつながります。 

 

今の体の状態を知るだけでなく、自分の生活習慣を振

り返る絶好の機会。結果をよく確認し、生活習慣の改善に

取り組むことで、病気の予防に役立てましょう。 

市勢振興功労者表彰を受賞 

金員を寄付していただきました 

https://www.irasutoya.com/2018/08/blog-post_401.html
https://www.irasutoya.com/2018/12/blog-post_182.html
https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_9342.html
https://1.bp.blogspot.com/-F2eXL6f28Wg/XVKgMo0Zv1I/AAAAAAABUIE/rd5CIgT5TLQcSHUn8LrXt_6B6VDe8V2hgCLcBGAs/s1600/pose_relax_oldwoman.png

