
頁

（2-1省略） （2-1省略）

５

（2-3～3-2省略） （2-3～3-2省略）

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６各種まちづくりの基本理念 ２ 各種まちづくりの基本理念

｢中心市街地活性化つながるまちづくりプラン」では，盛岡市総合計画，盛岡市

都市計画マスタープランのほか，既存の計画と整合性を図り，中心市街地の活性

化を推進していきます。

｢中心市街地活性化つながるまちづくりプラン」では，盛岡市総合計画，盛岡市

都市計画マスタープランのほか，既存の計画と整合性を図り，中心市街地の活性

化を推進していきます。

２-２ 盛岡市都市計画マスタープランにおける中心市街地の考え方２-２ 盛岡市都市計画マスタープランにおける中心市街地の考え方

■中心地域のまちづくりの基本方針（省略）

■コンパクトシティに向けて

市全域のまちづくりの基本方針のひとつとして，｢賑わいと活力がある市街地づくり」を掲

げており，県都そしてみちのく盛岡広域連携都市圏の中心としての機能集積をさらに高め，コ

ンパクトで健全な市街地の形成を目指しています。

また，国が募集する「ウォーカブル推進都市」に令和元年８月に応募し，「まちなかウォー

カブル区域」の指定を目指すこととしたほか，令和２年３月に，「盛岡市立地適正化計画」を

策定し，持続可能で機能的な都市構造を確保するためのまちづくりを推進していきます。

■中心地域のまちづくりの基本方針（省略）

■コンパクトシティに向けて

市全域のまちづくりの基本方針のひとつとして，｢賑わいと活力がある市街地づくり」を掲

げており，県都そしてみちのく盛岡広域連携都市圏の中心としての機能集積をさらに高め，コ

ンパクトで健全な市街地の形成を目指しています。

また，今後は持続可能で機能的な都市構造を確保するために，立地適正化計画の策定を予定

してい ます。
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２

～

（エリア区域図省略） （エリア区域図省略）

11

10

４ ４中心市街地の現状と分析 中心市街地の現状と分析
４-１ 中心市街地のエリアの特徴 ４-１ 中心市街地のエリアの特徴

■盛岡駅周辺エリア

[特徴］

盛岡駅は，北東北の鉄道交通の結節点であり,盛岡の玄関口，盛岡駅西口地区や盛岡南地区

へのアクセスポイントとなっています。この立地を活かし，各種産業の地方営業所が多く置か

れている地区でもあります。

40年以上の歴史を誇る「材木町よ市」を始め，盛岡駅前商店街振興組合が取り組む「100縁

商店街」や盛岡駅東口振興会が取り組む「えきいき沿線特産市」など，賑わいを生み出すイベ

ントが継続して行われています。

駅前の交通対策が地域課題のひとつでしたが，平成28年に開催された，希望郷いわて国体・

希望郷いわて大会にあわせて道路整備が進みました。また，駅ビルフェザンの改装の効果によ

り，幅広い客層が訪れています。さらには，開運橋と旭橋の間にある木伏緑地の公衆用トイレ

及び便益施設（飲食店）が令和元年９月に供用開始され，新たな賑わいの場として親しまれて

います。

[課題］

通勤・通学を始めとして，人通りの多い地区ですが，それらの人を店舗に引き寄せるための

個店の魅力アップや賑わいを創出するイベントなどにより，さらなる賑わいの創出が求められ

ています。

また，新幹線等の交通手段を使った全国からの来盛者の増加に期待が高まっており，来盛者

をエリア全体に波及させることが求められます。

さらには，エリア内にある「啄木新婚の家」や宮沢賢治ゆかりのある材木町との一体的な魅

力発信も期待されています。

■大通・菜園エリア（省略）

■盛岡駅周辺エリア

[特徴］

盛岡駅は，北東北の鉄道交通の結節点であり,盛岡の玄関口，盛岡駅西口地区や盛岡南地区

へのアクセスポイントとなっています。この立地を活かし，各種産業の地方営業所が多く置か

れている地区でもあります。

40年以上の歴史を誇る「材木町よ市」を始め，盛岡駅前商店街振興組合が取り組む「100縁

商店街」や盛岡駅東口振興会が取り組む「えきいき沿線特産市」など，賑わいを生み出すイベ

ントが継続して行われています。

駅前の交通対策が地域課題のひとつでしたが，平成28年に開催された，希望郷いわて国体・

希望郷いわて大会にあわせて道路整備が進みました。また，駅ビルフェザンの改装の効果によ

り，幅広い客層が訪れています。

[課題］

通勤・通学を始めとして，人通りの多い地区ですが，それらの人を店舗に引き寄せるための

個店の魅力アップや賑わいを創出するイベントなどにより，さらなる賑わいの創出が求められ

ています。

また，新幹線等の交通手段を使った全国からの来盛者の増加に期待が高まっており，来盛者

をエリア全体に波及させることが求められます。

さらには，エリア内にある「啄木新婚の家」や宮沢賢治ゆかりのある材木町との一体的な魅

力発信も期待されています。

■大通・菜園エリア（省略）

■盛岡城跡公園周辺エリア（内丸地区） ■盛岡城跡公園周辺エリア（内丸地区）
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２

11

～

12

■盛岡城跡公園周辺エリア（内丸地区）

[特徴］

江戸時代に盛岡城が築城された区域で，藩政時代から政治と経済の中心であり，現在も医療，

文教，金融，商業等の機能が集積し，盛岡の歴史や文化の情報発信の核となる区域です。

櫻山神社の境内につくられた東大通商店街は，懐かしい昭和の面影が残り，県内外にファン

が多いことが特徴です。

盛岡城跡公園や第１期盛岡市中心市街地活性化基本計画により整備されたもりおか歴史文化

館前広場では，定期的にイベントが開催され，多くの人を集めています。
[課題］

内丸地区には築50年を経過した施設が多く，近い将来，建て替えなどが必要となることが予

想されています。今後も岩手県の政治や社会経済活動の中心を担うべき地区として地区全体の

将来ビジョンを描いていくとともに，官民が協働して検討していくことが必要となります。ま

た，同エリア内にある岩手医科大学附属病院が令和元年９月に移転し，跡地には内丸メディカ

ルセンターが設置されましたが，エリア内外の人の回遊性が低下するなどの影響が懸念される

ことから，エリア内の魅力や吸引力をどのように維持し，高めていくのかが課題になっていま

す。

■河南エリア

[特徴］

江戸時代から商業の中心地として栄えた肴町は，昭和58年に全蓋式アーケードが完成し，肴

町商店街として市民の生活を支えています。明治時代には盛岡の金融街として銀行が立ち並び，

現在も「岩手銀行旧本店本館『岩手銀行赤レンガ館』｣，｢もりおか啄木・賢治青春館（旧第九

十銀行）」といった，歴史的建造物が多く残っており，商業の街でありながら，観光資源があ

り，居住人口も多い特徴的な地区です。

また，八幡宮の参道に沿って発展した八幡町は市民によるまちなみの研究が盛んであるとと

もに， ｢八幡ぽんぽこ市」には子どもから大人まで大勢が集い，賑わいを創出しています。

昭和35年に開業した盛岡バスセンターは，平成28年９月末に閉鎖されるまで，バスターミナ

ル機能のほか，飲食店等のテナントによる賑わい機能を有する施設として，長い間，市民に親

しまれました。
[課題］

新しいバスセンターは，陸路におけるターミナル機能として，地区の賑わいはもとより，中

心市街地全体ひいては県内の広域的な交流人口の増加に寄与することが期待されているととも

に，河南地区が今後も交通の要所となり，徒歩や公共交通を使った生活圏を形成していくこと

が求められています。また，大型商業施設である「ななっく」が令和元年６月に閉店したこと

により，エリア内外の人の回遊性が低下するなどの影響が生じていることから，エリア内の魅

力や吸引力をどのように維持し，高めていくのかが課題になっています。

（以下5-3まで省略）

■盛岡城跡公園周辺エリア（内丸地区）

[特徴］

江戸時代に盛岡城が築城された区域で，藩政時代から政治と経済の中心であり，現在も医療，

文教，金融，商業等の機能が集積し，盛岡の歴史や文化の情報発信の核となる区域です。

櫻山神社の境内につくられた東大通商店街は，懐かしい昭和の面影が残り，県内外にファン

が多いことが特徴です。

盛岡城跡公園や第１期盛岡市中心市街地活性化基本計画により整備されたもりおか歴史文化

館前広場では，定期的にイベントが開催され，多くの人を集めています。
[課題］

内丸地区には築50年を経過した施設が多く，近い将来，建て替えなどが必要となることが予

想されています。今後も岩手県の政治や社会経済活動の中心を担うべき地区として地区全体の

将来ビジョンを描いていくとともに，官民が協働して検討していくことが必要となります。ま

た，同エリア内にある岩手医科大学附属病院は平成31年９月に移転予定であり，移転により，

エリア内外の人の回遊性が低下するなどの影響が懸念されることから，エリア内の魅力や吸引

力をどのように維持し，高めていくのかが課題になっています。

■河南エリア

[特徴］

江戸時代から商業の中心地として栄えた肴町は，昭和58年に全蓋式アーケードが完成し，肴

町商店街として市民の生活を支えています。明治時代には盛岡の金融街として銀行が立ち並び，

現在も「岩手銀行旧本店本館『岩手銀行赤レンガ館』｣，｢もりおか啄木・賢治青春館（旧第九

十銀行）」といった，歴史的建造物が多く残っており，商業の街でありながら，観光資源があ

り，居住人口も多い特徴的な地区です。

また，八幡宮の参道に沿って発展した八幡町は市民によるまちなみの研究が盛んであるとと

もに， ｢八幡ぽんぽこ市」には子どもから大人まで大勢が集い，賑わいを創出しています。

昭和35年に開業した盛岡バスセンターは，平成28年９月末に閉鎖されるまで，バスターミナ

ル機能のほか，飲食店等のテナントによる賑わい機能を有する施設として，長い間，市民に親

しまれました。
[課題］

河南地区の中心となっていた盛岡バスセンターが営業を終了し解体されたことから，地元や

市民からは，バスターミナル機能を継続することが強く求められています。

新しいバスセンターは，地区の賑わいや中心市街地全体の交流人口の増加に寄与することが

期待されているとともに，河南地区が今後も交通の要所となり，徒歩や公共交通を使った生活

圏を形成していくことが求められています。

（以下5-3まで省略）

６ ６６
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
目標に向けて実施する取組について，３つの基本方針ごとに説明します。 目標に向けて実施する取組について，３つの基本方針ごとに説明します。

 ６-１　｢商店街の賑わいや魅力を楽しむ中心市街地の形成｣に関する事業  ６-１　｢商店街の賑わいや魅力を楽しむ中心市街地の形成｣に関する事業

30 a 商店街の力を活かす a 商店街の力を活かす

（a-1～a-2省略） （a-1～a-2省略）

a-3 a-3

（a-4～a-12省略） （a-4～a-12省略）

まちなか出店促進事業（空き店舗への出店の費用を補助） まちなか出店促進事業（空き店舗への出店の費用を補助）

ソフト事業[実施主体:盛岡市/実施期間:～令和元年度/実施場所:中心市街地の商店街] ソフト事業[実施主体:盛岡市/実施期間:計画期間中全て/実施場所:中心市街地の商店街]

中心市街地の商店街の空き店舗に出店する事業者に対し，改装費や開業時の仕入に係る費用等を補助します。
新規出店を支援する制度を整備し，商店街への新たな出店を促進します。

中心市街地の商店街の空き店舗に出店する事業者に対し，改装費や開業時の仕入に係る費用等を補助します。
新規出店を支援する制度を整備し，商店街への新たな出店を促進します。

（以下5-3まで省略） （以下5-3まで省略）

目標達成のための取組６ ６目標達成のための取組 ６
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
b 商店街の賑わいをつくる b 商店街の賑わいをつくる

（ｂ-1～ｂ-12省略） （ｂ-1～ｂ-12省略）

b-13

35 b-14

b-15

施設整備事業[実施主体:中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発準備組合/実施期間:令和３

年度以降/実施場所:中ノ橋通一丁目地区]

中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業

令和２年度まちなか・おでかけパス購入者を対象に，MORIO-Jポイント500ポイントを付与します。
まちなか・おでかけパスは，中心市街地活性化，高齢者の生活支援，公共交通利用促進を目的とした事業であるこ
とから，MORIO-Jポイントを付与することにより，より一層のおでかけ機会の促進やさらなる中心市街地での購買率
の向上を図り，商店街等の元気回復につなげます。

南大通一丁目商業開発事業

おでかけパス特典ポイント事業

事業実施地区を西街区と東街区に分け，西街区には商業・業務施設を，東街区には22階建て共同住宅（１階商業
施設）を整備します。また，災害時において機動的に動けるよう，必要な物資の備蓄を行います。

ソフト事業[実施主体:盛岡ValueCity(株)，盛岡市/実施期間:令和２年度/実施場所:中心市街

地を含む市内の商店街]

施設整備事業[実施主体:八幡界隈まちづくりの会，㈱カガヤ/実施期間:令和３年度以降/実施

場所:南大通一丁目（中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業周辺地区）]

中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業に隣接する地域において，次の①～④の整備を実施します。
①盛岡らしい飲食店が入居する商業施設の整備
②現「盛岡有楽町街」のリノベーションによる整備
③盛岡八幡宮への参道に面する部分に町家風のカフェや物販施設の整備
④人工芝によるイベントスペースの整備
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
 ６-２　｢暮らしや便利さを感じる中心市街地の形成｣に関する事業  ６-２　｢暮らしや便利さを感じる中心市街地の形成｣に関する事業

c 住みたくなる環境をつくる c 住みたくなる環境をつくる

c-1 c-1

c-2 c-2

（c-3～c-4省略） （c-3～c-4省略）

c-5 c-5

（c-6～c-8，再掲省略） （c-6～c-8，再掲省略）

　住居の整備や周辺環境の整備，子育て支援などにより，住みたいにつながる中心市街地の形

成を目指します。

　住居の整備や周辺環境の整備，子育て支援などにより，住みたいにつながる中心市街地の形

成を目指します。

施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:計画期間中全て/実施場所:盛岡城跡公園周辺] 施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:計画期間中全て/実施場所:盛岡城跡公園周辺]

中心市街地　　　　　　を中心として，橋梁や既存の融雪区間と連続するように歩道への融雪施設を整備します。
安全な冬季歩行者空間の確保により，中心市街地の暮らしやすさにつなげます。

中心市街地活性化区域内を中心として，橋梁や既存の融雪区間と連続するように歩道への融雪施設を整備しま
す。
安全な冬季歩行者空間の確保により，中心市街地の暮らしやすさにつなげます。

（省略） （省略）

ひとにやさしいみちづくり事業 ひとにやさしいみちづくり事業

中心市街地の耐震強度の基準を満たさない要緊急安全確認大規模建築物に対し，耐震補強設計費及び耐震改修
工事費を助成します。
施設の耐震性をアピールすることで，安全性の発信と集客力の向上を目指しにぎわいにつなげます。

中心市街地の耐震強度の基準を満たさない要緊急安全確認大規模建築物に対し，耐震補強設計費及び耐震改修
工事費を助成します。
施設の耐震性をアピールすることで，安全性の発信と集客力の向上を目指しにぎわいにつなげます。

耐震対策緊急促進事業（耐震改修） 耐震対策緊急促進事業（耐震改修）

施設整備事業[実施主体:各事業者/実施期間:平成29～令和２年度/実施場所:菜園一丁目] 施設整備事業[実施主体:各事業者/実施期間:平成29～令和元年度/実施場所:菜園一丁目]

36
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
d 訪れやすい環境をつくる d 訪れやすい環境をつくる

（ｄ-1～ｄ-4省略） （ｄ-1～ｄ-4省略）

d-5 d-5

39

（ｄ-6～ｄ-8省略） （ｄ-6～ｄ-8省略）

d-9 d-9

40 民間による自転車レンタル事業です。ユーザーは無人で
レンタルが可能で，街に複数ある貸し出し所から目的地
付近まで乗ることができ，決済は使用後にアプリで自動
で行われます。
バスや電車だと届かなかった最後の1-2キロに対応でき
るとともに，肴町を中心に，街の回遊性の向上を図りま
す。また，ヨーロッパ，中国ではメジャーなモデルであり，
観光客への普及も目指します。

民間による自転車レンタル事業です。ユーザーは無人で
レンタルが可能で，街に複数ある貸し出し所から目的地
付近まで乗ることができ，決済は使用後にアプリで自動
で行われます。
バスや電車だと届かなかった最後の1-2キロに対応でき
るとともに，肴町を中心に，街の回遊性の向上を図りま
す。また，ヨーロッパ，中国ではメジャーなモデルであり，
観光客への普及も目指します。

（都市計画道路）盛岡駅南大通線(大沢川原工区)整備事業 （都市計画道路）盛岡駅南大通線(大沢川原工区)整備事業

自転車レンタル事業 どんと！はれクル（自転車レンタル事業）

ソフト事業[実施主体:マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱（令和元年11月30

日まで），㈱リコネクトリレーションズ/実施期間:平成30年度～/実施場所:中心市街地全

ソフト事業[実施主体:マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱，㈱リコネクトリ

レーションズ/実施期間:平成30年度～/実施場所:中心市街地全域]

施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:平成19～令和２年度/実施場所:大沢川原一丁目，

大沢川原二丁目 地内]

施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:平成19～令和元年度/実施場所:大沢川原一丁目，

大沢川原二丁目 地内]

盛岡駅西口地区や盛岡南新都市地区から中心市街地へのアクセスを阻害している一方通行を４車線化する事業
を実施します。
①都心環状道路として220m区間を整備
②現況幅員8mを28m、4車線に拡幅
③歩道融雪整備
④電線類の地中化
アクセス性と併せて防災機能も向上され，大通・映画館通り・菜園通りを通過する自動車の削減を図ることで，自転
車や歩行者が訪れやすい，安全安心な中心市街地が形成されるとともに，広い道路を利用したイベント等が開催
可能となり，中心市街地の賑わい作りにつなげます。

盛岡駅西口地区や盛岡南新都市地区から中心市街地へのアクセスを阻害している一方通行を４車線化する事業
を実施します。
①都心環状道路として220m区間を整備
②現況幅員8mを28m、4車線に拡幅
③歩道融雪整備
④電線類の地中化
アクセス性と併せて防災機能も向上され，大通・映画館通り・菜園通りを通過する自動車の削減を図ることで，自転
車や歩行者が訪れやすい，安全安心な中心市街地が形成されるとともに，広い道路を利用したイベント等が開催
可能となり，中心市街地の賑わい作りにつなげます。
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
d-10 d-10

バスロケーションシステムを整備（更新）します。
更新により，利用しやすいシステム構築をめざすことで，
中心市街地へ訪れやすい環境が整うとともに，バスの利
用者の増加を見込みます。

バス運行情報提供施設を整備（更新）します。
更新により，利用しやすいシステム構築をめざすことで，
中心市街地へ訪れやすい環境が整うとともに，バスの利
用者の増加を見込みます。

（ｄ-11～ｄ-12省略） （ｄ-11～ｄ-12省略）

41 d-13 d-13

70歳以上の市民がバス・鉄道を優待できるパス・切符を
発行します。
公共交通の利用促進と高齢者への生活経済対策を目的
として実施し，訪れやすい中心市街地の形成を目指しま
す。

70歳以上の市民がバス・鉄道を優待できるパス・切符を
発行します。
公共交通の利用促進と高齢者への生活経済対策を目的
として実施し，訪れやすい中心市街地の形成を目指しま
す。

d-14

まちなか・おでかけパス事業 まちなか・おでかけパス事業

ソフト事業[実施主体:バス事業者，IGRいわて銀河鉄道/実施期間:計画期間中全て/実施場

所:中心市街地全域]

ソフト事業[実施主体:バス事業者　　　　　　　　　/実施期間:計画期間中全て/実施場所:

中心市街地全域]

バスロケーションシステム更新整備事業 バス運行情報提供施設整備･更新事業

施設整備事業[実施主体:岩手県バス協会/実施期間:令和元年度以降/実施場所:中心市街地全

域]

施設整備事業[実施主体:岩手県バス協会/実施期間:令和元年度以降/実施場所:中心市街地全

域]

市有観光施設のWi-Fi環境整備を整え，SSID統一によるONE認証化のエリア拡大を図り，外国人旅行者がストレス
なく情報収集・発信ができるような環境を整えます。

盛岡City　Wi-Fi整備事業

施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:計画期間中全て/実施場所:プラザおでって，もり

おか歴史文化館，もりおか町家物語館]
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
 ６-３　｢盛岡の歴史や文化に触れる中心市街地の形成｣に関する事業  ６-３　｢盛岡の歴史や文化に触れる中心市街地の形成｣に関する事業

e 城下町の魅力を発信する e 城下町の魅力を発信する

（ｅ-1～ｅ-2省略） （ｅ-1～ｅ-2省略）

42 e-3 e-3

（ｅ-4～ｅ-10省略） （ｅ-4～ｅ-10省略）

e-11 e-11

44

盛岡市民とMORIOKA ５STAR ５店舗の実務担当者，盛
岡地域おこし協力隊のメンバーを含む市の担当者が，一
緒にワークショップを実施し，盛岡の一個人が抱く，マチ
での「気づき」，マチへの「思い」を表現したマップを複数
のテーマごとに製作します。
盛岡のマチナカの魅力あるコンテンツの掘り起こしと，今
までにない散策ルートの開拓を行い，中心市街地の新し
い魅力を発見するとともに，まち歩きがたのしくなるきっ
かけをつくります。

盛岡市民とMORIOKA ５STAR ５店舗の実務担当者，盛
岡地域おこし協力隊のメンバーを含む市の担当者が，一
緒にワークショップを実施し，盛岡の一個人が抱く，マチ
での「気づき」，マチへの「思い」を表現したマップを複数
のテーマごとに製作します。
盛岡のマチナカの魅力あるコンテンツの掘り起こしと，今
までにない散策ルートの開拓を行い，中心市街地の新し
い魅力を発見するとともに，まち歩きがたのしくなるきっ
かけをつくります。

（ｅ-12～ｅ-13省略） （ｅ-12～ｅ-13省略）

e-14

45

お城を中心としたまちづくり事業（歴史的風致維持向上計画） お城を中心としたまちづくり事業（歴史的風致維持向上計画）

もりおかマチ歩きMAPプロジェクト もりおかマチ歩きMAPプロジェクト

ソフト事業[実施主体:MORIOKA ５STAR（フェザン，クロステラス盛岡・MOSS，カワト

ク，ななっく）※ななっくは令和元年５月まで/実施期間:平成29年度～/実施場所:中心市街

ソフト事業[実施主体:MORIOKA ５STAR（フェザン，クロステラス盛岡・MOSS，カワト

ク，NANAK）　　　　　　　　　　　　　　/実施期間:平成29年度～/実施場所:中心市街

施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:令和３～10年度/実施場所:盛岡城跡公園] 施設整備事業[実施主体:盛岡市/実施期間:令和元～10年度/実施場所:盛岡城跡公園]

史跡盛岡城跡保存管理計画及び史跡盛岡城跡整備基本計画，歴史的風致維持向上計画に基づき，鶴ヶ池，亀ヶ
池周辺の環境整備等を実施します。
盛岡城跡公園を中心として，史跡の保存・活用をすることで，盛岡城跡公園及び中心市街地の魅力の発信につな
げます。

史跡盛岡城跡保存管理計画及び史跡盛岡城跡整備基本計画，歴史的風致維持向上計画に基づき，鶴ヶ池，亀ヶ
池周辺の環境整備等を実施します。
盛岡城跡公園を中心として，史跡の保存・活用をすることで，盛岡城跡公園及び中心市街地の魅力の発信につな
げます。

赤レンガ館を中心としたエリア価値向上に向けた事業「（仮称）中津川CSVプロジェクト」

施設整備事業/ソフト事業[実施主体:㈱岩手銀行，manordaいわて㈱/実施期間:令和２年度

～/実施場所:岩手銀行保有地（中津川沿い・盛岡城跡公園芝生広場対岸）]

地域ブランド開発や工芸を中心とした県内の文化と産業の発信拠点施設を整備します。
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頁

中心市街地活性化つながるまちづくりプラン令和２年度改訂　新旧対照表

変更後 変更前

２ ６２
f 伝統と四季を発信する f 伝統と四季を発信する

（ｆ-1～ｆ-9省略） （ｆ-1～ｆ-9省略）

48 f-10

市所蔵作品展を開催することで市民に芸術文化を身近に感じていただく機会を提供します。
市中心部に近い中津川河畔に立地し，歩いて楽しむまち盛岡の観光拠点施設の一つとなっている施設を利用する
ことで，県内外からの誘客を図ります。

芸術文化鑑賞機会拡充事業

ソフト事業[実施主体:盛岡市/実施期間:令和２年度/実施場所:深沢紅子野の花美術館]

～令和２年度～
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