
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

盛岡市中心市街地活性化基本計画の概要
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 1．はじめに
本市は、北上盆地の北部、北東北三県のほぼ中央

部に位置し、人口は、300,746 人（平成 17 年国勢調
査）で、岩手県の人口 1,385,041 人（同国勢調査）に
対し約 22％を占めています。

本市を含む盛岡広域生活圏は 2市 6町村（盛岡市、
八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波
町、矢巾町）から構成されており、広域生活圏の人
口は約 49 万人となっています（同国勢調査）。
また、本市は岩手県の県庁所在地であり、政治、

経済、教育、文化など多くの都市機能において、岩
手県の中心的な位置を占めています。

 2．中心市街地の沿革
本市のまちづくりは、16 世紀末の盛岡城築城に始

まり、現在その中心市街地は、北東北における鉄道や

高速交通網の結節点としてその重要性を高め、商業
業務地区や都市機能が整備・集積されています。
また、四季のうつろいがはっきりとしており、市

中心部においてもそれぞれの季節の魅力を楽しむこ
とができ、時事通信社が行った「くらしと環境に関
する世論調査」においては、平成 16 年・17 年と 2
年連続で「住みやすさ指数日本一」に選ばれた都市
でもあります。

冬の盛岡城跡公園で遊ぶ子どもたち

岩手山と市中心部を流れる北上川

 3．中心市街地の状況と課題
中心市街地においては、マンション建設などの影

響で大幅な居住人口の減少はないものの、高齢社会
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の進展、車型社会への転換等により、小売年間販売
額の減少、歩行者・自転車通行量の減少など衰退化
の傾向が窺われるようになり、相対的に中心市街地
の求心力が弱まってきている状況が見られるように
なってきました。この様な状況を基に、現在の中心
市街地から活性化にむけた 6つの課題を明らかにし
ました。
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小売店年間販売額の推移
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日曜・平成 15 年/82,898 人 ⇒

平成 19 年/54,660 人

（28,238 人減 34.1%減）

平日・平成 15 年/82,735 人 ⇒

平成 19 年/52,346 人

（30,389 人減 36.7%減）

中心市街地 14地点の歩行者自転車通行量
資料：盛岡まちづくり㈱

6 つの課題

①商店街や個店の魅力向上
魅力的な商業施設を整備して地域の集客力向上を

図ると共に、少子高齢社会を見据えて、個店や商店
街が多様な顧客ニーズを的確に捉えて魅力向上に取
り組む必要がある。

また、事業実施に向けての事業主体や商工団体、
商店街、関係者などのコンセンサス形成や、事業効
果を上げるための市民との協働を含めた事業実施体
制づくりを構築する必要がある。
②まちの賑わいの連続性
大規模な平面駐車場や老朽化した施設など、まち

の連続性を欠く要因となっている土地や建物の再整
備事業を推進して、良好な景観の創出や中心市街地
の賑わいの核づくりを図る必要がある。また、核と
して整備する商業施設と商店街などが連携した取り
組みを行う必要がある。
③市民や来街者の吸引力向上
市民や来街者の吸引力向上のために、誰もが気軽

に中心市街地を訪れることができるための集客イベ
ントや休憩できる場所等を整備するなど、まちの賑
わいを創出する必要がある。

④安全で円滑な交通確保
市民や来街者の歩行・通行環境を整備して、積雪
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時などを含む通行者の安全確保を図る必要がある。
また、中心市街地内の自動車走行を円滑なものとす
るため、幹線道路の整備による歩行者・自動車相互
の安全性確保を図る必要がある。
⑤便利で利用しやすい公共交通の利用促進
中心市街地における渋滞解消や公共交通機関の一

層の推進を図るため、利用しやすいバスの整備や、
鉄道とバスの相互乗り換えなど、公共交通機関利用
者の一層の利便性向上を図る必要がある。
⑥自然や歴史的魅力のアピール
市民や観光客が歩いて楽しめるまちとするため

に、自然や歴史・文化を生かした「まちの顔」とし
ての特色をアピールしていく必要がある。

4． 中心市街地活性化の基本方針・
目標及びその範囲

6つの課題解決のため、3つの基本方針、2つの目標
を定め、活性化すべき中心市街地の範囲を盛岡駅か
ら大通・盛岡城跡公園を経て八幡町までの約 218ha
としました。

基本方針１ 商店街の賑わいや魅力を楽し む中心

市街地の形成（居住者や来街者が商店街を訪れる

ための動機付けを強め、まちの賑わいを楽しめる
魅力あふれる中心市 街地の形成を目指す）  

基本方針２ 暮らしや便利さを感じる中心 市街地

の形成（住む人や訪れる人が便利さを感じ、活発

基本方針３ 盛岡歴史や文化に触れる中心 市街地

の形成（自然・風土・お祭りなどを通して、多く

目標 1 賑わいあふれる中心市街地 

目標２ 訪れたくなる中心市街地 

の人が本市の中心市街地を訪れたく なるような、
そしてリピーターとなるような中心市街地の形成
を目指す）  

な交流を生むことの出来る中 心市街地の形成を
目指す）  

5． 中心市街地活性化のための 
数値目標及び目標年次

活性化の目標年次を、概ね 5年後の平成 24 年度末
とし、上記 2つの目標を達成するための指標として
3つの数値目標を掲げ、中心市街地活性化のための
尺度としました。
中心市街地の小売年間販売額
816 億 5,900 万円（H19）→ 869 億 3,900 万円（H24）
中心市街地の歩行者・自転車通行量
50,260 人（H19）→ 51,000 人（H24）
盛岡市街の観光客入込数
365 万人（H19）→ 372 万人（H24）

6． 中心市街地活性化のための 
主な事業

基本計画には、公共及び民間事業含め 64 事業を位
置づけており、主な事業について紹介します。
①�盛岡駅東西自由通路整備事業 ･･･ 盛岡駅東西を
結ぶ歩行者空間の整備により、観光客や歩行者
通行量の増加を図り、エリア内の交流人口の増
加に努めます。
②�大通三丁目地区再開発ビル建設事業 ･･･ 新たな
商業ビル及び立体駐車場の建設により、小売販
売額の増加と歩行者・自転車通行量の増加を図
り、エリア内の賑わいの創出に努めます。
③�バスセンター地区周辺再整備事業 ･･･ バスター
ミナル機能の再整備等により、歩行者・自転車
通行量の増加を図り、交流人口の増加に努めま
す。
④�歴史文化施設整備事業 ･･･ 新たな文化観光交流
施設の整備により、観光客や歩行者通行量の増
加を図り、交流人口の増加に努めます。
⑤�中ノ橋一丁目プロジェクト ･･･ 商業施設の建替
えにより、小売販売額の増加と歩行者・自転車
通行量の増加を図り、エリア内の賑わいの創出
に努めます。

 7．結びに
当市の中心市街地の活性化にあたっては、計画

事業の進捗状況把握やそれに伴う活性化のフォロー
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アップはもとより、今後の状況に合わせた柔軟な対
応が必要と考えています。
また、行政のみならず、民間企業や市民がそれぞれ

中心市街地活性化を推し進めていくことも大切であ
ると考えますことから、企業や商店街、町内会等に対
する当該計画の説明会を開催すると共に、必要に応
じた計画変更を視野に入れ、中心市街地活性化に向

けての意見や新たな事業提案をいただいています。
（ときだて　きみちか）

詳細については盛岡市中心市街地活性化基本計画ホー
ムページをご覧ください。
http://www.city.morioka.iwate.jp/07sangyo/syoko/
syoukou/chukatunintei/index.html

資料：盛岡市商工観光部商工課  
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