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                              盛 岡 市  
 
第２回 盛岡地区かわまちづくりワークショップを開催します！ 

 
＜仮称：かわまちづくり中津川ワークショップ＞  

 
   

  盛岡市と岩手河川国道事務所では、盛岡地区かわまちづくり

の具体的な整備内容について、意見・アイディアを募るため, 

ワークショップを開催いたします。 

第１回ワークショップ（７月１３日開催）において、自然環

境の保全・活用、かわとまちを結ぶ連携空間の創出、川を活か

すためのソフト施策等、多くの意見をいただきました。 

今回は、第１回の意見を基に、より具体的な（どこで、どの

ように、誰がなど）内容について、意見をいただく予定です。

 
 第２回 盛岡地区かわまちづくりワークショップ  
  ◆日  時：平成２２年８月１１日（水）１８:３０～２１：００ 
  ◆場  所：プラザおでって ３階大会議室 
   （盛岡市中ノ橋通1-1-10） 
 
 第３回 

◆ 日 時：９月上旬予定 
◆ 場 所：未定 

 

＊ 参考資料（別紙のとおり） 

・中津川かわまちづくり通信VOL1（第１回ワークショップ結果概要） 

・中津川かわまちづくり通信VOL2（オープンハウス結果概要） 

                       

 

 

＜発表記者会： 岩手県政記者クラブ＞ 

   【問い合わせ先】 
 国土交通省東北地方整備局 岩手河川国道事務所 ０１９－６２４－３１９８

     工務第一課長  日下部
ひ か べ

 栄一 
   盛岡市  ０１９－６５１－４１１１ 
    商工観光部観光課 課長補佐  小笠原 千春 
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盛岡地区かわまちづくりワークショップ盛岡地区かわまちづくりワークショップ

盛岡地区かわまちづくりオープンハウス

今年で４回目を迎えた「どんど晴れ！中津川
めぐみ感謝祭2010夏」が開催されました。
今年で４回目を迎えた「どんど晴れ！中津川

めぐみ感謝祭2010夏」が開催されました。
今年で４回目を迎えた「どんど晴れ！中津川

めぐみ感謝祭2010夏」が開催されました。

主なプログラム

展示内容

・水遊びプール
・ゴムボート川下り
・イワナつかみどり
・生き物観察会
・ペットボトルで魚とり

・盛岡地区かわまちづくりの検討内容
・サケの生息調査結果
・明治43年の洪水被害

・中津川に降りるスロープや階段などを作ってほしい。
・市役所前のスペースを川とつなぐ。
・川原に御影石のベンチを置いてほしい。
・杜陵小や野の花美術館の前に､潜り橋を架けてほしい。
・洪水のときに開くような流れ橋があれば良い。
・飛石で対岸に渡れるといい。
・川遊びできる､浅瀬のあるV字型の川にしてほしい。
・“だんご石”復活を願います。
・カジカのいる盛岡にしたいです。

・川の灌木をとってきれいに。
・中州が不自然なところがある。
・中津川全川にわたってこんな場所があればいい。
・来年は中の橋架橋400年！感謝の思いを育む企画を開
催してほしい。

・三橋巡りとこのイベントをつなげる。
・中の橋だけではなく中津川全体を考えて欲しい。
・中津川を語る者は上流を見てからにすべし！！
・紺屋町の一里塚の担った役割を市民に広めてほしい。

・染め物流し
・中津川屋台村
・野外ステージ音楽会
・涼風茶屋かじか
・ポニー乗馬

主　　催：どんど晴れ中津川実行委員会
参加団体：NPO法人もりおか中津川の会
　　　　　おもてなしプラザ運営協議会
　　　　　中津川を語る会
後　　援：(財)盛岡観光コンベンション協会
　　　　　盛岡市、国土交通省岩手河川国道事務所

どんど晴れ！ 中津川めぐみ感謝祭2010夏開催

●主催等

2010年7月23日(金)～25日(日）

●開催日

川遊びメイン会場：中の橋下流河川敷
サブ会場「涼風茶屋かじか」：ござ九さん裏道路

●開催場所

日時 平成22年7月13日(火)18:30～21:00平成22年7月13日(火)18:30～21:00

場所 盛岡市勤労福祉会館４階401会議室盛岡市勤労福祉会館４階401会議室

参加者 30名30名

検討対象区間

中津川（上の橋～下の橋）中津川（上の橋～下の橋）

議題

○中津川のまちづくりへの活かし方について

○必要な整備及び活動メニューについて

○中津川のまちづくりへの活かし方について

○必要な整備及び活動メニューについて

屋台村の一角に国土交通省のテントを出店し、
中津川に関する川づくりの取り組みなどをパネル
で紹介しました。
また、掲示板を設けて「どんな中津川にしたい

か｣について自由に意見を書いてもらいました。

屋台村の一角に国土交通省のテントを出店し、
中津川に関する川づくりの取り組みなどをパネル
で紹介しました。
また、掲示板を設けて「どんな中津川にしたい

か｣について自由に意見を書いてもらいました。

ゴムボート川下り 染め物流し 涼風茶屋かじかイワナつかみどり



アンケートの結果

問
い
合
せ

〒020-0066　盛岡市上田4丁目2-2
電話：019-624-3198（工務第一課直通）　Fax：019-652-7450　Eメール：iwate@thr.mlit.go.jp
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 工務第一課

ご協力ありがとうございました。

中津川のオープンカフェ水辺を眺めながら飲食できる休憩施設によるにぎわいづくりの効果
を把握するため、来場者へのアンケート調査を行いました。
回答いただいたアンケートの結果を紹介します。（回答者数52名）

・川下り楽しかったです。もう少し長く乗れたら良かった
かなぁ。もどってくるのがちょっと大変ですね。

・子供と一緒に遊べてとても楽しいです！
・混み具合もちょうど良く、どのプログラムも楽しめるの
がいい。オープンカフェは護岸の上の道路が木陰でいい
と思う！

・もう少し日陰を作り、人が集まれば良いですね。
・古本市や野菜市など幅広い年齢の人が集まれるイベント
があると楽しい。川沿いのイスに座って買った本とアイ
スコーヒーでゆったり過ごせたら幸せ。
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・さくら山のオープンカフェにはビールなどあってよかった
です！中津川にもコーヒーなど飲めるスペースがあったらい
い。

・広報やマシェリで「どんと晴れ！」の告知を見付けること
ができませんでした。もっと告知するといいなと思います。

・看板やアナウンスがなく各プログラムが何処でやっている
のかわかりにくい。幼稚園、小学校にチラシを配ってはどう
か。

・イベント案内が丁寧であったらよい。どこにいつ集まれば
よいかわからなかった。テーブルに日傘があればよかった。
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●どんど晴れ！中津川めぐみ感謝
祭2010夏のイベントを知って
いましたか？

●イベントを行っていることを、
何で知りましたか？

●参加する（参加しようと思って
いる）プログラムは何ですか？

●中津川のオープンカフェについ
て、どう思いますか？

自由意見

●オープンカフェの場所は、どこ
がよいと思いますか?

●オープンカフェでさらにどんな
工夫があればいいと思いますか？

●ご回答者
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4.中津川の護岸の上の
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