
６年12月９日●開館記念関連事業
「障がい者の日」に、「ふれあいランド岩手」落成開所式が行わ
れ、300名を超える福祉関係者が参列しました。
施設の見学会や祝賀会と併せて、プールでは水泳、第２卓球室
では視覚障がい者卓球（STT）、ふれあいホールのステージで
は車いすダンスの模範演技が披露され、式典を盛り上げました。

７年１月17日●大規模地震「阪神淡路大震災」が発生
当館は、支援物資の搬入・搬出及び救援活動の拠点として、県
や市町村社会福祉協議会を含む職員及びボランティアが協力し
合い、ふれあいホールがいっぱいになるほどの支援物資を受け
入れました。
集まった米や水などの支援物資は、１月20日の第１便から第３
便まで順次神戸市へ向けて10トントラックで搬送されました。

７年４月18日●アジサイの苗木を植樹
阪神淡路大震災の救援活動を行った岩手県保健医療団に対し
て、お礼にアジサイの苗木80本が神戸市民から岩手県に贈られ
ました。一般駐車場周辺に植樹し、夏が近づくと現在もきれい
な花を咲かせています。

７年７月29日●秋篠宮殿下、同妃殿下のお成り
国立岩手山青年の家を会場に開催された「第33回全国スポーツ
少年大会」ご出席のために来県された際、当館にも立ち寄ら
れ、陶芸室やニュースポーツ「シャフルボード」等をご視察さ
れました。

７年12月９日●シンボルマークを制定
開館１周年記念事業として県民からシンボルマークを募集し、
制定しました。78点の応募の中から選ばれた作品は、ふれあい
ランドの「ふ」をモチーフとしており、支えあう二人の人物を
表しています。
左側は「ふれあい」「交流」を表しバラ色。右側は「スポーツ」

「行動」を示して伯林青（ベルリンブルー）。
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平成6年度

平成7年度

平成６年度～平成26年度

県民から応募のあった234点の名称の中から選定されました。
平成５年12月９日、当時の工藤知事が決定を発表し、「施設の
趣旨にぴったりの名称」とコメントしました。

「ふれあいランド岩手」命名の由来



８年６月15日 ●高円宮殿下、同妃殿下のお成り
岩手県産業文化センター（アピオ）を会場に開催された「第４
回地域伝統芸能全国フェスティバル（岩手）」ご出席のために
来県された際、当館にも立ち寄られ、視覚障がい者の陶芸サー
クル「どろんこいわて」の活動の様子などをご視察されまし
た。

８年８月31日●利用者30万人達成
開館から１年９か月で利用者数30万人を達成しました。
午後３時にスポーツ施設を利用するために来館された、盛岡市
内在住の大塚由莉子さんが、記念すべき30万人目となりまし
た。
平成８年度末には、利用者数が39万人に達しました。

９年７月25日●紀宮清子内親王のお成り
国立岩手山青年の家をメイン会場として開催された「国際青年
の村 ’97 in IWATE」ご出席のために来県された際、当館にも
立ち寄られ、身体障がい者卓球や陶芸室などの他、生け花の自
主サークルである「かきつばた会」の活動もご視察されまし
た。

９年10月13日●利用者50万人達成
開館から856日目で、利用者数50万人を達成しました。午後２
時頃にプールを利用するために来館された、盛岡市内在住の川
村谷彦さんが、記念すべき50万人目となりました。
開館から３年間での利用者数は、当初の見込の2.5倍となり、
平成９年度末には、58万人を超えました。

年度別トピックス
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平成8年度

平成9年度



10年10月20日●利用者70万人達成
開館から３年11か月で利用者数70万人を達成しました。
矢巾町から来館された村田麻美さんが、記念すべき利用者70万
人目となり、エントランスホールにおいて記念行事、記念撮影
が行われました。
平成10年度末には、利用者数が78万人を超えました。

10年10月20日●公共建設百選に選定
市民に親しまれ地域社会への貢献度が高い公共建設として、本
県からただひとつ、建設大臣から「公共建設百選」に選定され
ました。

11年10月１日●「意見・提言ボックス」を設置
利用者からの意見・提言・要望等について広くお聴きし、誰も
が気軽に、より利用しやすい施設づくりに生かしていくため、

『意見・提言等ボックス』を館内の２か所に設置しました。

12年３月30日●シンボルキャラクターを制定
開館５周年記念事業として、広く県民の皆様からシンボルキャ
ラクターのデザインと名称を募集し、41点の応募の中から選定
を行い、制定しました。
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平成10年度

平成11年度

岩手の「手」をキャラクターにして、手と手を組み合わせて、
あたたかい心のこもった交流・援助・ふれあいを表しています。
ネーミングは、フレーフレーと応援・援助する「ふれさん」
と、IWATEの I 、愛らしい「あいちゃん」で「ふれさんとあ
いちゃん」となりました。

由　来



12年５月12日●利用者100万人達成
開館から1,637日目で利用者数100万人を達成しました。盛岡市在住の
大平喜芳さん、幸子さんご夫妻が、記念すべき100万人目の利用者と
なり、エントランスホールにおいて花束の贈呈、くす玉割りを行い、
歓迎しました。
100万人達成記念行事として、100万人達成日予想クイズ、100万人達
成記念式典、100万人達成記念植樹、100万人達成記念作品展、100万
人達成記念スポーツ競技、100万人達成記念座談会を企画、開催しま
した。

12年９月29日●「ふれあいランド岩手友の会」発足
ふれあいランド岩手の主催事業等への協力・支援を目的に、障がい
者・高齢者を含む利用者の皆様により自発的に発足されました。
発足以来、ランドの諸事業への積極的参加や環境美化等のボランティ
ア活動を含め、様々な活動を継続的に行っています。

13年６月15日●不審者侵入時対応
「安全管理対応マニュアル」を制定

当館に不審な外来者が侵入した場合の緊急対応について、必要な事項
を定めたマニュアルを制定しました。利用者の安全確保を最優先に、
施設巡回の強化、不審者発見時の対応、迅速な通報などについて、具
体的な対処策を定めました。

13年９月２日●『ボランティア国際年』ふれあいランド祭2001
ボランティア国際年を記念し、「輝く笑顔に会いたくて」をキャッチ
フレーズに、施設の内外を利用して23種類のイベントを行いました。
また、県内のボランティアを紹介する「ボランティアフェア」コーナ
ーを設置し、ボランティアの大切さについて理解を深めてもらいまし
た。

年度別トピックス
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平成12年度

平成13年度
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平成14年度

平成15年度

14年８月19日●緊急呼び出し装置の設置
不審な外来者が侵入及び侵入の恐れがある場合の対応について
見直しを行い、ふれあいランド岩手安全管理対応マニュアルを
改訂しました。また、相談室に緊急呼び出し装置の設置を行
い、緊急の際は複数人で対応する体制づくりを行いました。

14年10月22日●利用者150万人達成
午前11時15分頃にトレーニングルームを利用するために来館さ
れた、小笠原琴江さんが記念すべき150万人目の利用者となり
ました。
エントランスホールにおいて、くす玉割り、認定書及び記念品
の贈呈を行い、利用者150万人達成を祝いました。

15年４月１日●障がい者社会参加推進事業
（身体障がい者情報化支援事業）を導入

パソコンボランティアの養成及び障がい者宅へのボランティア
派遣を行いました。
パソコンの基本操作をはじめ、文字入力やインターネット・メ
ール、エクセル、ワードの基本操作について、県内の高齢者・
障がい者関係施設の利用者へ出向いての指導を行いました。登
録ボランティア人数は49人、派遣ボランティア人数は34名でし
た。

15年10月１日●「オストメイト用トイレ」の整備
オストメイトに配慮するため、新たに２階カルチャー側の男女
各トイレにオストメイト用のトイレを設置しました。
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平成16年度

平成17年度

16年12月13日●館内における携帯電話の緩和
携帯電話や PHS から発する電磁波が、心臓ペースメーカーに
影響を与える恐れがあることから、それまで館内での携帯電話
の使用を禁止としていました。ふれあいランド岩手に入居して
いる福祉関係団体からの要望を踏まえて、一定の制限を設けて
試行的に使用を認めることとしました。

17年３月31日●開館10周年記念誌を作成
10周年記念誌検討チームを立ち上げ、10年の歩みをまとめた開
館10周年記念誌を作成しました。
ふれあいランド岩手の開館から10年間の出来事や流れがこの記
念誌にまとめられています。

17年４月22日●利用者200万人達成
午前11時前に来館された、都南の園・生活指導員の工藤理恵さ
んが記念すべき200万人目の利用者となりました。開館から10
年４か月での達成となり、認定証及び記念品の贈呈を行いまし
た。また、５月27日に200万人達成の記念植樹がテニスコート
前モニュメント広場内で行い、オオヤマザクラを植樹しまし
た。

17年10月１日● AED の設置
１階の公衆電話横にAED （自
動体外式除細動器）が設置され
ました。AED 収納ボックスは
株式会社モリオーから寄贈さ
れ、ボックスのモニターから
は、AED の操作手順が繰り返
し流れています。



18年４月１日●「指定管理者制度」導入開始
平成15年の地方自治法の一部改正により、公立施設に民間活力
を活用し、サービスの向上・経費の削減を図ることを主な目的
とした指定管理者制度が、ふれあいランド岩手でも導入されま
した。
平成18年度から３年間、第１期目の指定管理者として社会福祉
法人岩手県社会福祉協議会が指定を受けました。

18年４月１日●プール・トレーニング室の回数券販売開始
指定管理者制度の導入に伴い、サービス向上の一環として、一
般の方を対象にプール・トレーニング室の回数券販売を開始し
ました。価格はプールの５回券2,000円・10回券4,000円、トレ
ーニング室の５回券1,500円・10回券3,000円で、いずれも５回
券が６ヶ月間有効、10回券が１年間有効となっていました。

19年６月30日●利用者250万人達成
午前９時頃に体育館へバトン練習のために来館された、大河内
真由子さんが記念すべき250万人目の利用者となりました。
エントランスホールにおいて、くす玉割り、認定証の交付及び
記念品の贈呈、記念撮影が行われ、利用者250万人達成を祝い
ました。

20年３月20日●利用登録者数10万人を突破
個人利用登録者の方々へは利用者証（有効期限なし）を発行し
ています。その個人利用登録者数が10万人を突破しました。
登録者の内訳は、一般が54,439人（54.3％）と最も多く、続い
て学生37,210人（37.1％）、高齢者6,003人（6.0％）、障がい者
2,592人（2.6％）の順でした。（平成20年３月時点）
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平成18年度

平成19年度



20年７月１日●「館内全面禁煙」を実施
「健康増進法第25条」に規定する「受動喫煙の防止：学校、体
育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務
所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管
理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止す
るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
の趣旨を踏まえ、館内全面禁煙としました。

21年１月25日●岩手県第一号の認定介助犬「ラムジー」
平成14年10月に施行された「身体障害者補助犬法」に基づき、
本県第一号の介助犬としてラムジー（ラブラドールレトリバ
ー、雄、五歳）が認定されました。
使用者（ユーザー）である当館総合受付職員のもとで、日常生
活における動作の補助や精神的な支えとなり、使用者をサポー
トしました。

21年８月20日●利用者300万人達成
午前11時頃に体育館へ車いすダンスの練習のために来館され
た、小瀬川尚さん、元子さんご夫妻が記念すべき300万人目の
利用者となりました。
記念式典では、くす玉割り、認定証の交付及び記念品の贈呈が
行われ、記念植樹としてキンモクセイが植えられました。

22年３月20日●施設環境が充実
テニスコート及び陸上競技場、プールの改修工事が実施され、
より快適に利用できる環境が整備されました。テニスコートは
オムニコートの張替えや防風ネットの張替え、フェンス扉の改
修、陸上競技場はレーンの舗装や幅跳び用砂場の移設、助走路
の補修、プールはコースラインの整備が行われました。

年度別トピックス
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平成20年度

平成21年度



22年４月１日●スポーツ施設の予約変更
予約受付時の混雑解消及び利用団体の公平性を保つため、スポ
ーツ施設の予約受付方法を変更しました。それまで先着順での
予約受付でしたが、受付期間（使用前月の１日から５日）を設
け、調整した後、予約者へ連絡する方法に変更したほか、テニ
スコート等、土日祝祭日における予約開始日の変更を行いまし
た。
また、当日のキャンセル及び無断でのキャンセルには、次回以
降の予約受付期間に制約を設けることとしました。

23年３月13日●盛岡市緊急指定避難所の開設
（至：平成23年６月27日）

同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(のちに「東日本
大震災津波」と改称）発災後、盛岡市緊急指定避難所となりま
した。多くの避難者を受け入れ、日常生活の支援等を行いまし
た。
また、全国から集まった沿岸地域復旧支援ボランティアの送迎
バスの発着所としても利用されました。（陸前高田、大槌、田
野畑方面など）

23年６月27日●盛岡市緊急指定避難所の閉鎖
開設日数107日間での避難者数は延べ193名、最大避難者数は
114名でした。避難者受入場所は、ふれあいホール、第１・２
教養室、体育館を利用しました。
多くの企業や団体から毛布や衣類などの物資を提供いただき、
避難者皆様へ供与されました。

23年7月21日●営業を一部再開
文化施設の利用再開及びプールやテニスコート、卓球室等のス
ポーツ施設の個人利用を一部再開しました。
23年7月21日●プールサイド防滑シート」敷設と

「プール入退水用リフト」の設置
プールサイドでの利用者の転倒防止等、安全と安心を確保する
ため、プールサイドに防滑シートを敷設しました。また、障がい
者のプール入水を補助する「リフト」や障がい者用トイレを家族
更衣室側からも利用しやすい「ハンガー」式に改善しました。
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平成22年度

平成23年度



24年４月１日●新規事業の開催
障がいの有無や年齢に関わらず、利用者の相互理解と交流を深
めることを目的に、新たに５事業を企画開催し、多数の方々の
参加をいただきました。

文化教室……浴衣の着装、風呂敷活用、マイ箸作り、麻ひも
編み

スポーツ……スポーツ指導者や介護職員の方々を対象に運動
機能改善講習会　

25年３月14日●施設内照明を LED 化
館内照明の一部を LED に切り替え、利用者の安全で快適な利
用環境の改善を図りました。また、一部トイレに人体を感知す
るセンサーを設置し、経費の節減にも努めました。

25年４月１日●団体貸切１時間貸しスタート
スポーツ施設の団体貸切利用について、午前・午後・夜間のい
ずれかの区分での貸切利用となっていましたが、１時間単位で
の貸切利用を可能とし、効率的な施設利用と利用者へのサービ
ス向上を図りました。（体育館、プール、陸上競技場、アーチ
ェリー）

26年３月31日●開館以来最高の利用者数
年間利用者数が、平成６年12月の施設開館以来最高である
246,213人を記録しました。
利用者の内訳は、一般が85,554人（34.7％）と最も多く、続い
て高齢者84,770人（34.4％）、学生等43,453人（17.6％）、障がい
者19,053人 （7.7％）、幼 児8,291人 （3.4％）、介 護 者2,978人

（1.2％）、ボランティア2,114人（1.0％）の順でした。（平成26年
３月末時点）

年度別トピックス
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平成24年度

平成25年度



平成26年４月22日●利用者400万人達成
開館から19年４か月で400万人を達成しました。
記念すべき400万人目となったのは三田郁恵さん。社会福祉法
人カナンの園社会就労センター・ヒソプ工房の利用者と定期的
に体育館を訪れ、レクリエーションや運動を行っています。こ
の日もスタッフと共に体育館を訪れました。

平成26年12月20日●開館20周年記念式典
ふれあいホールにおいて、開館20周年を祝う記念式典を行い

ました。
式典では、指定管理者である岩手県社会福祉協議会桑島博会長
が式辞を述べたほか、岩手県知事からのメッセージを岩手県保
健福祉部根子忠美部長が代読しました。また、当館の運営に多
大な貢献をされた個人４名と３団体に20周年記念特別表彰とし
て感謝状を贈呈しました。
さらに記念公演として、岩手県立盛岡第四高等学校音楽部の皆
さんによる合唱で式典に花を添えていただきました。
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