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全 員 協 議 会 資 料  

盛岡市動物公園リニューアルオープンに係るセレモニー等について 

令和５年３月 27 日  

都 市 整 備 部  

 

１ 趣旨 

  令和５年４月 20 日(木)午前９時 30 分に一般営業開始を迎える盛岡市動物公園「ＺＯＯＭＯ」につ

いて、オープンの記念式典開催を報告するとともに、動物公園における各種イベント情報やＰＲの取

組、またオープン時の供用状況等についてお知らせするもの。 

 

２ オープニングセレモニーについて 

(1) 日  程  令和５年 4月 20日（木）午前９時から午前９時 30分まで 

(2) 記念式典  120名 

ア 場 所  モンキーコート前広場（別紙 1参照） 

イ 主 催  盛岡市、株式会社もりおかパークマネジメント（以下「ＭＰＭ」という。） 

ウ 主催者側出席者 10名 

・盛岡市：市長、副市長、教育長、教育部長、都市整備部長 

・ＭＰＭ：代表取締役、取締役、園長、盛岡市動物公園再生事業（株）代表取締役 

エ 来 賓  31名 

・国  ：国土交通省東北地方整備局建政部長、東北地方整備局都市・住宅整備課長 

・岩手県：県土整備部長、都市計画課総括課長 

・盛岡市：盛岡市議会議長、副議長、建設常任委員長、副委員長、地元議員５名、小学校長会長、

中学校長会長、地元町内会長 12名、岩山エリア施設関係者４名 

オ 招待者（事業関係者） 79名   

・盛岡市：有識者６名、㈱槇総合計画事務所代表取締役、オンサイト㈱代表取締役、盛岡ビクト

リア協会長、緑のまちづくり会議代表、副代表、盛岡パイロットクラブ会長（寄附者） 

・ＭＰＭ：MPM 社長経験者２名、株主（盛岡市以外 11 者）、工事等事業関係者 13 名、飲食等ア

ドバイザー３名、公社理事長経験者２名、近隣保育園等 36名 

カ セレモニー内容 

・式 辞：市長 

・祝 辞：盛岡市議会議長 

・挨 拶：園長（経過報告等含む）、川目保育園児代表（複数名） 

・テープカット：市長、MPM 社長、園長、国土交通省東北地方整備局建政部長、県土整備部長、

盛岡市議会議長、むつみ造園土木㈱代表取締役、東野建設工業㈱代表取締役、

オンサイト㈱代表取締役、盛岡市動物公園再生事業㈱代表取締役 計 10名 

・催 事：盛岡白百合学園高校吹奏楽部 30名による演奏 
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３ イベントについて 

(1) オープニングイベント 

ア 日  程    令和５年 4月 22日（土）、23日（日） 

イ イベント内容 

■令和５年４月 22日（土） 

・子供もできる！ZOOMO獣医師プチ体験 午後１時から午後３時 （別紙 1参照） 

     動物園の獣医師の仕事や普段の診察・検査についてクイズを交えながら紹介したのち、実際

に牧場エリアの動物たちの診察体験ができる。 

     先着 10組（1組５名様まで） 

     ※開催前日までに PassMarketより専用チケットの事前購入が必要。 

・ホントの夜の動物園 午後６時 30分から午後８時 30分  （別紙 1参照） 

     スタッフと一緒に真っ暗な園内を歩き、暗視ゴーグルを用いた動物の観察や、あらかじめ仕

掛けておいたカメラトラップを確認しながら歩く特別な体験ができる。 

     定員：５名 

     ※開催前日までに PassMarketより専用チケットの事前購入が必要。 

■令和５年４月 23日（日） 

・春の食事観察（キリン、シマウマ、シタツンガ） 午後 1時から午後１時 30分 

     エリアごとの動物たちの食事の様子を観察しながら、動物の行動や生態に関するガイドを行う。 

     定員：制限なし 

■令和５年４月 22日（土）及び 23日（日） 

・ZOOMO  REBORN  Fes 

     キッチンカーの出店、クラフト作家の出店。 

 

(2) 令和５年度の主なイベント （別紙 1参照） 

ア 通年イベント 

・ゾウの“マオ”を独占（土日祝日開催） 

飼育係がゾウのケアやエンリッチメントについて実演を交えながら詳しくガイド。また、給餌体

験や号令体験などをしてもらいながら、より近くでゾウを観察してもらうもの。 

※エンリッチメントとは、動物福祉の観点から、飼育下における動物が心身ともに健康で暮らせ

るよう、飼育環境を整備すること。 

・動物と仲良くなろう（土日祝日開催） 

動物たちの生態や行動、環境問題に関するガイドを行う。また、動物たちと仲良くなってもらう

ために、当日分の食事メニューの一部を給餌してもらう。 

・季節ごとの食事観察（土日祝日開催） 

エリアごとの動物たちの食事の様子を観察しながら、動物の行動や生態に関するガイドを行う。 

・なかよしガイド 

    予約制個人向けのガイド（先着順、1日１件１組まで・１組最大５名まで）。所要時間は 1時間。 

・パカパカ広場（４～11月、土日祝日開催） 

   ポニーに乗ってのんびりパドックを一周する。飼育係がポニーを引いて一緒に歩くもの。 
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イ 季節ごとのイベント 

  ・「ホントの夜の動物園」（季節ごと 1日ずつ） 

    スタッフと一緒に真っ暗な園内で暗視ゴーグルを使った動物観察や、事前に仕掛けたカメラト

ラップを確認しながら歩く特別な体験ができる。 

  ・「動物病院応援ツアー」（５月、７月、９月、11月、1月、３月） 

    普段は公開していない動物病院内を、獣医師と病院スタッフが動物の診療について解説しなが

ら案内。  

ウ 年間スケジュール   別紙のとおり 

 

４ ＰＲの取組 

  

５ オープン時の供用状況 

（1） 開園期間・開園時間・入園料等 

 

（2） 利用制限施設 

 園内は基本的に全面供用となるが、一部区域等において利用制限を行う。 

 芝生広場については、吹付エリアは養生のため立入り制限となるが、広場内の四阿、ベンチの供

用のため、張芝によりアクセスを確保している。 

開園期間 ４月１日～３月31日

４月１日～10月31日　水曜日（ただし休園日が祝祭日の場合は開園）

11月１日～３月31日　水・木曜日（ただし休園日が祝祭日の場合は開園）

４月１日～10月31日　  9：30～16：30

11月１日～３月31日　10：00～16：00

大人（一般・高校生）1,000円（団体800円）

小人（小中学生）　　　500円（団体400円）

65歳以上高齢者　　　　500円

準中型自動車及び普通自動車　300円（駐車可能台数　普通車600台）

大型自動車及び中型自動車 　1,000円（駐車可能台数　大型車20台）

休園日

開園時間

入園料

駐車場料金

PR方法 内　　容 取組場所 取組期間

　市内観光者向けの案内
市内観光所においてポスターの掲示及び

リーフレットの配布

「いわて・盛岡広域観光センター」

「プラザおでって」　など
４月頃～（予定）

　広報「もりおか」による周知
リニューアルオープン記事（4/1号）

リニューアル特集号（5/1号）
ー 4月～5月

　都営地下鉄での周知 地下鉄中吊り広告及び駅への掲示 　東京都営地下鉄電車・各駅等 ３月中旬～２週間

　デジタルサイネージによる周知
デジタルサイネージ（わが街NAVI）に

おける静止画像の掲出

　イオンモール盛岡

　イオンモール盛岡南
4/1～5/31

　前潟駅開業記念イベントでの周知
『前潟駅開業記念SPECIAL 2DAY in イ

オンモール盛岡』での市PR映像の掲示
　イオンモール盛岡 3/18・19

　岩手ケーブルテレビによる周知
岩手ケーブルテレビでの自治体お知らせ

欄への掲示
ー

　リーフレットの配布 リーフレットの配布 　イオンモール盛岡南

　カウントダウン掲示板による周知 市役所本庁舎でのカウントダウンの掲示 　市役所本庁舎前

　SNS等での案内 市及びMPMにおけるSNS等での案内 ー 3/20～

4/1～
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 わんぱく広場の遊具は、老朽化等のため全面使用禁止。なお、遊具以外の広場の利用や桜の鑑賞

は可能。 

（3） 飲食テナントの入居状況 

 

（4） 飲食テナントの代替について 

 土日祝日において、集客場所へのキッチンカー複数台数を配置予定。また、平日も含めたキッチ

ンカーの配置などについて、市内のキッチンカー事業者をはじめ関係事業者への参加を交渉中。 

 予定していた飲食テナントについては、早期の出店に向け現在交渉中。 

 

６ 公共交通の確保 

 ・令和５年４月 20日から 10月 31日まで、土日祝日及び平日の日時限定にて、岩手県交通（株）に

よる「中央線動物公園行き」の運行を確保。 

 ・11月から 3月までの運行については、10月までの利用状況から検討予定。 

 

７ 今後のスケジュール 

   令和５年３月 27日（月） 全員協議会 

       ４月１日（土）  広報もりおか（プレオープン、オープンの事前告知） 

       ４月４日（火）  市長定例記者会見 

       ４月 13日（木） 市長・副市長内覧会 

       ４月 15日（土）・16日（日） プレオープン、内覧会（市議会、マスコミ） 

       ４月 20日（木）  オープニングセレモニー、オープン 

       ５月１日（月）  広報もりおか特集号 

  

施 設 名 業 態 業 種 入居状況 オープン時の状況 

セミナーハウス テイクアウト店 

ピザ 準備中 

休憩室として使用 スイーツ 準備中 

コーヒースタンド 募集中 

レストハウス イートイン店 レストラン 募集中 休憩室として使用 
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別紙 イベント年間スケジュール 

時  期 内  容 

４月 
中旬 春の食事観察（ピューマ、アフリカゾウ他） 

下旬 春の食事観察（ピューマ他）､子供もできる！ZOOMO 獣医師プチ体験 

５月 

上旬 春の食事観察（ピューマ、アフリカゾウ他）､吹き矢体験、動物病院応援ツアー 

中旬 春の食事観察（ピューマ、アフリカゾウ他） 

下旬 春の食事観察（ピューマ、アフリカゾウ他）、世界カワウソの日 

６月 

上旬 吹き矢体験、夏の食事観察（カワウソ）､ZOOMO FRIENDS 限定イベント 

中旬 夏の食事観察（アカカンガルー、アメリカバイソン外）、大人の獣医師プチ体験 

下旬 昆虫採集クラブ、「世界キリンの日」イベント 

７月 

上旬 動物病院応援ツアー、吹き矢体験 

中旬 夏の食事観察（ツキノワグマ、キツネ、ニホンジカ他） 

下旬 ZOOMO こども 1 日飼育お仕事体験サマースクール 

8 月 

上旬 ZOOMO こども 1 日飼育お仕事体験サマースクール 

中旬 昆虫採集クラブ、滝沢スイカイベント 

下旬 夏の食事観察（ピューマ、ポニー外）、大人の獣医師プチ体験 

9 月 

上旬 ZOOMO FAMILY FAMILY 限定イベント、動物病院応援ツアー 

中旬 バッタやコオロギを捕まえて飼う！ 

下旬 「世界キリンの日」イベント 

10 月 

上旬 秋の食事観察（ツキノワグマ他） 

中旬 秋の食事観察（ツキノワグマ他） 

下旬 秋の食事観察（ツキノワグマ他） 

11 月 

上旬 秋の食事観察（ホンドキツネ他）、吹き矢体験、動物病院応援ツアー 

中旬 野生動物たちの暮らしぶりをのぞき見、秋の食事観察（ニホンジカ他） 

下旬 秋の食事観察（ニホンジカ他） 

12 月 

上旬 吹き矢体験、師走の自然観察会、冬の食事観察（カナダカワウソ） 

中旬 松ぼっくりで素敵なクリスマスツリーをつくろう、師走の自然観察会、冬の食事観察 

下旬 冬の食事観察（ピューマ、ポニー） 

1 月 

上旬 二ホンツキノワグマの冬眠ガイド、冬の食事観察（カナダカワウソ） 

中旬 二ホンツキノワグマの冬眠ガイド、動物病院診療ツアー、足跡痕跡冬芽観察 

下旬 冬の食事観察（アメリカバイソン他） 

２月 

上旬 吹き矢体験 

中旬 ZOOMO の動物たちの冬の過ごし方を見てみよう 

下旬 春の食事観察（アカカンガルー他） 

３月 

上旬 ZOOMO イースター～ダチョウのたまごでエッグアート～、動物病院応援ツアー 

中旬 春の食事観察（アフリカゾウ他） 

下旬 春の食事観察（キリン他） 

 



4/22 ホントの夜の動物園

■ 4～６月のイベント

(毎日)ニホンザルのごはん

(随時)      ピューマと仲良くなろう

6/25 世界キリンの日

(随時)キリンと仲良くなろう

(随時) ライオンと仲良くなろう

4/22 子供もできる！

ZOOMO獣医師プチ体験

6/17 大人の獣医師プチ体験

5/7 動物病院応援ツアー

(随時) ゾウと仲良くなろう

(随時) ゾウの“マオ”を独占

(随時) 各動物の食事観察 (随時) なかよしガイド

(随時)パカパカ広場

5/27 世界カワウソの日 (毎日) ヤギとヒツジのごはん (随時) 各動物と仲良くなろう

6/10-11 IWAYAMA HELLO FWSTIVAL in ZOOMO

4/15-16 プレオープン

4/20 オープニングセレモニー

記念式典会場

別紙 １

モンキーコート
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別紙 ２ 


