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Ⅲ．まちづくりの方向 

 

１ 上位計画                                  

 

上位計画及び関連計画において掲げられている公共交通に関する方針や施策、事業等を把握

し、本計画に反映するため、以下にその内容をまとめます。 

 

① 花巻都市計画区域の整備、開発及び保全の方針                   

（策定：平成 24年３月 目標年次：平成 44年） 

本方針は花巻都市計画区域を対象とし、商業地、工業地、住宅地等の土地利用の方針を定め

ており、 

「活力と交流を創造する快適都市イーハトーブはなまき」 

を将来像に掲げています。また、都市計画区域の課題としてコンパクトシティの実現に向けた

集約型都市構造の構築、財政基盤の低下に対応するための選択と集中は、公共交通網形成計画

の目的と整合しています。 

 

１）基本方針 

・自然や文化を生かし､すべての人が幸せを感じる「イーハトーブ」の形成 

・快適で暮らしやすい健康で生きがいのある暮らしの場としての居住環境の形成 

・いわて花巻空港の利活用による産業・観光の振興及び都市と地域の住民交流の促進 

・都市活動や農村と都市との交流を支える交通・情報のネットワークの形成 

・市街地と郊外拠点の連携とにぎわいのある市街地空間の形成 

 

２）公共交通に関する事項 

Ⅲ－１．土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

 １）主要用途の配置方針  ①商業地 

⇒新花巻駅周辺及び花巻空港駅周辺は、観光客等を迎え入れる玄関口として交通結節

機能や観光交流機能の充実を図ります。 

Ⅲ－２．都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

 １）交通施設の整備の方針  ②公共交通機関等 

⇒いわて花巻空港周辺地区は、良好な交通アクセス性の確保を図ります。 

⇒空の玄関口であるいわて花巻空港は、利用促進を図りつつ航空路線及びチャーター

便の誘致に努めます。 

⇒公共交通については、生活交通を維持するため、バス路線の見直しなど、効率的で

持続可能な交通システムの整備に努めます。 
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② 花巻市都市計画マスタープラン                            

（策定：平成 22年 3月 目標年次：平成 42年） 

都市計画マスタープランは、長期的（概ね 20 年後）な視点で都市の将来像を明確にし、そ

の実現に向けた大まかな道筋を示していくものです。 

花巻市総合計画が描く将来都市像「早池峰の風薫る安らぎと活力にみちたイートハーブはな

まき」のもと、花巻市都市計画マスタープランでは、将来像を 

 

「活力と交流を創造する 快適なまち はなまき」 

 

と設定しています。 

本計画では、都市計画マスタープランにおける生活サービス拠点としてある合併前の旧４市

町における「まちなか」を拠点と定義しています。各地域において日常生活サービスが享受で

きる環境、拠点の維持、強化のために、連携と交流を創造する交通網としての軸を公共交通網

形成計画で検討していきます。 

 

１）基本的な考え方 

 

北上川流域に沿って都市が連担している地域にある本市も国道４号線、東北本線が並

行する南北軸が都市構造の背骨となっています。また、国土軸となる高規格道路の東西

軸が交わっています。 

このような都市構造の中、広大な市の区域に既成市街地や交通結節点、工業、観光な

どの都市機能集積地が分散している本市の特性を踏まえ、都市機能集積地同士の連携強

化により、利便性の高い「都市拠点ネットワーク型」の都市構造を目指すとしています。 

 

２）拠点（活力を創造する都市機能集積地） 

 

・総合サービス拠点 

行政・商業・業務・文化・福祉などの都市機能が充実し、その都市機能を利用し

やすい環境を整備し、住む人、訪れる人の利便性の向上を図る既成市街地を中心と

した地区 

 

・コミュニティ拠点 

日常生活の利便性に配慮したサービス供給機能や、コミュニティ・交流を育む機

能の充実を図る地域社会の中心地区 

 

・観光レクリエーション拠点 

本市を代表する観光地や景勝地として自然環境や歴史的・文化的景観を形成し、

交流人口増や市民の余暇の充実のため、訪れやすい、利用しやすい環境整備を図る

地区 
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・工業・流通拠点 

県南の産業集積の一翼を担い、地域経済を牽引する拠点として、利便性が高く活

発な経済活動が営まれる工業・流通拠点の形成を図る地区 

 

３）軸（連携と交流を創造する交通網） 

 

・国土連携軸 

広域的な産業活動や人的交流を支える国土の骨格となる交通軸 

 

・都市連携軸 

盛岡都市圏や県南都市圏などとの都市間交通を支え、都市機能連携の基盤となる

交通軸 

 

・地域連携軸 

総合サービス拠点間を結ぶ幹線道路の交通の円滑化などを図り、各サービス拠点

が有する都市機能の連携促進を支える交通軸 

 

・拠点連携軸 

総合サービス拠点や主要公共交通施設より観光レクリエーション拠点へアクセ

スする交通軸 

 

図 将来都市構造図 
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４）公共交通に関する事項 

 

第２章 分野別方針 (３)交通体系整備 

【公共交通】（公共交通の維持と充実） 

 ・空の玄関口である花巻空港を拠点とした産業振興と交流人口の拡大に努めるとと

もに、空港の利用促進を図ります。 

 ・生活交通を維持するため、バス路線の見直しや、予約応答型乗合交通手段の導入

検討など、効率的で持続可能な公共交通システムの導入に努めます。 

 

第２章 分野別方針 (７)安全・安心の都市づくり 

【医療・福祉施設へのアクセス】（医療・福祉施設へのアクセス性の向上） 

 ・公共交通の維持と充実を図り、安心して医療・福祉サービスが受けられるよう努

めます。 

 

第３章 地域別整備方針 (３)中部地域 

【交通】（広域交通の利便性向上とコンパクトシティを支える交通網の整備） 

 ・空の玄関口である花巻空港の利用促進を図ります。 

 ・ふくろう号や県立中部病院へのアクセス確保など、地域公共交通の利便性向上の

確保に努めます。 
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仕事いっぱい、雇用がいっぱい、活力に満ちたまち 

   本市は、高速交通網が整備され、恵まれた拠点性を有するとともに、温泉など恵まれ

た観光資源があります。これらを生かし、産業の活性化を図るとともに、雇用を創出し、

まちの活力を高めます。 

 ●政策の目指す姿 

○ 農林業者が安定した所得を確保しています 

○ 企業が高い競争力を持ち、生産活動を活発に行っています 

○ 商業機能を充実し、人とモノの流れを活発にしています 

○ 国内外から多くの観光客を誘引し、賑わいを創出しています 

○ 多様な産業が連携し、高付加価値を創出しています 

○ 希望する仕事に就き、安心して働いています 

③ 花巻市まちづくり総合計画                           

 

１）花巻市まちづくり総合計画長期ビジョン 

（策定：平成 25年 9月 計画期間：平成 26年度～35年度） 

（１）将来都市像 

人口減少社会の到来やグローバル化の進行など、本市を取り巻く社会情勢の変化に対応

し、明日の花巻市を創造していくためには、市民と行政が共有できる「目指す姿」を掲げ、

その実現に向け、共にまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

そのため、本計画における 10 年後の将来都市像を次のとおりとします。 

 

「市民パワーをひとつに歴史と文化で拓く 

笑顔の花咲く温
あった

か都市
ま ち

 イーハトーブはなまき」 

 

 

 （２）まちづくり分野と目指す姿 

本市の 10 年後の目指すまちの姿である将来都市像をより具体化するために、市民生活   

に直結する「しごと」、「暮らし」、「人づくり」、その基盤となる「地域づくり」、「行政経

営」の 5 つのまちづくり分野に区分し、各々の「目指す姿」を掲げます。 

また、まちづくり分野の「目指す姿」の実現のために実施する政策、施策の各階層にも

「目指す姿」を掲げ、これを目標にまちづくりを展開していきます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「しごと」分野の目指す姿 
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自然豊かな地域で共に支え、 

誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまち 

   本市は、早池峰国定公園を初めとした豊かな自然を有しています。この自然を大切に

し、環境の保全を図ります。 

また、本市では、地域における「互助」や「結い」による支え合いの体制づくりを進

めています。これを活用し、市民が安心して、快適に暮らせる生活環境を整えます。 

 ●政策の目指す姿 

○ 豊かな自然と生活環境を守り暮らしています 

○ 生活に必要な基盤が整い、快適に暮らしています 

○ 災害や様々な危険から守られ、暮らしています 

○ 安全・安心な日常生活を送っています 

○ 慣れ親しんだ地域で、共に支え合い、安心していきいきと暮らしています 

○ 心身ともに健康に暮らしています 

郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち 

本市は、宮沢賢治をはじめ、多くの先人を輩出するとともに、早池峰神楽など様々な民

俗芸能が伝承されるなど、歴史と文化に彩られています。また、充実したスポーツ施設を

整備するなどスポーツによるまちづくりを進めています。これらを生かし、次代の花巻を

担う人材を育成します。 

 ●政策の目指す姿 

○ 子育てに喜びを感じ、安心して、健やかな成長を育んでいます 

○ 夢と希望を持ち、たくましくいきいきと育っています 

○ 生涯を通して学び、広い視野を持ち、活動しています 

○ 世界に目を向け、様々な地域の文化や風土を受け入れ、交流しています 

○ いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツに親しみ、元気に活動しています 

○ 地域の歴史や文化、先人に誇りを持ち、芸術文化に親しんでいます 

すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれる自立したまち 

   本市では、市民参画と協働によるまちづくりを推進するとともに、市内 27 のコミュニ

ティ地区＊において、自主的な地域づくりを進めてきました。これまでの取り組みを生か

し、市民主体のまちづくりを進め、豊かな地域社会を作ります。 

 ●政策の目指す姿 

○ 個性あふれる地域づくりが活発に行われています 

○ お互いを尊重し、持っている特性と能力を活かし合い、まちづくりを行っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「暮らし」分野の目指す姿 

 

●「人づくり」分野の目指す姿 

 

●「地域づくり」分野の目指す姿 
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市民目線で経営する強くて優しいまち 

本市では、土日開庁や総合窓口制の実施など、市民サービスの向上を図るとともに、簡

素で効率的・効果的な行政経営に取り組んできました。引き続き、便利で質の高いサービ

スの提供と、持続可能で自立した自治体の構築に努めます。 

 ●政策の目指す姿 

○ 満足度の高い行政サービスを提供しています 

○ 財政を健全に維持しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  （３）公共交通に関する事項 

 

◆政策 2-2 生活基盤の充実 

市民が快適な生活を送るためには、道路や住宅、水道など生活に必要な基盤が整備さ

れていることが必要です。 

そのために、安全で利便性の高い道路の整備をはじめ、利用しやすい公共交通の確保、

安心して生活できる住宅の確保、地域の特色を活かした景観の形成、安全でおいしい水

の安定的な供給、汚水の適切な処理、さらには、快適な情報通信環境の整備促進に取り

組むこととし、以下の施策を展開します。 

  

(1) 道路環境の充実 

(2) 公共交通の確保 

(3) 住宅の安定確保 

(4) 景観形成の推進 

(5) 安全な水の安定的供給 

(6)  汚水の適切な処理 

(7)  情報通信環境の充実 

 

  

●「行政経営」分野の目指す姿 
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  ２）花巻市まちづくり総合計画第２期中期プラン 

（策定：平成 29年３月 計画期間：平成 29年度～31年度） 

 

中期プランは、花巻市まちづくり総合計画に掲げた将来都市像を実現するため、目標年次ま

でに取り組む施策の基本的な方向性や数値目標、主要事業を示すものです。 

社会情勢の変化に柔軟に対応し、実現性の高い計画とするため、花巻市まちづくり総合計画

の計画期間である 10年間を３年・３年・４年の３期に区分して策定します。 

第２期中期プランは、平成 29 年度（2017 年度）から平成 31 年度（2019 年度）の３年間を

計画期間とします。 

 

 （１）重点戦略 

中期プランでは、まちづくりを進めるための全ての行政分野にわたる基本政策・施策の体系

を示すほか、社会環境の変化、地域特性や花巻らしさを踏まえ、長期ビジョンの５つのまちづ

くりの政策を横断的、有機的に連動させながら、施策事業を重点化して取り組むべき４つのテ

ーマを「重点戦略」として設定し、将来都市像の実現を目指していきます。 
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   ○重点戦略１「人口減少対策」 

人口減少・少子化へ歯止めをかけ、花巻市民が安心して子どもを産み育てることができる

よう、「花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進し、住みたい、住み続けたいと感

じるような魅力あるまちづくりを進める必要があります。 

妊娠・出産・育児期までの切れ目のない支援、就学前教育＊の充実、子どもの医療費助成

や保育料の負担軽減策等を進めるとともに、地場産業の育成・支援や安定した雇用の場の確

保、結婚支援や住居対策、地域資源を活かした地域おこし活動に対する支援の充実を図りま

す。 

 

   ○重点戦略２「市街地の活性化」 

    市内４つの中心市街地の活性化を図るため、医療・生活・商業のサービス機能の維持を図

るとともに、国の支援制度を活用する立地適正化計画＊に基づき、総合医療施設を旧花巻市

の中心部に確保する必要があります。 

    予約応答型乗合交通＊の拡大を含め、地域ごとの特性に適した公共交通網の整備を図りま

す。 

 

   ○重点戦略３「交流人口の拡大」 

    定住人口の確保を図るだけでなく、国内はもとより、海外から多くの外国人観光客を呼び

込むことにより、地域の活性化を図っていく必要があります。 

    本市は、県内唯一の空港を有するなど恵まれた高速交通網や温泉、偉人、文化遺産に登録

された早池峰神楽をはじめとする民俗芸能＊などの豊富な観光資源、大規模スポーツ大会等

が誘致可能なスポーツ施設や大型宿泊施設等を有しているため、その優位性を活かし、交流

人口の拡大に努めます。 

 

   ○重点戦略４「防災力の強化」 

    近年、国内において大規模地震や台風等の集中豪雨による河川の氾濫や土砂災害が増加し

ていることから、地域の災害特性に応じた情報伝達・避難方法における課題解決に取り組み、

災害時における確実な避難体制の構築を目指します。 

    また、災害発生時に迅速に対応できる危機管理体制の強化を図るとともに、道路・橋りょ

う、河川、情報基盤等のインフラ整備を推進します。 

 

 （２）まちづくり総合計画の体系 

  【まちづくりの基本政策】 

分 野 基本政策 施 策 

1 「しごと」分野 

1-1 農林業の振興 

1 農業生産の支援 

2 担い手の育成 

3 生産基盤の整備 

4 木材供給体制の構築 

5 森林の保全 

1-2 工業の振興 
1 技術力・経営力の向上 

2 事業分野の拡大 
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分 野 基本政策 施 策 

１ 「しごと」分野 

1-3 商業の振興 
1 商業形態の多様化 

2 商店街の再生 

1-4 観光の振興 

1 観光の魅力向上 

2 観光情報の発信 

3 移動しやすい観光地 

 4 おもてなしの向上 

1-5 農工商観連携＊の推進 

1 起業の推進 

2 特産品の開発 

3 企業誘致の推進 

1-6 雇用環境の充実 
1 職業人材の育成 

2 勤労者福祉の向上 

2 「暮らし」分野 

2-1 環境の保全 

1 地球温暖化の防止 

2 自然環境の保全 

3 公害の防止 

4 循環型社会の構築 

5 花のあるきれいなまちづくり 

2-2 生活基盤の充実 

1 道路環境の充実 

2 公共交通の確保 

3 住宅の安定確保 

4 景観形成の推進 

5 安全な水の安定的供給 

6 汚水の適切な処理 

7 情報通信環境の充実 

 

2-3 防災危機管理体制の充実 

1 危機管理体制の強化 

2 自然災害対策の強化 

3 消防力の強化 

4 救急救助体制の強化 

2-4 日常生活の安全確保 

1 生活相談の充実 

2 防犯活動の推進 

 3 交通安全の推進 

 
2-5 福祉の充実 

1 地域福祉の推進 

 2 高齢者福祉の充実 

 3 障がい者福祉の充実 

 
2-6 健康づくりの推進 

1 健康づくりの支援 

 2 母子保健の推進 

 3 地域医療の充実 

 

3 「人づくり」分野 

3-1 子育て環境の充実 

1 子育て支援の充実 

2 家庭の教育力向上 

3 就学前教育の充実 

3-2 学校教育の充実 

1 学力・体力の向上 

2 豊かな人間性の育成 

3 特別支援体制の充実 

 技術力・経営力の向上 4 教育環境の充実 

 事業分野の拡大 
3-3 生涯学習の推進 

1 自主的学習の推進 

 商業形態の多様化 2 青少年の社会教育 

3 国際都市の推進 

 観光の魅力向上 
3-4 スポーツの振興 

1 生涯スポーツの推進 

 観光情報の発信 2 競技スポーツの推進 

 移動しやすい観光地 

 

3 大規模スポーツ大会の開催 

 おもてなしの向上 
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分 野 基本政策 施 策 

3 「人づくり」分野 3-5 芸術文化の振興 

1 芸術文化活動の推進 

2 先人の顕彰 

3 文化財の保護と活用 

4 民俗芸能の伝承 

 

【基盤となる政策】 

分 野 基本政策 施 策 

4 「地域づくり」分野 

4-1 地域主体のまちづくり 
1 地域づくりへの参加促進 

2 コミュニティ会議の基盤強化 

4-2 参画＊・協働＊のまちづくり 

1 市政への参画・協働機会の拡充 

2 公益的活動への支援 

3 男女共同参画の浸透 

5 「行政経営」分野 

5-1 効率的・効果的な行政運営 

1 窓口サービスの充実 

 技術力・経営力の向上 2 機能的な組織運営と人材育成 

 事業分野の拡大 3 わかりやすい市政情報の提供 

 商業形態の多様化 4 行政評価の活用 

5-2 持続可能で健全な財政運営 

1 適正な財政規模への移行 

 観光の魅力向上 2 自主財源の確保 

 観光情報の発信 3 市有財産の適正な管理 

 移動しやすい観光地 

 

 

 （３）公共交通に関する事項 

 

  【まちづくりの基本政策】 

   ２ 「暮らし」分野 

    基本政策２-２ 生活基盤の充実 

     施策２ 公共交通の確保 

     （施策の方向） 

（１） 利便性の高い公共交通の確保 

  ・予約応答型乗合交通の更なる拡充 

  ・市街地循環バス（ふくろう号）の増便と利便性の向上 

  ・新花巻駅駐車場の整備の促進（舗装有料化） 

  ・石鳥谷駅および花巻空港駅の駅前駐車場の整備 

（２） 航空便の利用促進 

  ・航空便の増便に向けた関係機関への要望活動 

  ・空港利用促進のためのＰＲ 

  ・岩手県が行う国際定期便およびチャーター便等の誘致促進事業への協力 
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２ 関連計画                                  

 

①花巻市公共交通計画                                

（策定：平成 26年３月 計画期間：平成 26年度～35年度） 

平成 19 年度に策定した花巻市公共交通基本計画(平成 20 年度～平成 27 年度)に基づき、快

適で便利かつ持続可能な公共交通サービスの実現を目指してきました。しかしながら、民間路

線バスの路線廃止、減便を伴う再編の動きが加速し、一方で、予約応答型乗合交通が浸透する

など、公共交通をめぐる環境は変化し続けています。 

このような公共交通の環境の変化を踏まえ、公共交通を必要とする市民に対し、市民が利用

しやすい公共交通の確保を図っていくための公共交通施策の指針として、平成 25 年度に花巻

市公共交通計画(平成 26年度～平成 35年度)を策定しました。 

目指すべき姿として 

 

「公共交通を必要とする市民に対し、 

利用しやすい公共交通が提供されています」 

    《公共交通が確保されています》 

 
としており、次項の３つの基本方針を掲げています。 

 

１）基本方針と主な取り組み 

 

１－公共交通を必要とする市民に対し、公共交通手段の利便性向上を図ります。 

 

・利用実態及び地域特性に応じた予約応答型乗合交通の導入を推進します。 

地域及び事業者との協議が整った路線から予約応答型乗合交通（区域運行又は

定時定路線運行）へ順次転換します。 

予約応答型乗合交通を市全域へ拡大します。 
 

・予約応答型乗合交通の利便性向上を図ります。 

効率的な運行経路及び乗合率の向上を図るため、さらなる利便性向上を図りま

す。 

 

２－効果的かつ効率的な公共交通ネットワークの構築を図ります。 

 

・市街地循環バスふくろう号の充実を図ります。 

中心市街地の活性化、交流人口の拡大及び賑わいの創出のため、市街地循環バ

スふくろう号を２ルートに分割し充実を図ります。 
 

・各地域中心部で循環路線を運行します。 

地域内中心部の活性化、交流人口の拡大及び賑わいの創出のため、既存交通手

段とリンクした便利で利用しやすい循環路線を運行します。 
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導入にあたっては、利用者ニーズの把握に努め、効率的な手法を検討し、協議

の整った地域から順次、試験的に導入します。ただし、利用者実績が 1便あたり

２人に満たない場合、廃止を含めた見直しを行います。 

 

・幹線路線と主要観光地等をつなぐ路線を確保します。 

今後も一定の利用が見込まれる幹線路線及び中心市街地から主要な市内観光

地をつなぐ民間路線バス事業者の自主路線を確保します。 

運行実績を検証したうえで、利用者数が少なく、今後も利用者数の向上が見込

まれない路線については、必要に応じて見直しを行います。 

 

３－参画と協働により公共交通を維持します。 

 

・公共交通維持のため、地域、公共交通事業者、行政の役割を明確にし、公共交通

を支える仕組みづくりを進めます。 

地域、公共交通事業者及び行政の役割を明確にし、持続可能な公共交通施策を

実施します。 

 

図 公共交通ネットワークの現状と将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状：平成 25 年 

将来像：平成 35 年 

 
 H25 H35 備 考 

幹線路線  ６路線 ６路線 
運行実績を検証
し必要に応じて

見直し 

支線路線 18 路線 － 

支線路線から予

約応答型乗合交
通へ転換 

自主路線  ２路線 ２路線 

民間路線バス事

業者の自主採算
路線として維持 

循環路線  ２路線 ５路線 
４つの中心市街
地の循環路線の
整備充実 

計 28 路線 13 路線  

予約応答型

乗 合 交 通 
２エリア 

市全域

へ拡大 
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②花巻市公共交通基本計画（花巻市公共交通総合連携計画）               

（策定：平成 20年３月 計画期間：平成 20年度～27年度） 

花巻市公共交通基本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19年法律第 59

号)の第５条の規定による地域公共交通総合連携計画として位置付けされており、「市民」、「事業

者」、「市」の連携による地域に適した実現性、実効性、持続性のある公共交通ネットワークの構

築を目指す「基本計画」(平成 20年度～平成 27年度)として策定しました。 

平成 19 年度の花巻市総合計画基本構想におけるまちづくりの基本理念である「強くて優しい

まちづくり」の中における公共交通の役割を踏まえ、目標として 
 

「公共交通を必要とする市民等にとって、 

快適で便利な公共交通サービスを実現し、 

これを持続可能な形で確保する」 
 

と掲げています。 

 

１）３つの視点と５つの基本方針 

 

花巻市公共交通基本計画では「誰のために」「何を」「どのように」の考え方で３つの

視点に立ち、５つの基本方針を掲げ、基本方針を相互に連携させることが必要であると

しています。 

 

視点１（交通確保）高齢者や児童・生徒など移動手段を持たない人の生活交通の確保 

 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

・高齢者等の足の確保、通学者の足の確保、観光の足の確保 等 

 

視点２（快適・便利）利用しやすい公共交通サービスの整備 

 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

・予約応答型乗合交通の導入、急行便の導入、フリー乗降の拡大 等 

 

視点３（効率性・持続性）効率的で持続可能な公共交通システムの導入 

 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

・低床車両や小型車両の導入、バスを待つ環境の整備や案内表示の改善 等 

 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

・便数の集約化、一般住民のスクールバス利用拡大 等 

 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 

・市民、行政、事業者の協働による公共交通維持の仕組みづくり、公共交通の利

用促進における市民参画の推進 等 
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２）公共交通に関する事業基本計画 

 

花巻市公共交通基本計画を実現していくために、国、県などの補助事業を活用しなが

ら事業者や関係機関と連携しながら実施してくとしています。また、具体の事業として

以下の事業を挙げています。 

 

・公共交通網の確保 

⇒病院連絡バスの試験運行 

⇒ふくろう号のルート変更による試験運行 

 

・便利なサービス内容の提供 

・公共交通利用促進策の継続的な推進 

⇒予約応答型乗合交通の試験運行及び車両購入 

⇒ふくろう号バス車両購入 

⇒バスマップ、時刻表の作成 

⇒バス案内表示の更新 

 

 

③花巻市公共交通中期実施計画                            

（策定：平成 23年３月 計画期間：平成 23度年～25年度 ※後期実施計画は未策定） 

花巻市公共交通基本計画に定められた基本的な施策を具体化するため、施策の目標達成に必要

な主要事業を示し、公共交通を必要とする市民にとって、快適で便利な公共交通サービスを実現

し、これを持続的な形で確保することを目的としています。 

 

１）５つの基本方針 

 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

高齢者の足の確保：民間路線バスの維持、自主運行バスの効率化、高次医療を支

える公共交通の確保、公共交通空白地域等の解消 

通学者の足の確保：小・中学生の足の確保、高校生・大学生の足の確保 

観光客の足の確保：観光バス、交通拠点からの二次交通、観光拠点へのアクセス 

 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 
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２）地域別実施計画 

 

５つの基本方針、実施計画に基づいて４地域ごとの固有の課題について再整理し、地

域別実施計画として以下の通りに定めています。 

花
巻
地
域 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

民間路線バスの維持、市街地循環バスふくろう号の運行、大迫・花巻地域間連絡バスの

運行、高次医療を支える公共交通の確保（県立中部病院への民間バスの乗り入れ 等）、

交通空白地域改良に向けた取り組み、通学者の足の確保、観光客の足の確保（観光バス

や送迎バスの運行継続や補助） 等 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

フリー乗降区間の拡大、ふくろう号と路線バスの結節点の整備 等 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

分かりやすいバス運行情報の提供、利用状況の情報公開によるマイバス意識の向上 等 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

利用実態調査に基づく便数の集約化（平均乗車人数が２人未満の便について小中高校生

に配慮した上での集約 等） 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 

各事業者の利用促進事業との協働、バス待ち環境の整備・維持のためのコミュニティ会

議等との連携、市民、行政、事業所が一体となった公共交通維持の運動 

大
迫
地
域 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

民間路線バスの維持（児童生徒に配慮した他ダイヤ改善 等）、大迫・花巻地域間連絡

バスの運行、高次医療を支える公共交通の確保、交通空白地域改良に向けた取り組み、

通学者や観光客の足の確保 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

路線の見直し等による走行時間の短縮、フリー乗降区間の拡大 等 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

分かりやすいバス運行情報の提供、利用状況の情報公開によるマイバス意識の向上 等 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

利用実態調査に基づく便数の集約化 等 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 

各事業者の利用促進事業との協働、バス待ち環境の整備・維持のためのコミュニティ会

議等との連携、市民、行政、事業所が一体となった公共交通維持の運動 

石
鳥
谷
地
域 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

民間路線バスの維持、自主運行バスの効率化、高次医療を支える公共交通の確保、交通

空白地域改良に向けた取り組み、通学者の足の確保、観光客の足の確保 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

予約乗合タクシーの本格運行と必要に応じた見直し 等 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

予約乗合タクシーのＰＲ、分かりやすいバス運行情報の提供、利用状況の情報公開によ

るマイバス意識の向上 等 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

利用実態調査に基づく便数の集約化 等 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 

各事業者の利用促進事業との協働、バス待ち環境の整備・維持のためのコミュニティ会

議等との連携、市民、行政、事業所が一体となった公共交通維持の運動 
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東
和
地
域 

基本方針１：全市的な視点に立った公共交通の路線網の確保 

民間路線バスの維持、自主運行バスの効率化、高次医療を支える公共交通の確保、交通

空白地域改良に向けた取り組み、通学者の足の確保、観光客の足の確保 

基本方針２：利用者にとって便利なサービス内容の提供 

フリー乗降区間やバス停の見直しによる走行時間の短縮 等 

基本方針３：公共交通利用促進策の継続的な推進 

分かりやすいバス運行情報の提供、利用状況の情報公開によるマイバス意識の向上 等 

基本方針４：地域特性に応じた効率的で持続的な運行運営方法の選択 

利用実態調査に基づく便数の集約化 等 

基本方針５：参画と協働による公共交通の維持と利便性向上への取組み 

各事業者の利用促進事業との協働、バス待ち環境の整備・維持のためのコミュニティ会

議等との連携、市民、行政、事業所が一体となった公共交通維持の運動 

 

④第２次花巻市環境基本計画                          

（策定：平成 28年 3月 計画期間：平成 28年度～35年度） 

花巻市は、平成 18 年に１市３町が合併し新たな花巻市となったことを受けて、花巻市環境基

本条例第３条および８条に基づき、第１次となる花巻市環境基本計画を平成 19 年 3 月に策定し

ています。第１次計画の期間中（平成 20年度～27年度）の平成 23年 3月には東日本大震災が発

生し、自然の驚異や非常時のエネルギー対策等についての大切さを再認識することになりました。 

上位計画である「花巻市まちづくり総合計画」を環境の面から推進するとともに、花巻市の環

境を総合的な視点でとらえ、多様で豊かな自然環境を守りながら、花巻市が抱えるさまざまな環

境問題に市民・事業者・市が協働で取り組むことで私たちが安心して心豊かに暮らすことができ

るまちを次世代へつないでいくために、望ましい環境像として 

 

「豊かな自然とやすらぎある暮らしを次世代に」 
 

と設定しています。 

 

１）施策の方向 

 

望ましい環境像の実現のために、５つのテーマごとに基本目標を設定しています。ま

た、基本目標を達成するための共通事項として「環境学習・情報発信」を位置づけてい

ます。 

 

施策の方向１：「もったいない」で暮らしを見直す（ごみ減量・資源化） 

⇒家庭のごみの減量と循環の仕組みづくり、事業ごみ減量の推進、不法投棄をゆ

るさない、啓発活動 

 

施策の方向２：省エネルギー型の暮らしに転換する（温暖化対策） 

⇒二酸化炭素の排出抑制、再生可能エネルギーの導入推進 
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施策の方向３：自然を守り、自然と共に暮らす（自然環境） 

⇒里地・里山の保全、すぐれた自然環境と市全体の生物多様性の保全、自然との

触れあいの推進 

 

施策の方向４：きれいな環境で安心な暮らしを守る（生活環境） 

⇒大気環境の保全、水環境の保全、騒音・振動対策、悪臭防止対策、化学物質対

策、放射性物質対策 

 

施策の方向５：暮らしに安らぎを与える（環境美化） 

⇒花いっぱい運動、地域にあった景観の保全、きれいなまちづくり 

 

共通事項：環境学習・情報発信 

⇒環境学習の推進、環境情報の発信 

 

２）公共交通に関する事項 

 

1-2 省エネルギー型の暮らしに転換する 

⇒地域のニーズに合わせた公共交通機関の充実を図るとともに、利用促進を呼び

かけます 

⇒低公害車（クリーンエネルギーの自動車）の積極的な導入を推進します 

 

⑤花巻市過疎地域自立促進計画                           

（策定：平成 28年 3月 計画期間：平成 28年度～32年度） 

本計画は、平成 18 年１月に合併する以前から、過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項の規定

に基づき過疎地域であった大迫町及び東和町について、合併後も同法第 33 条第２項の規定により、

過疎地域とみなされることを受けて、各地区の現状を把握した上で、分野ごとに問題点と対策及び事

業計画を策定し、自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正などの目標に取り

組むための計画です。 

 

１）地域の自立促進の基本方針及び施策 

 

近年、私たちを取り巻く社会経済環境は、めまぐるしく変化しており、人口減少・少

子高齢化が進み、先行きの見えない将来への不安が高まっています。 

一方で、国と地方の関係は、地方分権改革の推進により、役割分担が明確化され、国

が地方に優越する上下の関係から対等の立場で対話のできる新たなパートナーシップの

関係へと転換し、今、地方は、分権型社会に対応する自立した自治体の確立を求められ

ています。 

これらの課題に対応しながら、地域の特色を活かしたまちづくりを推進していきます。 

 

    ア 本市の将来像 
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本市は、豊かな自然、歴史的・文化的遺産、恵まれた交通条件、優れた産業技術など豊富

な地域資源を有しており、このすばらしい資源を最大限に活用し、市民が心豊かで生き生き

と暮らすことができ、市民パワーを一つに結集し協働するまちづくりを目指すため、将来像

を 

 

「市民パワーをひとつに歴史と文化で拓く 

笑顔の花咲く温
あった

か都市
ま ち

 イーハトーブ花巻」 

 

と設定しています。 

 

    イ まちづくり分野の目指す姿 

     ①「しごと」分野 

       仕事いっぱい、雇用がいっぱい、活力に満ちたまち 

     ②「暮らし」分野 

       自然豊かな地域でともに支え、誰もが安心していきいきと快適に暮らすまち 

     ③「人づくり」分野 

       郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち 

     ④「地域づくり」分野 

       すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれる自立したまち 

     ⑤「行政経営」分野 

       市民目線で経営する強くて優しいまち 

 

ウ 将来像及びまちづくり分野ごとの目指す姿の実現に向けた施策 

⇒産業の振興 

⇒交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

⇒生活環境の整備 

⇒高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

⇒医療の確保 

⇒教育の振興 

⇒地域文化の振興等 

⇒集落の整備 

 

２）公共交通に関する事項 

 

産業の振興－キ 観光・レクリエーション 

⇒周辺観光地、関係機関等との連携強化による広域観光ルート・二次交通の整備充

実 
 

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進－イ 交通確保対策 

⇒効率的かつ持続可能な公共交通体系の構築及び運行 
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⇒民間路線バス維持のための運行支援 

 
 

【過疎地域特別支援事業】 

公共施設連絡バス運行事業（大迫地区） 

⇒交通空白区間となっている公共施設間に連絡バスを運行し、地域住民の交通

手段の確保を図る 

予約乗合タクシー運行事業（大迫・東和地区） 

⇒効率的で、利便性の高い公共交通として、従来の定時定路線型の路線バスに

代えて、予約応答型の乗合タクシーを運行する 

市営バス運行事業（東和地区） 

⇒ 民間路線バスの撤退を受け、市町村有償運送を行い、地域住民の交通手段

の確保を図る 

大迫・花巻地域間連絡バス運行事業 

⇒大迫地域から市街地への通院、買い物、通勤、通学者に対する交通手段を確

保するため、地域間連絡バスを運行する  

広域生活路線等運行対策事業（大迫地区） 

⇒利用者の減少等により不採算路線となっている路線で、一定の補助要件を満

たす路線について、路線維持のための赤字額に対し補助を行い、地域住民の

交通手段の確保を図る 

 

医療の確保 

【過疎地域自立促進特別事業】 

県立中部病院連絡バス運行事業（大迫地区） 

⇒平成 21 年度に移転統合した県立中部病院への直通連絡バスを運行し、受診

機会の確保及び時間的負担の軽減を図る  
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３ 花巻市立地適正化計画との連携                        

序章で述べたように、本計画と立地適正化計画は強い関連性を持っていることから、本計画の

策定にあたっては、都市全域について様々な面から見渡し、総合的に検討する立地適正化計画と

の連携が不可欠であり、特に基本的な方針や重要施策については一体的な検討が必要となります。

それぞれの施策が連動して実施されることにより、より高い相乗効果と両計画の好循環が期待さ

れます。 

 

○立地適正化計画の概要（策定：平成 28年 6月 計画期間：平成 28年度～47年度） 

１）策定の目的 

  花巻市の人口は、昭和 50年以降、少子高齢化が進み、人口は平成 12年をピークに減少に

転じています。市内の人口が減少する中、これまで拡大してきた市街地の低密度化が進んで

います。また、近年では商業施設等の郊外立地が進み、既成市街地の空洞化が顕著になって

きています。 

  このような背景を踏まえ、公共交通による都市機能集積地の連携強化を行うコンパクトシ

ティ・プラス・ネットワークの都市構造を構築し、既成市街地の人口密度を保ちつつ、誰も

が安心でき健康で快適に暮らせる持続可能な都市の形成の実現に向けて具体的に推進する

ため「立地適正化計画」を策定しました。 

 

２）まちづくりの基本的な方針 

（１）都市の将来像 

本市においては人口減少、少子高齢化が進行しており、人口の呼び戻し等による定住人

口や若い世代の人口の維持、増加する高齢者人口への対応など、地域・民間事業者・行政

に余力がある現時点で早急かつ迅速な対応が必要となっています。 

花巻市まちづくり総合計画長期ビジョンが描く将来都市像『市民パワーをひとつに 歴

史と文化で拓く 笑顔の温
あった

か都市
ま ち

 イーハトーブはなまき』のもと、立地適正化計画では、

以下に都市の将来像を定め、課題の解決に取り組んでいきます。 

 

《都市の将来像》 

『「高齢者・大人」と「若者・子ども」が生活圏を共有する「まち」』 

 

（２）都市づくり目標 

花巻市都市計画マスタープラン（平成 22 年３月）においては、都市の将来像を『活力

と交流を創造する 快適なまち はなまき』と定め、市町合併による広い範囲の市域に既成

市街地や交通結節点、工業・観光などの都市機能が分散している本市の特性を踏まえ、３

つの目標の達成に向け、利便性・快適性の高い都市を構築し、隣接する都市圏の連結部と

しての機能強化を図りながら、活力があり、持続的に成長する都市づくりの実現を目指す

こととしています。 

本計画は、都市計画マスタープランで掲げているまちづくりの目標と同一の方向を目指

し、実行・実現していくための計画であることから、都市計画マスタープランにおいて掲
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げている目標を継承しつつ、「まちなか」のにぎわい創出、人口密度の維持、生活サービ

ス施設の適正な配置及び公共交通の充実に向けた都市づくり目標を追加します。 

 

➤様々な人が集える賑わいある都市づくり（追加） 

○「まちなか」は居住・商業・業務の場だけでなく、働く場でもあることから、空き家、空

き店舗を活用したリノベーション事業などを展開し、まちなかでの賑わいや魅力、若者・

子どもから高齢者・大人の交流・ふれあいの場を創出し、賑わいのある都市づくりを目指

します。 

○交通利便性の高いまちなかへ医療施設の移転や介護・福祉施設を集積し、市民が安心して

暮らせる都市づくりを目指します。 

 

   ➤暮らしやすいコンパクトなまちづくり 

   ○無秩序な市街地の拡大を抑制するとともに、すでに基盤が整った既成市街地への定住人口

の誘導を図り、身近なところで生活に必要なサービスを享受できる都市機能が充実した、

効率的で利便性の高いコンパクトな都市づくりを目指します。（継承） 

○生活に必要な商業・医療・福祉・子育て支援などの生活サービス施設は、一定の利用圏域

人口により支えられているため、人口密度の高い地域や利用者が集まる駅を中心としたエ

リアへ立地を誘導します。（追加） 

○生活交通を維持し、増加する高齢者に対応するため、拠点を結ぶ利便性の高い交通体系の

再編等により、効率的で持続可能な公共交通システムの導入を目指します。（追加） 

 

➤安心して住み続けられる都市づくり 

 ○教育、福祉、情報、就労など生活に必要な機能・施設にアクセスしやすく、また、市内外

との交流が盛んな都市を形成するため、交通環境を充実しながら、各種機能の分担と連携

による地域間のネットワーク化を図り、そして施設整備やライフスタイルなどにおいて環

境への配慮を進め、自然環境と調和した安心して住み続けられる都市づくりを目指します。

（継承） 

○人が賑わう駅を中心とした地域に「まちなか」の居住を支える生活サービス施設、医療・

介護施設の充実、維持及び集約を図るとともに、花巻市の将来を担う若者・子育て世代が

「住みたい」「住み続けたい」と思える環境づくりを目指します。（追加） 

 

 ➤花巻らしさの継承による活力ある都市づくり 

 ○花巻らしい景観を形成する早池峰山、北上川などの自然環境、温泉地、市街地郊外に広が

る田園風景、まちなかの緑、歴史文化・伝統芸能など、未来へと受け継ぐべき資産の保全

を図り、住む人が誇りに思い、訪れる人を魅了する交流の盛んな活力ある都市づくりを目

指します。（継承） 

○まちなかの歴史・文化資源を活用するとともに、市内外の観光地との連携により市交流人

口の増加による活力と賑わいのある都市づくりを目指します。（追加） 
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３）将来都市構造 

（１）将来都市構造の考え方 

１市３町の合併による広大な市域（90,832ha）を有する本市では、10 万人の市民が広

がって居住しているとともに、既成市街地や交通結節点、工業・観光など、旧行政単位

に都市機能が集積しています。 

本市のこの特徴を踏まえ、効率的な土地利用を展開し、都市機能の適切な誘導を図る

ため、都市計画マスタープランにおいて位置づけられている総合サービス拠点について

は、商業・公共施設などの立地状況や人口密度等を踏まえ、拠点の位置づけに応じて担

うべき機能・役割を明確にし、持続可能な都市及び拠点づくりに向け、居住と都市機能

の維持・再編に向けた誘導を図っていきます。 

交通利便性が高く、様々な都市機能が介在している花巻駅周辺は、新たな医療機能や

文化交流機能などを付加し、人口減少や高齢化の進行に対応した都市機能が集約した市

街地として、花巻のにぎわい・活力を生み出す拠点、本市の中心的役割を担う地域とし

ての市街地の形成を目指していきます。 

石鳥谷駅周辺は、地域生活を支える総合的な都市機能の充実を図り、花巻駅周辺の中

心生活拠点を補完する地域拠点の形成を目指します。 

大迫交流活性化センター周辺や土沢駅周辺においては、既存商店街などの生活サービ

スが集積する地区などを中心に、商業施設や生活サービス施設などの存続により、地域

の日常生活やコミュニティ活動の場となる生活拠点の維持・継続を目指します。 

中心拠点や地域拠点、生活拠点（地域の拠点）と既存集落を公共交通などでネットワ

ークし、これら拠点に行きやすい交通環境を整えることで、自立可能な生活圏の実現を

目指します。 

 

（２）将来都市構造の設定 

将来都市構造の考え方を踏まえ、中心拠点や地域拠点などの拠点間を結ぶ交通ネット

ワークなどの軸を以下のように定めます。 

 

■ 拠点：花巻市の活力を育み、地域生活づくりを支える地域 

【中心拠点 ： 花巻駅周辺】 

○中心市街地活性化に向けたまちづくりを進めている花巻駅周辺市街地は、交通利便性を

活かし、商業・業務・文化・交流・居住機能などが複合し、地域、世代を超えて市民が

集い、交流の中から、花巻の文化、活力を育む拠点の形成を目指します。 

○市民をはじめ高齢者が公共交通によりアクセスができるよう、公共交通によるネットワ

ーク化を図り、利便性の高い拠点周辺に居住を誘導していきます。 

 

【地域拠点 ： 石鳥谷駅周辺】 

○石鳥谷駅周辺は、中心拠点を補完する拠点と位置づけ、大迫地域の拠点とも連携し、商

業・業務機能など総合的な都市機能の充実や拡充により、中心拠点との地域相互の生

活・交流を補完する拠点の形成を目指します。 

○中心拠点同様、高齢者が公共交通によりアクセスができるよう、公共交通によるネット
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ワーク化を図り、利便性の高い駅周辺に居住を誘導していきます。 

 

【生活拠点 （地域の拠点）： 大迫交流活性化センター周辺、土沢駅周辺】 

○中心拠点や地域拠点のほか、大迫交流活性化センター周辺や土沢駅周辺においては、周

辺に散在する集落等を含め、日常生活に必要な生活サービス機能やコミュニティ交流機

能が充実した生活拠点の形成を目指します。 

○生活拠点では、生活サービス機能を充実させるとともに、公共交通によるネットワーク

化により、生活拠点（地域の拠点）や中心拠点及び地域拠点との連携を強化させ、市民

の生活環境の向上を目指します。 

 

【観光レクリエーション拠点 ： 葛丸ダム、早池峰ダム、田瀬ダム、台・花巻温泉、広域公

園、花巻南温泉、スポーツキャンプむら、高村山荘、胡四王山、戸塚森林公園】 

○本市を代表する観光地や景勝地として、自然環境や歴史的・文化的景観を形成し、交流

人口増や市民の余暇の充実のため、訪れやすい、利用しやすい環境整備を目指します。 

 

【工業・流通拠点：花巻第一・二工業団地、花巻流通業務団地、花巻機械金属工業団地】 

○県南の産業集積の一翼を担い、地域経済を牽引する拠点として、利便性が高く活発な経

済活動が営まれる工業・流通拠点の形成を目指します。 

 

■ 軸：連携と交流を創造する交通網 

【国土連携軸：東北縦貫自動車道、東北横断自動車道、東北新幹線、東北本線、国道４号、

県道山の神西宮野目線】 

○広域的な産業活動や人的交流を支える国土の骨格となる交通軸 

 

【都市連携軸：国道 283号、国道 396号、国道 456号、（主）花巻北上線、（主）花巻大曲線、

（主）盛岡和賀線、（主）花巻衣川線】 

○盛岡都市圏や県南都市圏などとの都市間交通を支え、都市機能連携の基盤となる交通軸 

 

【地域連携軸：県道石鳥谷大迫線、県道羽黒堂二枚橋線、県道花巻田瀬線】 

○中心拠点や地域拠点、生活拠点（地域の拠点）を結ぶ幹線道路の交通の円滑化などを図

り、各サービス拠点が有する都市機能の連携促進を支える交通軸 

 

【拠点連携軸：（主）盛岡大迫東和線、県道花巻田瀬線、県道下宮守田瀬線】 

○中心拠点や地域拠点、生活拠点、観光レクリエーション拠点を主要な公共交通でアクセ

スする交通軸 
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４）地域の拠点に係る各種計画の反映（公共交通関連） 

立地適正化計画では、「拠点と拠点」「拠点と集落」を繋ぐ公共交通のネットワークの充

実が重要となっています。 

このため、公共交通計画の見直しを行い、地域間（中心拠点と地域拠点、地域拠点と生

活拠点）では路線バス、中心市街地（中心拠点、地域拠点）では循環バス、集落と地域拠

点との間は予約応答型交通など、利用実態や需要を把握しながら公共交通の充実を図って

いきます。 

図 公共交通による地域拠点の形成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 立地適正化計画と地域公共交通網形成計画との連携イメージ 

 


