
花巻市地域公共交通網形成計画

概要版

Ⅰ.序章 計画の目的 （本編P1）

本市では、市民の安心・快適な生活をサポートする公共交通網を形成・維持していくこ

と、さらにそれが本市を訪れる観光客にとっても利便性の高いものとなることをめざして、

「花巻市地域公共交通網形成計画」を策定します。
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Ⅰ 序章（本編P1～P2）

計画の目的、計画の位置づけ

Ⅱ 花巻市の地域特性の把握（本編P3～P59）

市・公共交通の概況、路線バス等の運行概要等

Ⅲ まちづくりの方向（本編P60～P84）

上位・関連計画、立地適正化計画との連携

Ⅳ 現状の移動実態とニーズの把握（本編P85～P117）

アンケート、移動実態調査等

Ⅴ 地域公共交通に係る問題、課題（本編P118～P131）

地域ごとの課題、方策

Ⅵ 花巻市地域公共交通網形成計画（本編P132～P148）

・将来像

・地域公共交通網の形成に関する基本方針
・計画の対象区域
・計画期間
・目標及び指標
・事業及び実施主体
・達成状況の評価

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第５条第２項に規定する計画に定める事項

計画の構成

平成29年6月15日策定



日常生活に必要な
公共交通網の維持・形成

コンパクトシティの実現
持続可能な都市経営

Ⅰ.序章 計画の位置付け （本編P2）

花巻市都市計画マスタープラン
花巻市立地適正化

計画

花巻都市計画区域マスタープラン

花巻市まちづくり総合計画
（長期ビジョン・第２期中期プラン）

交通政策基本法

花巻市公共交通基本計画
（花巻市公共交通総合連携計画）

花巻市公共交通計画

岩手県

花巻市

上位計画 理念

踏襲

踏襲花巻市地域公共
交通網形成計画

市街地の低密度化・財政制約
少子高齢化進行 など

コンパクトシティ
プラス

ネットワーク
居住機能 医療

このままでは生活サービス水準の維持が難しい

子育て福祉

買い物 道路や橋、公共建物など
社会資本の老朽化など

・人口減少による低密度化

・輸送コストの増加

・運転手不足など事業者の経営環境悪化

・自家用車主体の生活

・高齢化による公共交通への需要増加

・観光客の利便性、観光資源の活用

拠点形成、維持への寄与

拠点周辺の集落の維持

交通幹線軸の維持

必要な公共交通の確保
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Ⅱ.花巻市の地域特性の把握① ～市の概況～ （本編P3～Ｐ15）

○人口の低密度化による１人当たり輸
送コストの増加

○定時定路型による支線路線の維持
が困難

○高齢化の進展による移動制約者の
増加

○人口減少などによる財政基盤の弱
体化

○中心市街地における賑わいの低下

○交通不便地域の拡大

■花巻市の人口推計

■平成27年度人口密度

■公共交通サービスへの支出額

■現状における問題
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資料：花巻市人口ビジョン

資料：H27国勢調査



Ⅱ.花巻市の地域特性の把握② ～公共交通の概況～ （本編P16～Ｐ59）

■現況の交通網

H28 路　線　名　等

幹線路線 5路線
石鳥谷線、土沢線、成田線、大迫石鳥谷線、大迫花巻線

※対象路線名を赤字で表記

循環路線 2路線 市街地循環バス「ふくろう号」、大迫公共施設循環バス

主要観光路線 2路線
花巻温泉線、湯口線

※対象路線名を青字で表記

支線路線 18路線
市営バス５路線、大迫５路線、大迫紫波中央駅線、太田線、花巻北高線、栃

内線、高木団地線、教育センター線、天下田団地線、湯口路線型デマンド

計 27路線 －

予約乗合バス

運行地域
２地域 石鳥谷地域、東和地域

※本表においては、湯口地区予約乗合タクシー（路線型）は支線路線として整理している。 4



■立地適正化計画における将来都市構造

■立地適正化計画と公共交通網形成計画の連携

Ⅲ.まちづくりの方向 （本編P60～Ｐ84）
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Ⅳ.現状の移動実態とニーズの把握① （本編Ｐ85～Ｐ117）

２ 調査・分析結果
○通勤・通学

花巻地域及び大迫地域では、地域内移動が多く、それぞれ78.0％、62.1％を占めている。東和地域では、花巻地域
への移動が多く、46.9％を占めている。

○通院・通所
花巻地域では、地域内移動が89.0％を占めている。大迫地域、石鳥谷地域及び東和地域の3地域では、地域内移動
が約半数を占めており、次いで、花巻地域への移動が多くなっている。

○買い物
花巻地域では、地域内移動が94.2％を占めている。大迫地域、石鳥谷地域及び東和地域の3地域においても地域内
移動が約７割を占めており、通勤・通学、通院・通所に比べて地域外移動が少なくなっている。

○移動時間
出発時間は、通勤・通学では7時台、通院・通所では8～9時台、買い物では9時台と13時台がピークとなっている。
帰宅時間は、通勤・通学では17時台、通院・通所では11時台がピークで、買い物では分散傾向にある。

○目的別外出頻度
・通院・通所を目的とした外出では、いずれの地域においても月に数日以下という方が最も多く、市内全体では

66.6％を占めている。次いで、週に１～２日という方が多く、市内全体で13.9％を占めている。
・買い物を目的とした外出では、地域ごとの差異はあるものの、市内全体では、週に１～２日という方が最も多く

33.9％を占めている。次いで、週に３～５日という方が多く、市内全体で27.3％を占めている。
○移動手段
移動にあたって公共交通（バス、予約応答型乗合交通、鉄道）を利用している方の割合は、通勤・通学では東和地
域が最も多く24.1％、通院・通所及び買い物では大迫地域が最も多く、それぞれ35.0％、18.6％となっている。
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１ 調査方法
① 外出・移動に関するアンケート（Ｈ27.11月実施） 対象：65歳以上の市民及びその家族
② 乗降調査（Ｈ27.12月実施） 対象：路線バス利用者（各路線等に乗車しての実地調査）
③ 利用者意向調査（Ｈ27.12月実施） 対象：路線バス利用者（各路線等に乗車しての実地調査）
④ 来訪者移動実態調査（Ｈ28.1月実施） 対象：市外からの来訪者（駅及び空港での実地調査）



Ⅳ.現状の移動実態とニーズの把握② （本編Ｐ85～Ｐ117）
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○公共交通を利用しない、できない理由
・バスの利用においては、「自家用車を利用している」がいずれの地域においても最も多く、約3割を占めている。
次いで、「利用したい時間に便がない」「利用したいバス路線がない」「バス停が遠い」等の割合が高くなって
いる。

・予約応答型乗合交通の利用においては、バス同様、「自家用車を利用している」がいずれの地域においても最も
多く、約4割を占めている。次いで、「乗りたい曜日に利用できない」の割合が高くなっており、「登録や予約の
システムがわからない、難しい」「前日までの予約が不便」との意見もある。

○乗降実態等
【市内在住者】
・花巻市中心部は、中心部以外からの路線バス乗り入れの集中箇所になっており、特に花巻駅前、イトーヨーカ
ドーがターミナル的な役割を果たしている。

・花巻市中心部から北上市内へのバス利用が多くなっていて、中部病院までの利用についても、花巻中心部からの
乗車が主になっている。

・乗降バス停別の利用目的を見てみると、鉄道駅では通勤・通学目的の利用者が多いなど、各施設の性質を反映し
た結果となったが、花巻温泉では、観光目的の利用客の割合が１割程度にとどまっている。
【市外からの来訪者】
・市外からの来訪者の目的地は、花巻温泉が最も多く16.5％で、その他の温泉施設を含めると37.7％にのぼる。
・来訪者からの公共交通に関する改善要望については、「乗り継ぎが不便」「運行本数が少ない」「路線が少な
い」との意見が多い。一方で、始・終発の時間や運賃に対する改善の要望はわずかであった。

（見えてくる全体課題）
⇒各地域拠点及び生活拠点内の移動手段の確保が必要
⇒各拠点間を結ぶ幹線の維持と中心拠点内の利便性の向上が必要
⇒予約応答型乗合交通の利便性の向上と利用促進策が必要
⇒交通結節点となる乗り継ぎ拠点等の改善が必要



Ⅳ.地域公共交通に係る問題、課題① ～花巻地域～ （本編P118～Ｐ121）
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○中心部を含め高齢者のみの

世帯が多い

○支線路線のバスは利用者が

少なく、運行維持が難しい

○公共交通サービス圏域外に

も住宅が広く点在している

○市街地と主要な観光地（温

泉地）を結ぶ民間バス路線

があるものの、利用する来

訪者は多くない。
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Ⅳ.地域公共交通に係る問題、課題② ～大迫地域～ （本編P122～Ｐ124）
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Ⅳ.地域公共交通に係る問題、課題③ ～石鳥谷地域～ （本編P125～Ｐ127）

〇予約応答型乗合交通の利用者満足

度は他地域に比べて高いが、利用

者数は減少傾向にある

〇予約応答型乗合交通の当日予約対

応が始まり利便性が向上している

○予約応答型乗合交通の運行日が週

２日から週３日に増え、運行時間

も拡大し、利便性が向上している

□地域拠点を形成・維持するた

めの幹線路線の維持

□住民にとってより利便性の高

い予約応答型乗合交通の実現

向けた随時見直し

□予約応答型乗合交通の利用者

拡大のための認知度向上やＰ

Ｒ策の検討

□幹線路線（石鳥谷線、大迫石鳥谷線）

の運行・維持

□予約応答型乗合交通の利便性向上に向け

た随時見直し

□予約応答型乗合交通の利用者拡大のた

めの利用促進策・認知度向上策の実施

□快適性の向上を図る交通結節点整備の

検討
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Ⅳ.地域公共交通に係る問題、課題④ ～東和地域～ （本編P128～Ｐ131）

□幹線路線（土沢線）の運行・維持
□市営バスの運行見直しによる公共交通

経費の抑制
□予約応答型乗合交通の当日予約に対応
したシステムの導入及び運行時間の拡
大による利便性向上

□予約応答型乗合交通の利用者拡大のた
めの利用促進策・認知度向上策の実施

□快適性の向上を図る交通結節点整備の
検討



Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成計画① （本編P132～Ｐ133）

公共交通を必要とする市民にとって、利用しやすく、

また地域ごとの特性に適した公共交通サービスが提供されています

■基本方針

１ まちづくりと連携した公共交通網の確保

２ 効率的かつ持続可能な交通手段への転換と交通不便地域の解消

３ 市民や来訪者の快適な移動をサポートする乗り継ぎに配慮した公共交通網の形成

４ わかりやすい情報発信と利用促進

■計画区域 ■計画期間

■めざすべき将来像

花巻市全域 平成29年度から平成35年度まで
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■事業項目 ２

■事業項目 １ 地域間をつなぐ幹線路線の維持

○花巻地域、大迫地域、石鳥谷地域、東和地域間を結ぶ地域連絡幹線として、また、隣接する北上市中
心部へ乗り入れる広域連絡幹線として、国・県・市の運行費補助を活用しながら路線を維持します。

○対象路線
石鳥谷線、土沢線、成田線、大迫石鳥谷線、大迫花巻線

市街地循環バス「ふくろう号」の充実

円滑な乗り継ぎによる他の公共交通との相互利用
を促進するとともに、さらなる利便性向上を図るた
め、運行ルートや運行便数等の見直しを行います。

中心市街地と主要観光地である花巻温泉郷を結ぶ
花巻温泉線、湯口線について、バス事業者と連携し
た利用促進により路線を維持します。

■事業項目 5

主要な観光地を結ぶ路線の維持

成田線

（実施期間：Ｈ29～Ｈ35）

（実施期間：Ｈ30～Ｈ35）

（実施期間：Ｈ29～Ｈ35）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成計画② ～路線バスに関する事業～
（本編P138～Ｐ139、Ｐ142）



■事業項目 ４ 予約応答型乗合交通の拡大

○大迫地域（東部、西部）については、民間
バス路線（支線）５路線、西南地域につい
ては、栃内線の廃止が見込まれることから
事業者と協議のうえで、順次、予約応答型
乗合交通への転換を実施します。

○矢沢地域、宮野目地域、湯本地域、湯口地
域については、事業者によるバス路線（支
線）の維持が困難になった場合に、順次、
予約応答型乗合交通への転換を検討します。

■事業項目 ３ 予約応答型乗合交通の改善

○石鳥谷地域及び東和地域で運行している予約応答型乗合交通について、利便性の向上を図るため、
当日予約に対応したシステムを導入します。

○運行曜日や便数等、運行内容の見直しを行います。

（実施期間：Ｈ29※石鳥谷地域は先行導入）

（実施期間：Ｈ30～Ｈ35）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成計画③ ～予約応答型乗合交通に関する事業～
（本編P140～Ｐ141）



■事業項目 ６ 交通結節点の整備

○予約応答型乗合交通の導入エリア拡大の検討と併せて、路線バスと予
約応答型乗合交通との結節点となる乗り継ぎ拠点の設定を検討します。

○主要な乗り継ぎ拠点へのベンチ設置や、施設の空きスペース等を活用
した待合所の設置など、地域や民間事業者等との協働による待ち合い
環境の改善に取り組みます。

■事業項目 ７ わかりやすい情報発信と利用促進

○市広報紙のほかホームページ、ＦＭラジオ、
ＳＮＳ等を有効に活用し、公共交通に関する
各種情報を市内外に発信します。

○民間事業者や地域と協働で、市内観光情報等
とタイアップした親しみやすいバスマップ等
を作成・配布し、公共交通の利用促進を図り
ます。

●商業施設内に設置したバス待合スペース
事例：イオンモール盛岡

●主に来訪者に向けた親しみやすいバスマップ
事例：丸亀コミュニティバス

（実施期間：Ｈ30～Ｈ35）

（実施期間：Ｈ29～Ｈ35）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成計画④ ～快適な移動のサポートに関する事業～
（本編P143～Ｐ144）
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■指標及び達成目標

Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成計画⑤ （本編P134～Ｐ136）

基本

方針
指　標

現況

平成27年度

中間目標

平成31年度

最終目標

平成35年度

将来の幹線路線数 ５路線 ５路線 ５路線

幹線路線バスの利用者数 332,421人 332,000人 332,000人

公共交通に満足している市民の割合 43.0% 43.0% 50.0%

将来の市街地循環バス「ふくろう号」の運行便数 10便/日 20便/日 20便/日

市街地循環バス「ふくろう号」の利用者数 51,645人 65,000人 78,000人

予約応答型乗合交通の利用者数 10,132人 15,300人 27,800人

公共交通に満足している市民の割合（再掲） 43.0% 43.0% 50.0%

日常生活で公共交通を利用できる市民の割合 76.2% 76.2% 80.0%

将来の主要観光路線数 2路線 2路線 2路線

主要観光路線バスの利用者数 208,553人 208,000人 208,000人

公共交通に満足している市民の割合（再掲） 43.0% 43.0% 50.0%

日常生活で公共交通を利用できる市民の割合（再掲） 76.2% 76.2% 80.0%

公共交通に満足している市民の割合（再掲） 43.0% 43.0% 50.0%

市内の移動手段として公共交通を利用した観光客の割合 19.4% 19.4% 19.4%

①

②

③

④
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表 予約乗合バス導入及び路線バス等見直しスケジュール 

 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

順次導入が見込まれる地域

事業者による路線バス等の見直し
に合わせて導入を検討する地域

オペレーション

利用料金

順次廃止が見込まれる路線

予約乗合バスの導入を視野に事業者
による見直しが検討される路線

(路線バス等の維持が困難になった場合)

市街地循環バス「ふくろう号」

予約乗合バスの導入に関わらず
維持する路線

区分

予約乗合バス

路線バス等

①石鳥谷地域（河東・河西）※新システムへの移行 ２/１～（３台）

②東和地域（北部・南部）※新システムへの移行 10/１～（４台）

③大迫地域（東部･西部）10/１～（４台）

④西南地域 10/１～（２台）

市営バス５路線廃止（→スクール分は専用バスへ移行）

大迫５路線廃止

①１人

第１ふくろう号市街地循環バス「ふくろう号」（現行）

第２ふくろう号（増便）

料金統一

幹線路線：石鳥谷線（国県補助）

幹線路線：土沢線（国県補助）

幹線路線：大迫石鳥谷線（県市補助）

幹線路線：大迫花巻線（市単独補助）

幹線路線：成田線（県市補助）

主要観光路線：花巻温泉線（県交通独自採算路線）

主要観光路線：湯口線（県交通独自採算路線）

支線路線：太田線（県交通独自採算路線：花巻駅前⇔清風支援学校）

新規エリア導入に伴い段階的に人数増 ⇒ 最終：５～６人

栃内線廃止

太田線（花巻駅前⇔高村山荘）廃止

支線路線：花巻北高線（県交通独自採算路線）

大迫公共施設連絡バス廃止

大迫紫波中央駅線

矢沢地域（２台）、湯本地域（２台）、湯口地域（２台）、宮野目地域（２台）

②２人

③④３人

高木団地線（矢沢）、教育センター線（湯本）、
路線型デマンド（湯口）、天下田団地線（宮野目の一部）
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現在のバス路線網と将来(Ｈ35)のバス路線網 

 

 

現 在 

幹線路線、主要観光路線が維持され、支線が廃止された地域については、予約応答型乗合交通の運行

地域が拡大されている。 

将来(H35) 

H28

幹線路線 ５路線 ５路線
①石鳥谷線、②土沢線、③成田線、④大迫石鳥谷線、⑤大迫花巻線

※対象路線を赤字で表記

循環路線 ２路線 １路線
⑥市街地循環バス「ふくろう号」

（廃止想定路線：大迫公共施設連絡バス）

主要観光路線 ２路線 ２路線 ⑦花巻温泉線、⑧湯口線　※対象路線を青字で表記

支線路線 18路線 ２路線

⑨太田線（清風支援学校⇒花巻駅前）、⑩花巻北高線

（廃止想定ないし見直し後廃止される可能性のある路線：市営バス５路線、

大迫５路線、栃内線、大迫紫波中央駅線、高木団地線、教育センター線、

天下田団地線、湯口路線型デマンド）

計 27路線 10路線 　-

予約応答型乗合交通

運行区域
２地域 ８地域

①石鳥谷地域、②東和地域、③大迫地域、④西南地域、⑤矢沢地域、

⑥湯本地域、⑦湯口地域、⑧宮野目地域　※中央エリアを除く市域全域

※本表においては、湯口地区予約乗合タクシー（路線型）は支線路線として整理している

H35


