
１　実施概要

２　提出された意見の内容及び意見に対する市の考え方

№ 項目
計画素案
ページ

意見の内容 市の考え方
計画素案への反映状況
又は意見への対応状況

1

Ⅱ.花巻市の地域特性の把握
3 路線バス及び予約応答型乗合
交通の運行概要

P23 支線路線について、高齢化の進行や運行事業者の状況等、様々なことを見合わせなが
らの対応をするのと、「(仮ではありますが)毎月平日2回は、バス通勤しましょう」
との特例日をもうけて利用促進をはかるのも一つの手では？と考えます。

ご意見のとおり、本計画は、今後予想される高齢化の進行や運行事業者の状況も考慮
した計画としております。また、バス通勤に係る特例日の設定については、バス利用
促進策の一つとして有効な手段であると考えることから、今後の取り組みの参考とさ
せていただきます。

原案のとおり（今後の参
考）

2

Ⅱ．花巻市の地域特性の把握
3 路線バス及び予約応答型乗合
交通の運行概要

P29 「ふくろう号」について、路線情報のコース、運行便数については、ほぼ現状と変わ
りない対応で良いのでは？と考えます。
※この路線図でみると、市民内外の利用者さんの動き方がほぼ変わりない状態である
為

市街地循環バスふくろう号については、P136でお示ししているとおり、平成30年度後
半を目途に、運行ルートや運行便数等の見直しを行うこととしております。見直しに
当たっては、中心市街地の循環という現在の特性を基本に、さらに利便性を向上させ
ていきたいと考えております。

原案のとおり

3

Ⅱ.花巻市の地域特性の把握
3 路線バス及び予約応答型乗合
交通の運行概要

P38 太田線について、高村記念館のイベント誘客、又は、高齢化の進行による市民利便確
保もあり、バス路線本数は、減便せず対応が望ましいと考えられます。

太田線については、従来の花巻駅・清風支援学校間の便とは別に、花巻駅・高村山荘
間の便を平成27年10月から11月まで、平成28年4月から11月までの2回にわたり、1日4
便（2往復）で毎日運行する試験運行を実施したところであります。利用状況といた
しましては、運行期間中における1便あたりの利用者が1.37人と非常に少なく、乗り
合いが成立していない状況であったことから、平成29年度以降の新たな運行は行わな
いこととしたところであります。なお、従来の花巻駅・清風支援学校間の便について
は、今後も継続して運行していく計画としております。

原案のとおり

4

Ⅱ.花巻市の地域特性の把握
6 福祉事業としての公共交通
サービス

P59 福祉タクシー券、高齢福祉タクシー各券は、現行のままの対応が望ましいとされま
す。

福祉タクシー券、高齢福祉タクシー券の交付については、平成29年度も継続して実施
して参ります。

原案のとおり（意見と趣旨
が同一）

5

Ⅲ.まちづくりの方向
1 上位計画

P60 1-②  2)公共交通に関する事項について
Ⅲ-2の1点目と2点目は現行でのぞましいと思います。3点目は、利用者の利便性や状
態をよく注視しながら見直し対応されるべきと思います。

ご意見のとおり対応して参ります。 原案のとおり（意見と趣旨
が同一）

6

Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P136 ふくろう号の運行を拡充する計画があるとのことでしたが、ぜひ、運行してほしい区
間があります。花巻空港駅から宮野目小学校に向かう道を含む経路を、朝と夕方の時
間帯に作って欲しいです(小学校に8時前には確実に着くような時間帯)。
我が家は花巻空港駅近くにあり、一人息子がこの4月から宮野目小学校に入学する予
定です。小学校へは、大人の足で歩いても20分はかかります。集団登校があれば、何
とか子どもだけで登校できるのかなと思っていました。ところが、一向に近隣の方か
ら何も連絡がなく、心配した祖母がご近所に聞いて回ったところ、この辺りは子ども
が少なく、集団登校はしていないとのことでした。各家庭が車で送っていっていると
のことです。なお、現在まで、一向に地域の方から登校等に関する連絡はありませ
ん。
我が家は夫婦で仕事を持っており、母親はこの4月から盛岡に転勤、父親はこの4月に
盛岡から花巻に転勤なので、1年生のうちは何とかやっていけそうですが、2年生にな
る年度には、父親は県外への異動を示唆されており、母親は盛岡勤務が見込まれるこ
とから、子どもの送迎をする者がいません。このままでは、子どもは小学校に通うこ
とができません。
ここで、父親はかつて、現在の同じ家から宮野目小学校にバスで通っていたとか。こ
の辺りにバスが通っていたそうです。それがどういう経緯で廃止されたかはわかりま
せんが、かつて通っていたところを廃止されたのだからとても不便です。
どうぞ、早急に、この地域にバスの運行をお願いいたします。

本計画でお示ししている本市の公共交通施策の方向性は、平成28年度に本市のまちづ
くりの新たな指針として策定した花巻市立地適正化計画と連携した「コンパクトシ
ティ・プラス・ネットワーク」の都市づくりの実現を目指し、花巻地域、大迫地域、
石鳥谷地域及び東和地域の地域間は幹線路線バス及び鉄道で結び、中心市街地は循環
バス、各集落とそれぞれの地域の拠点との間は予約応答型乗合交通などで地域内交通
の確保を図り、交通不便地域の解消に努めていく方針としています。その中におい
て、市街地循環バスふくろう号は、商業・業務・文化・交流・居住機能などが複合す
る花巻駅周辺の中心市街地の循環機能を担う交通手段として位置付けており、運行
ルート及び運行便数等の見直しにより、さらに中心市街地の利便性を向上させていき
たいと考えているところであります。したがって、同バスの運行ルートを宮野目地域
を含む郊外のエリアに拡大することは、困難であると考えております。
なお、宮野目地域については、P143の「予約乗合バス導入及び路線バス等見直しスケ
ジュール」でお示ししているとおり、平成32年度以降、民間事業者が運行する支線路
線の維持が困難になった場合に予約応答型乗合交通（予約乗合バス）の導入を検討す
る地域として位置付けているところであります。

原案のとおり

花巻市地域公共交通網形成計画（素案）に係るパブリックコメントの実施結果について

実 施 期 間

周 知 方 法

資 料 の 閲 覧 場 所

意 見 提 出 状 況

平成29年3月2日（木）から平成29年3月31日（金）までの間

班回覧チラシの配布（平成29年3月1日区長配布）、市ホームページ及び広報はなまき（平成29年3月15日号）への掲載

市役所総務課、都市政策課、各総合支所地域振興課、各市立図書館、各振興センター、生涯学習都市会館（まなび学園）、花巻保健センターに資料を備え付けたほか、市ホームページにて公開した。

34件（6人）



7

Ⅲ.まちづくりの方向
Ⅳ.現状の移動実態とニーズの
把握
Ⅴ.地域公共交通に係る問題、
課題

P60～P81
P82～P114

P115～P128

本件素案は「上位計画」「関連計画」「現状の移動実態とニーズの把握」及び「地域
公共交通に係る問題、課題」等から現状分析をし詳細に記載されており、評価できる
ものと思いますが、「地域公共交通に係る問題、課題」に記載されているいわゆる交
通不便地域と花巻地域の中心市街地との連絡網をどのように形成していくかが最重要
課題です、交通不便地域に居住している人が隔離状態にならないようにすることが必
要です。この対応策を具体化することが必要と思います。

各地域と花巻地域の中心市街地とを結ぶ連絡網については、P135でもお示ししている
とおり、地域間を結ぶ既存の幹線路線バスを継続して維持していくことで、市内移動
に係る公共交通ネットワークの形成を図って参ります。また、P138でもお示ししてい
るとおり、各地域内において民間事業者が運行する支線路線バスの維持が困難になっ
た場合は、順次、予約応答型乗合交通への転換を図り、交通不便地域の解消に努めて
参ります。なお、運行方法等の詳細については、それぞれの事業実施の段階で、地域
の皆様のご意見等をいただきながら具体化し、地域特性に応じた利便性の高い公共交
通サービスとなるよう努めて参ります。

原案のとおり（意見と趣旨
が同一）

8

Ⅱ.花巻市の地域特性の把握～
Ⅳ.現状の移動実態とニーズの
把握

P3～P114 計画案全体で140頁を超えておりボリューム過多である。Ⅱ.花巻市の地域特性(3P～
59P)、Ⅲ.まちづくりの方向(60P～81P)、Ⅳ.現状の移動実態とニーズの把握(82P～
114P)までの計55Pについては「資料編」或いは「参考資料」として整理した方が判読
が容易となり市民、利用者本位の計画書になるのではないか。

「Ⅱ.花巻市の地域特性」、「Ⅲ.まちづくりの方向」、「Ⅳ.現状の移動実態とニー
ズの把握」については、後述の「Ⅴ.地域公共交通に係る問題、課題」及び「Ⅵ.花巻
市地域公共交通網形成計画」に繋がる前提として合わせてご覧いただきたいという趣
旨から、本編として記載しております。なお、ご意見のとおり、市民の皆様の読みや
すさへの配慮に欠けていたと考えることから、計画案の概要版を公表資料に追加し、
市ホームページにおいて公開させていただきます。

原案のとおり
※公表資料として概要版を
追加

9

Ⅰ.序章
2 計画の位置付け

P2 計画の位置付けを示す2頁のポンチ図では上位計画や関連計画との関係が複雑で判り
にくい。後段の「Ⅲ.まちづくりの方向」で詳述しているのだから、例えば函館市の
ように判り易く簡明なものに出来ないものか。

後述の「Ⅲ.まちづくりの方向」では、各上位計画及び関連計画の概要及び公共交通
に関する記述等について記載していますが、その相互の関連性については記述してい
ないことから、P2の図において、各計画との相互の関連性について時系列の整理も含
めてお示しする必要があると考えております。

原案のとおり

10

全体 全体 地域公共交通はコミュニテイ（集落生活圏）の形成に不可欠な地域の共有財産である
と思うが、都市のコンパクト化の概念と市条例によるコミュニテイ地区の区割りが一
致していないので説得力に欠ける。市のコミュニテイ地区条例で設定されたコミュニ
テイ地区は住民の日常的な生活圏をまったく調査分析しておらず網形成計画の考え方
とは撞着しているような気がしてならない。コミュニテイの定義について、地域自治
区やコミュニテイ地区条例、公共施設の再編など関連する施策との綿密な調整と連携
が必要ではないのか。

本計画でお示ししている本市の公共交通施策の方向性は、市民の生活サービス拠点を
花巻地域、大迫地域、石鳥谷地域及び東和地域の４地域の中心エリアと捉え、各地域
間を結ぶ幹線路線の維持、各地域の中心エリアとその周辺地域とを結ぶ予約応答型乗
合交通の導入、中心市街地における循環バスの拡充等を図り、利便性の高い公共交通
網の形成を目指すものであります。一方で、市コミュニティ地区条例で定める27のコ
ミュニティ地区については、地域の自主的なまちづくりを推進するための基本となる
区域であるとともに、地域づくりにおける支え合い活動等の単位であり、地域の公共
交通の拠点となる市民の生活サービス拠点とは異なると考えております。

原案のとおり

11

Ⅲ.まちづくりの方向
1 上位計画

P61～P63 平成22年3月に都市計画マスタープランが策定されてから既に7年の歳月が経過してお
り、現状との乖離はまったく無いのだろうか。現状と大きく齟齬している部分がある
とすれば都市計画マスタープラン自体の改訂を検討する必要があると考える。

都市計画マスタープランにおける第2章分野別整備方針の(3)交通体系整備において
は、公共交通について「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
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。」と記述されており、その方向性は、本計画でお示ししている公共交通施策の方
針と合致しております。今後、公共交通施策を進める上で齟齬が生じる場合は、その
都度検討を行い、適切に対応してまいります。

原案のとおり

12

Ⅲ.まちづくりの方向
1 上位計画

P67 市の最上位計画である「まちづくり総合計画」の「第二期中期プラン」との関係につ
いて67頁の説明が白紙状態で「調整中」となっているままでパブリックコメントを実
施するのはあまりに放縦である。庁内での情報共有が疎かであるとしか思えないが如
何なる理由で「調整中」としているのか詳細な説明が必要ではないか。

本計画のパブリックコメントを開始する時点で、花巻市まちづくり総合計画第2期中
期プランの策定が完了していなかったことから「調整中」としたところであります
が、現在、同プランの策定が完了したことから、その概要及び公共交通施策に関する
事項について、本編に記述いたしました。

原案のとおり

13

Ⅲ.まちづくりの方向
3 花巻市立地適正化計画との連
携

P79～P80 79頁の記述では石鳥谷地区が「地域拠点」、大迫地区と東和地区が「生活拠点（地域
の拠点）」とされているが、前者の「地域拠点」と後者の括弧内の（地域の拠点）の
差異がよく分からない。

花巻市立地適正化計画において、「地域拠点（石鳥谷駅周辺）」とは、中心拠点（花
巻駅周辺）を補完する拠点として定義されており、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を指し
ています。一方、「生活拠点（大迫交流活性化センター周辺、土沢駅周辺）」とは、
中心拠点や地域拠点のほかに、日常生活に必要な生活サービス機能やコミュニティ交
流機能が充実した拠点を指しています。同計画においては、居住誘導区域を設定した
石鳥谷地域を地域拠点と位置付け、それ以外の大迫地域及び東和地域を生活拠点とし
て位置付けたところでありますが、いずれも、日常生活における「地域の拠点」を指
していることにおいては同じであることから、「生活拠点」という言葉を補完する表
現として「地域の拠点」という言葉を用いています。

原案のとおり

14

全体 全体 網形成計画の策定で具体的にどのようなメリットがあるのか。国による財政支援等が
あるのならば計画の中で詳述して欲しい。

網形成計画は、公共交通施策のマスタープランとなるものであり、その策定のみで国
の財政支援等を受けることができるものではなく、同計画でその概略を記載した実施
事業に関する詳細な実施計画となる再編実施計画を併せて策定し大臣認定を受けるこ
とで、国からの財政支援等を受けることができます。よって、今回策定しようとする
網形成計画には記載しておりません。

原案のとおり

15

Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P140 交通結節点の整備”候補地”について、ある程度具体的に記載するべきではないか。 「交通結節点の整備」事業については、平成30年度からの整備に向けて、平成29年度
に整備箇所の調査・検討を行うこととしております。整備については、花巻地域、大
迫地域、石鳥谷地域及び東和地域の4地域で実施したいと考えておりますが、現時点
で整備候補地が定まっておらず、具体的にお示しできません。

原案のとおり



16

Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
1 めざすべき将来像

P129 129Pのめざすべき将来像の結びの部分の「・・・・公共交通サービスが提供されてい
ます」という受動的であたかも他人事のようでよそよそしい文章表現はなんとかなら
ないものだろうか。例えば「・・・・公共交通サービスを構築します」といったよう
に敢然とした決意を示して欲しい。その意味では「めざすべき将来像」というフレー
ズではなく「めざす将来像」と言い切って欲しい。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律で規定する地域公共交通網形成計画への
記載事項の一つに「持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化
及び再生の推進に関する基本的な方針」があり、それには「地域が目指すべき将来像
ととともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、公共交通の活性
化及び再生に向けた取組の方向性を定めることととする。」と明記されていることか
ら、その言葉を引用し、「めざすべき将来像」という表現にしております。また、本
計画でお示ししている「めざすべき将来像」は、目標年次である平成35年度の本市の
公共交通の姿を表しているものであり、その将来像は、市のみならず、民間事業者、
関係機関、地域の皆様のご協力とご支援のもとに実現するものであることから、状態
を表す「・・・公共交通サービスが提供されています」という表現にしております。

原案のとおり

17

Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
7 計画の達成状況の評価

P145 この計画に基づき施策を推進するにはＰＤＣＡサイクルを着実に実施することが重要
となるが、達成状況の評価が具体的にどのように行われるのかよく判らない。145Pの
ポンチ図に「地域公共交通会議」がＰＤＣＡによる評価サイクルの中で中核となるこ
とが示されているが「地域公共交通会議」が各事業の継続判断や改善に責任を負うと
いう意味の理解でよろしいか。

本計画に掲げる施策の評価については、P131からP133に掲げる指標の達成状況を基本
に毎年度評価を行い、その結果を有識者、事業者、関係機関及び地域代表等で構成さ
れる花巻市地域公共交通会議の場において検証し、計画のブラッシュアップと必要な
見直しを図っていきたいと考えております。

原案のとおり
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
7 計画の達成状況の評価

P145 「地域公共交通会議」に関する構成員や開催回数、所掌事項などの情報（説明）が不
足しているのでよく判らない。網形成計画に記載されている各種公共交通サービスの
実施にかかる個別具体的な運賃や料金運行回数なども「地域公共交通会議」において
協議のうえ決定するものなのか。また、地域公共交通会議には分科会やワーキンググ
ルーブ等の下部組織のようなものは設けられるのか。

花巻市地域公共交通会議に関する事項は、花巻市地域公共交通会議設置要綱に定めら
れており、現在、構成員は28名、所掌事項は、①地域の実情に応じた適切な乗合旅客
運送の態様及び運賃・料金に関する事項、②市運営有償運送の必要性及び旅客から収
受する対価に関する事項、③花巻市地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する
事項、④その他市の公共交通に関する重要な事項の4項目となっており、会議の開催
については、必要に応じて不定期に開催しております。公共交通の運行に当たって、
道路運送法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく許可等が必要な
事項については、運行区域の市町村が設置する地域公共交通会議との協議が整ってい
ることが必要であることから、そういった案件が生じた場合は、その都度会議を開催
し、ご協議をいただいているところであります。なお、分科会やワーキンググルーブ
等の下部組織のようなものは設置しておりません。

原案のとおり
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全体 全体 特区導入なども見据えてライドシェアや自動走行など近未来的な交通システムや交通
政策の動向に関しても遺漏なく調査研究願いたい。併せて、市民の公共交通に対する
意識醸成に向けた公共交通関連のイベントやシンポジウムを開催するなどしてはどう
だろうか。

ご意見のとおり、新たな公共交通システムなど、本市の公共交通施策に有効と考えら
れる事例等については、随時調査・検討を行って参ります。また、市民の公共交通に
対する意識醸成に向けたイベントやシンポジウム等についても、利用促進策の一つと
して有効な手段であると考えることから、今後の取り組みの参考とさせていただきま
す。

原案のとおり（今後の参
考）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P137～P138 デマンドバスの見た目が警察の護送車両のようであまり印象が良くない、ふくろう号
のようなラッピング或いはカラーリングなどに工夫を凝らしてイメージアップを図っ
てはどうか。また高齢者の乗降を考えると低床車両化するなどの配慮が欲しい。

予約応答型乗合交通に使用している車両については、車両の前面及び側面に予約応答
型乗合交通の車両である旨を表示して運行しています。車両のラッピングやカラーリ
ングについては、ご意見のとおり、イメージアップや利用促進策の一つとして有効な
手段であると考えることから、今後、車両の更新や新規購入を行う際の参考とさせて
いただきます。

原案のとおり（今後の参
考）

21

全体 全体 Ⅰ.今回のパブリックコメントの提案の仕方そのものについての意見
　1.145頁もの大量の資料を見せられて、即読む気をなくしました。
　2.作成者にお伺いしますが、ホームページのこの大量の資料を、何時間で読み込
　　み理解できますか。一般市民がこれだけ大量の資料を読むのは、大変と思わな
　　かったのですか・・。
　3.パブリックコメントの求め方は
　　①現在までの計画の実施状況と問題点を簡潔に示す(細かい資料は不要)。
　　②問題点を解決するための方向性を示す。
　　③具体的な方策案を示す。
　　④A3版両面を使い新聞形式で良いから、簡潔な要約版を新聞折り込みで全家庭
　　　に配布する。
　　　その上で市民が十分に検討できる期間を勘案して、意見を求めるべきと考え
　　ます。市の日程確保を最優先にしているのでは、と思えてなりません。日程確
　　保より、今はやりの言葉を借りて「市民第一の目線から」をお願いします。
　　＊パブリックコメントを日本語で表現出来ないですか。公文書には極力仮名文
　　字を使わないで、(完全に日本語されたものを除く)、分かり易さを最優先で作
　　成願います。

本計画のパブリックコメントに当たっては、計画の全編をご覧いただき、様々な角度
からのご意見をいただきたいと考えたところでありますが、ご意見のとおり、市民の
皆様の読みやすさへの配慮に欠けていたと考えることから、計画案の概要版を公表資
料に追加し、市ホームページにおいて公開させていただきます。また、資料の配布方
法及びカタカナ文字の使用に関するご意見については、今後の取り組みの参考とさせ
ていただきます。

一部対応（公表資料として
概要版を追加）
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全体 全体 Ⅱ.素案の説明会の件
　1.広報3月15日号に素案の地域説明会の日程が示され、説明する意思は分かりま
　　した。説明を聞いてから意見を出そうと思っても、応募期限当日まで日程があ
　　り、しかも応募期限過ぎの4月3,4,5日まで説明会を開くということは、どうい
　　うことなのか説明願います。
　2.これは素案とは称しているものの、ホームページで公開した形を取っただけ
　　で、真意はこの素案は完成した計画であり、今更市民の意見を聞く必要がない
　　という市の意思表示であると、受け取りましたが私の間違いですか。

平成29年3月10日から4月5日までの日程で開催した地域説明会は、パブリックコメン
トとは別に、市民の皆様から広くご意見をいただくための方法の一つとして実施した
ものであります。しかしながら、ご意見のとおり、説明を聞いてから意見を提出した
いとお考えの方もいらっしゃり、その方がより多くの方々から多様なご意見を頂戴で
きると考えることから、今後、公共交通施策のような市民生活に直結する施策に関す
るパブリックコメントを実施する際は、事前に地域説明会を実施する等、十分な日程
を確保の上で、市民の皆様から広くご意見をいただけるよう努めて参ります。なお、
パブリックコメントや地域説明会等でいただいたご意見については、その内容を検討
し、必要に応じて計画の修正等を行った上で、計画決定の手続きを行うこととしてお
ります。

原案のとおり（今後の参
考）
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全体 全体 Ⅲ.提案事項等
(質問)
　公共交通の考え方にJR線の事が全く言及されていないのは何故なのか。市民の更
　なる利便性向上のための活動はやらない方針なのでしょうか。
(新幹線を除く市内JR線の現況)
　1.東北本線は市内に、花巻、花巻空港駅、石鳥谷の3駅がある。花巻駅は上りが5
　　時59分の始発から、終電は23時42分までの37本、下りは5時52分の始発から、
　　22時5分の終電まで36本の便がありかなり便利である。
　2.釜石線は上りが11本、下りが12本と少ないが、似内、新花巻、小山田、土沢、
　　晴山の5駅があり、東和地域の3駅は沿線地区の主要拠点となってる。

ＪＲ東日本の鉄道運行については、市の公共交通の方向性に基づいた見直し等は行っ
ていないことから、既存の鉄道運行との連携を考慮したバス路線等の運行について、
本計画に記載しております。なお、バス路線等との乗り継ぎにおける待合環境の整備
や利用促進に向けた情報発信等については、鉄道事業者も含めた検討等を行っていく
事業をP140からP141に記載しております。

原案のとおり
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全体 全体 (提案)
　1.市4地域内の公共交通は原則としてJR線の駅を発着点とするバス等の交通機関
　　を配置する。発着時間はJR線の時刻に出来るだけ合わせるように留意する。各
　　地区内は、原則として環状路線(現行100円バスの外、200円バスもあってもよ
　　い)で対応することとし、県交通バス路線と重複が無いよう充分に調整する。
　　県交通のバス路線は、人口減少によりいずれ廃止路線に追い込まれるのは目に
　　見えていると云っても過言ではないと思う。一方、高齢化により運転免許返上
　　者の増加は確実で、地域及び地区内のバス等移動手段の需要が増加するのは間
　　違いない。市と共同で市内路線の運用に引き込む戦略が必要であると思考しま
　　す。

地域内に鉄道駅を有する花巻地域、石鳥谷地域及び東和地域を運行するバス路線につ
いては、すべての路線が鉄道駅に接続しています。大迫地域については、地域内を運
行するすべての支線路線が大迫バスターミナルに集まり、そこから地域間をつなぐ幹
線路線（大迫石鳥谷線、大迫花巻線）で鉄道駅に接続しており、バス時刻の設定の際
には、可能な限りJR線との接続を考慮した設定としております。各地域内の交通につ
いては、花巻地区の中心拠点については、市が運行する市街地循環バスふくろう号で
循環機能を確保していく一方で、その他の地域内の交通については、民間事業者によ
る路線維持が困難になった場合は、順次、予約応答型乗合交通に転換していく計画と
しております。また、ご意見のとおり、高齢者の免許返納等による公共交通需要の高
まりが予想されることから、随時民間事業者と協議の上、市民の足の確保に努めて参
ります。

原案のとおり
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Ⅴ.地域公共交通に係る問題、
課題
2.大迫地域

P119～P121 　2.大迫地域は石鳥谷駅への路線を中核とし、発着地に地区内の運行路線を集中さ
　　せる。

大迫地域と他地域を結ぶ幹線路線（大迫石鳥谷線、大迫花巻線）については、継続し
て参ります。一方で、地域内を運行する支線路線については廃線が見込まれることか
ら、平成30年度後半を目途に、支線路線に代わる交通手段として、予約応答型乗合交
通の導入し、幹線路線との連携を確保していきたいと考えております。詳細について
は、地域の皆様のご意見をお聞きしながら検討していきたいと考えております。

原案のとおり
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Ⅴ.地域公共交通に係る問題、
課題
4.東和地域

P125～P128 　3.東和地域には釜石線の路線も走行できる鉄路車道両用バスを導入して、釜石線
　　とほぼ平行して走る路線バスは廃止する。

ＪＲ東日本では、釜石線での線路・道路両用車両の導入については、現時点で何も情
報がないことから、検討を行う予定はないと理解しております。

原案のとおり
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全体 全体 　4.現在一番の問題点と思うのは、大迫と東和間に直通の公共交通機関が無いこと
　　である。盛岡大迫東和線(県道43号線)は古田峠が妨げになっている。ここにト
　　ンネルを通して南北路線を確保することが重要と考えます。トンネルが出来れ
　　ば大迫地域は、新幹線・高速道路・花巻空港への便も格段に良くなり、北上や
　　金ヶ崎の工業団地も通勤圏になる可能性もあります。また、地震等災害時には
　　北上川東側の南北縦貫道として重要幹線にもなると思考します。是非県当局を
　　動かす戦略を検討願います。

大迫地域と東和地域とを結ぶ幹線路線の運行については、現時点で一定の需要が見込
まれないことから、新たな運行は現実的ではないと考えております。また、主要地方
道盛岡大迫東和線(県道43号線)の古田峠への新たなトンネル設置については、費用対
効果の面で困難であることから現時点で整備計画はなく、地域からの要望も受けてい
ない状況であることから、事業実施は見込めないものと考えております。

原案のとおり
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P136 Ⅳ.早急に改善願いたいこと
[ふくろう号バス関連]
　ふくろう号は私が運転免許返上後、通院・買い物に重宝しています。
　1.現在ふくろう号バスは1台しかなく、車検(毎年ある？)などで運行出来ない時
　　の代行バスは(古いバスで乗り心地も良くない)高床式のため、高齢者が乗り降
　　りに難渋しているのを知っていますか。車検時は3週間位ふくろう号の運行停
　　止があったように思います。
　　改善策としては
　　　①低床式の代行バスはないのか
　　　②高床式のステップの改善が出来ないか
　　　③ふくろう号2号車導入
　　等が考えられます。至急出来ることから取り組み願います。

市街地循環バスふくろう号については、P136でお示ししているとおり、平成30年度後
半を目途に、運行ルートや運行便数等の見直しを行うこととしております。使用する
車両についても、その中で併せて検討して参ります。

原案のとおり（今後の参
考）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P140 　2.野田十文字バス停の件
    ①このバス停は左回りがJAガススタンド入口付近の向かい側にある。右回りは
　　　野田交差点の信号を渡って約50m離れた場所にあり、蕎麦屋の向かい側にあ
　　　る。バス停相互には見えない位置にある。またどちらにも位置の案内はな
　　　い。乗客の不便は何も考えていないということ。このため向かい側のバス停
　　　に行くには、2回信号を渡らなければならない不便さがある。位置換えを願
　　　います。
　　②右回りバス停のポールが基礎ごと回されて、時刻表が車道側の斜め前方を向
　　　いていて歩道側からは見えない状態です。かなり重い基礎で私の力では動か
　　　せませんが、コンクリートで固定してはどうか。昨年の末頃、運転手に注意
　　　したことがあります。運転手が忘れたのか、会社にやる気がなかったという
　　　ことでしょう。

市街地循環バスふくろう号の野田十文字バス停については、左回りのJAガソリンスタ
ンド向かい側の位置を基本としていますが、右回りのバス停を設置しようとする向か
い側にはJAガソリンスタンド入口があるため設置が難しく、北側の交差点付近を避け
た上で設置可能な位置を検討した結果、右回りのバス停については、現在の蕎麦屋の
向かい側に設置したところであります。安全上、交差点付近にはバス停を設置できな
いこととなっていることから、ご理解をお願いいたします。なお、バス停位置の案内
表示については、岩手県交通㈱と協議の上、早急に対応いたします。
また、右回りバス停の時刻表の向きについては、歩道側を向くよう調整いたしまし
た。

一部対応（バス停位置の案
内表示及び時刻表の向き調
整について対応）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P140 　3.全部のバス停は未確認ですが、松雲台の左回りバス停が在りません。向かい側
　　の右回りのバス停にも案内はない。左回りバス停と思われるところが、踏み固
　　められた跡があったので、待っていたら止まった。全部のバス停の再確認を願
　　います。

市街地循環バスふくろう号のバス停について、片側のみの設置となっているところが
松雲台を含め５箇所あります。この５箇所については、道路幅が狭い、バス停設置用
地の確保が難しい等の理由で両側の設置が難しいことから、バス停の設置がない方の
路線をご利用の際は、逆回り路線のバス停の位置の向かい側でお待ちいただくようお
願いいたします。なお、その旨の表示については、岩手県交通㈱と協議の上、早急に
対応いたします。

一部対応（バス停位置の案
内表示について対応）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P140 　4.桜町バス停の丸い表示板は、何処かで使われたものを再利用したと思われる
　　が、前のバス停の表示名が透けて見えるお粗末さに・・・。この様な会社は即
　　時取引停止したいところでしょうが、代わりの会社が無いのだから大変です
　　ね。ご苦労お察しします。市内のやる気のあるタクシー会社に、バス運行事業
　　を打診する等の代替え手段は考えられませんか？

バス停標識について、表示が不鮮明なものについては、岩手県交通㈱と協議の上、早
急に改善いたします。

対応（バス停の標識表示の
改善について対応）
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Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P136 Ⅴ.「ふくろう号」のルートの見直しの要望
　1.総合体育館への休日の乗り入れの要望
　　県外からも参加する大きなスポーツ大会の場合、車以外の人は、タクシーを利
　　用せざるをえない状況である。他県の人を市内へ誘導する観点からも、安い料
　　金で利用できる、ふくろう号の休日乗り入れを実現してもらいたい。

市街地循環バスふくろう号は、商業・業務・文化・交流・居住機能などが複合する花
巻駅周辺の中心市街地の循環機能を担う交通手段として位置付けており、市民の日常
的な移動をサポートするものであることから、スポーツ大会の観戦等、非日常的な利
用が想定される総合体育館への乗り入れは困難であると考えております。なお、総合
体育館において大型イベント等を開催する場合は、必要に応じてシャトルバスを運行
するなどして対応して参ります。

原案のとおり
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P136 　2.萩市や仙台市など　多くの循環バスは観光ルートを設定している。「新花巻
　　駅」「賢治記念館」「新渡戸記念館」「イギリス海岸」「ふるさと村」「羅須
　　地人協会」など観光地を訪ねるコースを新設して、交流人口を増やしたい。

観光施設等の周遊については、一般社団法人花巻観光協会等が運行する観光バス「ど
んぐりとやまねこ号」（平成28年度までは「あったかいなはん花巻号」）等が運行し
ており、そちらをご利用いただきいと考えております。

原案のとおり



Ⅵ.花巻市地域公共交通網形成
計画
6 目標を達成するための事業及
び実施主体

P138 　パブリックコメントお疲れ様でした。私は、昨晩の外川目地区における説明会に参
加した者です。一部の路線バスは黒字であるにもかかわらず事業者の都合で廃止予定
であること知り、過疎地における公共交通機関の維持運営がいかに難しいかを感じま
した。同時にこれに変わる代替手段として市がコミュニティバスを運行してくださる
との概要説明をお聞きし一安心しました。
　さて、パブリックコメントのお知らせ回覧には、広く市民から意見を募集するとあ
りましたので、意見を申し述べたいと思います。昨晩の説明の中でコミュニティバス
料金を一律400円にしたいとのお話がありましたが、その根拠を聞かないでしまった
こともあり、この料金設定については再検討が必要ではないかと思っております。

原案のとおり

　その理由は、
　　1.コミュニティバス料金がこれまでの路線バス料金より安くなる人にはだれも
　　　不満はないと思いますが、逆に黒字だった路線バスの料金より高く払うこと
　　　になる人は不満だと思います。どこかで線引きをしなければならないのは理
　　　解できますが、この事業は市が業者に支払う委託料と利用者が負担する料金
　　　との差額(赤字部分)の一部を特定の利用者(路線バス料金より高くなる人)だ
　　　け負担させる結果になるため、同じコミュニティバスを利用する市民間に不
　　　公平感が生じることになり、公共交通サービスとは言えないのではないで
　　　しょうか。
　　2.一部の路線の利用者は、そのほとんどが食料品の買い物、病院通い等の日常
　　　生活を営むために利用するもので、その利用区間も限定されます。受益者負
　　　担は理解できますが、同じ公益事業を利用する者の中で特定の者だけが受益
　　　者負担分を通り越した利用料金となることは、見方によっては市がこの事業
　　　を運用するために特定の利用者だけを対象とした(市の財政を補う)賦課では
　　　ないかとも受け取られかねないのではないでしょうか。
　　3.この事業は、これまで路線バスを利用していた住民が、市のコミュニティバ
　　　ス事業導入で一安心したものの利用料金がこれまでより高くなることにより
　　　利用しづらくなっては、誰のための何のための事業なのかとなってしまい、
　　　折角のいい事業がぼやけてしまうのではないでしょうか。
　　等であります。

　そこで提案ですが、
　　第一案　このコミュニティバス料金の設定にあたっては、高齢者が徒歩からバ
　　　　　　ス利用に切り替える区間の路線バス料金を基本料金として、それ以降
　　　　　　の区間料金はすべて基本料金と同一とする。
　　第二案　1路線に複数の料金プランを設定して、いずれもこれまでの路線バス
　　　　　　料金より低い設定とする。(例：200円、400円の２段階料金プランな
　　　　　　ど)
　などとするのはいかがでしょうか。
　　今後、ワークショップもあるようですので、その際には是非利用料金も議題に
　含めて頂ければ幸いです。以上よろしくお願いします。
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現在、石鳥谷地域に先行導入している予約応答型乗合交通「予約乗合バス」の利用料
金は、一律400円（障がい者等は150円）としており、今後、他地域に拡大していく際
にも同料金で統一していきたいと考えております。
この利用料金の根拠は、石鳥谷地域で平成20年10月から予約乗合タクシーの名称で運
行していた予約応答型乗合交通の利用料金が一律300円であり、その運行方法を基本
に、当日予約への対応、運行日数及び運行時間の拡大など、利便性の向上を図る形で
平成29年2月から新たな予約応答型乗合交通「予約乗合バス」の運行を開始したとこ
ろであり、サービスの拡充に伴い利用料金を100円値上げさせていただき、一律400円
としたところであります。予約応答型乗合交通は、路線バスと違い自宅付近の公道ま
で送迎すること、運行時間内であれば基本的に好きな時間に利用ができること等を考
えると、利用料金は、路線バスより割高になるものと考えており、本市で設定してい
る400円は、全国の同様な公共交通サービスにおける利用料金と比較しても標準的な
料金であると考えています。
なお、利用料金を一律にすることにつきましては、予約応答型乗合交通がバス路線の
ような定時定路線ではなく、一定の区域内を不定期に入ってくる予約に応じて網の目
のように運行するという性質上、距離や時間による段階的な料金設定が難しいことに
よるものであり、ご意見としていただいた1路線に複数の料金プランを設定すること
については、困難であると考えております。


