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まちづくり総合計画長期ビジョンでは、将来都市像「市民パワーをひとつに歴史と文化で拓く 

笑顔の花咲く温
あった

か都市
ま ち

 イーハトーブはなまき」の実現を目指して、５つのまちづくり分野におい

て、21の基本政策と、各基本政策において取り組む施策を示しています。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 重点戦略 

1
将来都市像

「市民パワーをひとつに歴史と文化で拓く

笑顔の花咲く温か都市 イーハトーブはなまき」

まちづくり分野の目指す姿

まちづくりの基本政策 基盤となる政策

「
し
ご
と
」
分
野

「
暮
ら
し
」
分
野

「
人
づ
く
り
」
分
野

「
地
域
づ
く
り
」
分
野

「
行
政
経
営
」
分
野

① 人 口 減少対策

② 市 街 地の再生

③ 交 流 人口の拡大

④ 防 災 力の強化

重

点

戦

略
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 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。 

 

 

 

○担い手支援アドバイザー設置による担い手の育成支援 

○青年就農給付金制度の活用や移住定住支援による新規就農者の確保と育成 

○女性農業者の活動支援と農業・農村の活性化の推進 

○ブドウやりんご等の生産への新たな参入に対する支援 

 

 

○自伐型林業＊の推進と担い手の育成 

 

 

○円滑な資金調達の支援 

○経営課題の解決や技術開発の支援 

 

 

○成長分野＊参入に伴う課題解決の支援 

○製品および技術開発の支援 

○市場調査、販路拡大の支援 

 

 

○地元商業者による多様な新事業展開への支援 

○宅配、移動販売などの商業サービスの情報提供や移動販売事業者への支援の検討 

 

 

○商店街のイベント支援 

○未利用店舗への新規出店の促進と定着支援 

○リノベーション＊によるまちづくりの推進と支援 

 

 

人口減少対策

は、 
 

 重点戦略１ 

担い手の育成                       施策 1-1-2 

商店街の再生                       施策 1-3-2 

技術力・経営力の向上                   施策 1-2-1 

事業分野の拡大                      施策 1-2-2 

商業形態の多様化                     施策 1-3-1 

森林の保全                        施策 1-1-5 
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○体験型観光メニューの創出、充実の支援 

 

 

○インキュベート施設＊を活用した起業の推進 

 

 

○地元の農畜産物を活用した商品開発の支援 

○特産品＊の市内普及促進 

○特産品＊の情報発信と販路開拓支援 

○ワインのブランド確立への取り組み支援 

○構造改革特区＊によるワイン・シードル等果実酒の製造支援 

 

 

○県内での成長が期待される自動車産業分野や雇用吸引力の高い分野など多分野かつ多

面的な企業情報の収集とフォローアップ 

○当面の産業用地の確保に向けた空き工場や民有地の整理と新たな産業団地整備 

○立地誘引に向けた優遇措置の対象拡大の検討 

○誘致対象企業・業種の絞り込みと協力企業の紹介・提案 

○各分野の展示会への出展ＰＲと情報収集 

○既立地企業や関連企業へのフォローアップ 

○新たな賃貸工場の整備による誘致促進 

 

 

○職業相談やカウンセリング等による若年者等の就労支援 

○就職ガイダンスや実践型インターンシップ＊による企業と求職者のマッチング支援 

○新規学卒者等の地元就職および定着への取り組み支援 

○技能職の育成と就労支援 

 

 

○中小企業のための退職金共済制度への加入促進 

○勤労青少年のための各種講座の開催 

○勤労者への資金貸付制度の実施 

○子育てにやさしい職場づくりへの支援 

○ワーク・ライフ・バランス＊、働き方改革等の啓発 

 

 

 

企業誘致の推進                      施策 1-5-3 

勤労者福祉の向上                     施策 1-6-2 

起業の推進                        施策 1-5-1 

職業人材の育成                      施策 1-6-1 

特産品＊の開発                       施策 1-5-2 

観光の魅力向上                      施策 1-4-1 
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○主要幹線道路、都市計画道路、生活道路の整備 

○国・県道の整備要望 

○除雪体制の効率化 

○橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁の維持修繕や架け替え整備 

 

 

○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 

○石鳥谷駅および花巻空港駅の駅前駐車場の整備 

 

 

○市営住宅の適正な戸数等、維持管理の方針について、花巻市公営住宅等長寿命化計画の

改正に合わせ再検討 

○花巻地区中心市街地への災害公営住宅および地域優良賃貸住宅＊の建設 

○良好な市街地住宅の供給 

 

 

○高齢者の生活支援サービスの充実 

○地域支援事業＊の充実 

 

 

○障がい福祉サービスの提供 

○障がい者の生活支援サービスの提供 

○障がい福祉サービス提供施設の整備促進 

○障がい者の就労支援、障がい者雇用の普及啓発 

 

 

○妊娠期から産後、子育て期まで切れ目ない支援体制の充実 

○妊産婦の不安解消を行う産前産後ケア＊事業の構築 

○妊娠、出産に関する知識の普及啓発 

○妊婦一般健康診査の実施と受診しやすい環境づくり 

○医療機関などと連携した相談、支援体制の充実 

○不妊治療や医療費など経済的負担の軽減 

○乳幼児健康診査の実施と受診しやすい環境づくり 

○乳幼児の予防接種の実施と普及啓発 

○医療費など経済的負担の軽減 

 

 

母子保健の推進                      施策 2-6-2 

住宅の安定確保                      施策 2-2-3 

道路環境の充実                      施策 2-2-1 

公共交通の確保                      施策 2-2-2 

障がい者福祉の充実                    施策 2-5-3 

高齢者福祉の充実                     施策 2-5-2 
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○将来展望に立った、入院施設を含む医療供給体制の確保 

 

 

○保育施設等の利用に関する総合相談体制の充実 

○子育て家庭等の経済的負担の軽減 

○人員確保による多様な保育ニーズに対応した保育サービスの充実 

○小規模保育施設の設置や従事者の養成等による待機児童の解消 

○地域全体で子育てを支援する意識の啓発 

○地域における子育て支援活動の推進 

○学童クラブの安定的な運営支援 

○子育てサークル、子育てボランティアの育成支援 

○専門職員の配置による関係機関との連携強化や相談体制の充実 

 

 

○保護者研修会等の学習機会の充実 

 

 

○公立保育所、幼稚園の施設整備 

○私立幼稚園の振興に対する支援 

○市内全園の保幼一体による就学前教育＊の推進 

○保育、教育の充実 

○保幼小接続期カリキュラム実践等の保幼小の連携推進 

○児童期の発達に対する適切な支援 

○地域の人材の活用促進 

 

 

○小・中学生の「学力向上アクションプラン＊」の推進 

 

 

○小・中学生の地域体験学習の充実 

○小・中学生の地域と連携したキャリア教育＊の推進 

 

 

○私立高校の振興に対する支援 

○高等学校以上の修学に対する支援 

 

 

○生涯学習講座の開設 

子育て支援の充実                     施策 3-1-1 

自主的学習の推進                      施策 3-3-1 

家庭の教育力向上                      施策 3-1-2 

教育環境の充実                      施策 3-2-4 

豊かな人間性の育成                     施策 3-2-2 

就学前教育＊の充実                      施策 3-1-3 

地域医療の充実                      施策 2-6-3 

学力・体力の向上                      施策 3-2-1 
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○青少年健全育成のための事業の開催 

○青少年健全育成事業の支援 

 

 

○日本語講座など定住外国人支援の推進 

 

 

○シティプロモーション＊による移住先としての認知度向上 

○子育て世帯や U・I・J ターン＊希望者の定住促進 

○市民と移住希望者が触れ合える場の創出 

○はなまき婚シェルジュ＊活動支援・育成 

 

 

○ＩＬＣ＊誘致に対する協力 

 

地域づくりへの参加促進                  施策 4-1-1 

青少年の社会教育＊                     施策 3-3-2 

国際都市の推進                       施策 3-3-3 

 

機能的な組織運営と人材育成                 施策 5-1-2 
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 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。 

 

 

 

○地元商業者による多様な新事業展開への支援 

 

 

○商店街のイベント支援 

○商店街共同施設の整備支援 

○商店街における憩いの場づくり 

○未利用店舗への新規出店の促進と定着支援 

○リノベーション＊によるまちづくりの推進と支援 

○商業機能の維持 

○地域住民による特色を生かした商店街づくりの支援 

○地域の特色や歴史を活用した街なか誘導への取り組み支援 

 

 

○魅力あるイベントの開催支援 

○体験型観光メニューの創出、充実の支援 

○観光施設の整備 

 

 

○主要幹線道路、都市計画道路、生活道路の整備 

 

 

○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 

○石鳥谷駅および花巻空港駅の駅前駐車場の整備 

 

 

○花巻地区中心市街地への災害公営住宅および地域優良賃貸住宅＊の建設 

○高齢社会に対応した居住環境の充実 

○良好な市街地住宅の供給 

市街地の再生 
 

 重点戦略 2 

商店街の再生                       施策 1-3-2 

観光の魅力向上                      施策 1-4-1 

住宅の安定確保                       施策 2-2-3 

 

                  施策 2-2-3 

道路環境の充実                      施策 2-2-1 

公共交通の確保                      施策 2-2-2 

商業形態の多様化                     施策 1-3-1 



10 

 

 

 

○市民との協働＊による古くからの街並みの景観保全の検討 

 

 

○空き家情報の把握 

○管理不十分な空き家所有者に対する注意喚起等 

○空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置の適切な実施 

 

 

○将来展望に立った、入院施設を含む医療供給体制の確保 

 

 

○花巻図書館の整備の検討 

 

 

○振興センター＊の改修整備 

○子育て世帯やＵ・Ｉ・Ｊターン＊希望者の定住促進 

 

防犯活動の推進                      施策 2-4-2 

自主的学習の推進                     施策 3-3-1 

景観形成の推進                      施策 2-2-4 

地域医療の充実                      施策 2-6-3 

地域づくりへの参加促進                  施策 4-1-1 
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 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。 

 

 

 

○市内産地直売所の連携や朝ごはんプロジェクト＊等による地産地消＊の推進 

○都市消費者との交流の推進 

 

 

○植樹、水源地観察、木工教室など森林や木材へ親しむイベントの開催 

 

 

○リノベーション＊によるまちづくりの推進と支援 

○地域の特色や歴史を活用した街なか誘導への取り組み支援 

 

 

○魅力あるイベントの開催支援 

○体験型観光メニューの創出、充実の支援 

○観光資源としてのお土産（特産品＊）の普及宣伝 

○観光施設の整備 

○遠野、平泉をはじめとする県内外の市町村との連携による広域観光の推進 

 

 

○新しいメディアに対応した情報提供 

○広告掲載やパンフレットなどによる宣伝 

○国内外での観光キャンペーンの展開 

○お土産品や特産品＊のプロモーション 

○映像作品ロケ誘致に向けたプロモーション 

○多言語パンフレットやＳＮＳ＊などによる海外への情報発信 

○現地旅行会社やマスコミ等へのプロモーション 

○多言語表示や免税店の拡充など受入態勢整備や滞在プログラムの開発 

○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 

 

交流人口の拡大 
 

 重点戦略 3 

観光の魅力向上                      施策 1-4-1 

観光情報の発信                      施策 1-4-2 

農業生産の支援                      施策 1-1-1 

森林の保全                        施策 1-1-5 

商店街の再生                       施策 1-3-2 
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○観光客にわかりやすい観光案内看板の新設、修繕、撤去 

○駅から温泉、観光施設間の二次交通＊の運行支援 

○利用者ニーズを反映した効率的な観光ルートの整備 

○貸切バスツアーの運行支援 

 

 

○観光ボランティアガイド＊の育成支援 

○市民が行うおもてなしサービスへの支援 

○市民の地元理解の醸成 

○観光客意識、ニーズの的確な把握 

 

 

○ワインのブランド確立への取り組み支援 

○花巻の産業を紹介する産業博覧会の開催 

 

 

○早池峰山等の自然環境保護と利用環境の向上 

○希少生物等の保護への支援、啓発 

○環境学習などを通じた環境保全意識の啓発 

 

 

○大規模イベントにおける花いっぱいのおもてなし 

 

 

○主要幹線道路、都市計画道路の整備 

○国・県道の整備要望 

○橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁の維持修繕や架け替え整備 

 

 

○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 

○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 

 

移動しやすい観光地                    施策 1-4-3 

おもてなしの向上                     施策 1-4-4 

道路環境の充実                      施策 2-2-1 

公共交通の確保                      施策 2-2-2 

自然環境の保全                      施策 2-1-2 

花のあるきれいなまちづくり                施策 2-1-5 

特産品＊の開発                       施策 1-5-2 
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○市民との協働＊による古くからの街並みの景観保全の検討 

 

 

○国際理解事業についての積極的なＰＲ 

○多言語による市の情報発信 

○姉妹都市＊等との交流事業の充実 

○国内友好都市＊に関する情報発信 

 

 

○トップアスリート等を招いた講演会等の開催 

 

 

○はなまきスポーツコンベンションビューロー＊を核としたスポーツ大会の誘致と開催支

援 

○広域的な連携による国際スポーツ大会の誘致推進 

○「東京オリンピック事前合宿」を含む合宿の誘致推進 

○広域的な連携による合宿の誘致推進 

○大規模大会に対応した施設の計画的な改修 

 

 

○優れた作品の鑑賞機会の提供 

 

 

○先人顕彰施設の展示内容や企画展の充実 

○先人顕彰施設の環境整備 

○賢治さんを感じることができる場の充実 

○賢治関連催事の充実 

○賢治関連情報発信の充実 

 

 

○説明板や案内板等の改修、設置 

○見学、周遊コースの設定 

○文化財関連施設の特別展、企画展の充実 

○文化財関連施設の再編整備、充実 

 

 

○民俗芸能＊の発表の場や伝承活動の場の確保 

国際都市の推進                      施策 3-3-3 

大規模スポーツ大会の開催                 施策 3-4-3 

先人の顕彰                         施策 3-5-2 

文化財の保護と活用                     施策 3-5-3 

民俗芸能＊の伝承                      施策 3-5-4 

芸術文化活動の推進                    施策 3-5-1 

景観形成の推進                      施策 2-2-4 

競技スポーツの推進                    施策 3-4-2 
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○シティプロモーション＊による移住先としての認知度向上 

○子育て世帯やＵ・Ｉ・Ｊターン＊希望者の定住促進 

○市民と移住希望者が触れ合える場の創出 

 

  

地域づくりへの参加促進                  施策 4-1-1 
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 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。 

 

 

 

○再生可能エネルギー＊の利活用の促進と省エネルギーを一層推進するライフスタイルの

普及 

 

 

○公園および緑地の整備、維持管理 

 

 

○主要幹線道路、都市計画道路、生活道路の整備 

○舗装修繕等の道路環境の維持 

○国・県道の整備要望 

○橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁の維持修繕や架け替え整備 

 

 

○耐震基準＊に満たない危険性のある住宅、大規模建築物の解消 

 

 

○岩手中部水道企業団による水の安定供給 

○水道給水区域外の浄水施設等設置による生活用水確保支援 

 

 

○公共下水道の整備、長寿命化対策による効果的な維持管理 

○農業集落排水施設などの改修更新、維持管理 

 

 

○通信事業者等への通信環境整備促進の働きかけ 

○通信事業者等による通信環境整備が見込まれない地域に対する快適な情報通信サービ

スの提供 

○情報通信サービスの向上に向けたＩＣＴ＊の利活用 

 

防災力の強化 
 

 重点戦略 4 

地球温暖化の防止                     施策 2-1-1 

道路環境の充実                      施策 2-2-1 

住宅の安定確保                      施策 2-2-3 

安全な水の安定的供給                   施策 2-2-5 

情報通信環境の充実                    施策 2-2-7 

汚水の適切な処理                     施策 2-2-6 

花のあるきれいなまちづくり                施策 2-1-5 
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○避難勧告の発令基準と行動を定めた避難勧告等発令・伝達マニュアルの見直し 

○防災訓練における地域と市、防災関係機関との連携強化 

○避難に関する情報伝達体制、避難場所、避難方法の見直し 

○国、県等の防災関係機関とのホットラインによる情報伝達体制の構築 

○本庁、支所間の連携体制の強化と訓練の充実 

○無線による通信手段、通信体制の整備 

○自主防災組織＊リーダー研修による組織の育成、活動支援 

○防災講話や防災訓練等の実施 

○個別計画の作成による要配慮者の支援体制の確立 

○コミュニティＦＭ＊、緊急速報メール、テレビ等による情報伝達手段の充実 

○コミュニティＦＭ＊難聴地域の解消の検討 

○震災被災者への被災者支援タクシー助成等の継続した生活支援体制の構築 

 

 

○市が管理する水路の氾濫常襲地の計画的改修 

○国・県管理河川の改修や堤防整備の要望 

○見直しが必要な個所のハザードマップの更新 

○防災訓練や防災講話を通じたハザードマップ等による危険個所、避難場所の周知および

避難経路の確認 

○耐震性を有していない指定避難所の耐震改修 

○市内の流通・運送業者との協定の締結等による災害用物資の供給および受援体制の構築 

○備蓄計画の見直しおよび計画的備蓄 

○近隣市町村と連携した防災訓練の実施 

 

 

○消防車両、消防施設の整備、更新 

○消防水利、消防団施設等の整備、更新 

○消防職員の育成 

○消防団員の確保対策を推進 

○消防団組織の見直しの検討 

○消防団員の活動環境の整備 

○事業所や市民を対象とした防火意識の普及啓発 

○防火対象物の査察、指導 

○乾燥時季の火災予防啓発 

 

 

 

危機管理体制の強化                    施策 2-3-1 

自然災害対策の強化                    施策 2-3-2 

消防力の強化                       施策 2-3-3 
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○救急救命士、救助隊員の養成 

○救急救助資機材の充実 

○医療機関との連携強化 

○救命講習会、防火講話会、コミュニティＦＭ＊等を活用した救急車適正利用の啓発 

○携帯電話位置情報システムの活用と、固定電話の利用啓発 

○応急手当普及員と連携した市民への応急手当講習の実施 

○自主防災会訓練時の応急手当講習の推進 

○小学校高学年を含めた市民への救命講習の普及推進 

 

 

○防犯協会と連携した効率的・効果的な防犯情報の発信と防犯教室の開催 

○関係機関や地域団体との連携による防犯パトロールなどの啓発活動の充実強化 

○管理不十分な空き家所有者に対する注意喚起等 

 

 

○災害時等における要支援者の地域での見守り 

 

 

○小・中学生の地域体験学習の充実 

○小・中学生の地域と連携したキャリア教育＊の推進 

○生徒会におけるボランテイア活動に対する支援 

 

 

○地域の安全指導体制の強化 

○安全安心で快適な学習環境の確保に向けた施設長寿命化の推進 

 

 

○振興センター＊の改修整備 

○自治公民館等の整備改修支援 

 

 

救急救助体制の強化                    施策 2-3-4 

豊かな人間性の育成                    施策 3-2-2 

教育環境の充実                      施策 3-2-4 

地域づくりへの参加促進                  施策 4-1-1 

防犯活動の推進                      施策 2-4-2 

地域福祉の推進                      施策 2-5-1 


