
インフラ・施設整備

○国道４号拡幅整備・スマートインターチェンジ整備

○主要地方道花巻大曲線 花巻・沢内間の整備促進

○道の駅「石鳥谷」施設再編

○道の駅「はなまき西南」施設整備

○主要な道路整備事業

○市道上町成田線 豊沢橋 供用開始

○駅前駐車場整備
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2019年3月29日 「一般国道4号北上花巻道路」が計画段階評価を進める

ための調査箇所に決定並びに「一般国道4号山の神地区

交差点改良」が新規事業化に決定

2020年3月31日 国土交通省事業化決定

2021年度 道路設計、用地調査、用地買収、既設構造物撤去

2019年9月27日 国土交通省が(仮称)花巻PAスマートＩＣの事業採択公表

新規事業化(2019年9月20日付で連結許可)

2020年3月31日 岩手県・東日本高速道路㈱・花巻市の三者による基本協定

・工事細目協定締結

2020年4月～ 測量設計、事業説明会、用地買収

2021年度 埋文調査（4月から実施）、用地買収、一部工事実施（用水路、畦畔）

2023年(令和5年)度中の供用開始を目標

国道４号拡幅整備・スマートインターチェンジ整備

■国道4号拡幅整備 現在の状況

■スマートインターチェンジ 現在の状況

キオクシア

(仮称)花巻PA
スマートインターチェンジ

国道４号
花巻・北上間
２車線区間
３.1ｋｍ

事業化区間

出典：国土地理院ウェブサイト（http://www.gsi.go.jp/）40

0.9ｋｍ

2.2ｋｍ

安定した物流の確保、緊急搬送時間の短縮、東北縦貫自動車道の代替、

地域経済への波及、観光客の増加

国道４号の拡幅整備により期待される効果

事業費： 20.2億円
市負担額： 3.3億円
（国庫補助（1.8億円）や合併特例債活用により市実質的負担は0.8億円ほど）



主要地方道花巻大曲線花巻・沢内間の整備促進

◎主要地方道花巻大曲線 花巻・沢内間未改良区間の整備
○花巻市を起点とし西和賀町を経由して秋田県大仙市を結ぶ広域的な重要な路線

○県内において、内陸部と雫石、西和賀地方を結ぶ「８の字ルート交通網」の一翼を担う

○西和賀町沢内地内から花巻市内の病院への救急搬送や通院路線として、命を守る重要な道路

○2015年3月に発生した国道107号の土砂崩れによる通行止めの際は代替え道路となる

○現状は、落石、雪崩、土砂流出等の危険箇所があり、幅員狭小、線形不良の区間が連続

○急峻な地形と深い積雪により、冬期間は通行止め

８の字ルート

雫
石

盛
岡

沢
内

花
巻

湯
田

国道１０７号

秋田自動車道

主
要
地
方
道

盛
岡
横
手
線

東
北
自
動
車
道

国
道
４
号

主要地方道
花巻大曲線

北
上

～整備効果～
○花巻空港、東北自動車道等へのアクセス強化。 ○花巻市と西和賀町の走行時間短縮。
○観光周遊ルートの形成、物流支援、緊急医療へのアクセス向上。 ○ダブルネットワークの構築。

通行止めによる影響
・花巻、沢内両地域住民は、日常生活や産業活動、地域間の交流・連携に大きな
支障をきたしている。

・沢内地区から本路線を利用し、農産物を花巻市内の加工施設等へ搬入している
農家や花巻市内の宿泊施設へ農産物を搬入している農家も多く、迂回すること
により流通コストや搬入時間が増加し、生産性が低下し死活問題になりかねな
い状況である。

・観光周遊ルート形成にも影響。
・命を守る道路としての救急医療活動にも大きな障害となる。

未改良区間の小倉山の２工区４号トンネルの早期の完成が必要

小倉山の２工区４号トンネル築造工事を４ヶ年（R1～R4）で契約済

<2018.４月の崩落箇所> <2018.10月の崩落箇所>

崩落状況：Ｌ＝約35ｍ Ｈ＝約40ｍ 崩落状況：Ｌ＝約35ｍ Ｈ＝約40ｍ

至 花巻方面 至 沢内方面
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R2.11.12 (仮)小倉山４号トンネル築造工事安全祈願祭



道の駅「石鳥谷」施設再編
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2019年 「施設再編基本構想・基本計画」策定
・「道の駅の魅力と利便性向上」、「観光コンテンツの確立による交流人口の拡大・賑わいの創出」目指す

・市と国道4号道路管理者（国土交通省）が連携、施設の改修再編により、「いつでも行きたい」
と思える交通拠点の形成を推進

・国道４号道路管理者は、駐車場の拡張、24時間トイレと情報発信施設を建替整備

▲完成イメージ図

■道の駅「石鳥谷」施設概要

・日本三大杜氏の一つ「南部杜氏の里」
・県内道の駅指定第1号

交通量に恵まれた国道4号に面す
・日本酒を使った菓子・ジェラート充実
・ 多言語表記が充実
・2019年 県内道の駅スタンプラリーで
スタンプ数第1位

・南部杜氏伝承館、酒匠館(物産館・食事
処)、産直等の多様な施設構成

・2020年「道の駅の防災利用及び相互支援
に関する協定」を国と締結

国の地方創生拠点整備交付金 2020年度 8,236万円交付、2021年4月 1,969万円交付決定



道の駅「はなまき西南」 2020年8月7日オープン

◇概要
・整備面積 14,118.80㎡（道の駅隣接地含）
・建物床面積 951.60㎡
・構 造 鉄骨造平屋建
・地権者数 4名
・全体事業費 約8億4千万円 市事業費 約6億1千万円

県事業費 約2億3千万円
・指定管理者 株式会社はなまき西南

◇主な施設
・地域連携機能 物 産 館：花巻農業協同組合「すぎの樹」

食 堂：㈱高清物産「味楽苑」
加工施設：弁当・惣菜「ﾐﾚｯﾄｷｯﾁﾝ花」

・情報発信機能 情報提供施設（道路・観光情報など）
・休憩機能 駐車場（大型車：12台、小型車36台、身障者用1台、二輪車4台）

トイレ（多目的トイレ、授乳室）、休憩所
※情報提供施設、駐車場、トイレ、休憩所は24時間利用可能

・その他 ＥＶ充電器、非常用発電機、備蓄倉庫

◇道の駅登録
・2020.3.13 道の駅登録（花巻市内 4カ所目、岩手県内34カ所目）
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出典：国土地理院ウェブサイト（http://www.gsi.go.jp/）

位 置 図

道路利用者への安全で快適な道路環境の提供及び、地元農産物を活用した弁当・惣菜を販売し地域活力の活性化、買い物難民の解消を

図るとともに、地域居住高齢者への配食サービスを通じて高齢者への見守りを推進し「地域を支える拠点」となる道の駅ろ

・主要地方道盛岡和賀線は、国道４号を補完する物流路線であるとともに、地域間の交流・連携を支援する路線として重要な役割を
担っているが道の駅等休憩施設がない。
・西南地区は、高速道路からの交通アクセスが良く、また花巻温泉郷・花巻南温泉峡などにも近く、本路線の沿線における、休憩機能
や道路情報・観光情報発信機能を有する施設整備が求められている。
・西南地区は人口減少・高齢化が著しく、基幹産業である農業の活力低下、公共交通不便地域としての買い物難民の増加や食堂が少な
いなど、地域課題を多く有している。

■道の駅「はなまき西南」 2020年８月７日 来賓33名により開所式を開催しました。



主要な道路整備事業
①山の神諏訪線
花巻市南部に位置し、花巻ＰＡ（ＳＩＣ予定

地）と国道４号花巻東バイパスを結ぶアクセス道路。

②上町成田線
花巻市中心部からキオクシア（旧東芝メモリ）がある

北上工業団地を結ぶ幹線道路。沿線には南城小学
校あり、歩行者の安全確保に重点を置いた道路整備
を行う。

③上町花城町線（令和2年12月完成）
城内大通り一丁目線と上町を繋ぐ都市計画道路。

西側へ歩道を設置する。電線地中化路線。

④新花巻駅停車場線
ＪＲ花巻駅から新花巻駅へ直結する都市計画道路

⑤寺林線
花巻地域と石鳥谷地域の生活サービス拠点間を結

ぶ幹線道路。国道4号を補完する路線。

⑥城内大通り一丁目線
花巻駅から市役所等公共施設へ繋がる主要ルート。

歩行者の安全確保に重点を置いた道路整備を行う。
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① 山の神諏訪線

⑥ 城内大通り一丁目線

③ 上町花城町線

④ 新花巻駅停車場線

⑤ 寺林線

（第２工区）

（第１工区）

（東工区）（西工区）

②上町成田線



市道上町成田線 豊沢橋 2018年8月27日 供用開始

【豊沢橋】 事業期間 ２００８年度～２０１８年度
総事業費 １６億９千万円（国費 ９億７千万円）
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■2018年8月27日（月） 来賓１３０名のほか、花巻小
学校児童、第二若葉保育園園児、南城保育園園児が参加
し、開通式を開催しました。
豊沢橋が末永く愛され、安心して利用されることと交通安全

を願い、親子三代に続いて、来賓、地域住民が橋の渡り初め
を行い、盛大に橋の開通を祝いました。

旧 橋

新 橋

橋の架け替え前以上に

中心市街地から花南地区を経て国道４号及び北上方面へのアクセスの向上
歩道拡幅により歩行者の安全が向上
住民生活の利便性の確保

開通後の利用状況

➡



駅利用者の利便性向上を図るため、「新花巻駅」と「石鳥谷駅」の駅前駐車場を整備しました。
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ＪＲ線利用促進の取り組み

◆駐車台数 781台（有料654台 無料127台）

※[西第1] 297台(2015年度,2017年度整備)

[西第2] 76台(2016年度整備）

◆通勤・通学などの日帰り定期利用者に配慮した
負担の少ない料金設定（西第１・西第２）

▸24時間まで…無料
▸24時間を超え、以後12時間ごと…200円加算

≪新花巻駅≫ ≪石鳥谷駅≫

◆駐車台数 36台

◆商店街の一角に位置し、周辺
地域への来訪者も利用可能

▸1時間まで…無料
▸3時間まで…100円
▸8時間まで…300円
▸12時間まで…500円
▸24時間まで…600円
▸24時間を超え、以後

12時間ごと…300円加算

◆時間極め駅前駐車場を新設
（2017.9.1～）

2015年度－2017年度整備 2017年度整備

駅前駐車場整備（ＪＲ線利用促進の取り組み）

2017年度
整備済

整
備

済

駅
前
駐
車
場
36
台

2017年度
2015年度
整備済

合計297台

※将来の駐車場
拡張に向け、
新たに用地を
確保
（2018年度）

西(第２)
駐車場
(有料)
76台

2016年度
整備済


