
花巻市立地適正化計画による
市街地活性化と公共交通網の維持

○花巻市立地適正化計画の概要

○総合花巻病院の移転支援

○新花巻図書館の整備検討

○JR花巻駅東西自由通路（半橋上駅）整備の検討

○災害公営住宅整備事業

○子育て世帯向け地域優良賃貸住宅整備事業

○リノベーションまちづくり

○公共交通ネットワーク

○優良な住環境の整備
15



花巻市立地適正化計画の概要①

立地適正化計画
医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し
または、高齢者はじめ住民が自家用車に過度に頼ることなく公共交通により医療・福祉施設や商業施設等にアクセスできる
など

日常の生活サービスや行政サービスが身近に存在する「コンパクト＋ネットワーク」の形成を国が推進
計画策定した市町村等を国土交通省が総合的に支援

●４地区中心部 生活サービス機能を維持・ネットワーク
⇒４地区のまちなかの維持

●居住誘導区域 ➡ 花巻、石鳥谷の２地区に設定
分散した立地を抑制 / 一定の人口密度を保つ

●都市機能誘導区域 ➡ 花巻地区に設定
市全域から利用しやすい地区に総合的・公共公益
機能を維持・整備
(整備には国の財政的支援)

●その他
公共交通、リノベーションまちづくりなど方向性を記載

花巻市立地適正化計画
（2016年６月、全国で３番目に策定）

居
住
誘
導
区
域

都
市
機
能
誘
導
区
域

市域

都市計画区域

石鳥谷

花巻

大迫

東和
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まなび学園

旧総合花巻病院

ＪＲ花巻駅

《都市機能立地支援事業（補助金）》
総合花巻病院移転整備事業（2016年度～2019年度）

《都市再生整備計画（第２期）を予定》
新花巻図書館の整備検討

《リノベーションまちづくり》
小友ビル

《道路事業》
上町花城町線
（2015年度～2019年度）

《道路整備事業》
城内大通り一丁目線

花巻駅周辺整備基本
計画調査（2018年）

花巻市立地適正化計画の概要② 都市機能誘導施設、関連整備事業

17

花巻市役所

災害公営住宅
１F コンビニエンスストア

子育て世帯向け
地域優良賃貸住宅整備
事業 （2018年度）

《都市再生整備計画事業》
広場整備（2016年度～2018年度）

ドラッグストア・
コンビニエンスストア

ドラッグストア

コンビニエンスストア

《地方再生コンパクトシティモデル事業》
エリアリノベーション（2018年度～2020年度）

《復興交付金事業》
災害公営住宅整備事業
（2016年度～2018年度）

《リノベーションまちづくり》
マルカンビル大食堂



花巻中央広場 百貨店跡地の更地を広場として整備

花巻中央広場

マルカンビル

■まちのアウトドアリビング
多様な主体が多様に使いながら、まちなか
に潤いと寛ぎをもたらすための装置。巨大
スロープ、プレイウォール、電源、照明、給
排水設備及び多目的トイレを設置。冬期
間はイルミネーションを実施。

花巻市立地適正化計画の概要③ 都市再生整備計画によるマチナカ整備

巨大スロープ プレイウォール 多目的トイレ イルミネーション
18



総合花巻病院の移転支援（都市機能立地支援）

○所在地
花巻市御田屋町158-1（厚生病院跡地）

○工期
2018年2月16日～2019年11月16日完工

○竣工・落成、内覧会、開院
2019年11月16日 竣工・落成、招待者内覧会
同 17日 市民内覧会
2020年 ３月 1日 開院

19

○建物概要
病院・特定施設棟（病院のみ補助対象)
鉄骨造 地上6階建(特定施設5階建）

病床 198床 特定施設居室 85室
看護学校棟

鉄骨造 地上４階建
定員 120名（40名×３学年）

保育所(補助対象外)
鉄骨造 平屋建
定員 54名（うち地域枠15名）

（外観）

病院棟

特定施設棟

看護学校棟

（内観 １階ホール）

保育所
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新花巻図書館の整備検討

（現在の花巻図書館）

■目的

○市民一人ひとりの生活、子供の読書活動などを支援し、情報を地域や産業の創造に結びつける施設
として、まちや市民に活力と未来をもたらす図書館を建設

■取り組み内容
○2011年12月 「図書館整備市民懇話会」設置（公共的団体・図書館関係者・公募）

○2012年10月 市民懇話会がワークショップ、視察、会議実施
市民懇話会から「花巻図書館への提言」提出

○2013年５月 花巻中央図書館基本計画（案）策定(厚生病院跡地予定地)

（2014年3月に建設予定地の土壌汚染が県より公表）

○2017年８月 パブリックコメント、市民説明会を経て新花巻図書館整備基本構想策定

○2020年 図書館整備基本計画策定のため、市民や関係団体とワークショップや意見交換開催

○2021年4月～ 図書館整備基本計画試案策定検討会議設置（専門的な見地から意見聴取 ・基本計画に記載すべき事項検討中）

新花巻図書館整備基本計画の構成案

１ 新花巻図書館整備の背景

２ 新花巻図書館整備の基本方針

３ 新花巻図書館の整備計画

４ 建設場所（建設場所を定める）

５ 事業費（事業費の概算を定める）

６ 施設の規模（必要なスペースの面積を定める）

７ 具体的な空間計画（各スペースの機能や設備を定める）など



新花巻図書館の整備検討

新花巻図書館整備基本計画試案検討会議

・有識者で組織する「新花巻図書館整備基本計画試案検討会議」を設置。

・市が整理した新花巻図書館整備基本計画試案の概要について機能やサービス内容を専門的な立場で検討。

・会議の終期は設けず、議論を重ねていく。

■委員の構成

次の団体から推薦された委員20人で構成。

・花巻市図書館協議会委員
・花巻市社会教育委員
・新花巻図書館を考える会
・新花巻図書館まるごと市民会議
・花巻市身体障害者福祉協会
・花巻商工会議所花巻青年会議所
・花巻市ＰＴＡ連合会
・図書館読み聞かせボランティア
・花巻市芸術協会
・市および教育委員会の職員

22



新花巻図書館の整備検討

■これまでに開催された検討会議で検討した事項

第１回（４月26 日開催）

障がい者差別解消法への配慮

高齢者を考慮した公共交通機関が利用できる場所の検討

図書館の床面積の根拠、建物の材質、閉架書庫のあり方 等

第２回（５月25 日開催）

先人の顕彰、障がい者からの意見聴取、郷土・行政資料

中心図書館としての機能、電子書籍の導入、図書館司書の育成 等

第３回（６月28 日開催）

地域資料・古文書などのデジタル化、学校図書館の電算化

ボランティアの連携、ボランティアの取りまとめ、学校司書の配置

幼児施設、学童へのサービス、妊婦を対象としたサービス

地元企業と高校生が話す場、 音楽、映像の配信等新しいメディア対応 等

市では、試案検討会議委員以外の皆さんから
新花巻図書館整備に関する意見を聴くため、
市内中学校や高校、子育てサークル団体など
との意見交換会を今後も実施予定。

23



新花巻図書館の整備検討

■これまでに開催された検討会議で検討した事項

第４回（7月27日開催）

新図書館の開館時間

貸出する資料の点数・期間

電子図書・映像資料提供方法

市内中高生との意見交換会の報告や県内図書館の視察報告 等

24



JR花巻駅東西自由通路（半橋上駅）整備の検討

■目的

○駅東西を通行する方々の安全性確保、人口増加傾向にある

駅西側エリアから花巻駅を利用する方々の利便性向上、駅東

側エリアとのアクセスを向上し、街の維持発展につなげる。

花巻駅東西自由通路整備（案）

自由通路

JR駅舎

（花巻駅）

■取り組み内容

○2017年６月に花巻市とJR東日本盛岡支社との担当レベルで

の勉強会を設置

○花巻駅の東西自由通路、橋上駅舎等を整備する場合の具体

的な事業手法、課題、概算工事費等を調査するため、2017

年11月にＪＲと協定締結し、調査を実施

○花巻駅周辺整備基本計画調査（2018年9月報告）を踏ま

え、整備内容を精査し、整備（案）を作成

○事業実施可否を含め市民や関係団体と意見交換を実施

住民説明会計6回、関係団体との意見交換会計10回開催

○自由通路の長さの短縮や駅施設の簡素化などのコストダウンを

含む整備内容の見直し及び工期短縮などの追加調査、駅西

口広場整備方針の検討を含む駅前広場の現況調査などを実

施中 25



概算整備事業費及び財源について（半橋上駅）

26

JR花巻駅東西自由通路（半橋上駅）整備の検討

【概算整備費用 (単位:億円)】 【負担額内訳（単位:億円）】

（市負担の財源内訳）

※補助対象事業費は、今後の国と
の協議により変動

※整備費は、コストダウン含む整備内容の見直し及び工期短縮などの追加調査、駅西口広場整備方針の検討など
を踏まえ、変更が見込まれる。

※こ線橋撤去費等の負担割合については今後JRとの協議により決定するため、仮に市がこ線橋撤去費を負担する場
合には市の実質負担は5.8億円＋こ線橋 撤去費のうち市負担分と想定。

国庫 5.1

市負担 5.9

国庫 9.6

市負担 10.4

こ線橋撤去等 4.0

国庫 0.6

市負担 1.1

予備費 1.3

38

区分 施設項目 費用

自由通路

エレベーター

エスカレーター

公衆トイレ

駅舎

エレベーター

エスカレーター

支障移転

こ線橋撤去

旅客サービス施設

0.5

1.2

1.3

38

11

鉄道

施設

市

施設

24

予備費

基本設計

実施設計 ※予備費は、資材費などの物価高
騰に備える費用（整備費に含まれ
る場合は国庫補助対象）

国庫

市負担

4
予備費 1.3

15.3

17.4

こ線橋撤去費

38

交付税措置

70％

11.6

市実質負担

残5% 0.9 5.8

合併特例債

95%

16.5



■事業の概要

○事業主体 花巻市

被災者にとって利便性の高い場所を選定すること、さらに市が進めるまちづくりの観点を考慮できること

から、市が主体的に実施
老朽化した遊休不動産を撤去し、跡地を活用することは、まちなかの活性化においても重要

○名 称 シティコート花巻中央

○建設戸数 30戸

○用 途 共同住宅
（一部コンビニ店舗）

○完 成 2019年3月22日

○入居開始 2019年4月1日

○敷地面積 6,815.90㎡

災害公営住宅整備事業①

災害公営住宅（仲町棟）
RC造 3階建て、21戸

【2DK17戸、3DK2戸、3LDK2戸】

子育て世帯向け
地域優良賃貸住宅整備地

災害公営住宅（上町棟）
RC造 4階建て、9戸（1階：店舗）

【2DK6戸、3DK3戸】

子育て世帯向け
地域優良賃貸住宅
（民間事業者による

整備・維持管理）

27

集会所
木造 平屋建て



【財源】

東日本大震災復興交付金

（基幹事業7/8、効果促進事業4/5）

※コンビニ店舗整備費用は市単独

●上町棟 ●仲町棟

災害公営住宅整備事業②

■事業の概要

○上町棟 ９戸（４階建て）1階：コンビニによる利便性向上

○仲町棟 ２１戸（３階建て）

○集会所 木造平屋建て（入居者と町内会等との交流の場）

○コンビニ 民間企業（ローソン花巻上町店）

28

第31回住生活月間功労者

国土交通省住宅局長表彰受賞

(2019,10)

空室活用のため入居者を

子育て世帯に指定し募集開始

(2020,10)



子育て世帯向け地域優良賃貸住宅整備事業

■事業の概要

○戸数(棟数) １０戸(２棟)

○住宅のタイプ ２ＬＤＫ：５戸

(58.8㎡/戸)

３ＬＤＫ：５戸

(73.47㎡/戸)

○敷地面積 1,080.24㎡

○完 成 2019年3月22日

○入居開始 2019年4月1日～

■子育て世帯に配慮

○子供部屋は５帖以上の部屋とし、家族の成
長を見込み収納スペースを充実

29

災害公営住宅整備事業の隣接地を活用し「子育て世帯向け地域優良賃貸住宅」の整備を行う民間事業者を
決定し、民間ノウハウにより入居者に対して質の高いサービスを提供



リノベーションまちづくり
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■リノベーションスクールの開催（2017年度から2019年度）★ facebook：花巻リノベーションまちづくり

市内に実在する空き店舗などの遊休不動産をオーナーから提供してもらい、8人程度のユニット（チーム）を編成、

地域経営課題の分析、それらを解決する企画や事業収支の立て方、デザインやプレゼンテーション手法などを学び

その物件を活用した事業計画を作り、オーナーに提案する。

●開催場所 花巻市上町 マルカンビル特設会場
●対象物件数 各回３件

★第１回リノベーションスクール@花巻
2017年10月６日～８日（3日間）

●受講者数 24人(市内 11、県内 9、県外5）
女性 9人、男性 15人、平均年齢32歳

★第２回リノベーションスクール＠花巻
2018年11月30日～12月2日（3日間）

●受講者数 19人（市内 14、県内 5）
女性 9人、男性 10人（外国人1人も受講）
※平均年齢32歳

★第３回リノベーションスクール＠花巻
2019年７月26日～28日（3日間）
●受講者数 19人（市内 13、県内3、県外3）

女性 5人、男性 14人 ※平均年齢31歳

延べ62人が受講、9物件をスタディ

遊休化している空き店舗や空き地を新しい使い方をして
新しいビジネスと担い手の育成を図り、産業と雇用の集積を推進する

A酒販ビル

B広場

A花月堂ビル

B高源上町ビル

C仲町通り長屋

C金子ビル

対象物件はマルカンから半径200ｍ内に集中

「敷地に価値なし、エリアに価値あり」
（引用：「リノベーションまちづくり不動産事業でまちを再生する方法」清水義次著）

C大川原ビル

B元盛岡屋

A金野歯科医院跡

赤：2017RS
青：2018RS
緑：2019RS



リノベーションスクールの参加者が新事業を立上げ○○○
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①タイ古式サロン「WEEK End」
(2018.1 金子ビル3階に開業)

②「復活！マルカン焼き芋(焼き芋りょうちゃん)」

(2018.3 マルカンビル1階に開業)

③㈱ BonD Planning 設立
(Ihana market、岩手コーヒーフェス（公共空間活用）、女性の小商

いなど社会参画支援）

④「若葉町総菜店」⑤「ココタベルバ・ラパン」
（2018.7 郊外飲食店跡に、２事業が開業。総菜製造とレンタルスペー

ス付きカフェの協業）

⑥ゲストハウス「meinn(メイン)」
(2018.８ 旧中島屋旅館に開業)

⑦クラフトビール醸造所兼カフェ「Lit Work Place」
（2019.7 旧土産品店舗に開業）

⑧㈱吹張家守舎 設立
(2019.7 吹張町のエリアマネジメント・アーカイブ事業）

⑨ほめのば学習塾 開業
(2019.12 星ヶ丘に開業)

⑩シェアハウスアスター 開設
(2019.10 中古民家をシェアハウスに改修、入居者自身によるカスタマイ

ズリノベーションを実施）

⑪グループホームひとしずく オープン
（2020.11 元歯科医院に高断熱・高気密改修を施し、グループホームと
貸しオフィスにリノベーション）

⑫カゲツドアーズ オープン
(2021・1 花月堂ビルにグランドオープン。キッチン付き多目的コミュニティ

スペース兼建築相談事務所）

⑬やなのうえプロジェクト
（2021・4オープン予定 東和町の築100年の古民家と蔵をリノベーションし、

多目的ホールや休憩所などを設営、様々な体験活動が可能。民泊も運営。）

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑫⑪ ⑬



民間実践者らによるリノベーションまちづくり構想の策定

■地方再生コンパクトシティのモデル都市事業を活用

(2018-2020年度)

国土交通省と内閣府（地方創生推進事務局）が連携して推
進する「地方再生コンパクトシティ」の選定モデル30都市に選定
（全国で32都市、岩手県では当市のみ）
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HANAMAKI

RENOVATION

VISION BOOK

目的：

掲載内容：
①リノベーション事業の事例紹介
(ﾏﾙｶﾝﾋﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､ｽｹﾎﾞｰﾊﾟｰｸ＆ｼｮｯﾌﾟ､おも
ちゃ美術館ｹﾞｽﾄﾊｳｽﾒｲﾝ､ﾘｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ､ｺｺｱﾙﾊﾞ､
若葉町総菜店､ｶｹﾞﾂﾄﾞｱｰｽﾞ､花巻中央広場､
BonD Planning ､ひとしずく仲町）

・構想の位置づけ
・リノベーションまちづくりとは
・リノベーションスクール
②目指すビジョン
③取組の方向性
④都市と農村のつながり ほか

今後さらにチャレンジしていく人や
家守事業者、不動産オーナーなどが
増えていくよう、民間実践者を主体
とする構想策定委員が策定。これか
らのビジョンと取組の方向性を整理
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マルカンビル

小友ビル

花巻駅

2017.6月オープン
花巻刺繍屋
・まちなか創業支援補助金活用

● 2019.7月オープン
ブリュワリー「Lit  Work Place」
カフェ・クラフトビール製造
・ものづくり補助金活用

●2018.9月オープン
エステサロン「Vision」
・まちなか創業支援補助金活用

● 2018.11月オープン
イタリア料理「Lumaca」
・まちなか創業支援補助金活用

2015.12月小友ビル
1F  JOE’S LOUNGE（飲食店）
2F  マーブルカフェ（～2019.6）→ JOE’S LOUNGE
・リノベーションまちづくり事業

● 2018.8月オープン
ゲストハウス「meinn」
・リノベーションまちづくり事業

● 2018.7月オープン
モダンチャイニーズ「蓮」
(ゲストハウス「meinn」1F)
・まちなか創業支援補助金活用

2019.4月オープン「花巻中央広場」
民間遊休地を活用し、まちなかに寛ぎと交
流、多様な活動（遊び、健康づくり）を創
出するための広場整備
■基幹事業
地域生活基盤施設（広場）

（水辺環境整備事業）
河川プロムナードの利活用

第３回（2019）リノベスクール対象案件

● 2018.1月オープン
タイ古式サロン「WEEK End」
・リノベーションまちづくり事業

● 2018.3月オープン
マルカン焼き芋
(焼き芋りょうちゃん)

● 2018.8月オープン
中国料理「神龍」
・まちなか創業支援補助金活用

● 2018.6月オープン
ＭＶＳＥＯＡＣＡＣＩＡ（画廊）

（まちなか創業支援事業補助金）
中心市街地において新たに創業する事業者に対
し、補助金を交付
・補助対象：改装費、広告宣伝費
・補助率：1/2
・補助上限：500千円

● 2019.10月開業
ＩＣＴラボラトリーズ(株)

● 2019.10月事業スタート
ＡＳＴＥＲ（シェアハウス）

● 2019.12月オープン
カラオケ喫茶「カラオケ昼いち」

・まちなか創業支援補助金活用

● 2020.4月オープン
クラフト商品レンタルボックス店「Pekkoi商店」
・まちなか創業支援補助金活用

● 2019.12月Controller花巻(ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ)
● 2019.12月studio POWERSPOT（ﾋﾟﾗﾃｨｽﾖｶﾞ）

医療・福祉施策と連携した地域医療
拠点施設の市街地誘導
○都市機能立地支援事業
（病院、看護学校）

ほか、保育所、特定生活介護施設

● 2020.7月開館
花巻おもちゃ美術館

2017.2月オープン
レストラン「マルカンビル大食堂」
・リノベーションまちづくり事業

都市機能誘導区域

● 2020.11月オープン
美容サロン「Re Discovery」
・まちなか創業支援補助金活用

● 2020.12月オープン
美容室「Vanilla beans」
・まちなか創業支援補助金活用

まちなか創業支援補助活用 リノベーションまちづくり関連 その他開業

●2020.12月オープン
ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ「カゲツドアーズ」
・リノベーションまちづくり事業
・まちなか創業支援補助金活用

2019.4月オープン「シティコート花巻中央」
まちなかの民間遊休地を活用した東日本大
震災被災者向けの住環境の整備。コンビニ
を併設し利便性向上とにぎわい創出を図る
○関連事業
災害公営住宅整備事業（復興交付金）

2019.4月オープン「ル・サントル」
まちなかの民間遊休地を活用し子育て世帯のま
ちなか居住を推進する住環境の整備
○関連事業
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅整備事業

● 2019.1月オープン
エステサロン「OrdiAce」
・まちなか創業支援補助金活用

● 2021.2月オープン
Nadia by charis(美容室)

● 2020.11月オープン
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひとしずく
● 2020.11月㈱ﾃｨﾝﾊﾞﾗﾑ

エリアの変化（第１回リノベスクールから開業25件●）

● 2021.3月オープン
リラクゼーション整体「瑞樹」

・まちなか創業支援補助金活用

● 2021.6月オープン
cafe「yae麩りん」
・まちなか創業支援補助金活用



●各拠点間をつなぐ幹
線路線バスを維持

●各拠点周辺に順次
予約応答型乗合交
通を導入

●市街地循環バスの拡
充（2018.10.1より増便
右・左回り各5便 →各10便）

●JR駅やバス停留所、
予約応答型乗合交
通との交通結節点
（イトーヨーカドーバスターミ

ナル）の整備

公共交通ネットワーク①

公共交通は、4つの拠点を結ぶ幹線路線バスを維持しながら、各拠点内の路線バスのうち、維持困難な路線につ
いて、順次、当日予約に対応した予約応答型乗合交通に移行していく予定
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公共交通ネットワーク②

■市街地循環バスへのバスロケーションシステムの導入

○花巻の中心拠点を運行する市街地循環バス(右回り10便、左回り10便)に「バスロケーションシステム」を導入（2018年10月）

「バスロケーションシステム」：ＧＰＳによりバスの位置情報をリアルタイムに把握、利用者にバス接近や到着予測時
などの情報を提供。

⇒バスを待っている間の不安感の解消や利便性向上へ

≪参考画面≫

運行状況を確認トップ画面 近くのバス停を表示 地図からバス停の位置を確認



公共交通ネットワーク③

■予約乗合バスの運行（石鳥谷地域・東和地域・大迫地域・西南地域）

○2017年２月 予約乗合タクシーの運行方法見直し、名称を「予約乗合バス」と改め、石鳥谷地域で運行開始。
2017年10月 東和地域で運行開始、2018年10月 大迫地域で運行開始。2019年10月 西南地域で運行

開始。

○本運行システムは、通称「東大システム」。同システムの導入は東北初。東京大学と順風路（株）が共同で開
発したオンデマンド交通システム。運行経路を即時生成し、予約を即時確定。

石鳥谷地域予約乗合バス
2017.2月から

東和地域予約乗合バス
2017.10月から

大迫地域予約乗合バス
2018.10月から

西南地域予約乗合バス
2019.10月から

運行日 火・木・金 月・水・金 月・水・金 月・木、火・金を交互に運行

運行形態 不定時・区域運行（フリー運行） 定時・区域運行

運行時間 8:00～17:00 １日５便(往路３,復路２)

予約受付時間 8:00～17:00 運行１週間前～当日１時間前（西南は1時間半前）まで予約可 ※8時台のみ前日予約

利用料金
１回：400円 ※小学生、身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する人 150円

※未就学児は無料（要大人同伴）

乗降場所 自宅付近の公道⇔指定乗降場所、指定乗降場所⇔指定乗降場所
自宅付近の公道
⇔指定乗降場所

■スクールバスへの一般混乗（東和地域・大迫地域）

○児童生徒が通学に利用するスクールバスに地域住民の混乗を可能とする。
路線バス路線廃止後、予約応答型乗合交通が利用できない時間帯や曜日に地域住民の方々の移動を支援。
（2020年3月から休止中） 36



公共交通ネットワーク④
■岩手医科大学附属病院利用者連絡バスの運行

○岩手医科大学附属病院の矢巾移転にあわせ、花巻駅・石鳥谷駅と岩手医科大学附属病院間を往復する連
絡バスの運行開始。

○平日は1日2便、第1・第4土曜日は1日1便の運行。入院・通院患者以外にもお見舞いの方等幅広く利用可
能。
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往路 復路

花巻駅発 石鳥谷駅発 医大着 医大発 石鳥谷駅発 花巻駅着

平日
（月曜～金曜）

第1便 7:30 7:50 8:15 11:00 11:25 11:45

第2便 12:10 12:30 12:55 14:00 14:25 14:45

第1・第4土曜 第1便 7:30 7:50 8:15 13:00 13:25 13:45

【運行経路及び運行時間】

往路 復路

大人 小人等※ 大人 小人等※

花巻駅から乗車 800円 400円 石鳥谷駅で降車 600円 300円

石鳥谷駅から乗車 600円 300円 花巻駅で降車 800円 400円

※小人等…小学生、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者。
未就学児は無料（要保護者同伴）

【利用料金】



優良な住環境の整備
■新たな補助制度の創設
・魅力的な住宅の供給：花巻地区・石鳥谷地区の居住誘導区域、花南地域他、大迫地区・東和地区の

生活サービス拠点区域を対象

⇒「優良な戸建て宅地開発に対する補助」及び「空き家の解体費補助」を新設
（１年以上未使用の空き家・空き店舗を対象。同じ場所への家屋、店舗等の新築が条件）
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【花巻市民間宅地開発支援事業補助金（Ｒ３新設）】

【花巻市空家等解体活用補助金（Ｒ３新設）】

・市内の空き家（空き店舗等を含む）を解体し、新たに建築物の新築を行う者に解体費の一部補助
⇒良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進図る
補助金の額：補助対象経費（解体費）の２分の１

区域 限度額

市内全域 40万円（旧耐震基準に建築されたものは10万円加算 上限額50万円）

市内全域のうち、居住誘導区域
又は生活サービス拠点区域

100万円

・面積3,000㎡未満のミニ開発で、優良な宅地分譲を行う事業者に対し、造成費用の一部補助。
⇒狭い道路の解消など快適な居住環境の形成図る

補助対象区域：居住誘導区域（花巻地区、石鳥谷地区）、生活サービス拠点（大迫地区、東和地区）
花巻地区は居住誘導区域周辺の用途地域（一部を除く）も対象

補助金の額：１開発あたり上限200万円（都市機能誘導区域300万円）
※分譲戸数や道路面積、造成費用から算定


