
花巻市のこれからのまちづくり
～花巻市の地域創生の実現に向けて～

映画「海街Diary」ロケ地 市内向山森林公園展望台より撮影
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自主財源

34.1%

依存財源

65.9%

市税
108億1,243万円

繰入金、寄付金など
67億6,642万円

地方交付税
139億9,000万円

国庫支出金
76億4,235万円

県支出金
42億5,151万円

市債
44億4,110万円

地方譲与税・交付金など
35億9,650万円

総務費
72億4,096万円

商工費
27億2,023万円

土木費
62億8,559万円

消防費
16億3,250万円

公債費
54億9,126万円
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花巻市の財政の状況

◆令和３年度花巻市一般会計予算 515億31万円（9月24日現在）

●歳入 ●歳出

市債のうち、
臨時財政対策債
15.2億円

地方交付税のうち普通交付税は？

「基準財政需要額」 から「基準財政収入額」を差し引きして算定
（行政運営に必要な標準的経費） （その団体の標準的な税等収入）

令和３年度における花巻市の
基準財政需要額は242億円 、基準財政収入額は113億円

民生費
154億353万円

衛生費
32億182万円

農林水産業費
37億1,036万円

議会費
2億8,058万円

労働費
1億8,954万円

災害復旧費
200万円

教育費
53億194万円

予備費
4,000万円
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花巻市の財政の状況

充当率95％ 交付税算入率70％

財政上、非常に有利な
地方債を活用

基金の名称 基金残高
（令和元年度決算）

基金残高
（令和２年度決算）

財政調整基金 6,600,533千円 7,106,206千円

減債基金 1,167,218千円 1,164,450千円

まちづくり基金 5,222,383千円 5,801,957千円

合計 12,990,134千円 14,072,613千円

市債の名称 市債残高
（令和元年度決算）

市債残高
（令和２年度決算）

合併特例債 17,839,914千円 18,393,311千円

辺地対策事業債 169,250千円 219,908千円

過疎対策事業債 5,686,566千円 5,978,385千円

臨時財政対策債 18,763,663千円 18,310,777千円

その他の市債 14,585,065千円 14,198,518千円

合計 57,044,458千円 57,100,899千円

令和元年度決算 令和2年度決算

市債残高（各年度末） 57,044,458千円 57,100,899千円

うち実質的将来負担額 14,760,455千円 14,583,871千円

■基金の状況（財政調整基金、減債基金、まちづくり基金）

■市債の状況

■一般会計の市債残高と実質的将来負担額の推移

充当率100％ 交付税算入率80％

充当率100％ 交付税算入率70％

財政調整基金は、コロナ対策
等、国県の支援を待たずに必
要な施策を実施するため確保

充当率100％ 交付税算入率100％



－人口動態（作成中）－
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女性人口（特に20代、30代）
の減少が大きい

30代・40代、さらに14歳以下も転入超過となっており
子育て世帯の転入が増えているとみられる

出生率は横ばいも出生数は減少傾向

75歳以上の高齢者数は今後も増加する一方で
出生数は減少傾向にある
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対象区分 接種券発送日 予約案内発送日 予約開始日 ワクチン接種を受ける

1回目 2回目

基礎疾患のある人

6月25日発送
済

6月25日発送
済

7月2日
済

7月5日から
接種開始

7月26日から
接種開始

60歳以上64歳以下 7月21日発送
済

7月30日
済

8月2日から
接種開始

8月23日から
接種開始

55歳以上59歳以下 8月13日発送
済

8月20日
済

8月23日から
接種開始

9月13日から
接種開始

50歳以上54歳以下 8月20日発送
済

8月27日
済

9月14日から
接種開始

10月5日から
接種開始

45歳以上49歳以下
8月27日発送

済
9月3日
済

12歳以上15歳以下

35歳以上44歳以下
9月3日発送

済
9月10日

済 10月2日から
接種開始

10月23日から
接種開始予定

16歳以上19歳以下

20歳以上34歳以下 9月10日発送
済

9月15日
済

新型コロナワクチン接種について

◆ワクチン接種日程（10月1日現在）
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新型コロナワクチン接種について

◆１０月7日現在の接種済/接種予約状況

●６５歳以上の高齢者は１回目接種済みの方が92.7％ ２回目接種済みは91.5％

●６４歳以下は１回目接種済みの方が61.1％ ２回目接種済みは41.8％

全体で、1回目接種を接種済み、または接種予約済みの方は 84.5％

●１０月３０日からは「武田/モデルナ社製ワクチン」を使用した集団接種を実施

・市が使用しているファイザー社製ワクチンの追加供給の見通しが国・県から示されないため、実施。

・市では今後も、ファイザー社製ワクチンによる接種を希望する方のために、ファイザー社製ワクチンの
追加供給を引き続き国・県へ要請。

⇒ワクチン接種を希望する全ての方へのワクチン接種に向け引き続き取り組んでいく



県民、県民のグループまたは県内事業所に勤務する方を対象（助成対象が市民の時期もあり）

市内の温泉宿泊施設等の利用料（宿泊料金または日帰り入浴料金）を助成

宿泊助成額 /助成対象

2020年6月 4,000円 / 市民 (6/1～６/8は3,000円）

7月 4,000円 / 県民 7月の県内宿泊者数（※）は前年同月比159％

8月 2,000円 / 市民

9月 4,000円 / 県民 9月の県内宿泊者数は前年同月比285％
〃 宿泊者数全体は前年同月比120％

10月
～2021年2月

2,000円 / 県民(2/20～2/28は4,000円） 10月の県内宿泊者数は前年同月比200％

3月～4月 4,000円 / 県民 4月の県内宿泊者数は一昨年同月比188％

5月 2,000円 / 県民（5/１～5/9は4,000円） 5月の県内宿泊者数は一昨年同月比230％

10月～11月 3,000円 / 県民

－温泉宿泊施設等利用促進事業－

【温泉宿泊施設等利用促進事業の助成実績】 ※2021年5月末までの実施分まで

▶宿泊利用 延べ25万3,671人
▶日帰り入浴利用 延べ2万4,304人
▶助成額総額 8億2,390万2千円

コロナ禍における市民の皆様・市内事業所への支援

9

出典：令和２年・３年観光客入込数等調査結果



－中小事業者の固定経費「店舗賃貸料・駐車場賃料」の補助－
地代・家賃補助

コロナ禍における市民の皆様・市内事業所への支援
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○対象

・小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、サービス業、医療業、介護事業、卸売業等
・2021年7月～9月までのいずれか1か月の売上が前年または前々年同月比30％以上減 の中小企
業者（法人・個人）

○第3弾までの累計
補助件数 738件

補助額 9,151.6万円

○補助率
月額賃料の1/2以内
（上限30万円）

※10/5時点

第１弾 第２弾 第３弾 第４弾



－キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン（第3弾）－

・1決済あたりの付与上限4,000円
・期間中の付与合計上限15,000円

令和3年12月1日から令和４年１月１０日まで

コロナ禍における市民の皆様・市内事業所への支援
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地元事業者の売上UP ＆ 感染リスク減 ＆ キャッシュレスの普及

PayPay決済金額の最大20％が還元ボーナスポイントとして付与
ポイントは30日後に付与され、PayPay残高での支払いに使用できる

第1弾 2020.8-9月 ・1決済あたりの付与上限4,000円
・期間中の付与合計上限20,000円

第2弾 2020.12-3月 ・1決済あたりの付与上限6,000円
・期間中の付与合計上限50,000円

第3弾 2021.8月 ・1決済あたりの付与上限4,000円
・期間中の付与合計上限10,000円

加盟店登録数

773店舗

加盟店登録数

1,075店舗

加盟店登録数

1,171店舗

感染症の拡大状況を注視しながら
年末年始の需要に応える。



第１弾, 458

第２弾, 960

第３弾, 1327
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PayPayポイント還元キャンペーン

決済金額 ポイント還元額 一日当たり決済額

地域の中小企業の売上アップにむけて
(万円)

(2020.8/1-9/30）
2カ月

(2020.12/1-2021.3/31）
4カ月

高い経済波及効果
キャンペーン対象店舗は
地場の事業者に限定

一日当たり
の決済額が
約３倍に

－キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン（第3弾）－

コロナ禍における市民の皆様・市内事業所への支援
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(万円)

(2021.8/1-8/31）
1カ月

キャンペーン第5弾！
年度末に計画中！！
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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。
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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
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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）
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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



第２回（2018）リノベスクール対象案件 33

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



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

42

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



産業振興の取り組み

○森林資源の循環利用と森林林業の再生

○ぶどう生産とワインを核とした産業振興

○スマート農業の推進

○恵まれた交通網を生かした産業・流通業務団地
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森林資源の循環利用と森林林業の再生①

●市有林を中核として、民有林も含めた共同による森林経営計画を推進し、意
欲と能力のある林業経営体の育成を図る

森林資源の
循環サイクル

ステップ①
市内全域に保有する市有林
1,409haを15区域に分け、森林
経営計画（区域計画30ha以
上）を策定
ステップ②
小規模な民有林と市が共同計画を
策定し、計画的な森林整備を推進 ・森林経営計画（区域計画）による計画的

な森林整備及び民有林との連携

・木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等への松くい虫被害木の資
源活用

・市有林経営ビジョンに基づいた計画的な森
林整備による市内への経済効果と雇用創出

市有林の面積 1,409ha
ス ギ 385ha(27％）

アカマツ 620ha(44％）
カラマツ 79ha( ６％）
広葉樹・その他 325ha(23%）



・森林保全に必要な産地災害の防災、応急対策

・森林資源の循環利用と地域林業の推進

49

民有林の内、人工林の約５０％が主伐期を超えている現状の中で森林所有者の不在村化、高齢化が進み、計画
的に森林施業を行うための森林経営計画の策定率が１６．８％と低迷しており、今後、森林経営の意欲低下がさ
らに進み林業経営の継続が危惧される。花巻市内の森林の適切な管理を図っていくためには、次の方策を講じる
必要がある。なお、財源として森林環境譲与税を活用する。

～林地台帳と併せた森林情報の一元管理～
・森林資源情報の把握・解析、林地台帳の運用
・ＩＣＴ機器等導入支援

スマート林業の構築

～集約化と森林整備の推進～
・森林経営の推進と集約化の促進
・路網整備及び森林整備支援

森林経営の推進

・森林施業プランナーの育成支援
・林業労働者の技術向上等の支援

人材の確保育成

・里山整備等活動支援

里山整備の促進

森林資源の適切な管理を推進することで、災害防止
や水源涵養などの森林の多面的機能の十分な発揮や
林業・木材産業の成長産業化に向けた持続的な林業
経営を実現する。

森林資源の循環利用と森林林業の再生②

木材活用の推進

森林の保全



ぶどう生産者への支援

ぶどう生産とワインを核とした産業振興①

新規就農者支援制度

ぶどう栽培技術指導や初期費用補助

空き家バンク制度

移住者・新規就農者等への空き家
の紹介・諸費用補助

労働力支援（大迫）

ボランティア組織「ぶどうつくり隊」の運営

ぶどうトライアルステイ「かんたはうす」の
開所

環境整備（規制緩和）

クラフトワイン・シードル特区

ぶどう栽培技術指導や初期費用補
助最低製造数量基準の引き下げ等

（年間６㎘⇒果実酒２㎘、リキュー
ル１㎘、農家レストラン等で提供の場
合は適用除外）

農地の流動化

●ぶどう生産の担い手確保

→2019年に特区制度を活用した
初のワイナリー完成

（社会福祉法人悠和会）
2021年に2つ目のワイナリー完成
（大迫佐藤葡萄園）

●花巻産ぶどう、ワインのブラ
ンド化、産地化
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醸造志向者への支援

ワイナリー整備等事業補助金

新規ワイナリー設立や設立後の施
設整備、醸造設備の導入、果実
酒の販路開拓に要する費用補助

醸造技術習得支援事業補助金

ワイナリーが醸造志向者を研修生として
受け入れる場合の経費に対する補助

花巻産ワインのＰＲ

日本ワインフェスティバル花巻大迫の開催
※2021年は開催中止

岩手のワイン発祥地大迫から、「ワイ
ン産地岩手」を全国に発信。北海道
～関東・甲信越の41ワイナリー196
種のワインを楽しむ。
・2019年5月25日・26日開催

ワインツーリズムいわての開催
2020年は開催中止

当日限定のワイナリー等を巡るバスを用
意。参加者は自由に乗下車し、見たい・
行きたいワイナリー等を自由に巡ることが
できるイベントを開催。

・2019年8月31日(土)、9月1日(日)

農地取得最小面積
＜50ａ⇒10ａ＞
空き家バンク登録物件付随農地
取得最小面積＜10ａ⇒1ａ＞

（2019.4.1から）

就農しやすい環境整備



■ワインと共に

○大迫地域は、県内有数のぶどう産地であり、
そのぶどうを原料として50年以上前からワ
インが製造されている

○株式会社エーデルワイン（第三セクター）
は、国際ワインコンクールで最高賞を受賞
するなど、国内外で高く評価されている

○近年４つの小規模ワイナリーが誕生
・2015年：高橋葡萄園
・2016年：合同会社亀ヶ森醸造所
・2019年：社会福祉法人悠和会※
・2021年：大迫佐藤葡萄園※

（※ｸﾗﾌﾄﾜｲﾝ・ｼｰﾄﾞﾙ特区活用）

【2019年の開催概要】
・ 期日 2019年５月25日・26日
・ 会場 大迫町中心市街地内
・ 内容 県内10、北海道１、東北８、

関東３、甲信越19の合計41
ワイナリーが集結

ぶどう生産とワインを核とした産業振興②

■日本ワインフェスティバル花巻・大迫を開催【2021年は開催中止】

・大迫を中心とする岩手県がワインの産
地だということを大迫から発信したい。
・大迫のまちなかの商店街で日本ワイ
ンのイベントを開催することでまちなかの
活性化に結びつけたい。

日本ワインフェスティバル花巻・大迫を
開催（2019年来場者 約6,000人）

※2018年来場者 約5,000人

▼ ソムリエ世界一の田崎真也さんによ
るトークショーを開催（５月26日）

▲晴天に恵まれ大いに盛り上がった
「日本ワインフェスティバル花巻
大迫2019」
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岩手のワイナリー・酒蔵 1７社参加
【花巻市内】

エーデルワイン 、高橋葡萄園 、亀ヶ森醸造所、アールペイザンワイナリー
【各会場出店ワイナリー】

MKファームこぶし（花巻市）、大迫佐藤葡萄園（花巻市）、もんのすけ
農園（花巻市）、神田葡萄園（陸前高田市）、平泉ワイナリー （平泉町）、
ソーシャルファーム＆ワイナリー（遠野市）、のだむら涼海の丘ワイナ
リー（野田村）、喜久盛酒造（北上市）

【紫波町内】

自園自醸ワイン紫波 、吾妻嶺酒造店 、月の輪酒造店、廣田酒造店 、
高橋酒造店 52

■ワインツーリズムいわて２０１９を開催
○ワイン産地としての認知度向上とワインをきっかけと
した交流人口の増加を図るため、ワイン産地としての
風土や文化などのさまざまな地域資源がもつ魅力を
感じてもらう「ワインツーリズムいわて２０１9」を８月
３１日、９月１日の２日間で開催。

○ワインツーリズムの取り組みは、山形県上山市・南
陽市に続き、東北では２番目の開催となっている。

※2020年度は開催中止

※ワインツーリズムは一般社団法人
ワインツーリズムの商標登録です。

県内外から2日間で延べ360名が参加し、ワインを楽しみながら産地の魅力を満喫

ぶどう生産とワインを核とした産業振興③



●市内平坦部を中心に東北で初めてRTK-GPS地上基地局を設置し、営農者が求める誤差±2
ｃｍ程度の高精度位置測位情報環境を無償で提供

●高価で導入が進まなかったRTK-GPSガイダンスおよび自動操舵システムの購入に対し、2017年
度より市単独事業にて購入費を補助

●2019年度より農業用ドローン本体、2020年度よりロボット草刈機の導入について補助開始

GPS基地局の分布図

スマート農業の推進①

※市が設置した基地局を利用しGPS自動操舵システムを導入している市内の経営体

・2016 2件

・2017 7件

・2018 8件

・2019                                    10件

・2020                                   13件

・2021                                 13件 8月末現在

市単独事業の状況

基地局

（※数字は累計）

53

補助内容 補助対象者 補助率等

① ＧＰＳガイダンス
② 農業用自動操舵システム一式
③ 農業用ドローン本体
④ ロボット草刈機

①認定農業者
②認定農業者等で組織する団体
③集落営農組織
④地域農業マスタープランの中心
経営体（位置づけられることが
確実な者を含む）

補助率：3/10
（上限：100万円）

農業用ドローンの教習費用
補助率：１/2

（上限：10万円）



スマート農業の推進②

●スマート農業技術の導入前に情報収集や実用性・収益性を検討する必要が
あることから、花巻市農業振興対策本部が主体となり、実証実験を実施

●外部講師等を招いて最新技術や今後のスマート農業技術の見通し等を紹介
し、普及啓発を図るため研修会を開催

実証実験の内容

RTK-GPS自動操
舵による大豆施肥・
播種の高精度化

食味収量コンバイン
による食味・収量の
迅速把握

スマート農業で期待される効果

✓ 労働力不足の大幅改善

✓ 生産の効率化

✓ 農産物の品質向上・収量増

✓ 作業精度・作業能率の向上

✓ 農業従事者の業務内容の転換

✓ 農業の魅力アップ

✓ プロ農家の技術の継承
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いわて花巻空港

※新型コロナウイルス
の影響により一部減
便及び運休

札幌 55分(3便/日)

大阪 80分(4便/日)

神戸 90分(1便/日) 2021.3.28～

名古屋 70分(4便/日)

福岡 115分(1便/日)

台湾 3時間20分(2便/週)

上海 2時間55分(2便/週)

新花巻
（最短）

東京 2時間31分

福島 1時間25分

仙台 57分

秋田 1時間25分

新青森 1時間14分

花巻

川口 5時間

福島 2時間30分

仙台 1時間30分

秋田 1時間40分

青森 2時間20分

釜石港 花巻市から東北横断自動車道・国道283号で93㎞
（2019年3月9日に花巻～釜石全線開通）
2018年度の取扱量は約215.5万トン
主な取扱貨物は鉄鋼・石炭など

大船渡港 花巻市から東北横断自動車道・国道107号で81㎞
2018年度の取扱量は約252.7万トン
主な取扱貨物はセメントなど

恵まれた交通網を生かした立地環境の整備①
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秋田自動車道

大阪
神戸

80～90分
70分115分

55分

北上
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①産業用地の確保

（短期的な対策）

・2020年度、二枚橋地区に約2.7haの産業

用地を整備し、分譲

・民間事業者が北側約4haの拡張を検討中

恵まれた交通網を生かした立地環境の整備②

【主な産業団地】

花巻流通業務団地

花巻第一工業団地
テクノパーク

花巻第二工業団地

新産業団地候補地
（花南地区）

約4ha
（検討中）

分譲済 開発主体 花巻市

開発面積 4.4ha

分譲面積 2.75ha

相手方 大和ハウス工業㈱

（参考）



恵まれた交通網を生かした立地環境の整備

②新産業団地開発の調査

（中長期的な対策）

・産業団地整備の候補地選定のため
花南地区において、基本設計及び測量調査等実施

・需要に応じ、南寺林地区等の土地利用計画を検討

【主な産業団地】

花巻第二工業団地

花巻流通業務団地

新産業団地候補地
（花南地区）

新産業団地候補地
（南寺林地区）

花巻第一工業団地
テクノパーク

産業団地候補地
（検討中・要農振除外）

花巻IC

花巻空港駅

花巻第一工業団地

南寺林地区 57

富士大学

花巻
ＰＡ

産業団地候補地
（33.6ha・調査中）

市道山の神諏訪線
全長1.9㎞（事業中）

県道花巻和賀線

産業団地候補地
（検討中・要農振除外）

花南地区

二枚橋産業団地
（2.7ha・分譲済）
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移住・定住支援

○地域おこし協力隊

○住宅取得等支援制度

○就業・新規就農支援制度

○結婚新生活支援制度

○情報発信、移住・定住相談
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●地域課題の解決⇒ 「地域おこし協力隊」制度を導入
都市地域の意欲ある人材の積極的な受け入れ⇒新しい目線の取り組み

※2021年10月1日現在、５人の隊員が地域住民と連携・交流。
個々のテーマや自らが見つけた地域課題を解決するため活躍中。
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地域おこし協力隊

●ぶどう農家候補として研修

●むらづくりによるシティープロモーション

●伝統工芸を活用したプロモーション●ぶどう農家候補として研修

●若者と街をつなぐ
シティープロモーション



●空き家バンク制度により、ＵＩＪターン者の定住を促すとともに、市内に増える
空き家を解消

空
き
家
を

借
り
た
い
人

買
い
た
い
人

空
き
家
を

貸
し
た
い
人

売
り
た
い
人

空き家
活用者

空き家
所有者

空
き
家
バ
ン
ク

不動産
業者

ＰＲ 空き家の募集

利用登録申請 空き家情報
の登録申請

情報提供 連絡

契約の申し入れ

契約仲介

売買（賃貸借）契約の締結

契約仲介

連携

住宅取得等支援制度① ー花巻市空き家バンクー
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制度 概要 支援（助成）内容

空き家バンク
活用奨励金

●登録物件の成約

空き家所有者に奨励金支給

※市外からの転入者との成約に限る

奨励金10万円

定住促進住宅
取得等支援

●県外転入者と市外の就農希望者

空き家バンクで住宅を取得・賃借する際
の費用を助成

中古住宅改修費用、引越費用、登記費用等

補助対象経費の２分の１を助成

・住宅売買の場合 上限200万円
・住宅賃借の場合 上限100万円

※住宅本体取得費は補助対象外

※県の移住促進事業費補助金の対象となる、空き家バンクの
改修を行った場合

⇒上限20万円を加算、最大220万円補助
（賃借の場合、最大120万円補助）

●登録物件の成約⇒空き家所有者に奨励金、空き家活用者に補助金交付

●空き家登録27１件、利用登録５０３件、成約13７件（2021.８.3１現在）

（うち2021年度 空き家登録11件、利用登録35件、成約6件（2021.8.31現在）

●空き家バンク登録物件に付随した農地について、取得最小面積を緩和 ＜10a ⇒ 1a＞（2019.4.1から）

住宅取得等支援制度② ー花巻市空き家バンクー

62



住宅取得等支援制度③ ー定住促進住宅取得等支援ー

制度 概要 支援（助成）内容

定住促進住宅
取得等支援

●県外からの子育て世帯と市外からの就農
希望者が、市内で住宅を取得する際の
費用を助成

（補助対象とする経費）
①中古住宅の改修費用
②住宅の取得手続きの経費・賃借手続きの経費、

資金の借り入れ手数料
③転校などにより学校で必要となる物品の購入費
④引っ越しにかかる経費
⑤引っ越し後の住宅で生活するために必要となる

物品の購入費
⑥火災保険料、地震保険料（１年分）
⑦固定資産税相当額（１年分）
⑧犬の登録手数料

中古住宅の改修費用、引っ越し費用、登
記費用など補助対象経費の２分の１を
助成。上限200万円

※住宅本体の取得費は補助対象外

2019.2.1から中古住宅(空き家バンク含む)
の改修費用の補助率を10分の10に拡充！

・市内事業者が改修を行った場合
・資材を市内で購入して自ら改修を行った場合

（ただし補助金の上限の範囲内で）

➡ 改修費の全額を補助

花巻市と独立行政法人住宅金融支援機構との協定締結により、上記制度対象者が長期固定金利住宅ローン
「フラット３５」を利用する場合、借入金利を当初5年間、年0.25％引き下げ 63



制度 概要 支援・助成内容

子育て世帯
住宅取得支援

●市が定める区域〔＊1〕に住宅を取得した
子育て世帯に奨励金を交付

奨励金30万円
（都市機能誘導区域内へ新築購
入する場合、20万円加算）

●親と同居または近居〔＊2〕する住宅を取
得した子育て世帯に奨励金を交付

＊2 親世帯と同じコミュニティ地区内を想定

住宅取得等支援制度④ー子育て世帯住宅取得支援ー
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花巻市と独立行政法人住宅金融支援機構との協定締結により、上記制度対象者が長期固定
金利住宅ローン「フラット３５」を利用する場合、借入金利を当初5年間、年0.25％引き下げ

＊1 花巻・石鳥谷地域は花巻市立地適正化計画に定める
「居住誘導区域」or「都市機能誘導区域」

大迫・東和地域は地域と話し合いにより決定した範囲
（大迫地域は大迫地域、外川目地域の一部）
（東和地域は土沢地域）



制度 概要 支援（助成）内容

U・I・Jターン者
就業奨励金

●県外から市内企業に就職したU・I・Jターン
者に、奨励金交付

奨励金
・U・I・Jターン者 25万円

※移住支援事業を併給する場合は10万円

移住支援事業 ●東京圏からの移住者に
国・県・市が負担し移住支援金を交付

支援金

・世帯での移住100万円

・単身での移住 60万円

インターンシップ
の実施・支援

●市内事業所でのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ行う大学生等に
交通費及び宿泊費を助成

インターンシップ参加に要した経費助成
（居住地～市内事業所の交通費・宿泊費）

上限２万円
（宿泊費は5,000円を上限とする）
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就業支援制度

※2019年10月より開始

※詳細な要件の詳細は、ご確認ください

・ 東京23区内又は東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方

・ 平成31年4月1日以降に花巻市に転入した方
・ 県が本事業の対象として掲載する求人に就業した方

・ 国の専門人材事業を活用して就業した方
・ 移住前の仕事をテレワークで実施する方

・ 県の起業支援金の交付決定を受けた方
・ 市の指定する関係人口要件に該当する方



新規就農支援制度

制度 概要 支援（助成）内容

新規就農支援 ●市外から移住してきた新規就農者が対象に
機械購入等の初期費用、農地の賃借料助成

・初期費用 最大80万円
（３年以内）

・賃借料補助
１万円／10ａ（最大50ａ）
（最大５年間）

●新規就農者の研修を受け入れる農家対象に
受け入れ費用を支給

研修受入れ先農家に５万円／月
（最大２年間）

●農業研修を受ける市外から転入の新規就農者対象に
家賃を助成

家賃の２分の１以内
上限２万円
（最大２年間）
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●結婚に踏み切れない主な要因の一つとして、経済的理由もあるという調査結
果を踏まえ、国が結婚に伴う新生活のスタートアップに係る支援を令和３年度
より拡充。

●市も国・県と連携して、結婚新生活に伴う住宅取得費用または住宅賃貸費用、
引越し費用を、市内で結婚新生活を開始する世帯を対象に支援。

※市で実施する他の住宅支援施策との併用も可能。

67

結婚新生活支援制度

①補助対象：結婚に伴う住宅取得費用または住宅賃借費用、引越費用

②補助世帯：夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満
（世帯年収540万円未満に相当）の新婚世帯

③補助上限：29歳以下▶60万円、39歳以下▶30万円
※いずれも1世帯あたり、年齢区分は夫婦いずれかの高い方

④その他 ：自治体が実施する家事育児参画促進講座への参加を受給者へ義務付け



情報発信、移住・定住相談

●webサイト「いいトコ花巻」、「まきまき花巻」による情報発信

●首都圏での移住フェア、移住ツアーによるＰＲ

●移住相談員設置による相談・支援体制の充実

↑ポータルサイト「いいトコ花巻」 ↑シティプロモーションサイト「まきまき花巻」（2019年度グッドデザイン賞受賞）

「いいトコ花巻」では、住
む・働くなどの生活に密
着した情報を、「まきまき
花巻」では、市民がライ
ターとなり、花巻の魅力
をそれぞれの目線で記
事化し、発信

首都圏で開催さ
れる移住フェアに
参加し、花巻を
ＰＲ

定住推進課に移
住相談員を配置し、
個別に移住相談を
受け付け
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観光・交流人口の拡大

○童話村の森ライトアップ

○宮沢賢治童話村野外ステージの活用

○日本ワインフェスティバル花巻・大迫

○田瀬湖ボート場環境整備

○東京オリ・パラ 復興「ありがとう」ホストタウン

○いわて花巻空港の利用促進

○観光客入り込み状況

○花巻市地域おこし研究所の開設
69



童話村の森ライトアップ

■内容

宮沢賢治童話村の豊かな自然の中に、ステンドグラスを基調としたオブジェ

を設営するとともに、偏光フィルターやミラーボールが映し出す光により、幻想的
な賢治の作品世界を創出

※2016年に、賢治生誕120年記念事業として実施したのがはじまり。SNSや口コミで
反響を呼び、開催継続を希望する声が多かったことを受け、以後、毎年実施

■2020年度の開催実績

●開催日

2020年8月1日(土)～10月18日(日)の毎週土曜日、 日曜日、祝日及びお盆期
間（8月11日(火)～8月14日(金)）

●来場者数 23,027人（開催日数31日間）

●アンケート結果・満足度

・例年、県外からの来場者は全国各地から約半数を占めるが、2020年度は2割（う

ち東北地方５県が約74%）

・９割以上（92.0％）が「満足」と回答

■2021年度の開催日

2021年7月17日(土)～10月17日(日)の毎週土曜日、日曜日、祝日及びお盆

期間（8月10日(火)～8月13日(金)）。［８月21日（土）～９月22日（木、
祝）は一時休止］ 開催日数25日間。 70

ライトアップ2020の様子
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宮沢賢治童話村野外ステージの活用
■体験型観光の拠点に向けて

・花巻市への訪問客の多くは、夕方から夜間にかけて温泉街を訪れるケースが多く、市内での滞留時間が少
ない。よって、体験型観光の実施により、滞留時間を延ばすことが必要

・体験型観光の拠点として、宮沢賢治童話村を映画上映やプロジェクションマッピング等の映像表現に対応
できるよう、野外ステージの整備を実施(国の地方創生拠点整備交付金 対象事業費41,418千円）

・民間団体主催によるイベントの開催（2019年開催分。2020年は実績なし）

アニメフェスティバル「宮沢賢治と高畑勲」（9/7)、イーハトーブスペシャルライブ(9/8)、INAKA FES”CAMP”2019(9/28、29)

※宮沢賢治童話村は（一社）アニメツーリズム協会が主宰の「日本のアニメ聖地88」 (2018～2020年版)に3年連続で選出

イーハトーブフェスティバル2019の様子

■イーハトーブフェスティバル2019

（イーハトーブフェスティバル2020は中止）

日時 2019年8月31日～9月1日午後4時～午後9時
内容 トーク 31日 養老孟司(解剖学者)

1日 鈴木敏夫(スタジオジブリ代表取締役プロデューサー)
映画上映

31日 「もののけ姫」（監督/宮崎駿）
1日 「大人の見る繪本 生れてはみたけれど」（監督/小津安二郎）

コンサート・朗読
31日 後藤正文（ASIAN  KUNG-FU-GENERATION）

古川日出男（作家）
1日 Salyu(歌手)

■イーハトーブフェスティバル2021
2021年10月2日(土)～10月３日(日) の開催を計画したが、 中止



日本ワインフェスティバル花巻・大迫

・大迫を中心とする岩手県がワインの産
地だということを大迫から発信したい。
・大迫のまちなかの商店街で日本ワイ
ンのイベントを開催することでまちなかの
活性化に結びつけたい。

日本ワインフェスティバル花巻・大迫を
開催（2019年来場者 約6,000人）

※2018年来場者 約5,000人

▼ ソムリエ世界一の田崎真也さんによ
るトークショーを開催（５月26日）

▲晴天に恵まれ大いに盛り上がった
「日本ワインフェスティバル花巻
大迫2019」

■ワインと共に

○大迫地域は、県内有数のぶどう産地であり、
そのぶどうを原料として50年以上前からワ
インが製造されている

○株式会社エーデルワイン（第三セクター）
は、国際ワインコンクールで最高賞を受賞
するなど、国内外で高く評価されている

○近年４つの小規模ワイナリーが誕生
・2015年：高橋葡萄園
・2016年：合同会社亀ヶ森醸造所
・2019年：社会福祉法人悠和会※
・2021年：大迫佐藤葡萄園※

（※ｸﾗﾌﾄﾜｲﾝ・ｼｰﾄﾞﾙ特区活用）

【2019年の開催概要】
・ 期日 2019年５月25日・26日
・ 会場 大迫町中心市街地内
・ 内容 県内10、北海道１、東北８、

関東３、甲信越19の合計41
ワイナリーが集結

※2021年は開催中止 72



田瀬湖ボート場環境整備

■スポーツによる交流人口の拡大に向けて

・田瀬湖ボート場は、1999年度・2011年度にイン
ターハイ、2016年度に国民体育大会などの全国規
模の大会を開催した実績あり

→2,000ｍ公認コースは国内有数の静水面として高
く評価されていることから、艇庫の２階部分を改修し
合宿所として利用できるよう施設整備（2017年度）

※国の地方創生拠点整備交付金 【36,234千円】
（対象事業費 72,468千円）

→トレーニング機器を整備（2018年度）【7,357千円】

2020年 ボート日本代表（シニア）強化合宿を実施
2021年 ボート日本代表 東京オリンピック事前合宿

6月２１日～7月１９日（２９日間）
※ シニア:23歳以上

○国内外の代表クルーや大学・高校等の合宿
所として活用

（２019年度：東京外語大、東京大、 2020年度・2021年度：実施なし）

○ボートに限らずヨット、カヌー、スタンドアップパド
ルボード（SUP）等の体験を生かしたアク
ティビティの充実を図り、新たな観光客の取
り込みを推進

※SUP：サーフボードの上に立ち一本のパドルで左右交互に漕ぎ、水面を進むアクティビティ

（2018年度 SUP新規整備、2019年度 カヌー更新、ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ新規整備)

ＳＵＰ
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ボート競技

田瀬湖ボート場

艇庫・合宿所 トレーニング機器

2,000ｍ公認コース



東日本大震災で支援いただいた相手国へ被災地の今と感謝を発信するとともに、相手国選手等
や姉妹都市等の市民及び生徒とスポーツや文化を通じて交流

東京オリ・パラ 復興「ありがとう」ホストタウン①

■相手国・地域 米国、オーストリア共和国

■事業の概要
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■2019年度の取り組み

①姉妹都市等からの来訪者に復興状況視察ツアー、茶道・着付等日本文化紹介等による交流実施

②ｵｰｽﾄﾘｱ代表柔道選手と中・高・大学生柔道部員との柔道交流実施（2019.9／花巻市武徳殿）

③米国LAジャパン・ハウスで行われたホストタウンイベントに、花巻市長、花巻東高野球部2名、 ホットスプリングス市姉妹都市
プログラム事業責任者メアリー・ズーニック氏が参加（2019.9／米国 ロサンゼルス ジャパン・ハウス）

④米国文化交流イベント「ＵＳＡを応援しよう！」実施（2019.11／花巻市なはんプラザ）

⑤復興ありがとうホストタウンサミットパネルディスカッションに登壇者の一人として橋本大臣(当時)と共に花巻市長が参加
（2019.11／福島Ｊヴィレッジ）

⑥オーストリアの若手ハープ演奏家による演奏会実施（2019.12／大迫交流活性化センター）

⑦2020年冬季オリンピック米国金メダリスト エヴァン・ライサチェク氏によるスケート教室実施（2020.2／石鳥谷アイスアリーナ）

②柔道交流

③ジャパン・
ハウス

⑤サミット ⑥演奏会 ⑦スケート教室



東京オリ・パラ 復興「ありがとう」ホストタウン②
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①相手国競技団体、ホットスプリングス市からお礼の動画が届き、市ホームページ等で紹介
(2021.7/ｵｰｽﾄﾘｱ柔道・ホットスプリングス、2021.8/米国陸上)

②米国ホストタウンオンラインイベントで市内醸造会社の商品と花巻北高校が参加した合唱動画が紹介された(2021.9)

③花巻市がホストタウン自治体表彰、ホットスプリングス市メアリー・ズーニック氏がホストタウン功労者賞を受賞（2021.9）

■2021年度の取り組み（2021.９.30現在）

■2020年度の取り組み
①コロナ禍での励ましと応援のメッセージとして、競技団体や姉妹都市等に「雨ニモマケズ」マスク、
「雨ニモマケズ」全文の英訳つき応援メッセージカード贈呈、国のホストタウン専用サイトに

「雨ニモマケズ」 を市民がリレー形式で朗読する応援動画を掲載
②「復興ありがとうホストタウン」の登録の経緯やこれまでの交流について紹介するパネル展示会を実施
（2020.9～10／イトーヨーカドー花巻店）

③「復興ありがとうホストタウン」ライトアップを実施（2021.1／なはんプラザ屋外ガラス面）

④米国ホストタウンオンラインシンポジウムに花巻市から花巻北高等学校合唱部部長が参加。
同校生徒が参加した米国国歌斉唱リレー動画が披露され、動画収録時に国歌斉唱に込めた
思いやシンポジウムに参加しての感想等コメントを発表。

①「雨ニモマケズ」メッセージ
カード、マスク、応援動画

②合唱動画①ｵｰｽﾄﾘｱ柔道チーム ①米国陸上 ①ホットスプリングス



台湾

北京

上海

香港

成都

いわて花巻

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾀｲ

ﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

●背景
国は、訪日外国人を２０３０年
までに、６，０００万人まで増
やすことを目標としているが、
成田、羽田空港のキャパシティ
にも限界があるため、地方空港
の利用促進が重要

※2019年訪日外国人は3,188万人

※2020年訪日外国人は 412万人

○ 台湾、中国、東南アジアなどと国内地方空港間を結ぶ、
LCCを含めた国際定期便及び チャーター便の誘致促進

○いわて花巻空港への台北、上

海に次ぐ国際線の就航促進

○ゲートウェイ空港となる新千
歳、関西国際、福岡、那覇等
の国際便の拡充と地方空港へ
の乗り入れ強化

昆明

いわて花巻空港の利用促進①
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いわて花巻空港の利用促進②

運航区間 航空会社（便数） 便数計

香港～花巻 ・キャセイパシフィック航空（7便） 7便

ホノルル～花巻 ・日本航空（2便） 2便
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■2019年度国際チャーター便運航実績

運航区間 航空会社

台北～花巻 ・タイガーエア台湾（週2往復/水・土運航）2018/8/1就航
・2018/3/28から運航していた定期チャーター便が定期便化
※新型コロナウイルスの影響により2020/3/4～2021/10/30まで運休

上海～花巻 ・中国東方航空（週2往復/水・土運航）2019/1/30就航
※新型コロナウイルスの影響により2020/2/8～2021/3/28以降当面の間運休

■2019年度国際定期便運航状況

・2018年8月にいわて花巻空港初の国際定期便となる台北便、2019年1月には上海便が就航

合計 9便

（参考）2018年度国際チャーター便運航実績（定期チャーター便を除く）：21便

2020年度国際チャーター便運航実績（定期チャーター便を除く）： 0便

（2021.９.3０現在）

出典：岩手県「令和元年度いわて花巻
空港の利用実績について」



○滑走路増設事業
福岡空港（2025年３月末供用開始予定）

関西国際空港
837.8万人

福岡空港
214.2万人

空港別 外国人正規入国者数(2019年)より
【出典：法務省出入国管理統計】

※神戸空港
神戸＝花巻間
(2021年3月28日就航）

中部国際空港
177.6万人 那覇空港

165.0万人

花巻空港 2021.1現在

【国内定期便】
○新千歳⇒花巻 3往復/日(JAL)
○小牧 ⇒花巻 4往復/日(FDA)
○伊丹 ⇒花巻 4往復/日(JAL)
○神戸 ⇒花巻 1往復/日(FDA)
【2021.3.28就航】

○福岡 ⇒花巻 1往復/日(JAL)

【国際定期便】
○台湾(桃園)⇒花巻 2往復/週

(ﾀｲｶﾞｰｴｱ台湾)
○上海(浦東)⇒花巻 2往復/週

(中国東方航空)

新千歳空港
173.2万人

《東北6県内空港》
青森 28,175人
秋田 4,415人
花巻 19,402人
仙台 129,889人
山形 13,865人
庄内 2,723人
福島 9,119人

■国内路線網を強化し、外国人観光客を地方へ誘導

いわて花巻空港の利用促進③

○いわて花巻空港をはじめとした地方空港への国際線

就航促進

○ゲートウェイ空港となる新千歳空港、関西国際空港、

福岡空港、那覇空港等の国際便の拡充と地方空港へ

の乗り入れ強化

○令和3年3月28日に神戸線就航
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観光客入り込み状況①
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※2011年の宿泊者には避難者が含まれています

○外国人観光客数は2017年に前年のおよそ２倍に
増加。2018年は前年比8.6％増、2019年は
21.5%増と堅調に推移。

○観光客入込数は2012年以降、210万人台で推
移。 2018年は悪天候によるイベント来場者の減
などにより前年比6.0％減となったが、2019年は
前年比5.2％増と盛り返した。（2016年は国体
開催による増）

○2020年は、感染症の影響により、観光客入込数
は、大幅に減少した。

79

単位：人回
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観光客入り込み状況②
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花巻市地域おこし研究所の開設

■開設の目的

○花巻市の未来に資する研究、開発及び実践。

○研究と通常業務の両立ができる専門的な技術と
能力を持った人材（高度人材）の育成。

■研究所の役割

○地域課題の解決方法や事業計画の検討⇒市
職員が先頭となり実践⇒学び続ける機会と場を
創出

○市職員を高度人材へ育成

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所との連携

 2018年7月9日 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（以下、SFC）
研究所と「地域おこしに関する研究開発の連携協定に関する覚書」締結

 花巻市職員が花巻市に新機軸を提供するテーマを設定
SFCからの遠隔・対面での指導・助言受け、市に資する研究開発従事。

 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
2名が2019年４月から大学院生として地域課題の解決について研究。
⇒2020年度で大学院修士課程修了。

1名が2021年7月に合格。同年9月から大学院修士課程に入学。

慶應SFC

市職員

学びの提供

先進の情報
技術等の提供

地域・企業
地元学生

アイディア

評価者
(市の幹部)

プロジェクト
化

慶應SFC

事業化
サポート

課題等の共有

花巻市地域おこし
研究所

実証

研究所スキーム

地域・企業
地元学生

協働実施

評価
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子育て支援
○保育サービスの拡充

○学童クラブの整備および保護者負担の軽減

○医療費・保育料など各種助成制度

○子育て支援事業・支援施設

○保育士確保のための支援制度

○保育施設等の保育環境整備

○児童福祉施設等へのAED整備および整備支援

○小中学校、幼稚園や保育園等へのエアコン整備・整備補補助制度

○教育支援・奨学金制度
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保育環境の充実（保育サービスの拡充/学童クラブの整備）

●私立保育所等３園の施設整備を支援。2020年4月に開設（定員107人分）

84

認可保育所「みどりの保育園」
（不動）（定員50人）

小規模保育事業所「つくし保育園」
（松園町）（定員12人）

認可保育所「わこのいえ保育園」
（城内）（定員45人）

●宮野目学童クラブの増築。2021年4月に定員を20人増員（定員60人⇒80人）

●花巻学童クラブと、同じ若葉小学校区内にあるひまわり学童クラブを統合整備
⇒「わかば学童クラブ」2021年12月開所予定。2022年4月に定員を増員（定員158
人⇒180人）



学童クラブの整備および保護者負担の軽減

85

●学童クラブの保育料の減免制度を拡充し、保護者の負担を軽減

区分 令和２年度減免制度 令和３年度減免制度

要保護世帯 減免なし ○全児童 全額（新規）

準要保護世帯 減免なし
○第１子 ２分の１（新規）
○第２子以降 全額（新規）

障がい児 減免なし ○全児童 ２分の１（新規）

ひとり親世帯 ○全児童 ２分の１ ○全児童 ２分の１（変更なし）

きょうだい同時
入所世帯

○きょうだい同時入所の第２子
以降 ４分の１

○きょうだい同時入所の第２子
以降 ２分の１（拡充）

減免対象経費：月額保育料（100円未満切り捨て）



医療費・保育料など各種助成制度①

制度 概要 支援（助成）内容

医療費助成 ●就学前児童 医療費全額助成
※自己負担、保護者所得制限なし。

※現物給付のため、医療費助成分は医療機関へ
の支払いが不要。

●就学以降18歳まで

◎小学生

◎中学生（2018年10月診療分～新設）

◎高校生等（2018年10月診療分～新設）

自己負担を控除した額を助成
（自己負担 外来750円、入院2,500円）

※所得制限あり。

※保護者の市県民税が非課税である場合は、自
己負担なし。

※現物給付化により、医療機関での医療費助成
分の支払いが不要となる。（注）

（注）重度心身障がい者、心身障がい児、ひとり親家庭の

助成を受ける小学生、中学生、高校生等も含む。
●重度心身障がい者、心身障がい児、ひとり

親家庭（障がいの程度、扶養等で各種
要件あり）

＊18歳に達する日以降、
最初の3月31日まで
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★拡充…2019年8月診療分から現物給付化

★拡充…2020年8月診療分から現物給付化

★拡充…2020年8月診療分から市内の医療
機関限定で現物給付化



医療費・保育料など各種助成制度②

事業名 内容 備考

第３子以降の
保育料助成

●高校生等以下〔＊〕の最年長者を第１子とし
てカウントし、第３子以降の保育料を助成

＊18歳に達する日以後、最初の３月31日まで

住民税（所得割）課税額に応じて
保育料の２分の１～全額助成

特定施設２歳
児の就園支援
費助成

●私立幼稚園が、当該幼稚園に在籍する保育
の必要性がない２歳児〔＊〕の保育料及び入
園料の減免を行う場合、減免にかかる費用を
助成

＊満３歳を迎える前月まで

ひと月あたりの入園料と保育料の４
分の１に相当する額（上限5,000
円）を助成

認可外等保育
施設に通う子ど
もの健康診断
費用助成

●市内の認可外保育施設や事業所内保育所
に入所する児童の健康診断等の実施にかか
る費用を助成

児童の健康診断、歯科検診にかかる
費用を助成。児童１人当たり１回
2,000円（年３回まで）
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申請者（接種延回数）
27年度 6,180人（10,547回）
28年度 6,119人（10,620回）
29年度 6,108人（10,281回）
30年度 6,117人（10,629回）

制度 概要 支援（助成）内容

子どもの
インフルエンザ
予防接種費用
の助成

●中学生までの子どもを対象に、インフルエンザ
予防接種費用を助成

R2年10月より、対象者・助成金額を拡充

○１人２回まで助成
生後6か月~小学生 3,000円／回
（小学生1人目

1,000円／回→3,000円／回）

○１人１回まで助成

中学生 3,000円／回

ロタウイルス
予防接種費用
の助成

●平成31年4月1日以降に生まれた乳児を対
象に、次のどちらかのワクチン接種費用を助成

・ロタリックス(2回接種)は、生後6週～24週までに接種

・ロタテック（3回接種)は、生後6週～32週までに接種

R2年7月31日生まれまで次の金額を助成

・ロタリックス 6,000円／回 2回まで

（生活保護世帯は、12,000円/回）

・ロタテック ４,000円／回 3回まで

（生活保護世帯は、8,000円/回）

※１回目の接種費用助成は、どちらのワクチンでも
生後15週未満までに接種した場合となります

※R2年8月生まれより定期接種へ

医療費・保育料など各種助成制度③

88●R2.10から当該予防接種が定期予防接種に指定され、接種費用の個人負担が無くなったことにより助成事業は終了



子育て支援事業

事業名 内容 備考

産後ケア、
産前・産後サ
ポート事業

●妊産婦が抱える妊娠、出産などの悩みについての相談、
産後間もない母子に対する心身のケア

●母親同士の仲間づくりを促し、孤立感を解消、
安心して妊娠期を過ごし、育児ができるようサポート

※妊産婦の支援を行うNPO法人「まんまるママいわて」に委託

利用料金
・産後ケア 全日型2,700円／回

半日型 900円／回

訪問型 900円／回

※生活保護世帯、非課税世帯、無料

・産前・産後サポート
参加型サロン 無料

妊婦一般健
康診査

多胎妊娠妊
婦健康診査

従来の14回の健康診査に加え

●妊娠40週を超えた妊婦の方で必要と認められた場合

新たに1回分の妊婦健康診査費用の一部を助成（★R３拡充）

●多胎妊娠された妊婦の方

新たに5回分の妊婦健康診査費用の一部を助成（★R３拡充）

特定不妊治
療

●花巻市に住所を有する、特定不妊治療を受けた夫婦で
岩手県の特定治療支援事業による助成金の交付決定を
受けた方を対象に治療費の一部を助成

1回の申請につき10万円限度に助成
(男性不妊治療を併せて行った場合
上記に加え、1回の申請につき10万円助成)
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★Ｒ３拡充（利用回数を1人5回から7回へ）

★Ｒ３拡充（事実婚関係にある方も対象に） ★Ｒ３拡充（男性不妊治療も対象に）



子育て支援事業・支援施設

事業名 内容 備考

はなまき
ファミリーサポー
トセンター

●子育てを地域で支えあうために、有償ボ
ランティアによる児童の預かり、送迎などの
援助活動を推進

利用料金
・平日 500円～600円／１時間
・土日祝日 600円／１時間

子育て世代包
括支援センター

●花巻保健センター内に、妊娠期から子育
て期にわたる総合的な相談支援を行う
窓口を設置し、きめ細やかな支援を実施

相談支援員２名体制
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子育て支援事業・支援施設③

●「こども発達相談センター」を2018年４月にリニューアルオープンし、発達相談や
親子教室など就学前児童の発達支援の事業を実施

●市の病後児保育室において、傷病の回復期で保育所や小学校などでの集団
生活が困難な状態にあるお子さんの預かりを実施
〔利用料金 2,000円／日（５時間未満は1,000円／日）〕

こども発達相談センター（高松第3地割） 病後児保育室（花城町）
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保育士確保のための支援制度①

制度 概要 支援（助成）内容

保育士等
復職支援

●市内の保育所等への再就職を希望する、
保育士等の資格を有する人へ
復職に向けた支援を実施

職場見学や職場体験などの場を
無料で提供

保育士等
再就職支援金
貸し付け

●市内の私立認可保育所等に再就職す
る保育士に、再就職支援金を貸し付け

貸付金10万円（１人１回まで）
１年間勤務で返還免除

保育士等
保育料補助

●市内の私立認可保育所等で週20時間
以上勤務する保育士に、子どもを認可
保育所等に預ける場合の保育料を助成

保育料月額
・第１子 10,000円
・第２子 5,000円
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保育士確保のための支援制度②

制度 概要 支援（助成）内容

保育士等
家賃補助

●市内私立認可保育所等に勤務の保育士
に、住居を賃借する場合の家賃を助成

上限4万円から、勤務先から支給さ
れる住居手当を差し引いた額に、
以下の割合を乗じた額を助成
・採用１年目 1/2
・採用２年目 1/3
・採用３年目 1/4

※2023年度で補助終了

保育士等
奨学金返済支
援補助金

●奨学金を返済しながら
市内の私立認可保育所等に勤務の
保育士等の奨学金の返済の一部を補助

返済額の１／２を補助

継続して36月を限度とする

年額12万円を上限

(半年の場合は6万円）
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保育環境の充実（保育施設等の保育環境整備）
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概要

●保育施設等（保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所）の防犯対策
の強化のため、フェンスや防犯カメラ等の整備費補助

●保育士等の業務負担軽減のため、公立保育園の登降園管理、帳票作成、保護者連
絡業務のICT化を行うシステム導入 （対象：公立保育園７園）

●公立保育園、公立幼稚園へ緊急時の安全確保対策として、AED整備
（公立保育園 ９園 、公立幼稚園 ２園）

●私立保育園等、私立幼稚園、認可外保育施設、学童クラブの緊急時の安全確保対策として、
AEDの整備費用を市独自に補助 （私立保育園等 14園、学童クラブ ９施設）



概要 対象

●児童生徒の安全と快適な教育環境の創出のため

2019年度に市内小中学校の普通教室等に

エアコンを設置し、夏休み前から使用開始

○小学校 19校 230学級 233台

○中学校 11校 118学級 117台

●保育環境整備等のため

市内公立幼稚園・保育園等にエアコン設置

○幼稚園 2園7室

○公立保育園・こども発達相談センター

12施設33室

●私立保育園等※１の児童や職員の熱中症対策として
保育室、教室、職員室、医務室等に設置※２する
国の補助対象とならないエアコン整備費用について市独自補助

補助対象経費上限300万円

○私立保育園等・私立幼稚園 7園21室

補助率1/4以内、最大補助額75万円

○地域子育て支援センター 1施設1室

補助率1/3以内、最大補助額100万円

小中学校、幼稚園、保育園等へのエアコン整備・補助○
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※１：私立保育園等は、私立の保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、
地域子育て支援センターを指す

※２：設置から10年以上経過した設備の更新も含む



教育支援・奨学金制度①

制度 概要 支援（助成）内容

学力向上推進
事業

●小学生が受検する日本漢字能力検定（漢検）の検
定料を市が負担

小学５・６年生を対象として、漢検
検定料を全額助成（１回／人）

小学校外国語
教育推進事業

●小学校において、外国語を学ぶ素地や国際理解力を
養うため、外国語指導助手（ＡＬＴ）による外国語
学習、異文化に触れる授業を実施

中学校外国語
教育推進事業

●中学校において、生徒の語学力向上のため、外国語
指導助手（ＡＬＴ）による授業を実施

●中学生が受検する実用英語技能検定（英検）の検
定料を市が負担するとともに、英語検定問題集を各
学校に配架

中学生全員を対象として、英検検定
料を全額助成（１回／人）
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教育支援・奨学金制度②

制度 概要 支援（助成）内容

はなまき夢応援奨
学金制度

●経済的事情により就学に向けた支援が必要な人

を対象に、奨学金返還免除支援実施
返還金の全額を免除
※市内居住期間内に限る

ふるさと保育士確
保事業補助金

●市の奨学金制度を利用し、市内の認可保育所等
（市立保育所を除く）で勤務する保育士対象に

奨学金返還を支援

返還金の半額を助成

ふるさと奨学生定
着事業補助金

●花巻市奨学金※を返還している方（これから返還す

る方含む）で、市内大学卒業後、市内居住の場

合、奨学金返還を支援

返還金の半額を助成
※市内居住期間内に限る

介護人材確保事
業補助金

●市の奨学金制度を利用し、介護福祉士等の資格
を取得。市内介護サービス事業所等に勤務する

人対象 奨学金の返還を支援

申請年度に返還すべき額×申請年度
における就業月数／12月×2分の1
※就業を開始した月から、60月分限度
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★拡充…R3年度分から、日本学生支援機構の給付奨学金採択者を対象者に追加
併せて、日本学生支援機構の給付奨学金との併用可

※花巻市奨学金（返還型）は、保護者が花巻市に住所を有している方、または市内児童養護施設
入所の方で、世帯収入が基準額以下の方に対し、無利子で貸与する返還奨学金
【貸与額（学資金）】 高校生等：月額15,000円以内 大学生等：月額30,000円以内



教育支援・奨学金制度④
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事業名 内容 備考

高校生おおはさ
ま留学生受け入
れ事業

●国定公園早池峰山やユネスコ無形文化遺産、
国指定重要無形民俗文化財早池峰神楽等

花巻市大迫地域の資源を活用

全国から県立大迫高等学校の入学生を

「高校生おおはさま留学生」として受け入れ

⇒花巻地域での生活や地域活動などに
意欲を有する人材を育成、地域振興

▶居住 ホテルベルンドルフの客室を

学生寮として提供

▶食事 1日3食を提供（昼食は弁当）

▶通学 徒歩又は自転車での通学

▶生活サポート

岩手県立大迫高等学校

生徒確保対策協議会会員

が生活支援員として、ホテル

ベルンドルフスタッフとともに留

学中の生活全般をサポート

岩手県立大迫高等学校ホテルベルンドルフ（学生寮）

高校生おおはさま留学生受け入れ人数
R3年度 2人（継続2人）



地域医療の確保

○総合花巻病院の移転支援

○岩手医科大学附属病院利用者連絡バスの運行

○助産師等確保対策

○妊産婦交通費支援
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総合花巻病院の移転支援
○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
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○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



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、2019年9月から、花巻駅・石鳥谷駅と岩手医科大学附属病院間

の往復する連絡バスの運行を開始。

○平日は1日2便、第1・第4土曜日は1日1便の運行で、入院・通院患者以外にもお見舞いの方など幅広く利用可能。

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】
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助産師等確保対策①
■産科診療に必要な助産師・看護師の確保

市民が安心して出産することができる環境の維持を図ることを目的とする。
市内の産科医療機関へ助産師・看護師として就職する際の支援を行う。
（支援の内容）

・就職支援金支給 市内産科医療機関に就職した助産師・看護師に就職支援金を支給
・就職支援金貸付 市内産科医療機関に就職した助産師に就職支援金を貸付け
・保育料支援 市内産科医療機関に就職した助産師・看護師に、子どもを保育施設に預ける

際の保育料を助成
・家賃支援 市内産科医療機関に就職した助産師・看護師に最大３年間、家賃を支援
・奨学金返済支援 市内産科医療機関に就職した助産師・看護師に最大３年間、奨学金返還を

支援
○対象となる助産師(補助対象助産師)

同一の市内産科医療機関に３年以上勤務する意思がある助産師。
ただし、岩手中部地域（花巻市、北上市、遠野市、西和賀町）の産科医療機関で助産師として勤

務していた場合は、その産科医療機関を退職してから３か月以上経過していること。
○対象となる看護師(補助対象看護師）

同一の市内産科医療機関に3年以上勤務する意思があり、市内の産科医療機関に就職した時点で
過去に看護師として産科診療に携わった経験を１年以上有する看護師。
ただし、 岩手中部地域の産科医療機関に看護師として勤務していた場合は、その産科医療機関を

退職して３か月以上経過していること。
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支援項目 概要 要件

就職支援金
給付

▶対象
①助産師または産科医療機関で産科診療に携わった経験を
１年以上有する看護師で、市内産科医療機関へ就職する
ため県外から県内へ転入した方

②助産師免許登録後６か月以上の助産師または産科医療機
関で産科診療に携わった経験を１年以上有する看護師で
市内の産科医療機関へ就職した県内在住の方

③助産師免許登録後６か月未満の助産師（県内外問わず）

▶支給額

①100万円②30万円③100万円 ※１人１回まで

同一の市内産科
医療機関に３年
以上勤務する意
思があること

就職支援金
貸付

▶対象 産科医療機関において１年以上の分べん対応経験
を有する助産師で、花巻市内の産科医療機関へ就
職するために岩手県外から県内へ転入した方

▶貸付額 100万円
(３年以上助産師業務を継続したときは、返還免除)

同一の市内産科
医療機関に３年
以上勤務する意
思があること

助産師等確保対策②
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支援項目 概要 要件

保育料支援 ▶対象 ０歳～２歳児の保育料
▶助成額 第一子：月額保育料の1/2（上限１万６千円）

第二子：月額保育料の1/2（上限８千円）

同一市内産科医療
機関に３年以上勤
務する意思がある
こと

家賃支援 ▶対象 自ら、または生計同一者が支払っている家賃
▶助成額
（月額家賃（上限４万円）－勤務先からの住居手当）×補助率（※）

※補助率 １年目 1/2、２年目 1/3、３年目 1/4

同一市内産科医療
機関に３年以上勤
務する意思がある
こと

花巻市奨学
金返済支援

▶対象 助産師または看護師の資格を取得するために
借り受けた花巻市奨学金

▶助成額 返済月額の1/2

・同一市内産科医
療機関に３年以上
勤務する意思があ
ること
・前年度の市税に
滞納がなく、３か
月以内に奨学金の
返還に滞納がない
こと

奨学金返済
支援
（市奨学金以
外）

▶対象 助産師または看護師の資格を取得するために
借り受けた奨学金のうち花巻市が指定するもの

▶助成額 返済月額の1/2（上限１万円）

助産師等確保対策③
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妊産婦交通費支援①

■産科医療機関を利用する際の妊産婦の交通費・宿泊費を補助
⇒妊産婦が安心して出産できる環境の充実を図る

○妊産婦タクシー補助

■対象者 花巻市内に住所を有する妊産婦

■補助対象経費

・妊婦健診や通院・入院のため、対象地区内にある産科医療機関（＊）と
自宅（または市内出先）との区間で利用したタクシー料金を対象

・１回の乗車につき（片道あたり）３千円を超えた額

■補助金額 対象経費の累計額(ハイリスク妊産婦交通費等補助額と通算で５万円上限)

■補助対象期間
母子健康手帳が交付され、
対象地区内にある産科医療機関へ健診や通院を開始した日から
通院または入院が終了する日まで（最大産後６週間まで）

＊対象となる地区内
岩手中部（花巻市、北上市、遠野市、西和賀町）

盛岡 （盛岡市、矢巾町、紫波町、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市）

胆江 （奥州市、金ヶ崎町）

両磐 （一関市、平泉町）
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妊産婦交通費支援②

○ハイリスク妊産婦交通費等補助

■対象者

花巻市内に住所を有し、医療費にハイリスク妊娠管理加算またはハイリスク
分娩管理加算が算定された方
または、これに相当する疾患を有すると医師が認める方で、県内の周産期母
子医療センター（＊）に通院または入院している妊産婦

■補助対象経費

・妊婦健診や通院・入院のため周産期母子医療センターと自宅（または県内出先）

との間を移動した際の交通費（電車、バス、タクシー、自家用車、有料道路、駐車場）

・待機宿泊（入院待機または分娩待機）の際の宿泊費・交通費
・周産期母子医療センターと同じ病院内にある他科を受診するときの交通費
（ハイリスク妊産婦であることを理由とした受診に限る）

■補助金額 対象経費の累計額(妊産婦タクシー補助額と通算で５万円を上限)

■補助対象期間
母子健康手帳が交付され、県内の周産期母子医療センターへ健診や通院を

開始した日から、通院または入院が終了する日まで（最大産後６週間まで）

＊県内の周産期母子医療センター
岩手医科大学附属病院、県立中央病院、盛岡赤十字病院、
県立宮古病院、県立中部病院、北上済生会病院、県立磐井病院、
県立大船渡病院、県立久慈病院、県立二戸病院
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