
新花巻図書館の整備について

（市民意見交換会：R3.1.28）

花 巻 市



新花巻図書館整備のこれまで

◆現在の花巻図書館…

・老朽化 S48年開館（Ｒ2築47年）

・閲覧スペース２階、エレベーターなし

・利用年齢層 50代以上約7割

210代, 15 , 9%

20代, 4 , 2%

30代, 15 , 9%

40代, 17 , 10%

50代, 24 , 15%
60代, 48 , 29%

70代以上, 41 , 25%

無回答, 1 , 1%

年齢別人数

10代 20代 30代 40代

50代 60代 70代以上 無回答



新花巻図書館整備のこれまで

◆現在の花巻図書館…

・利用頻度 月2・3回以上約8割 ・自動車利用76％ 公共交通利用３％

生涯学習拠点施設 市街地再生施設として新しい図書館の整備必要
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ほぼ毎日, 6 , 4%

週に１～２回, 36 , …

月に２～３回, 89 , 54%

月に１回, 18 , 11%

２～３か月に１…

年に１～２回, 6 , …
初めて, 1 , 0% 無回答, 2 , 1%

ほぼ毎日 週に１～２回 月に２～３回

月に１回 ２～３か月に１回 年に１～２回

初めて 無回答

自家用車, 125 , 76%

自転車・バイク, 17 , …

徒歩, 15 , 9%

電車・バス等の公共交通機…

その他, 2 , 1%

無回答, 3 , 2%

自家用車 自転車・バイク

徒歩 電車・バス等の公共交通機関

その他 無回答



・平成23年12月 ⇒ 公共的団体・図書館関係者・公募

「図書館整備市民懇話会」設置

・平成24年10月 ⇒ ワークショップ等実施 市民懇話会から

「花巻図書館への提言」提出

・平成25年５月 ⇒ 「花巻中央図書館基本計画」策定

花巻厚生病院跡地を整備候補地

・平成26年３月 ⇒ 花巻厚生病院跡地から土壌汚染 県公表

・・・図書館整備 中断

・平成28年 ⇒ 平成24年「花巻図書館への提言」を基に
新花巻図書館整備に関する構想 再構築
パブリックコメント、市民説明会開催

・平成29年８月 ⇒ 「新花巻図書館整備基本構想」策定

新花巻図書館整備のこれまで
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新花巻図書館整備基本構想（平成29年策定）

●基本方針

・多くの先人（宮沢賢治、萬鉄五郎）輩出

・「鶴陰碑」後継者育成 学びの風土

・市民の生活・活動、子どもの読書活動 支援

・情報を地域・産業の創造に

・まち・市民に活力と未来を

◆郷土の歴史・独自性を大切にし、豊かな市民文化を創造

◆すべての市民が親しみやすく使いやすい

◆暮らし・仕事・地域の課題解決に役立つ知の情報拠点

5



●整備方針

新花巻図書館整備基本構想（平成29年策定）

①施設

・ユニバーサルデザイン
・十分なスペース
・先人郷土資料スペース
・子どもスペース
・防災、防犯、環境配慮
・駐車スペース
・施設併設等検討

②蔵書資料

・広い分野収集
・先人郷土資料充実
・視聴覚資料
・電子資料

③運営

・利用しやすい開館時間
・利用者視点
・図書館ボランティア
・職員体制充実

④サービス

・レファレンスサービス
（相談・支援）充実

・中央図書館機能
・情報発信強化
・新システム対応
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新花巻図書館整備基本構想（平成29年策定）

・利用しやすい場所

・交通アクセス、わかりやすい場所

・十分な駐車場

・市街地再生、都市計画に整合

・都市機能誘導区域内

（市立地適正化計画 28年6月）

・近隣施設と連携、複合化検討

・候補地を数箇所選定

基本計画で決定

・コスト削減

・財政計画配慮

・運営費、図書購入費、

職員体制考慮
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●建設場所方針 ●事業費方針



整備候補地の検討
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都市機能誘導区域

花巻駅

花巻市役所

まなび学園

新花巻図書館の整備候補地

都市機能

誘導区域内へ

整備

国の「都市構造再

編集中支援事業費

補助」（最大で

10億5,000万円）

を活用
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新花巻図書館の整備候補地 背景

・花巻市立地適正化計画（平成28年6月）

・・・・・都市機能誘導区域 まなび学園周辺

・新花巻図書館整備基本構想（平成29年8月）

・・・・・・・・・・都市機能誘導区域

・花巻市図書館複合施設等整備方針検討業務報告書

「UR報告書」（平成30年6月）

・・・都市機能誘導区域内の土地

「花巻駅東口周辺」「まなび学園周辺」
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・ＪＲ東日本所有地一部 50年定期借地

・図書館・賃貸住宅・テナント複合施設

・図書館は市所有

・テナント・賃貸住宅はＳＰＣ（特定目的会社）所有

（令和2年1月29日公表）
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新花巻図書館の整備候補地 新花巻図書館複合施設整備事業構想



ＪＲ用地（スポーツ用品店敷地）

1 JR東日本 交渉経緯

「平成30年12月市議会において『花巻駅東口周

辺のＪＲ所有地を有力な候補地』との考え」

「これまでは『（花城町の）まなび学

園周辺か駅周辺』などとしており、今回はより具

体的に示した格好。市とＪＲは具体的な条件など

について協議に」（18年12月6日岩手日報）

「土地を賃貸借する方向で協力したい。賃貸借条件

を協議中」（19年12月9日議会一般質問答弁）

「JRは複合施設建設用地を50年間の定期借地で賃貸する

ことにより花巻市のまちづくりに協力」

（20年1月29日 新花巻図書館複合施設整備事業構想時）

花巻駅東口周辺

2018.12.6 岩手日報

新花巻図書館の整備候補地 経過状況
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2 反対意見

場所自体反対（まなび学園等の意見）

土地賃貸借

賃貸住宅複合化

2020.9.12 岩手日報

新花巻図書館の整備候補地 経過状況
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花巻市議会意見交換会参加者アンケートより



３ ＪＲ用地についての課題

① ＪＲ用地 まなび学園周辺

② 賃貸住宅等複合化 図書館単独

③ 土地の定期賃貸借 土地の所有

４ 現状

・令和２年12月花巻市議会図書館特別委員会

において図書館及びカフェ

・敷地の購入についてＪＲと協議方針

・ＪＲ東日本盛岡支社は買取り協議に応じる意向

（今後条件を協議）

新花巻図書館の整備候補地 経過状況
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１ 概況と課題（平成30年６月：ＵＲ報告書）

・まなび学園施設は、老朽化のためいずれ建替必要

・まなび学園、病院跡地含め土地活用のあり方の検討必要

・総合花巻病院跡地 急傾斜地崩壊区画指定あり

高低差の改善、有効平場の確保、造成計画と工事必要

・交通アクセスの確保

循環バスや路線バス

駅方面から歩道整備

新花巻図書館の整備候補地 経過状況
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まなび学園周辺
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建設地別説明資料 ≪まなび学園前≫
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●整備計画
〇花巻駅まで ：約770ｍ 約11.5分（徒歩４㎞/１時間）
〇施設概要 ：2階建
建築面積 ：2,340㎡(30.0m×78.0m) 延床面積：4,500㎡

〇駐車場台数 ：既存の駐車台数 250台…①
（内訳：一般分204台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

駐車場整備後 412台…②
（内訳：一般分366台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

②－① 162台増
※図書館分の利用見込み台数は180台（18台分不足）

〇開館見込時期：令和８年４月
〇整備概要 ：図書館新築 1棟

造成（盛土） 16,000㎥
駐車場整備 8,960㎡
市道拡幅 75ｍ (上町・坂本線)

建設地別説明資料 ≪まなび学園前≫



参考図：まなび学園前（まなび学園・体育館解体後）
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建設地別説明資料 ≪まなび学園体育館≫
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●整備計画
〇花巻駅まで ：約740ｍ 約11分（徒歩４㎞/１時間）
〇施設概要 ：２階建
建築面積 ：2,250㎡(30.0m×75.0m) 延床面積 ：4,500㎡

〇駐車場台数 ：既存の駐車台数 250台…①
（内訳：一般分204台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

駐車場整備後 447台…②
（内訳：一般分401台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

②－① 197台増
※図書館分の利用見込み台数は180台（不足なし）

〇開館見込時期：令和８年４月
〇整備概要 ：図書館新築 1棟

造成（盛土）16,000㎥
駐車場整備 8,960㎡
市道拡幅 145m (吹張・花城町70ｍ、上町・坂本線75ｍ)
体育館解体 1棟

〇特記事項
注１）体育館は利用率が高く、解体する場合は、代替施設建設必要。
＊体育室利用者数(R1) 利用件数 919件(2.9件/日)

利用者数19,858人(63.44人/日)

建設地別説明資料 ≪まなび学園体育館≫



建設地別説明資料 ≪総合花巻病院跡地≫

23

花
巻
病
院
跡
地



建設地別説明資料 ≪総合花巻病院跡地≫
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●整備計画
〇花巻駅まで ：約890ｍ 約13.5分（徒歩４㎞/１時間）
〇施設概要 ：２階建
建築面積 ：2,268㎡(42.0m×54.0m) 延床面積 ：4,536㎡

〇駐車場台数 ：既存の駐車台数 250台…①
（内訳：一般分204台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

駐車場整備後 402台…②
（内訳：一般分356台、公用車分26台、合同庁舎借用20台）

②－① 152台増
※図書館分の利用見込み台数は180台（28台分不足）

〇開館見込時期：令和９年４月
〇整備概要 ：図書館新築 1棟

造成（盛土） 16,000㎥
駐車場整備 5,460㎡
市道拡幅 75m (上町・坂本線)



都市計画道路整備
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建設地別説明資料 ≪JR用地（スポーツ用品店敷地）≫
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●整備計画
〇施設概要 ：2階建
建築面積 ：2,196㎡(30.0m×66.0m+18.0m×12.0ｍ)
延床面積 ：4,392㎡

〇駐車場台数 ：既存の駐車台数 180台…①
（内訳：市営北側60台、市営南側120台）

駐車場整備後 361台…②
（内訳：市営北側60台、立体駐車場297台、図書館横４台）

②－① 181台増
※図書館分の利用見込み台数は180台（不足なし）

〇駐輪台数 210台
〇開館見込時期：令和８年４月
〇整備概要 ：図書館新築 1棟

立体駐車場整備 11,000㎡ (3階4層)
広場整備 780㎡

〇特記事項 注１）ＪＲとの用地利用(売買または賃貸)について、合意する必要
注２）はなんプラザおよびホテルとの機能分担・連携

建設地別説明資料 ≪JR用地（スポーツ用品店敷地）≫



建設地別説明資料 ≪JR用地（スポーツ用品店敷地）≫
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その他の建設候補地検討

•営林署跡地

•花巻駅南駐車場（北：なはんプラザ東）

新花巻図書館の整備候補地 経過状況
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現行花巻図書館との比較（検討中）

新花巻図書館の運営費 試算
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現行花巻図書館
R２予算

新図書館運営費
試 算

備 考

①人件費
（報酬・職員給料・手当・
共済費・通勤手当 等）

４１，０７６千円 ９４，４５２千円

正職員１０名
会計年度任用職員１５名
※一関図書館は正職員７名、
会計年度任用職員１４名

②消耗品費、光熱水費、その他 ９，３６３千円 ２２，６９７千円
光熱水費を除き現図書館予算
の１．５倍計算

※うち光熱水費 ２，１９０千円 １２，０００千円
一関図書館の平成30年度決算
額１１，１９３千円を参考

③施設管理、システム 等 ９，０５３千円 １４，０００千円
一関図書館の平成30年度決算
額１３，９６４千円を参考

④機器借上料 等 １５，８０３千円 １６，１０３千円
図書館情報システム、Wi-Fi
設備等、業者見積もり参考

⑤図書購入費 等 ７，７４２千円
仮定）５１，５００

千円

一関市立図書館の図書購入費は、
一関図書館開館当初からの10年間、
８館分全体で1億円の予算。
うち一関図書館（H31.4.1）の購入
冊数割合は51.5％
⇒ 仮定として、1億円の51.5%

で試算

合計 ８３，０３７千円 １９８，７５２千円

※光熱水費と施設管理、システム等は、一関市立一関図書館の平成30年度決算額を参考



ワークショップの概要
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シンポジウム・ワークショップ開催計画公表（Ｒ２、３月議会）
・コロナ禍でシンポジウム開催断念
・ワークショップ開催遅延 ７月～10月に開催

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要

33

◆高校生・２０代編

第１回Ｒ２年７/２５（土）高校生２２名 ２０代１５名 計３７名

・アドバイザー富士大学早川光彦教授講演

・「こんな図書館がほしい！」グループワーク

第２回Ｒ２年８/８（土） 高校生２１名 ２０代１５名 計３６名

・班ごと テーマ設定 発表

▶発表されたアイデア例

「本・資料」最新研究論文、大学パンフ、就活資料、本以外も

「サービス」ｗｉ－ｆｉ完備、電子書籍、話しやすい司書

「環境・空間」一人空間と多人数空間、飲食可能、子どもとのびのびできる空間

「場 所」駅近く便利、駐輪場、電車・自転車・バスアクセス



◆一般編

一般公募１２名 各関係団体から１０名

高校生・２０代１８名（第３回から参加） ⇒ 合計40名

日時・場所 内 容

１
8月23日（日）
9：00～12：00
花巻図書館・東和図書館

図書館見学（花巻図書館と東和図書館）
講演「図書館の可能性」富士大学 早川光彦 教授 ２１名参加

２
9月13日（日）
9：00～12：00
なはんプラザ

みんなでおさらい基本構想（説明会）
ワールドカフェ テーマ：図書館で今「○○○○」こと ２０名参加

３
9月27日（日）
9：00～12：00
花巻市交流会館

ワークショップ 新花巻図書館の「○○○」
本・資料・情報、運営・サービス、建物・環境・施設・家具、など重点を発表
一般２１名 高校生２０代１０名 合計３１名参加

４
10月11日（日）
9：00～12：00
花巻市交流会館

ワークショップ 「つくってみようみんなのとしょかん①」
具体的なサービスを考え、基本構想の項目ごとに分類
一般２１名 高校生・２０代１２名 合計３３名参加

５
10月25日（日）
9：00～12：00
花巻市交流会館

ワークショップ 「つくってみようみんなのとしょかん②」
市検討建設場所等参加者に説明。図書館機能が発揮できる「場所」は？
一般２１名、高校生・２０代１１名 合計３２名参加

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要
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▶「施設に関すること」の例

・ｗｉ－ｆｉ

・カフェスペース

・高齢者・身障者等対応

・緑を感じる（屋上庭園、中庭）

・ロボ・タブレット等最新技術

・ＳＬが見えるスポット

・賢治作品モチーフ、花巻らしさ

▶第４回 「新花巻図書館整備基本構想」の整備方針に基づき

サービス計画・内容を項目ごとに分類

▶「蔵書資料に関すること」の例

・実用書、ライトノベル、雑誌等

・世代ニーズに合う図書

・利用者選書本紹介

・観光・産業・歴史等市情報収集

・旅行者ワンストップ偉人見知

・ゲーム・マンガ等資料

・読み上げ・拡大機能

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要
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まなび学園周辺、駅周辺以外の提案・・・イトーヨーカ堂東側空き店舗、駅西口方面（材
木町公園、北東金属グラウンドなど）東公園（新興製作所跡地）、花巻市交流会館 など

▶第５回 検討したサービスを実現可能な立地場所は・・・

まなび学園周辺、駅周辺、その他 メリットデメリット

▶まなび学園周辺

○メリット

花巻小学校・花巻城が近い

まなび学園・子どもセンター連携

緑が多く自然を感じられる

静かで過ごしやすい

○デメリット

周辺が暗く夜間が心配

道路が狭く入り組んでいる

バス利用が難しい

▶花巻駅東口周辺

○メリット

若い人の行動範囲

ＳＬ銀河が見られる

夜も周辺が明るい、

観光客、車のない人も利用可能

○デメリット

立体駐車場が狭い

まなび比較し周辺に緑が少ない

駐車場と図書館が離れている

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要
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営林署跡地Ａ, 1 営林署跡地Ｂ, 0

まなび学園前, 2

まなび学園

体育館, 6

総合花巻病

院跡地, 1

ＪＲ用地, 11

駅駐車場

（北）, 3

その他, 4

望ましい建設場所

営林署跡地Ａ 営林署跡地Ｂ

まなび学園前 まなび学園体育館

総合花巻病院跡地 ＪＲ用地

駅駐車場（北） その他

10代, 

6

20代, 

4

30代, 

1

40代, 

4

50代, 

6

60代, 

3

70代, 

4

80代, 

0

回答者年代

10代 20代

30代 40代

50代 60代

70代 80代

花巻地

域, 22

大迫地

域, 1

石鳥谷地域, 

1

東和地域, 

2
その他, 2

居住地域

花巻地域

大迫地域

石鳥谷地域

東和地域

その他

▶第５回 市検討建設候補地を説明、場所等に関するアンケート実施

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要
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5

12

10

1ＪＲ用地について

ＪＲ用地はそもそも反対

ＪＲ用地は50年の定期賃貸借でも賛成

ＪＲ用地は良いが定期賃貸借に反対

無回答

0

62

1

1ＪＲ用地は良いが定期借地に反対の方

50年に限らず市が希望する年数借用できればいい

借地反対。土地を所有することとすれば良い

わからない

その他

無回答

質問▶花巻駅周辺のJR用地（スポーツ用品店敷地）に図書館を建設することについ
て、市民から「反対」の意見がでております。花巻駅周辺のJR用地（スポーツ用品
店敷地）についてご意見をお聞かせ下さい。

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要
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39

としょかんワークショップ「みんなで話そう未来の図書館」の概要

質問▶図書館の施設形態についてお聞かせ下さい。

複合図書館, 

18

単独図書館, 

9

その他, 1

図書館の施設形態

複合図書館

単独図書館

その他
2

0

0

2

5

7

7

8

9

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

ホテル

賃貸住宅

健康施設

ライブスタジオ・キッチン等

書店・文具店等

コンビニ

イベントホール

行政・文化施設等

カフェ

複合図書館として場合必要な施設は

（複数回答可）

39



40

今後のスケジュール

ワークショップ・市民との意見交換を踏まえ
・・・「新花巻図書館整備基本計画」素案作成

 「新花巻図書館整備基本計画」素案作成に向けて

・「市民意見交換会」11月26日から12月4日まで５回予定
新型コロナ感染拡大の状況で開催延期
Ｗｅｂ利用による開催（1月28日、31日、2月6日）

・各種団体等からの要望に応じ随時「意見交換会」開催
（新花巻図書館を考える会、花巻商工会議所議員懇談会、

社会教育委員会議）

 「新花巻図書館整備基本計画」の試案をもとに市民参画ガイドライ
ンに基づく市民参画手続きの実施
①パブリックコメント ②市民説明会 ③図書館協議会審議

「新花巻図書館整備基本計画」


