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賢治のまちづくり推進事業 事務事業評価シート

28年度(計画)

27年度(実績) 28年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

0403 賢治のまちづくり推進事業

人づくり

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

【 事後評価 】平成 27 年度 事務事業評価シート

・著名人の講演や優れたコンテンツによるイーハトーブ・アニメフェスティバルの開催等、賢治
イベントの開催により、市民が賢治の考え方に触れ、賢治への理解向上が図られると考えられ
る。
・賢治ゆかりの地の案内板等の整備により市民が賢治を身近に感じる機会が増すと考えられる。
・平成24年度から発行している賢治カレンダーについてはこれまで年２回（春夏号・秋冬号）発
行し、ニーズも高く効果的に活用されているが、賢治と賢治のまち花巻により関心を持ってもら
うことを目標に内容を充実させ、発行する。

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 02 01 16

政策 3-5 芸術文化の振興
施策 2 先人の顕彰

目的 賢治さんの香りあふれるまちづくり

対象 市民、観光客

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性
意図 賢治および賢治のまち花巻の魅力を感じてもらう

妥当である

見直し余地がある

賢治のまちづくり推進事業
　○賢治を学ぶ場づくり　4,871千円
　　（事業）宮沢賢治賞・宮沢賢治イーハトーブ賞

　○賢治イベントの開催　30,635千円
　　（事業）ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ・ｱﾆﾒｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、全国高校生童話大賞、宮沢賢治創造演劇公演等
　
　○賢治の香りあふれるまちの整備　40,408千円
　　（事業）賢治ゆかりの地案内板等整備、アートストリート事業、賢治詩碑周辺整備事業等

　○賢治情報の発信　1,977千円
　　（事業）賢治カレンダー等

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

より多くの市民、市外の方に賢治に興味を持ってもらうために
は、賢治を学ぶ場を提供し、市が積極的にイベントを開催すると
ともに、景観を整備し、情報発信する必要があり妥当である。

 受益と負担の適正化余地 市民・市外の方に花巻の魅力を伝えることができ、受益機会と費
用負担については公平と考えられる。受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

妥当でない

委託

公
平
性

6

魅力的なイベントに市民が多く参加すること、及び賢治景観の整
備、賢治情報の発信を行うことにより、賢治の作品や考え方に触
れる機会がさらに増大すると考えられる。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

イベント等は実行員会形式をとり各関連団体と相互に連携をとり
ながら、またアートストリート等の直営事業についても必要最低
限の事業費・人件費で事業を行っている。

3

後援・協賛 補助・助成

26年度(実績)

市民参画の有無 対象外
適正である

市民協働の形態
共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

実績 5

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 27年度(実績)

② 賢治カレンダー発行回数 回
計画 2

① 賢治イベント実施回数 回
計画

実績
③

計画

2
実績 2 2

2

％
62.0 64.0目標

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

63.0実績

26年度(実績)

実績

②
目標

①
日常の生活の中で宮沢賢治の作品や考え方
に触れる場があると思う市民の割合

目標

実績

58.1

成果指標
の達成度

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

　「賢治を学ぶ場づくり」「賢治イベントの開催」「賢治の香りあふれるまちの整備」「賢治情
報の発信」という4つの柱をもとに賢治への理解促進を図りながら、賢治と賢治のふるさと花巻
を市内外に広く発信することを目的に継続的な取り組みを実施している。事業実施においては、
市民（賢治関連団体）との協働による取り組みむことが、賢治への理解促進に繋がることから、
イベント等においては官民による実行委員会を設立し、相互に協力を行いながら実施。また小中
学生などの次世代への理解促進については小中学校課と連携をとるなど市の各機関とも連携を行
い、概ね計画した目標値の成果指標となった。

目標値より低い

65.0
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○　賢治を学ぶ場づくり　4,871千円
単位：千円 ①宮沢賢治賞・イーハトーブ賞　　　　　　　　　　4,871

賢治の名において優れた研究・評論・創作・実践活動を表彰
表彰式9月22日 報償費3,661、旅費478、需用費379、役務費42、委託料311

○ 賢治イベントの開催　30,635千円
①全国高校生童話大賞（負担金）　　　　　　　　　2,000

作品募集期間　6/1～9/15　審査発表　11/27　表彰式12月20日（日）
②宮沢賢治生誕祭全国俳句大会（補助金）　　　　　　350

8月27日（木）　グランシェール花巻
③賢治風のステージ2015（負担金）　　　　　　　　　360

宮沢賢治をテーマとした演劇・音楽等発表
10月10日（土）11時～15時　童話村

④イーハトーブ・アニメフェスティバル（負担金、旅費）   25,800
一線で活躍する識者の講演や新旧の優れたアニメ作品の上映、人気声優のステージ等
10月10日（土）～11日（日）16時～20時　童話村

○ ～ ⑤宮沢賢治創造演劇公演　　　　　　　　　　　　　2,125
影絵劇団かしの樹による影絵劇「セロ弾きのゴーシュ」と賢治楽曲のコンサート
8月1日（土）14時～15時50分　文化会館大ホール
　賃金22、謝礼金7、需用費316、役務費528、委託料1,226、使用料26

○ 賢治の香りあふれるまちの整備　40,408
①賢治ゆかりの地案内板等整備　　　　　　　　　　6,586

市内に宮沢賢治ゆかりの地案内板を整備（16基）

　 委託料6,546、翻訳謝礼金20
②賢治アートストリート　　　　　　　　　　　　　　103

「あなたが思う宮沢賢治」と題した作品（絵等）を児童・生徒・一般から募集し、
新駅から宮沢賢治記念館までの沿道および童話村賢治の学校へ展示

報償費32、需用費71
③賢治詩碑周辺整備事業　　　　　　　　　　　　　　1,684

詩碑北側斜面土留め工事1,493、参道整備工事191
④賢治胡四王の森景観整備事業　　　　　　　　　　　1,903

賢治胡四王の森整備用地の買戻し
⑤花巻駅前壁画改修　　　　　　　　        　　　　30,132

未来都市銀河地球鉄道の壁画修復及び照明改修

壁画修復13,500、照明改修16,632
　 ○ 賢治情報の発信　1,977

・賢治カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,972

賢治ゆかりの地やイベント日程、おみやげ品などをまとめたカレンダーを作成
・友好都市（平塚市）への賢治ゆかりのバラ贈呈（送料）　　5

○　宮沢賢治生誕120年記念事業を民間と協働で実施するため、計5回の検討委員会を経て、
　11月4日に実行委員会を設立、4回（H27年度中）会議を開催し事業の構築を図った。

賢治のまちづくり推進事業

藤原康之 365

平成 27 年度 事業説明資料 【 】

項

内線担当部署 部名 生涯学習部 課名 賢治まちづくり課担当係長

会計 款 《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

一般 02 01

26年度
決算額(A)

27年度
決算額(B)

28年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
65,442 77,891 12,449

財
源
内
訳

国・県 17,671 15,569 △ 2,102

地方債

その他 2,709 31,622 28,913

△ 14,362

事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成 年度 平成

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

事業概要

賢治のまちづくり推進事業
　○賢治を学ぶ場づくり　4,871千円
　　（事業）宮沢賢治賞・宮沢賢治イーハトーブ賞

　○賢治イベントの開催　30,635千円
　　（事業）ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ・ｱﾆﾒｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、全国高校生童話大賞、宮沢賢治創造演劇公演等
　
　○賢治の香りあふれるまちの整備　40,408千円
　　（事業）賢治ゆかりの地案内板等整備、アートストリート事業、賢治詩碑周辺整備事業等

　○賢治情報の発信　1,977千円
　　（事業）賢治カレンダー等

・宮沢賢治関連施設等の整備、賢治イベントの開催にあたっては、平成28年の宮沢賢治生誕
120年を目標に事業を実施する。
・賢治のまちづくり委員会をはじめとする賢治関連団体や、地域の方々との連携を行いながら
事業を実施する。
・賢治情報の発信については、賢治のまちづくり委員会等の市内の賢治関係団体と連携を図り
情報収集に努めるとともに、市外で行われるイベント等についても積極的に情報を収集し、
ホームページ等で発信する。

事業説明資料

（花南3基、花北1基、宮野目1基、湯本2基、湯口2基、太田1基、大迫2基、東和2基、石鳥谷2基）

賢治のまちづくり推進事業

芸術文化の振興に努めます。

年度〕

目

16

事業ｺｰﾄﾞ

0403

花巻市の強みである宮沢賢治を活かしたまちづくりを推進するため、各課でそれぞれ行っていた宮沢賢
治関連事業を、平成２４年度から「賢治のまちづくり推進事業」として位置づけ、統一した事業目的のもとに
実施することとした。

一般財源 45,062 30,700

事業名

事後評価

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等
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（単位：千円）
《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること 【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

◎　平成27年度の流れ

賢治のまちづくり推進事業 事業説明資料

年度事業説明資料 】

一般 02

会計 款

平成 事後評価27

0403

事業名

賢治のまちづくり推進事業

【

項

01

目

16

事業ｺｰﾄﾞ

賢治関連団体 等 

賢治を学ぶ場づくり 
イベントの開催による交

流人口の拡大 

 

賢治の香りあふれる
まちの整備 

 

情報発信・ＰＲツールと
しての商品開発 

宮沢賢治を活かしたまちづくり 

交流人口の拡大、市街地の活性化 

産業の振興、芸術文化の振興 

提言 

賢治生誕120年（平成28年） 記念行事の検討 

2.1.16(0403) 

賢治景観整備 

 

ゆかりの地案

内板等の整備 
 

アートストリート 

2.1.16(0403) 

賢治情報発信 

 

賢治カレンダー 

宮沢賢治創造演劇 
 

全国高校生童話大賞 
 

ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ・アニメフェ

スティバル 
 

賢治風のステージ 

総合計画中期プランによりそれぞれの事業として実施 

・情報共有 

・事業推進 

10.5.1 (0412) 

賢治セミナー 
（生涯学習交流

課） 

 

10.5.1(0419) 

賢治出前講座

（賢治記念館） 

 

参画 

賢治のまちづく
り委員会 

参画 


