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平成20年度主要事業の実施状況について

｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣の一部改正により､教育委

員会は､その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検･評価を行

い､その結果に関する報告書を作成し､議会に提出するとともに公表しなけ

ればならないこととされており､また､点検･評価を行うにあたっては､教

育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています｡

このことから､花巻市教育振興基本計画の主要事業について､花巻市教育

振興審議会において事業の成果と進捗状況等の評価を行い､国等の教育施策

をはじめ本市教育を取り巻く地域社会･環境の変化等を見極めながら､事務

事業の見直し及び新規施策の事業化により次年度以降の取り組みに反映さ

せるよう努めるものとします｡

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成19年6月　27日一部改正)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第27条　教育委員会は､毎年､その権限に属する事務(前条第1項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む｡ )を含む｡ )の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い､その結果に関する報告書を作成

し､これを議会に提出するとともに､公表しなければならない｡

2　教育委員会は､前項の点検及び評価を行うに当たっては､教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする｡



r------------------------------A-,---------------------,----i

!　　　　　1 ･活力と特色ある学校教育の推進　　　　　　!
------------------------------------------------------------

学校教育においては､学力向上のため､児童･生徒一人一人に確かな学力が身につくよう､基礎基本
の徹底を図り､少人数指導や少人数学級等による個に応じたきめ細かな指導の充実を図るとともに､市
教育研究所事業を実施し､教職員の資質と指導力の向上を図った｡

また､自ら考える力や豊かな人間性など｢生きる力｣を育むためには､将来に夢を持ち自ら学ぶ姿勢
が欠かせないことから､国際化にも対応できる視野を育てるため､小学生国際理解推進事業や外国青年
招致事業､小学校英語活動等推進事業､中国語学習推進事業を実施し､国際理解教育や英語教育等の推
進に努めた｡

一方､増加傾向にある軽度発達障がい-の対応をはじめ､一人一人の実態に応じた特別支援教育の充

実を図るため､ ｢ふれあい共育推進事業｣を実施するとともに､学校不適応の解消を図るため､スクー
ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー､学校適応相談員等を配置し､子どもの心に寄り添った
生徒指導の推進に努めた｡
また､子どもの安全の確保については､万一の場合に児童生徒の救命措置を迅速に行えるよう､全小

中学校にAED(自動体外式除細動器)の設置を目指し､ 2 0年度は全中学校に設置した｡
さらに､それぞれの地域の伝統と地域資源を生かしながら開かれた学校づくりを進めるため､総合的

な学習の時間等を活用して､ ｢豊かな体験推進事業(小学校)｣ ､ ｢豊かな学び推進事業(中学校)｣を実
施し､豊かな人間性の育成に努めた｡

また､幼児期における基本的なしつけや情操教育の重要性から､ ｢就学前教育推進事業｣を実施する
とともに､ ｢幼児ことばの教室｣の指導にあたっては､新たに土曜日に開設するなど､指導体制の充実
を図った｡

花巻･土沢幼稚園においては､子育て講座の開設などの子育て支援､個別指導を必要とする園児や保
護者に対する個別指導支援を行い､きめ細かな幼稚園教育の推進に努めた｡

また､市内の法人立幼稚園及び高等学校の運営事業に対して補助を行い､各法人が取組んでいる特色
ある幼児教育､高校教育の推進を支援した｡

教育環境の整備充実においては､子供たちの健やかな成長のために､学校の適正規模を見通しながら
学区再編により活力ある教育環境を創出するため､小規模学校の統廃合と一部区域における学校選択制
の導入について､保護者並びに地域の方々と意見交換を重ねた｡また､平成2 1年4月に統合した大迫
小学校と外川目小学校については､両校の教職員､保護者及び地域の代表者等で構成される統合準備委
員会を組織し､様々な事項について協議するとともに､児童の事前交流事業を実施し､両校のスムーズ
な統合に努めた｡

施設整備及び維持管理については､学校施設の耐震化を図るため､石鳥谷小学校の補強工事を実施し
完了したo　これに伴い統合､改築を予定している学校以外の耐震補強工事が全て完了し､安心して学べ
る環境が向上した｡
また､矢沢′小学校､八幡小学校では､下水道-の切替工事を実施し､衛生環境の拡充を図った｡
中学校の改築事業では､石鳥谷中学校の校舎棟改築工事の4割が完了するとともに､西南中学校の校

舎棟が完成するなど両校とも平成2 2年度の全面供用開始に向け計画どおり整備を進めた｡
(仮称)東和小学校の整備については､本格着工に向けて基本設計及び建設予定地の造成工事を実施

した｡

(1ノ　鰍者好･鬼穿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く単位:千円)

No. 倬hｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�l 決算額■ �%99b�

1 傅ﾉ(hｧxﾕｨｧxｾhﾜI])�ﾉ9�+"�ﾛ磯hｼb�花巻市立小中学校の学区再編等に係る基本方針に基づき､桜 鉄S��l 教育企 

台小学校区における学校選択制導入､前田小学校､笹間第二 
小学校及び外川目小学校の統合について､保護者や地域の 
方々と意見交換を行ったo �62 �h擺�揵(hｧr�

このうち､外川目小学校については､保護者等の理解を得て平 

成21年4月1日から大迫小学校との統合が決定した○ 

2■小学校施設耐震補強事業 剞ﾎ鳥谷小学校の校舎棟､屋内運動場棟について耐震補強工事 鉄bﾃ�cr�55.239 
を実施したd 
･耐震改修判定業務委託499千円 劍ﾕｨ擺�
･耐震補強工事53,938千円 

3碧称)東和小学校整備事 剴堅a地区6小学校の統合に伴う統合新校舎を整備するため､基 涛Rﾃs#��84.565 仆8支ｮ��
本設計及び敷地造成工事を実施した○ 
･基本設計業務委託等9,218千円 劔<X柯擺�ﾂ�

l ��･造成工事74.874千円 



∩平成19年度から引き続き校舎棟の改築整備を行い完成し､平 鼎�"ﾃ#ヲ�49.,984霊嘉企 

成20年度第2学期から新校舎に移転した○ 
併せて､自転車置場及び学校備品等を整備したo 
･校舎棟建築割合19年度:20年度-60%:40% 
t補助監理業務委託2.746千円 
･建設工事費456.914千円 

･備品購入費31,672千円 

5 ���+�$ｩ(hｧxﾕｨﾕｨ�淤'ｨ饕�x��平成21年度までの2カ年にわたり､校舎棟の建設工事に着手し 鉄3R縱Cb�524,545 仆8支ｮ��柯擺�

た○ 

･校舎棟建築割合20年度:21年度-40%:60% 
･補助監理業務委託3,465千円 
･建設工事費518,491千円 

6 傅ﾂ�(hｧxﾕｨ郢�ﾘ査鰄馼ｼb�快適な教育環境を維持するため､小中学校施設の改修及び補 鉄2�3���52.934 仆8支ｮ��柯擺�
修を行った. 
主な補修工事 
･公共下水道接続工事矢沢小学校､八幡小学校 

;.物置設置工事大迫小学校､花巻北中学校 l 

7 倩Izxｧxﾕｨ戊�9^(�N��私学の運営を補助することにより､市内の幼児教育.高校教育 ��ゅ����18.790 仆8支ｮ��柯擺����ｧywｲ�支擺�

の推進を支援した. 
･私立幼稚園運営事業補助金8.100千円 
･私立幼稚園預かり保育事業補助金7.450千円 
･私立高校振興事業補助金3,240千円 

8 ��幼児教育の充実と保護者の子育て支援のため､私立幼稚園に 鉄偵��b�58.407 做�ｧywｲ�支擺�
…就園する子の保護者に対し補助金を交付した〇 ･対象2歳児41人､満3歳児52人､3歳児146人 

幼稚園就園奨励補助事業 

4歳児252人､5歳児243人計734人 

/2J　戯学願教育の充穿

No. 鳴�ｸ馼ｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �%99b�

l ･桓ことばの教室開設事業 【 剌A学前のことばの発達に遅れの見られる幼児の早期発見及び 釘經�R�【 4.256 做�ｧywｲ�

通級指導により､幼児期から小学校入学後にわたる一貫した言 
語指導を行った. 劍支擺�
･相談員配置2名.指導実績63名 

2 冓紿ﾜ�,ﾈ-�,ﾈ-�ｻ8孜�I�倬b�x��好奇心旺盛な満4歳児に集団保育を経験させることにより､情 �"�33��126 �Hｪｩv2�'H���
緒豊かで道徳的判断の康れた子どもたちを育成するため､満4 
歳児受入れのための施設改修を行った. 
･設計業務委託126千円 
･改修工事2,200千円(21年度-繰越) 

/3ノ　崇地上の慮崖

No. 倬hｼikﾂ�l事業概要 l l 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額!担当 l 

1 倡y;�戊�9N��l①教育研究所の設置 �#"ﾃCコ�20.940 l L______ 傅ﾉ(hｧr�

学校教育上の課題解決や教職員の資質向上等について調 
査研究を行ったo 

②教育相談事業 
教育相談員3名を配置し､児童生徒や保護者の就学上の個 

別相談に対応した○ 

③スクールソーシャルワーカー活用事業 
スクールソーシャルワーカー3名を配置し､学校.家庭.地域 劍ﾕｨ擺�

に働きかけながら不登校等の問題解決を図り､児童生徒の支 
接を行ったo 

④生徒指導総合連携推進事業 
花巻北中学校区において､学校､家庭､地域等が連携し､間 

題行動の予防.解決に向けてネットワークづくりを踏まえた実践 
的活動を実施した. 



~~T一㌔嘗校生活r=おける意欲の向上､各種大会やコンク-ル､伝承活 劔1,110 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

2 倬�;b��i6ｹUﾈ�(馼ｼb�■動への積極的な参加を促すため､体育文化活動や善行面にお ��いて顕著な成果をあげた児童生徒を表彰した. ���#s��
･体育的分野486名､.文化的分野183名; 

･善行､努力的分野85名 

3 �x��馼ｼbﾒ�将来を担う人材の育成に資するため､向学心のある優秀な学 �13,330 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

生で､経済的事由により就学が困難な学生に対して学費の貸. 
与を行った013349 
･新規貸付者高校生7名､大学生等31名計38名 
･継続貸付者高校生18名､大学生等108名計126名 

4 傅ﾈｧy�hﾙ�ﾝｹyﾘ���I�倬hｼb� �1.890 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�
児童が英会話や体験的な学習等を通じて異文化に触れる機会 を設け､国際理解を深めるためのカリキュラムを実施した○ 姪�ﾃ�#R�ﾂ�

5 丶���)D顯Y'h馼ｼb�JETプログラムを活用して外国青年を招致し､市内全中学校に 鳴�10,256 稗�ﾂ�揵(hｧr�ﾕｨ擺�外国語指蒔助手(ALT)3名を派遣し､外国語教育の充実や国 免ﾆﾂ紊ッ�
際理解の推進を図った○ 鳴�

6 �(hﾙ�ﾎｨｧx��I�倬hｼb�湯本小学校と宮野目小学校をモデル校に指定し､中国人講師 ��235 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�揵(hｧr�ﾕｨ擺�による中国語会話や中国文化に触れる機会を設けることによ 偵#C��
リ､外国文化への理解と交流を深めた○ ��

7 傅ﾈｧxﾕｨ��ﾎｨｨ�:�9��I�倬b�ｼb�小学校における英語活動等国際理解活動についての指導方法 ��780 等の確立を図るため､矢沢小学校において外国語指導助手や 謄sィ�
地域人材等を活用した実践的なカリキュラムを実施したo 鳴�

8 ��ﾎｩ�XﾔH*ｸ5x8X6ｨ4�6�485��実践的な英語力を持つ生徒を増やすため､南城中学校におい 鳴�600 85,305 10,717 126 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�揵(hｧr�ﾕｨ擺�揵(hｧr�ﾕｨｹb��ﾙ^亊��
クール事業 �,H轌;�d�.(4ｨ8ｨ4ﾈ8X8�8�ﾊHｸh/���邵+X+ﾒ緜�R�

l 

9 仆8孜w�5(98788X�ｸ5��ｹ�ﾙOR�高度情報通信ネットワーク社会が進展する中で､子どもたちが 
コンピュータやインターネットを活用し､情報社会に主体的に対94.731 l応する｢情報活用能力｣育成のためのパソコンを整備したo 

整備事業 
l.小学校1.043台.中学校562台 
l ��

T 勍児童.生徒の自ら学び■､自ら考える力を育み､r生きる力｣を育; 

10 囘ﾈ*�,��ﾈﾋ�隗x-��I�倬hｼb�㌫詰≦違憲認諾誌､慧琵漂綜荒..1,179 
生かした休験的学習活動に取組んだ○ 

ll 倡�,x.�<x��ｨ�:��I�倬hｼb�子どもが自主的に読書活動を行うことができる環境を整備する: ため､学校図書館担当職鼻を対象に講演会を開催し､子どもた 偵#���

.ちの読手に関する興味の引き出し方について学んだol 

(4)紺青と学庶榊現在穿

事　業　名 事　　業　　概　　要

;陣がい等教育上特別な配慮を要する児童生徒の就学先につい
就学指導事業　　　　　　て､教育､心理学､医学､福祉等の専門家で組織される就学指

導委員会に諮り､対象児童生徒に応じた就学指導を行ったo

指導運営費〔再掲〕

①教育研究所の設置
学校教育上の課題解決や教職員の資質向上等について調

査研究を行った｡
(塾教育相談事業

教育相談員3名を配置し､児童生徒や保護者の就学上の個
別相談に対応した｡

③スクールソーシャルワ-.カー活用事業
スクールソーシャルワーカー3名を配置し､学校･家庭･地域

に働きかけながら不登校等の問題解決を図り､児童生徒の支
援を行った｡

④生徒指導総合連携推進事業
花巻北中学校区において､学校､家庭､地域等が連携し､問

題行動の予防･解決に向けてネットワークづくりを踏まえた実践
的活動を実施した｡

4
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3 �<�¥ｨ辷�ｻ8孜�I�倬hｼb�①ふれあい共育推進事業 免ﾂﾃs���ll.522 傅ﾉ(hｧr�

ふれあい共育推進員を配置し､通常学級に在籍する様々な 
陣がいを持つ児童生徒の自立に向けて､学校生活上の介助や 
学習の支援を行った. 
･ふれあい共育推進員16名配置(小学校14校､中学校2校) 

②特別支援教育推進事業 劍ﾕｨ擺�

発達陣がいを有する児童生徒を支援するため､全小中学校 
こ特別支援教育校内委員会の設置するとともに､教育委員会 

内に専門化チーム､巡回相談チームを設置するなど支援を行つ 
たo 

4 况8髦+�,h,�,ﾈｻ8�､ｩ�ﾘ馼ｼb�就学前のことばの発達に遅れの見られる幼児の早期発見及び 釘ﾃS�R�4,256 做�ｧywｲ�
通級指導により､幼児期から小学校入学後にわたる一貫した言 

〔再掲〕 佩ｨ轌;�/�ﾗ8,�+ﾖ��刪迚ﾛ 
･相談員配置2名.措辞実績63名 

5 �,�*�.h+X5H7ﾈ�ｸ6x馼ｼb�特別に支援を要する園児について､発達に応じた個別のサ �2緜ィ�3,679 况9'H股�
ポートを行うことにより､情緒の安定､自立心や生活適応力の 

:向上を図るとともに､園児同士が学級の一員として認め合う関 
喜係を培った○ 

6 乂xﾕｩ4ｸ呵辷�馼ｼb�…①不登校や不登校傾向にある生徒が安定した学校生活を送れ ���纉cR�ー0,181 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

;るよう､中学校5校に適応支援相談員各1名を配置し､学校と連 

き旗を図りながら相談活動や家庭訪問等を行った. 

･配置校花巻中､花巻北中､宮野日中､石鳥谷中､東和中 
㌔(塾学校-の適応を支援するため風の子広場(適応指導教室)杏 

まなび学園内に設置し､適応指導教室指導員2名を配置し指串 
を行った○ 

(5J Bgm/i-BgWflJE甜プ< 0とチビ古の安全磨併

l 仙∴事業名 l 剋幕ﾆ概要こ予算額 剏�Z額 �%99b�

1 唸ｧxﾕｩ&闔i��ﾆx馼ｼb�!①全小中学校に学校評議員164名を配置し､教育活動の実施 :や学校運営に関して意見等をいただき地域や社会に開かれた 学校づくりを推進した○ ;②家庭や地域と情報を共有するため､学校運営について､地域 �"紊�R�2.260 鳴�艇6y(hｧr�ｨﾕｨ擺�

iG]け学校要覧､校報の作成等により､積極的に情報提供を行つ 
■たo 

2 乂xﾕｨ���9�ﾉ�y�餔Y�I�倬b�ｼb�地域社会全休で学校安全に取り組む体制を整備するため､ス クールガードリーダー3名による学校の巡回指導を実施すると ともに､地域ボランティアによるスクールガードを養成を行った○ 田#"��緜#��鉄��616 1,600 697 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

3 �*(.ﾘ,H5(7�8X6ｨ6X4"�5�4��ｲ�各学校長のリーダーシップにより､地域文化伝承活動､読書活 劍揵(hｧr�

動推進､歯磨き等健康推進､農業体験など､具体的で検証可 
能な｢目標達成型の学校経営計画｣を策定し､その目標達成の 
ために家庭や地域と協働して事業に取り組み､特色あるモデル 

ル推進事業 �4�,逢xﾕｨﾆ�8/��I��+X+ﾘ�ｲ�剄Z課 小中学 
･実施校小学校外川目小､石鳥谷小､新堀小 

八幡小､八重畑中､浮田小 
中学校南城中､矢沢中 

4 傅ﾉ(hｧxﾕ､�TI�ﾙ'X馼ｼb�学校生活での児童生徒の安全を確保するため､中学校9校に 
自動体外式除細動器(AED)を設置したo 劍ﾕｨ擺�



(6) ≠ど古の慮余財と鋤オ好きを伝溝aJbJdか教育

帆. 倬hｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額i担当 

1 倡y;�戊�8��ｸﾜHﾆh�ﾂ�(訂教育研究所の設置 ��l l l 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

学校教育上の課題解決や教職員の資質向上等について調 �� 
査研究を行ったo ��20,940 

②教育相談事業 ��
教育相談員3名を配置し､児童生徒や保護者の就学上の個 
別相談に対応した. 鳴�

③スクールソーシャルワーカー活用事業 スクールソーシャルワーカー3名を配置し､学校.家庭.地域; �#"ﾃCコ�

=働きかけながら不登校等の問題解決を図り､児童生徒の支喜 ��

接を行った○ ��

④生徒指導総合連携推進事業 ��
花巻北中学校区において､学校､家庭､地域等が連携し､間 ��

題行動の予防.解決に向けてネットワ-クづくりを踏まえた実践 ��
的活動を実施した. ��

2 囘ﾈ*�,��ﾈﾋ�隗x-��I�倬hｼb�児童.生徒の自ら学び､自ら考える力を育み､｢生きる力｣を育 免ﾂﾃ�s��10,717 傅ﾉ(hｧr�
成するため､全小中学校において.体験学習､問題解決学習､ 

〔再掲〕 仂驗ｩ�ﾈﾋ�ｧx�I6�9ﾘｨ�:隗x�,�,zI&闔h��檍.(髯;h,ﾉ<��ｸ/��剄Z課 
生かした体験的学習活動に取組んだ○ 

(刀　膚やカlててた<ま■L/b l併プ<0

No. 倬hｼikﾂ�事業概1要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �%99b�

:花巻市体育協会､小中学校体育連盟及びスポーツ少年団等の 各種体育国体を育成､支援した○ �46.410 鼎b紊���スポー ツ振興 課 

･体育団体運営補助事業:票慧謂芸体g2&2;2重宝1,000千円 
･花巻市中学校体育連盟事業2,418千円 
･花巻市スポーツ少年団本部事業700千円 

2 迄ｧxﾕｩ]ｸﾉ(ｬyyﾙN��眉賢覧教職員の健康保持のため､健康診断や薬剤の整 田Rﾃ�S��62.062 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�

- 

3声去 剋s内児童生徒-の安心で安全な給食を提供するため､給食に ��3�緜釘�122.921 傅ﾉ(hｧr�ﾕｨ擺�
関わる職員管理や施設の維持管理等を実施した○ 劍ｸｹ��5｢�985��ｲ�

【成果持模】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実績〉

〔19年度〕〔23年度〕〔27年度〕 ��僖�7�#�D�7��

①学校生活が充実している小学校95%95%95% 涛�絣S釘�"X�ﾈ�R�
と答えた児童生徒の割合中学校90%94%94% 塔���Sヲ縒T､｢�

②学習定着度状況調査の小学校80%80%80% 都���Sc�"X���2�

到達度中学校75%75%75% 田R��Sc���X���2�

③不登校児童生徒の出現率/芸等琵…:岩昌完了:認諾0.,.108,%% ���3担��#�ﾆ碇��"��rS"經2X�ｲ�

※　①は､毎年12月に全児童生徒を対象に実施している『学校生活アンケート調査』において､学校生活が｢とても充実して
いる｣｢やや充実している｣と回答した児童生徒の割合である｡

※　②は､岩手県学習定着度状況調査における本市児童生徒の平均正答率である｡ (『岩手県学習定着度状況調査結果報
告書(岩手県教育委員会)』による｡ )

※　③は､全児童生徒に対する不登校児童生徒の割合である｡
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!　　　　　　　2･競技･生涯スポーツの推進　　　　　　　!
--I--------------------------------------------------A-------

市民の健康増進と体力づくりを図るとともに健康なまちづくりを目的とした市民総参加型のスポーツ
運動｢早起きマラソン｣をはじめ､第22回猿ヶ石川下りアドベンチャーレース､第37回早池峰ロー
ドレース大会､ 2008イ-ハトブレディース駅伝大会､ ｢体育の日｣に開催した第24回花巻市民総
参加マラソン大会や併催事業の2 0 0 8はなまきスポレクフェスタなど各種市民スポーツ大会やスポー
ツ教室を開催した｡
第60回県民体育大会においては､ 28種目に794名が参加､栄光賞受賞者は1 5種目1 50名と

いう好成績を収めるとともに､第3 5回東北総合体育大会､第6 2回国民体育大会においても上位入賞
した｡

小学生の全国大会出場としては全日本卓球選手権大会､わんぱく相撲全国大会､全日本剣道練成大
会､全日本少年サッカー大会などや､また中学生においてはジュニアオリンピック陸上競技､東京オー
プン東京卓球選手権大会､全国中学生ハンドボール選手権大会､全日本中学生ソフトボール大会などの
競技に出場した｡
更に高校､大学においては､花巻東高等学校が全日本総合女子ソフトボール選手権大会や全国私立高

等学校バレーボール選手権大会などに出場したo特にも春の選抜高等学校野球大会においては春夏を通
じて岩手県勢初の決勝戦に臨み､準優勝の栄に輝いた｡一方､富士大学では全日本総合女子ソフトボー
ル選手権大会､全日本学生ハンドボール選手権大会に出場し大活躍したほか､成人大会では､全国選抜
ゲートボール大会､全日本綱引選手権大会､全日本還暦軟式野球選手権大会に出場し活躍をした.ま
た､東和B&G海洋センターで日本とギリシャのボート競技チームが北京オリンピック出場にあたり､
最終調整地として利用され､好成績を収めた｡

市民の生涯スポーツの実践の場として学校体育施設の開放や市内のスポーツ施設の利用促進に努め､
特にも総合体育館､市民体育館の休館日を廃止してスポーツ施設の利便性を向上させた｡また､各地区
のスポーツ施設の大修繕や公共下水道化は計画的に実施した｡

(1ノ　呈澄ス/#-ツ･ i/クJJZ-.シ3ン(訊鑑富

No. 倬hｼikﾂ�l 事業概要予算額 剏�Z魚i担当 

1 ��ﾈ孜&9�ﾈ戊�9^(�馼ｼh�ｸﾜB�ﾈﾆh�ﾂ�花巻市体育協会､小中学校体育連盟及びスポーツ少年団等の � �5�7ﾈ�ｲ�69�Xｻｲ�擺�

各種体育団体を育成｣支援した○ 

【.体育協会事業42,292千円 ･花巻市小学校休育連盟事業1,000千円 鼎bﾃC��CbﾃC���ﾂ�

】･花巻市中学校体育連盟事業2,418千円 ･花巻市スポーツ少年団本部事業700千円 迄ﾔ���經���ﾃS�����

2 3 ���ｴ�*ｸ7ﾘ8�5ﾈ98､ｨﾜ8馼ｼb�,ﾘ,�-ﾈ*ｸ5�7ﾈ8ﾈ4�7H4h5�5隍｢�ﾜ8馼ｼb�市民の健康､体力づくり運動の一環として｢早起きマラソン｣を実 劍5�7ﾈ�ｲ�
施し､地域に根ざした生涯スポーツ活動の定着を図った○ 
･実施期間5月11日から10月13日 劍69�Xｻｲ�

･会場65会場 剿d�2｢褪�
･参加者数2,571人(延べ177.059人) 

｢体育の日｣事業として､ニュースポーツ体験､施設無料開放な 

ど､市内体育関係国休等が連携を図りながら､市民がスポーツ 
こ親しみ､楽しめるイベントを開催した○ 剿�69�Xｻｲ�
･マラソン参加者835人 劍擺�

･スポレクフェスタ参加者8.000人 

4 ��ﾈ孜�X檍､ｨﾜ2颶位ﾘ馼ｼb�生涯スポーツ､競技スポーツの振興を図るため.体育団休等の �#偵3S"�28.247 �5�7ﾈ�ｲ�69�Xｻｲ�擺�
大会開催､全国大会等への派遣に対して支援した○ 
･大会開催事業9事業 
･大会派遣事業4事業 
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帆. 倬hｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ﾇ��決算額 �%99b�

1 ��市民のスポーツ.レクリエーション活動の場を安全で､安心な環 ��"繝C��12.724 �5�7ﾈ�ｲ�69�Xｻｲ�擺ﾒ�

境に保持するため､体育施設の新設､改修整備を行うととも 
iに､用具等の備品整備を行った○ 

体育施設設備整備事業 ��皦,�>�vR�Y�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ�仆��ﾙOX�9�S�ﾃ3sY�x冷�

･大迫野球場スコアボード修繕1,448千円 
･石鳥谷アイスアリーナ下水道接続2.632千円 
･太田地区社会体育館下水道接続1.680千円 

2 �Ifｹ&霎h��檠�ﾈ支ｭ佶ｩ�ﾒ�平成20年度から供用開始した花北地区社会体育館について､ �#�ﾃsCR�20.734 �5�7ﾈ�ｲ�69�Xｻｲ�擺�
事業 丶�ﾈﾔ磯hｷ�-�OYV��餔Y9�/�ﾗ8,�+ﾒ粐�

(3)戯フォ｣ユリだ)I/ベルアップ

帆. 倬hｼikﾂ�事業概要 陶uﾈ螽ｧ｢�決算額 侭%99b�

1 ��ﾈ孜�X檍､ｨﾜ2颶位ﾘ馼ｼb�生涯スポーツ､競技スポ-ツの振興を図るため､体育国体等の �#津3S"�28.247 緬Mｹ�2ﾔ��ﾈ擺�ﾂ�
大会開催､全国大会等への派遣に対して支援したo 

〔再掲〕 唳�X檍､ｨﾜ8馼ｼc倬hｼb�
･大会派遣事業4事業 

2 �6x8ﾈ�ｸ6ｨ984�4ﾈ88987h-8.ｨ*��体育施設の利用促進と特色ある体育施設を活用し､高校､大 鳴���������｢�鳴��x蔗�

学等の合宿､大会誘致を図り､来花選手と市民との交流による 
競技技術の習得機会を創出した○ 
･来花団体等14団体 

;い事業 宙7｢rﾘ6y?ｩgｹ�9UﾊI8ﾈｹ隍��ﾎｩ�Y�i/浦JB�
ホ●-トギリシャ代表､法政大サッカー部ほか) 

･利用人数延べ6,647人 

･利用施設スポーツキャンプむら､海洋センター 

【成果持模】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実績〉

〔19年度〕〔23年度〕〔27年度〕 ��僖�7�#�D�7��

①是認こ宝諾-0,ty;'漂り43%45%50% 鼎r紕SC偵�R�8��

②軍票モfG,*1%)の入賞数35件40件45件 都8ﾈ��#8ﾈ�6ﾘ�R�

※　①は､ ｢まちづくり市民アンケート｣(担当:政策推進部)による調査結果である｡

参考　　平成21年度まちづくり市民アンケート

調査期間
調査対象
対象音数
抽出方法
回収結果

平成21年4月23日から5月12日

満15歳(4月1日現在)以上の市民
2,176人(継続協力945人+新規抽出1,231人)

住民基本台帳からの無作為抽出
回収数1,163件､回収率53.4%

8
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!　　　　　　　3.創造性豊かな芸術文化の振興　　　　　　　!
------------------------------------------------------------

文化財の保護については､国指定重要文化財旧伊藤家住宅をはじめ､市内に所在する指定文化財の保
存管理に努めたほか､説明板の設置､文化財調査報告書の刊行等を行った｡
伝統文化の保存･伝承については､国指定重要無形民俗文化財｢早池峰神楽｣が､ ｢ユネスコ無形文

化遺産代表一覧表記載｣の国内候補に選定されたことを受け､早池峰神社例大祭における早池峰神楽の
演舞をデジタル映像に記録､保存した｡

また､市の無形民俗文化財として｢太田中央大念仏剣舞｣を指定したほか､無形民俗文化財保存団体
及び青少年郷土芸能団体の育成のため､郷土芸能鑑賞会や青少年郷土芸能フェスティバルを開催すると
ともに､各地域･団体における各種郷土芸能発表会の開催を支援した0
石鳥谷農業伝承館においては､機織り講座･花巻人形絵付け講座･布ぞうり作り講座を開催し､伝統

文化の継承に努めた｡
芸術文化の振興については､岩手県芸術祭優秀作品の巡回展や花巻市民芸術祭の共催を行うなど､心

豊かで潤いのある地域文化の向上に努めた｡
埋蔵文化財については､開発計画の区域内にある遺跡の状況確認のため､工事立会や試掘調査等を実

施し､埋蔵文化財の保護に努めた｡
また､中山間地域総合整備事業(外川目地区)に伴う下中居Ⅲ遺跡の緊急発掘調査､宅地開発に伴う

花巻城跡の緊急発掘調査及び調査報告書の刊行を行うとともに､過去に発掘調査している不動Ⅱ遺跡の
埋蔵文化財資料の整理及び調査報告書の刊行を行い､記録保存に努めた｡

また､市内にある埋蔵文化財の調査研究を行うとともに､出土文化財の展示公開､文化財に関する情
報提供､出土品の恒久的な保存の拠点施設として(仮称)総合文化財センターを整備するため､建設予
定地の現況調査､建物の実施設計等を実施した｡
花巻市博物館の展示については､常設展示の充実を図るとともに､企画展示室において､第7回企画

展｢胡四王山の世界｣及び｢収蔵資料展～考古～｣ ･ ｢多田等観展｣ ･ ｢商家の暮らし｣ ･ ｢昔のくら
し展｣ ･ ｢花巻人形展｣ ｣の5回のテーマ展を開催し､その充実に努めた｡

また､花巻地方の歴史･文化に関する博物館講座や勾玉作り等の体験学習を実施したほか､古文書解
説会を開催し､市民の生涯学習や博物館を利用する機会を多く提供するよう努めた｡

遺跡調査事業では､胡四王山遺跡の発掘調査と遣物の室内整理を行った｡

宮沢賢治記念館においては､ 6月に､昭和5 7年の開館からの入館者が通算6 00万人となった｡
かしその直後の､岩手県を襲った地震の影響で団体のキャンセルが相次ぎ､入館者は前年度のほぼ2
減となり､およそ1 4万7千人にとどまった｡全国各地から来館される方々に親しまれる記念館を目
し､企画展における自筆原稿の公開をはじめ､市民講座やホール展示､記念館通信の発行を行った｡

し割指ま

た､周辺の環境整備や､賢治童話コーナー機器を最新のデジタル方式に更新するなど､より多くの来館
者が賢治世界に親しんでもらえるよう努めた｡
宮沢賢治イ-ハト-プ館では､賢治作品と精神性-の理解を深めるべく､宮沢賢治学会イ-ハト-プ

センターと連携しながら｢高村光太郎｣展やセミナーを開催するとともに､次世代-の継承を目指す事
業として､引き続き中学校-の風のセミナー(出前講座)や小中学生を対象にしたワークショップ3講
座を実施したところである｡

花巻新渡戸記念館においては､新渡戸氏が花巻の安野の地に居を構えた時代から南部藩家老時代まで
の約165年間の功績など紹介する企画展｢聞き書き　安野の新渡戸物語｣や､花巻新渡戸第四分家新渡戸

常道氏が遺した資料の特別展｢新渡戸常道収蔵資料展｣等を開催し､新渡戸家の顕彰と先人の偉業の紹
介に努めた｡

また､入館者数においては､一時期､地震の風評被害等により昨年度の6割以下に落ち込んだが､観
光関係機関との連携や開館記念日行事･家族対象のクイズ大会･雛人形展など市民が気軽に参加できる
行事の開催が功を奏し､昨年度の1割程度の減少に抑えることができた｡

寓鉄五郎記念美術館においては､高の顕彰はもとより､地域に根ざした芸術の普及及び今日までの研
究成果を活かし広く市民に公開展示した｡また､企画展として｢中村誠の世界展｣並び｢タツノコプロ
の世界展｣を開催し､来館者の好評を博した

(1ノ　芸物安静の売穿

No.　　　事　業　名 事　　業　　概　　要

1億叫作活動奨励事業

市民が自主的に行う｢賢治生誕祭全国俳句大会開催事業｣､
｢賢治の里花巻でうたう賢治の歌全国大会開催事業｣に対し助

成し､市民の創作活動の推進と活動団体の育成を図った｡
①宮沢賢治生誕祭全国俳句大会
･応募者　315人　･参加者150人

②賢治の里花巻でうたう賢治の歌全国大会
･応募者　独唱7人　合唱141人　･入場者　814人

9
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化会館自主事業

3 1芸術文化推進事業

市民の芸術文化振興及び生活文化の向上に資するため､クラ
シック･軽音楽･ミュージカル･郷土芸能などの鑑賞事業及び市
民劇場や音楽講座等の育成事業を実施した｡
(む一般鑑賞

9事業(公演回数12回)　入場者数　7,533人

②学校団体鑑賞
4事業(公演回数15回)　入場者数10,878人

市民の芸術文化活動の充実を図るため､発表の場､鑑賞機会
の提供､美術愛好家の育成等を行った｡
(む岩手県芸術祭巡回美術展
･一般巡回展入場者数　376人

･小.中学生作品展入場者数189人

②小学生アートセミナー
･内容　和紙手すき体験､手作り絵本教室等
･参加者　60人

③文化団体連絡協議会事業への補助
･4地域文化団体数　238団体(構成負数　3,444人)

④市民芸術祭開催(4地域の芸術祭実行委員会と共催)
･4地域合計参加･入場者数　13,426人

/2J　見入/i-期肘佑細密と全虞芳彦

7,594　　7.553
文化財
課

Nc.事業名 剋幕ﾆ概要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �%99b�

広く大人から子どもまで宮沢賢治作品に親しみ､理解を深める �2ﾃ����3,047 亶ｹ�(ﾊｲ���ｴﾉD��ｭ��

1 鳴�處ｨﾇﾈﾊｸ��ｴﾉD�舒�i5x鹵�ﾂ�ため､自筆原稿公開など特色ある企画展示を行うとともに､展 

示にちなんだ作品紹介や詩の朗読会を開催した○ 

①企画展示 
t｢岩手山と賢治｣H20.2.1-H21.1.30 

･｢北上川と賢治｣H21.2.1-H21且29 

②ホール展示 
･｢透き通った世界をみつめて｣油彩画展H19.8.1-H20.6.30 

イ東雲の里に風立つ生命の鼓動｣水彩画展 

H20.7.1一-H21_6_30 

2 鳴�hﾇﾉ~ﾉ_8v�6�6x7Xｭ��r�宮沢賢治に関する研究.創作等の成果を広く市民に公開するた �2ﾃ�C��l 2,874 亶ｹ�(ﾊｲ���42ﾒ�6�6rﾒ�7Xｭ��扎ｪｩ�b�6靂ｸｴ��D���

めの企画展示を行うとともに､賢治に関する理解や研究を進め 
るため､講演会やセミナーを開催した○ 

①｢賢治研究の先駆者たち④高村光太郎展(前期)｣を開催 
②夏季セミナー｢風の又三郎の謎に迫る｣シンポほか 
③研究発表会2会場(発表者8名) 
④企画展開催記念セミナー｢賢治と光太郎｣講演と映像ほか l 

3 4 ��新渡戸一族の顕彰を行うため､調査研究を続けた成果をもと ��ﾃCモ�1,398 

庵諾欝､特別展及び新渡戸講座等を開催した○ ｢安野の新渡戸物語｣ 
:②特別展新渡戸常道収蔵資料展 

花巻新渡戸記念館企画展 示事業 �)Zx,ﾉ;�/�ｸ�-�,H+ｸ+X,IYx楮,ﾉ�(､Z2������{�5z)�i6靂ｸ��耳徂,ﾈﾌ9[h��2�(扎ｪｨ,ﾈ�8ﾘ,ﾉ��Y5z2�

③新渡戸講座ミニコンサート｢新渡戸と花巻｣ 
④体験学習会｢家族で挑戦川ヽ学生ぐるっと廻ってクイズ 

だボン｣ 

l �I<�¥ｨﾏh�ﾕﾙ-韈��69�Xﾏh��
l l ��Y�ﾈ*�.x��,x.�-ﾈ,ZIOﾈ��,��X+X-ﾙyﾘ��/��ｸ-�.�+ﾘ-ⅹ�958ﾍﾂ�l l l 6,4436,437 剞涛S五 郎T己念 美術館 

部をはじめ広く美術作品の鑑賞を目的に特色ある企画展､造形 

嵩鉄五郎記念美術館企画 展示事業 仆8�餔ﾈ��ｭ俎Xﾜ�/�､ｨﾜ8+X+ﾖ��t�)(i�ｩ�ﾘ,ﾉ�(､Y5rﾕ��5DU%2ﾚ2�?ｩgｸ/��9Uﾈ+x.�4�8�7H4(6(4�6h5X486��ｸ,ﾉ(i�ｨ,ﾉ�ｹ�X,i?ｩgｲ�6h5X4898讓,�*�*�.倬��94�8ｶ�/�ﾉ���+X+ﾖ��

②｢タツノコプロの世界展｣ 

タツノコプロの人気作品の貴重な原画､セル画､スケッチや 
未公開作品の資料等を初公開し､創作の魅力に迫ったo 
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5 6 7 亶ｹ�(ﾊｸ���ﾂ�42ﾘ6�6rﾘ7R��ﾈ馼ｼb�宮沢賢治に関する研究.評論.創作等の分野で優れた功績に ��B纉S��14.927 亶ｹ�(ﾊｲ���42ﾒ�6�6rﾒ�7Xｭ��ｷｹ�(ﾊｲ���42ﾒ�6�6rﾒ�7Xｭ��

対し｢宮沢賢治賞｣を､また､宮沢賢治の精神をもとに実践的活 
動を行った個人や団体に対しrイ-ハト-ブ賞｣を贈呈した. 

①宮沢賢治賞1名_同奨励賞1名 

巳②イ-ハト-ブ賞1名,同奨励賞1団体 

賢治の世界セミナー開催事 業 ���9>�W9(hｧy�h/����ｸ,唏ｷｹ�(ﾊｸ��,ﾈﾞﾉV�.)����/�Zｨ*唯坪.(+r�1.114 ��ﾃ�S��
贋介する出前講座や賢治童話鵬のワークショップを開催し 
!①風のセミナー(出前講座) 

市内中学校10講座､-般対象1講座 
②ワークショップ小中学生を対象に3講座開催 
i③連続講座｢子ども劇｣を開催 剪�

ハイビジョンソフト普及推進 事業 ��138 l l l l l l l l427 ��3r� 

■嵩鉄五郎の作品や作風にかかるハイビジョン映像資料につい 劔-958ﾍﾂ�

て､市内外の公民館等に出向き､美術館や展覧会等の事業P 劔�ｴﾉD��
Rや美術への関心を高めた83回開催. 劔Oﾈ��ｭ��

8 ��958ﾍﾉ�ﾝXｭi��馼ｼb�嵩鉄五郎の命日5月1日を中心に顕彰式典など関連イベントを �427 冑ｹ58ﾍﾂ��MﾉD��Oﾈ��ｭ��
開催し､わが国近代絵画の先駆者である嵩鉄五郎の画業につ 
いて認識を深めたo 

内容顕彰式典､記念講演､写生会､お茶会等 

/3ノ.文准尉の牌土法曹

No. ����馼ｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �%99b�

;①指定文化財の保存管理､文化財説明板の設置､文化財調査 鳴�ﾂ�ﾂ�ﾃ�Rﾃc#��ﾂ�ﾂ�ﾂ�津scR�津�CR�13,725 9,166 8.636 兌h嶌ﾞ��擺�[h嶌ﾞ��擺�[h嶌ﾞ��(��:報告書の刊行等を行った○ 

1 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾈ馼ｼb�･②文化財保護審議会の開催､文化財セミナー等の開催により､ 
喜文化財の保護.活用について調査検討を行った○ 

二③花巻市史(資料編御次留書帳第4巻)の解読､刊行. 

2 3 ��個人住宅の建築等に伴い破壊される遺跡の記録保存調査を行 
;うとともに､市内遺跡の分布状況の確認調査を行うなど､埋蔵 

埋蔵文化財発掘調査事業 T ■埋蔵文化財保護事業 緬[h嶌ﾞ�,ﾉ]ｸﾎﾉ�ｹ'X/�ﾗ8,�+ﾘ�｢�Y+(ﾛ�8�X�8��曁ｸ�,ﾉJﾘﾄ�+(ﾛ�,�.h.因�7�+X+ﾙhI��[h嶌ﾞ���{�/��騫ﾘ+Y+(ﾛ��fﾙ_�ﾙ���/�ｪxﾗ8+x.�,h,h.�,唏�9>�,傀ｨﾝﾘ+x.俶ｩ�X,ﾈｬ(ｺｹ�餔Y9��

.の保護措置を行った○ 

4 5 冑I��[h嶌ﾞ�+(ﾛ茨9�X馼ｼb��)�Y+(ﾛ磯hｼb�花巻城跡及び下中居Ⅲ遺跡(大迫町外川日)の発掘調査を行 免ﾂ�3湯�Cビ�"ﾃ3cR�6.810 兌h嶌ﾞ��擺�
い､調査報告書を刊行した○ 

考古分野の研究活動の一環として､平成18年度から3カ年で胡 �485博物館 l 

四王山遺跡の発掘調査結果を整理し､報告書を発刊した○ 

6 仆8孜X�ｷ乖�:韜hｼb�博物館について理解を深め興味と親しみを持ってもらうため､ �2,255 僣饂渥��

博物館利用セミナーを開催するほか､学校教育との連携によ 
り､情報誌｢ふくろう｣の発行､講座体鹸学習､館長講話等を開 
催した○ 

①体験学習 
･内容勾玉作り､破拍球作り､花巻人形絵付け体験ほか 
･参加者延べ287人 

②講座 
･内容館長講話､古文書解説会､博物館講座ほか 
･参加者延べ347人 

③博学連携だより｢ふくろう｣の発行月1回発行 

ll



の文化.自然に関心を抱いてもらうとともに､地域資源の再 迭�#C#R���

や再発見を促すため企画展.テーマ展を開催したq 
物館 
･画展｢胡四王山の世界｣ 

-マ展｢収蔵資料展｣｢多田等親展｣｢商家の暮らし展｣ 

｢昔のくらし展｣｢花巻人形展｣ 

和ふるさと歴史資料館 
:画展｢収蔵品展｣｢収蔵資料展(昔の教科書と学校)｣ 

｢東和.花巻の遺跡発掘速報展｣ 

芸能の保存公開等伝承活動の推進のため､鑑賞会や青 �"��Cr�2.0 

郷土芸能フェスティバルを開催したほか､後継者育成活動 
展したo 

土芸能鑑賞会 

演市内9団体.入場者数650人 
少年協働芸能フェスティバル 
演市内12団体t入場者数1,000人 

財の調査研究の拠点となる(仮称)総合文化財センターに �#r纉���17.5 

て､建物基本設計､.実施設計､建設予定地の測量調査､ 
物件調査及び地質調査を実施した○ 

【成果指棲】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実績〉

〔19年度〕〔23年度〕〔27年度〕 ��僖�7�#�D�7��

①RL慧豊諾孟詣署に親.6%2.%25% ��r紕S�R纈X���(�2�

②誓黒雲詣窒化r=触れて45%49%50% 鼎�綯SS"�"R�8��

※　GXe)は､ ｢まちづくり市民アンケート｣ (担当:政策推進部)による調査結果である｡
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l　　　　　　　4･豊かな心を育む生涯学習の推進　　　　　　!
▲■.-　-_-　-+-_-　-.+- `--.-　-∵-+-.+- `--+-　一--.+-　一一-+-+-+-+-+- `--∵-+-_-　-+- `--∵-+-+‥■■-

図書館4館においては､市民の多様な学習ニーズに応えるため図書資料の整備充実に努めたほか､絵
本を通じた親子のふれあいを深めてもらうために､生後1 1ケ月の乳幼児を対象として絵本を贈るブッ
クスタート事業を実施した｡
また､子どもの読書活動を推進するため､平成19年度に策定した｢花巻市子ども読書活動推進計画に

基づき､読書活動ボランティア等の育成を目的とする研修会やその活動となるお話し会､さらに学校図
書館担当者を対象とした講演会などを開催し､関係機関･団体等と連携しながら学校や地域での活動の
支援に努めた｡

(1ノ　脚･庄敵側

No. 萄馼ｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 鳴��9%99b�

1 倩ｹ*隕�8支馼ｼb�子ども映画会や16ミリ映写機操作技術講習会の開催など､子ど ��2,594 ��ﾙ^亊��
もたちの視聴覚教育を行った○ 
･16ミリ映写機操作技術講習会1回2,687 

･ビデオ.フイルム上映228回観覧者数延べ8.585人 
･映画会開催(夏.冬休み)延べ230人 l: ��

12ノ　望郷鼓と積算

No. 倬hｼikﾂ�事業概要 冰ﾈ螽ｧ｢�i決算額 �%99b�

1 2 ��ﾘ��ｭ��饑�5h5�6X8�戊�8饕�x��県営図書館を始めとする県内図書館の蔵書検索や図書貸借管 唐緜���8.463 竸�ｸｭ��理､図書管理等により､利用者の利便を図るとともに図書館業 ■務の効率化を推進した○ 

生涯学習支援事業 �?ｹv8髦.)�X��/����ｸ,h+X+ﾚ(*掩(檄8/�,ｨ+X,JHｫI�ｸ/�h�*ｺI�｢�4,025 釘���R�図雷館 
像力を深め､言葉を学ばせるための読み聞かせ指導や総合的 
学習に対する図書資料の検索.提供サービス等を通して読書 
活動を支援したo 

/3ノ　戯･雇麿の教書カの虐上と青少年の度会看m

事　業　名 事　　業　　概　　要

乳幼児の心と言葉を育むため､乳幼児に絵本を贈り､絵本を通
して親子のふれあいを深め､早い時期から絵本に親しむことの

ブックスタート事業

大切さを啓発した｡
開催回数

･花巻図書館　　24回

･大迫図書館　　　6回

･石鳥谷図書館　12回
･東和図書館　　　4回

配布音数
472人

19人

68人

52人

【成果指棲】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実績〉

〔19年度〕〔23年度〕〔27年度】 ��僖�7�#�D�7��

雷謂話語詣蒜芸芸.6%25%33% ��ゅ"S�r��X���2�

※　①は､ ｢まちづくり市民アンケート｣(担当:政策推進部)による調査結果である｡
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【宣二塁】
施設利用状況等について

1　図書館(花巻､大迫､石鳥谷､東和)　　　　　　　　　　　　　　(単位:冊)

館名＼項目 ������B�個人貸出数 � ��ﾘ��ﾙ�B�
館内 �ｩ:��ﾘ��ｭ討�

花巻図書館 ��s津�s��242,111 唐ﾃ��2�14,246 �#cBﾃSS��

大迫図書館 �3づc迭�13,379 �"ﾃs#"�10,897 �#bﾃ涛��

石鳥谷函書面~～l.""I ���づs�r�117,748 迭ﾃC�r�28,907 ��S"ﾃ�s"�

東和図書館 鉄"ﾃツ��53,744 ��ﾃ����12,160 田bﾃ塔B�

計 �3s津3S��426,982 ��rﾃC�"�66,210 鉄��ﾃc�B�

館名＼項目 ��ﾘ�尸�B��ﾂ���ｩ:��ﾘ��ｭ倆B�
館内 �ｩ:��ﾘ��ｭ��衰称 傀H���8��巡回日数 

花巻図書館 都�ﾃSc��2,503 �*ﾈ/�*ｨﾘb�37箇所 僖繝I?｢�

大迫図書館 釘ﾃゴ��1,576 �+ﾘ/�,�-ｸﾘb�24箇所 僖紊i?｢�

石鳥谷図書館 �32ﾃ田��4,159 �-ｨ.x��,ﾈﾘb�52箇所 僖���I?｢�

東和図書館 ��津�Sr�759 �*�.(-�b�26箇所 僖紊�?｢�

計 ��#づC#��8,997 佗b�139箇所 僖�3�y?｢�

※　蔵書数-分類別図書に｢その他図書｣を加えた総数

貸出数-図書資料､雑誌､視聴覚資料含む　　　貸出者数-個人･団体含む

2宮沢賢治記念館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者 �>�o2�
小.中学生 俘(ﾕ｢隗y�b�一般 冤h��"�

19年度 �3c��181,351 �#Rﾃ3���6,797 ��C2ﾃSS��5,685 

20年度 �3c��147,041 �#�ﾃ�c"�5,408 ���2ﾃ�sr�18,394 

増減 ��#��△34,310 ��#Rﾃ�Sb�△1,389 ��#C�ﾃCsB�12,709 

3　宮沢賢治イーハトーブ館利用状況　　　　　　　　　　　　(単位:

年度 鳴�ﾂ�ｸ､ｨｭ�?ｩ�B�入館者 �>�o2�
小.中学生 俘(ﾕ｢隗y�h自L｢�

19年度 �3c�?｢�39,536 途ﾃ�モ�1,224 �3�ﾃ�#B�

20年度 �3c�?｢�33,645 澱ﾃs3��602 �#bﾃ3�"�

増減 ��#�?｢�△5,891 ��#CSr�△622 ��#Bﾃ��"�

4　花巻新渡戸記念館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者 �>�o2�
小.中学生 俘(ﾕ｢隗y�b�一般 �)�X��驅ｨ��"�

19年度 �3c�?｢�21,824 涛s2�340 ��づssr�1,734 

20年度 �3SY?｢�19,909 都�"�265 ��BﾃCc��4,393 

増減 苓�ｷ鉅辺i?｢�△1,915 ��#����△75 ��#Bﾃ3���2,659 

※入館料免除には未就学児(無料)含む｡ H20年度は全館ガス燥蒸により5日間臨時休館｡

5　石鳥谷農業伝承館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 �?ﾈｭ倆"�内訳 劍*H+��?ﾈｭ几�h��
小.中学生 俘(ﾕ｢隗y�b�一般 

19年度 �"ﾃ��B�56 �#��663 �"ﾃ�Sb�

20年度 �"ﾃ#�2�449 �#S��1,575 ��ﾃcc��

増減 ��#S#��393 �#3��912 ��#3ビ�

6　大迫郷土文化保存伝習館利用状況(H20.5-H20.10)　　　　　　(単位:人)

年度 �?ﾈｭ倆"�内訳lうち 
小学生 �(hｧr靼(ﾕ｢�学生.一般入館料免除 

19年度 都S2�9 �6鉄cf��sR�

20年度 鉄迭�6 撞B�Sコ���sr�

増減 ��#�S��太一■甘l �19≡2 
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7　花巻市博物館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者数 �>�o2�
有料入館者 劔l 免除者 

小学生 中学生 亶ﾉwhﾕｩ^b�一般 佗b�

19年度 �3SI?｢�21,145 ��ﾃS�純C�"���2ﾃ��B�15,811 迭ﾃ33B�

20年度 �3S9?｢�19,317 ��ﾃ#�2�553 ���ﾃCCB�12,290 途ﾃ�#r�

増減 ��#�?｢�△1,828 ��###"�61 ��#2ﾃ3c��△3,521 ��ﾃc�2�

8　花巻歴史民俗資料館利用状況(平成20年4月1日-12月15日)　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者数 �>�o2�有料入館者 剿ﾉlh��"�

小.中.高生j学生.一般 剏v 

19年度 �#SY?｢�5,833 �#�r�.4,991 迭ﾃ�唐�635 

20年度 �#S�?｢�4,033 涛2�3,331 �2ﾃC#B�609 

増減 的?｢�△1,800 ��#��B�…△1,660 ��#�ﾃssB�△26 

9　早池峰山岳博物館利用状況　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ冦ｩ�B�入館者数 �>�o2�有料入館者 

小.中.高生 乂y�b闔ｩL｢�計'､ 

19年度 �3�Y?｢�1,437 ����1,127 ��ﾃ�Cb�291 
｣皿]蕗牢面 �3�I?｢�1,613 ��B�1,227 ��ﾃ#C��372 

増減 ��#�?｢�176 ��#R�100 涛R�81 

10　石鳥谷歴史民俗資料館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者数 �>�o2�
有料入館者 

小学生 中学生 俘(ﾕｩ�b�ｧy�b�一般丁 佗b�蔓免除者 l 

19年度 �3S9?｢�3,260 田B�113 �"ﾃ#�r�2,394｣866 

20年度 �3c�?｢�3,253 都2�233 ��ﾃゴB�2,160!1,093 
I~一画.画~~ 悼?｢�△7 湯�120 ��#3c2�△234227 

11東和ふるさと歴史資料館利用状況　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者数 �>�o2�有料入館者 劔lh��"�

小.中.高生 乂y�b闔ｩL｢�計 

19年度 �3��?｢�1,661il9 �601 田#��.__A_,i,041 
~一面年度山~ �3��?｢�1,937 �#R�631 田Sb�1,281 

増減 ��#�?｢�276 澱�30 �3b�240 

12　嵩鉄五郎記念美術館利用状況　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�入館者数 �>�o2�
l小.中学生 俘(ﾕ｢隗y�b�一般l免除者 

19年度 �#��?｢�13,562 �3s2�454 唐ﾃss��3,956 

20年度 �#�?｢�ll,755 都3��263 迭ﾃccb�5,099 

増減 等?｢�△1,807 �3Sr�△191 ��X�#2ﾃ��2�1,140 
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13　体育施設

(1)総合体育館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

アリーナ.多目的ルーム 冤トレーニンクlt lルーム 俘xﾇb�

l 凉駅����I?ｨ.�7ｸ�ｸ6(ｭhﾅr�その他 

19年度!310日 �2,867回F110,183 鼎�ﾃs���23,700 ��sRﾃc�"�

20牢固357日 �3,056回r142,872 鉄�ﾃc3��28,069 �##"ﾃSs��

増減 鼎y?｢�189回F32,689 湯ﾃ����j4,369 鼎bﾃ都r�

(2)市民体育館利用状況

年度 丶ｨｭ�?ｩ�B�利用者数(人) 劔利用回数(回) スポーツ関係 凾ｻの他 剿ﾚ的別 

アリーナ �����アリーナ �����スポーツ 俎X�,�,r�

19年度 �3�I?｢�42,719 ��ﾃ3#B�41,243 �##��1,041 鼎r�

20年度 �3S�?｢�42,066 ��ﾃ3湯�51,115≡189 �1,183 鉄R�

増減 鼎Y?｢�△653 都R�9,872 ��#3��142 ����

(3)スポーツキャンプむら利用状況　　　　　　　(単位:人)

年度 凉駅��)�B��ﾂ��~W~町｢中学生 剄ｍZ生 �ｩLｦﾈﾇb�

19年度 �"ﾃC�"�3,989 �"ﾃ�SB�10,647 ��津��"�

20年度 釘ﾃ�s��5,115 釘ﾃ3Sb�ll,374 �#Bﾃ��b�

増減 ��ﾃcc��1,126 �"ﾃ3�"�727 迭ﾃ�#B�

(4)武徳殿利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��剳ｽ成20年度;比較 
高校生以下 �ｩL｢�計 俘(ﾕｩ�h決屹�ｩL｢�計l増 

剣道 �"ﾃ�Cb�2,732 釘ﾃ�#��喜昔十…漂 迭ﾃ3ヲ�461 

柔道 釘ﾃ#s"�938 迭ﾃ#���釘ﾃ3ッ�△824 

弓道 ��Bﾃ#�B�4,675 ��づャ��14,386室5,032 ��津C���529 

計 偵#�ﾃc3"�8,345 �#津�#r�19,77419,419 �#津��2�166 

(5)鉛温泉スキー場利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 凉駅��)�B�
中学生以下 俘(ﾕｩ�h決�2�計 

19年度 唐ﾃSS"�9,832 ��づ3ィ�

20年度 迭ﾃ都r�7,498 ��2ﾃCsR�

増減 ��#"ﾃSsR�△2,334 ��#Bﾃ����

(6)日居城野運動公園内施設利用状況　　　　　　　　　　　　　　(単位:回､人)

区分 剳ｽ成19年度 剳ｽ成20年度 剩芒r増減 
回数 凉駅��)�B�回数 ��iy駅��)�B�回数 凉駅��)�B�

野球場 �495 �#2ﾃC唐�489…23,517 凵｢619 

陸上競技場 �444 ��津s#R�640 �#Bﾃ�s��196 釘ﾃ3Cb�

テニス コート �*)5hﾏｸ���1,213 �#"ﾃS�"�1,436 �#Rﾃ鉄R�223 �2ﾃCS2�

(クレー) �##b�3,477 �3S��6,424 ��32�2,947 

(7)地区社会体育館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:回､人)

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��兌ﾙ�ﾃ#�D�7��儂Hｧ)�ﾘﾋ��
回数 凉駅��)�B�回数 湊y駅��)�B�回数…利用者数 

花北地区社会体育館 辻�- 田澱�10,230 田田��ﾃ#3��

花南地区社会体育館 都Cdﾆﾃ"ﾃc�2�都コ�ll,378 �3��△1,315 

湯口地区社会体育館 �33r�3,365 �3#��l3,313 ��#��△52 

湯本地区社会体育館 都���9,911 塔ッ�10,826 ��sR�915 

矢沢地区社会体育館 田3��13,329 都��13,672 都2�343 

宮野目地区社会体育館 鼎CB�8,517 鉄#B�9,847 塔��1,330 

太田地区社会体育館 鉄���9,719 都#r�ll,599 ��3r�1,880 

笹間地区社会体育館 ��ﾃ�ィ�12,292 ��ﾃ�c��8,153 ��#�b�△4,139 

宮野目体育センター 田32�12,495 田#r�13,005 澱�510 
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(8)大迫体育館施設利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

平成19年度 平成20年度 比較増減

大迫体育館

(9)石鳥谷体育館施設利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

施設名 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 儂Hｧ)�ﾘﾋ��

石鳥谷体育館 �#づ#sr�29,398 ��ﾃ�#��

石鳥谷柔剣道場5,907 �6,404 鼎�9���

二枚橋体育館L1,571 �2,501 涛3��

(10)アイスアリーナ利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

年度 道(hｧy�h決屬�高校生 �ｩL｢�計 

19年度 免ﾂﾃ�澱�1,989 唐ﾃ鼎"�22,127 

20年度 ���ﾃゴB�2,086 唐ﾃS���21,449 

増減 ��#3C"�97 ��#C32�△678 

(ll)東和体育館施設利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

施設名 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 儂Hｧ)�ﾘﾋ��

東和体育館 ��bﾃc���14,418 ��#"ﾃ����

東和トレーニングセンター 釘ﾃ�3r�4,847 ��#湯�

毘沙門ドーム 釘ﾃ塔b�5,386 鼎���
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14　学校開放事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:回､人)

学校名 剳ｽ成19年度 剳ｽ成20年度 剩芒r増減 
開放回数 凉駅��)�H�(､ｩ_ｨ���B�凉駅��)�B�開放回数 凉駅��)�B�

花 巻 �Hｪｨ抦ｧxﾕ｢�566 ��Bﾃ3c2�l720 ��づ3sb�154 釘ﾃ��2�

若葉小学校 田釘�39,546 都�R�27,763 免ﾂ�△11,783 

!桜台小学校 �3�"�10,416 ���33b�9,223 ��#Cb�△1,193 

三南城小学校 鉄�"�ll,652 田唐�15,612 ���b�3,960 

i湯口′J､学校:581 �12,434 鉄cR�10,786 ���┬ﾘ辺�b�.△1,648 

:前田小学校 ��3B�1,939 ��#��1,602 ��#�2�△337 

湯本小学校466 �12,361 都S��18,958 �#ィ�6,597 

矢沢小学校r263 �7,309 �#�"�7,109 ����△200 

宮野目小学校 鳴�##2�6,692 �#32�8,444 ����1,752 

太田小学校 �3���5,691 �3S"�7,437 鉄��1,746 

笹間第-小学校 鳴�3s��10,728 �3���10,654 ��#c��△74 

笹間第二小学校 �3b�1,149 鼎B�853 津��△296 

花巻中学校 田#B�14,804 田#��14,437 鎚示氾B�△367 

花巻北中学校 ��ヲ�3,080 �#3R�3,934 蔦Cb�854 

南城中学校 �#s"�6,257 �#���2,602 ����#SB�△3,655 

湯口中学校 �#湯�5,219 �#c��5,419 ��#3��200 

湯本中学校 �#S��4,057 �5CSR�4,994 ���R�937 

矢沢中学校 鼎�B�7,381 鉄釘�14,371 �����6,990 

宮野目中学校 �#3��3,835 �#���3,898 ��##��63 

西南中学校 �##��4,545 �3���5,230 都��685 

小計 途ﾃ�#��183,458 途ﾃ�32�191,702 塔�"�8,244 

大 追 ��YIx抦ｧxﾕ｢�242 釘ﾃ�#r�210 �2ﾃcC��△32 ��#Cs��
内川目小学校 ���0 ���0 ���0 

外川目小学校 鼎2�785 苓耳ｶ��Z旦巨 ��#���10 

亀ケ森小学校 ��#��2,147 ���R�1,~785 ��#�b�△362 

大迫中学校 �3ビ�6,045 �3c��5,377 ��#���△668 

小計 都�2�■13,104 都�r�ll,606 ��#sb�△1,498 

石 鳥 谷 肘��+�$ｨ�ﾈ抦ｧxﾕ｢�343 釘ﾃcsB�317 澱ﾃS���△26 ��ﾃ�3b�新堀小学校 �3�R�8,095 ��ｷ闔ｨ����2�8,196 ��##"�101 

八幡小学校 �#3R�7,164 �#コ�7,390 鉄��226 

八重畑小学校 �#�ッ�4,894 ��コ�4,692 ��#��△202 

石鳥谷中学校 �3���6,235 �33��7,697 �#��1,462 

'1# ��ﾃ3ヲ�31,062 ��ﾃC���34,485 �)���3,423 

東 和 �7��(抦ｧxﾕ｢�455 途ﾃ#CB�613 ���ﾃc#��158 �2ﾃ3コ�

成島小学校 鼎32�7,961 鉄#r�9,981 涛B�2,020 

浮田小学校 �#�"�4,066 �3�2�3,579 �#��△487 

谷内小学校 �#s"ﾂ�4,700 �#モ�4,494 ����△206 

田瀬小学校 都8���1,421 都r�1,769 釘�348 

小山田小学校 ���C､津s釘���#"�1,499 ����△295 

東和中学校 ��ﾃ3sS｣3�ﾃ#�B�都#��28,090 ��#cSB�△3,114 

′｣､計 �"纉釘��58,390 �"緜S��60,041 ��#3C2�1.651 

合計 �12,297 �#ッﾃ��B�12,712 �#途ﾃ�3B�415 免ﾂﾃ�#��
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