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平成 23 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（教育委員会に属する

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。 

  

 

 

 

 

 

 



(1)　教育環境の整備・充実

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1
小中学校学区再編成等調
査事業

　笹間第二小学校の統廃合に関し、保護者との懇談会、ＰＴＡ役
員との懇談を経て大迫小・亀ヶ森小を訪問した。
　また、児童生徒数の推移と今後の見通しのデータを、コミュニ
ティ会議代表者や学校長に情報提供した。

80 64
教育企
画課

2 前田小学校閉校記念事業
　平成24年4月に湯口小学校と統合した前田小学校の、学校・地
域・ＰＴＡ等で実施する閉校記念事業（閉校記念誌の発行等）の
援助を行った。

300 300
小中学
校課

１　活力と特色ある学校教育の推進

（単位：千円）

　教育環境の整備充実においては、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について、保護者や地域の方々と意見交換を重ねた。
　また、地域の児童生徒の推移等の実情を把握していただくため、コミュニティ会議代表者及び各小中学校
長へ情報提供を行った。

　学校教育においては、学力向上のため、児童生徒一人ひとり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、学力向上支
援事業を実施し、教職員の資質と指導力の向上を図った。
　また、社会や経済のグローバル化が急速に進展し、異なる文化の共存や持続可能な発展に向けての国際協
力が求められるとともに、人材育成面での国際競争も加速していることから、小学生国際理解推進事業や外
国青年招致事業、中国語学習推進事業を実施し、外国語教育の充実に努めた。
　一方、増加傾向にある軽度発達障がいへの対応をはじめ、一人ひとりの実態に応じた特別支援教育の充実
を図るため、特別支援教育推進事業によるふれあい共育推進員を配置するとともに、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、適応支援相談員等を配置し、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
校に配備したＡＥＤ(自動体外式除細動器）の維持管理を行った。スクールガードの養成、スクールガード
リーダーによる巡回指導を引き続き実施し、通学時等における児童生徒の安全体制を整備した。
　さらに、変化の激しい社会に対応して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より
よく問題を解決する資質や能力（「生きる力」）を育てるため、各学校が地域や学校、児童生徒の実態に応
じた教科横断的・総合的な学習など創意工夫を生かした教育活動を行うため、地域体験型学習事業を実施し
た。
　また、中学校生徒会が主体となって行うボランティア活動を支援する生徒会ボランティア活動支援事業を
実施することにより、中学生が自分自身社会の一員であり、まちづくりを担う人材であるという意識の醸成
を図った。

　就学前教育においては、平成２１年度に策定した「花巻市就学前教育プログラム」の趣旨に沿い、子ども
たちが社会で心豊かにたくましく生きていくことができるよう、①家庭の教育力向上支援、②保幼小の連続
性を考慮した保育・教育の充実、③地域の子育て支援の充実の３項目を重点に取り組みを進めた。（特に連
続性を考慮した保育・教育の充実においては、保幼小連携研究班が「接続期のカリキュラム」を作成し
た。）
　また、「幼児ことばの教室」においては、ことばの発達に遅れ等のみられる幼児の早期発見と指導に努め
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。

　施設の維持管理では、小学校３校、中学校４校の屋根改修工事の実施や花巻小学校屋外環境整備に着工す
るなど施設の長寿命化を図った。
　衛生環境の拡充では、小学校１８校の低学年トイレ和式便器の洋式化や亀ヶ森小学校下水道への切替工事
を実施するなど充実を図った。
  学習環境の整備では、小学校１７校、中学校７校の図書室にエアコンを設置するなど児童・生徒の快適な
学習環境及び読書環境の向上を図った。
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3 小・中学校施設維持事業

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
修を行った。
　・屋根改修・塗装工事（H22→H23繰越）
　　　　小学校3校　56,694千円
　　　　　　桜台小学校、太田小学校、新堀小学校
　　　　中学校4校  19,744千円
　　　　　　矢沢中学校、宮野目中学校、湯口中学校屋内運動場
　　　　　　湯本中学校柔剣道場
　・公共下水道接続工事　1,747千円 　 亀ヶ森小学校
　・トイレ改修工事（低学年）(排水管改修含み) 4校 37,795千円
　　　 　　 南城小学校、湯口小学校、矢沢小学校、太田小学校
　・屋外環境整備工事　16,884千円 　 花巻小学校
　・トイレ洋式化（低学年）業務 18校　28,783千円
　・設計業務等業務 23,348千円
　・施設修繕・病害虫防除・補修資材 31,539千円

 
147,476
(H22→H23
繰越79,700）

 
140,096
(H22→H23
繰越76,438)

教育企
画課

4
小・中学校図書室環境整備
事業

図書室にエアコン等を設置し、快適な学習環境及び読書環境の
向上を図った。
　・図書室環境整備工事（エアコン設置、照明器具改修、書架棚
設置等）（H22→H23繰越）
　 小学校17校　63,894千円
　　　八幡小学校、新堀小学校、亀ヶ森小学校、八重畑小学校
　　　石鳥谷小学校、内川目小学校、大迫小学校、若葉小学校
　　　笹間第一小学校、笹間第二小学校、湯口小学校
      花巻小学校、矢沢小学校、湯本小学校、南城小学校
　　　桜台小学校、太田小学校
   中学校7校　24,384千円
      矢沢中学校、東和中学校、宮野目中学校、湯本中学校
　　　花巻中学校、花巻北中学校、南城中学校

(H22→H23
繰越95,000)

(H22→H23
繰越88,278)

教育企
画課

5
保育園・幼稚園維持修繕事
業

　快適な保育環境を維持するため、保育園・幼稚園の施設につ
いて計画的に改修及び補修を行った。
【保育園維持修繕事業】事業費18,881千円(H22→H23繰越）
　　・屋根塗装及び外壁改修　　湯口保育園
　　・屋根塗装及び外壁改修　　太田保育園
　　・床改修　　　　　　　　　　　　上瀬保育園
【幼稚園維持修繕事業】事業費4,996千円(H22→H23繰越）
　　・外壁改修　　　　　　　　　土沢幼稚園
　　・屋内消火栓設備設置　　花巻幼稚園

（H22→H23
繰越24,670）

(H22→H23
繰越23,877)

就学養
育課

6 私立高校運営補助事業
　私学の運営を補助することにより、市内の高校教育の充実を
図った。
　　・私立高校振興事業補助金　　　　　　　　　　　　　　3,240千円

3,240 3,240
教育企
画課

7 幼稚園教育環境充実事業

【私立学校運営補助費】事業費14,590千円
　私学の運営を補助することにより、市内の幼児教育の充実を
図った。
　　・私立幼稚園運営事業補助金
　　・私立幼稚園預かり保育事業補助金
【幼稚園就園奨励費補助金】事業費67,054千円
　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
就園する子の保護者に対し補助金を交付した。
　　・対象　　2歳児　46人、　満3歳児　48人、　3歳児　158人
　　　　　　　4歳児　200人、　5歳児　228人　　　　　計680人

88,921 81,644
就学養
育課

8
公立高等学校創立記念事
業補助事業

　公立高等学校の創立記念事業に対し補助金を交付した。
　　・花巻北高等学校創立80周年記念事業補助金　　 5,000千円
　　・花巻南高等学校創立100周年記念事業補助金    5,000千円

10,000 10,000
教育企
画課

9 文教施設災害復旧事業

平成23年3月11日発生の東日本大震災により小学校校舎壁ひ
び割れ等や中学校屋内運動場天井材破損、敷地舗装破損等に
より小学校18校、中学校11校が被災したため、災害復旧工事を
行った。
　 【国庫補助事業】
　    小学校 7箇所　 15,251千円
　　  中学校11箇所 106,543千円
　 【単独事業】
　　  小学校21箇所　13,124千円
　　  中学校11箇所　 8,195千円

143,425 143,113
教育企
画課
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10 現年民生施設災害復旧費
　東日本大震災の際に被害があった保育園舎の改修工事を実
施した。
　・園舎南側の床傾斜、基礎亀裂等の改修　　浮田保育園

5,500 5,499
就学養
育課

11 緊急雇用創出事業

【学校施設災害復旧事業補助事業】事業費1,142千円
　学校施設の災害復旧事業のうち、国庫負担事業にかかる補助
　　・臨時補助員　２人
【被災転入児ｻﾎﾟｰﾄ事業】事業費4,146千円
　被災転入児の心のケアを行った。
　　・加配保育士の雇用　4人
　　・心理的なケアに関する職員研修の実施　2回
【食育活動支援事業】事業費1,464千円
　就学前教育の推進と低年齢児童の肥満や痩せなど食に絡む
疾患の予防対策を実施した。
　　・臨時補助員の雇用　1人
　　・食事の摂取法と保育園児の成長曲線の作成
　　・食育活動に関連する保育のデータベースの作成
【浮田保育園給食環境支援事業】事業費872千円
　震災に伴う浮田保育園給食室等改修工事に伴い、給食を近隣
保育園から搬送した。
　　・運搬･調理（消毒）補助員の雇用　1人
　　・車両の借上げ　1台

8,604 7,624

教育企
画課

就学養
育課

(2)　就学前教育の充実

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1
家庭教育力向上事業
（保護者への意識啓発）

　市内保育園・幼稚園・小学校、保護者、行政の代表者による就
学前教育振興会議を開催し課題共有、情報交換を行うとともに、
就学前教育推進事業事例集を配布し情報提供を行った。
　・就学前教育振興会議の開催　3回
　・就学前教育推進事業事例集の配布　3回
　・各園での相談対応

就学養
育課

2
家庭教育力向上事業
（保幼小の連続性を考慮した
保育・教育の推進）

　保育園・幼稚園から小学校へと繋がる子どもの発達や学びの
連続性を考慮し、人と関わる力や、道徳心、豊かな感性を培う保
育･教育が展開されるよう研修会等を開催した。
　・市内保育園・幼稚園合同園長会議の開催　3回
　・保幼合同研修会の開催　2回
　・保幼小連携研修会の開催　1回
　・子育て講演会の開催　1回

就学養
育課

3 幼児ことばの教室事業

　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
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。
　・指導員配置　3名　　　　・指導実績　　97名

6,781 6,754
就学養
育課

(3)　学力向上の推進

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 はなまき授業サポーター事業
　算数及び国語を重点科目として、小学校７校に9名の補助員（授業サ
ポーター）を配置し少人数指導を行った。

10,049 10,021
小中学
校課

2 学力向上支援事業

　教職員の指導力、授業力を向上させ、児童生徒の学力向上を
図るため、外部講師を招いて模範授業及び研修会を実施した。
（小学校２教科、中学校５教科で実施）

538 429
小中学
校課

1,870 1,859
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3 指導運営費

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の調
査研究並びに各種研修会を行った。
②魅力ある学校づくり調査研究事業
　 花巻中学校区において、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、市内の学校へ研究成果を公開した。
③授業実践公開研究会の実施
　 校内研究の充実及び教員の指導力向上を図るため、小学校
３校、中学校３校で公開研究会を実施した。

14,797 12,933
小中学
校課

4 児童・生徒表彰事業

　学校生活における意欲の向上、各種大会やコンクール、伝承
活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。
・体育的分野 379名　・文化的分野 75名　・郷土芸能 49名
・善行、努力的分野 38名　　（計 541名）

1,010 869
小中学
校課

5 育英事業

　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
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。
　・新規貸付者　　　高校生8名、大学生等22名　　計30名
　・継続貸付者　　　高校生13名、大学生等69名　　計82名

809 802
小中学
校課

6
国際化教育推進事業
（うち、小学生国際理解推進
事業）

　小学校外国語活動の必修化（5･6年生、年間35時間）に対応す
るため、5・6年生を対象に1学級あたり年間8時間の配分で、英語
を母国語とする外国人による英語指導を行った。

1,970 1,806
小中学
校課

7
国際化教育推進事業
（うち、外国青年招致事業）

　JETプログラムを活用して外国青年を招致し、市内中学校に外
国語指導助手（ALT）として派遣することにより、外国語教育の充
実や国際理解の推進を図った。

9,581 8,627
小中学
校課

8
国際化教育推進事業
（うち、中国語学習推進事
業）

　湯本小学校と八重畑小学校をモデル校に指定し、中国人講師
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り、
外国文化への理解と交流を深めた。

210 207
小中学
校課

9
教育用コンピューター設備
整備事業

　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応
していくための「情報活用能力」を育成するため、ＰＣ教室等に配
備した教育用パソコン等の更新及び維持管理を行った。また、事
務の効率化を図るため全教職員を対象に配備した校務用パソコ
ン等の更新及び維持管理を行った。
　・小学校　1,161台　　　・中学校　717台

70,559 65,460
小中学
校課

10
地域体験型学習事業
（旧豊かな体験・学び推進
事業）

　児童・生徒の自ら学び、自ら考える力を育み、「生きる力」を育
成するため、全小中学校において、総合的な学習の時間等を活
用して体験学習、問題解決学習、勤労体験学習、伝統活動学習
など、地域社会や児童・生徒の特性を生かした体験的学習活動
に取組んだ。

8,744 8,003
小中学
校課

(4)　特別支援教育と学校適応指導の充実

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 就学指導事業
　障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。

337 217
小中学
校課

2 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の調
査研究並びに各種研修会を行った。
②魅力ある学校づくり調査研究事業
　 花巻中学校区において、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、市内の学校へ研究成果を公開した。
③授業実践公開研究会の実施
　 校内研究の充実及び教員の指導力向上を図るため、小学校
３校、中学校３校で公開研究会を実施した。

14,797 12,933
小中学
校課
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3 特別支援教育推進事業

①ふれあい共育推進事業
　 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障
がいのある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　30名配置（小学校18校、中学校3校）
②特別支援教育推進事業
　 発達障がいを有する児童生徒を支援するため、全小中学校に
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
専門家チーム、巡回相談チームを設置するなど支援を行った。

21,347 20,859
小中学
校課

4
幼児ことばの教室事業〔再
掲〕

　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
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。
　・指導員配置　3名　　　　・指導実績　　97名

6,781 6,754
就学養
育課

5
幼稚園教育環境充実事業
〔再掲〕

【なかよしサポート事業】
　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
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係を
培った。

4,125 4,119
就学養
育課

6 学校適応支援事業

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ら
れるよう、適応支援相談員2名を配置し、学校と連携を図りなが
ら相談活動や家庭訪問等を行った。
②学校への適応を支援するため、風の子広場（適応指導教室）
を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
導を行った。
③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。
④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４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。

16,171 15,159
小中学
校課

(5)　地域に開かれた学校づくりと子どもの安全確保

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 学校地域連携事業
　全小中学校に学校評議員139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。

1,509 1,273
小中学
校課

2
学校安全体制整備推進事
業

　地域社会全体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した。

480 476
小中学
校課

3 地域教育力向上事業

　地域の幼児を地域が一体となって守り育てていこうという地域
住民の意識を高め、子育てしやすい環境の整備に努めた。（園
活動の地域への紹介、コミュニティ会議等への参画、中学生の
保育体験、園舎の地域への開放、伝承芸能、世代間交流等）

ー ー
就学養
育課
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(6)　子どもの健全育成と命の大切さを伝える心の教育

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 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の調
査研究並びに各種研修会を行った。
②魅力ある学校づくり調査研究事業
　 花巻中学校区において、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、市内の学校へ研究成果を公開した。
③授業実践公開研究会の実施
　 校内研究の充実及び教員の指導力向上を図るため、小学校
３校、中学校３校で公開研究会を実施した。

14,797 12,933
小中学
校課

2
地域体験型学習事業
（旧豊かな体験・学び推進
事業）〔再掲〕

　児童・生徒の自ら学び、自ら考える力を育み、「生きる力」を育
成するため、全小中学校において、総合的な学習の時間等を活
用して体験学習、問題解決学習、勤労体験学習、伝統活動学習
など、地域社会や児童・生徒の特性を生かした体験的学習活動
に取組んだ。

8,744 8,003
小中学
校課

3
生徒会ボランティア活動支
援事業

　各生徒会によるボランティア活動の実施
（学校内外、公民館等の清掃活動　エコキャップ回収　スノーバ
スター地区行事への積極的な参加　環境美化活動等）

600 600
小中学
校課

(7)　健やかでたくましい体づくり

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 体育団体運営補助事業
　花巻市小・中学校体育連盟の行う体育大会開催及び学校体育
に関する研究や講習会事業等の支援を行った。

4,168 4,168
小中学
校課

2 学校保健管理費
　児童生徒や教職員の健康保持のため、健康診断や薬剤の整
備を行った。

63,616 60,449
小中学
校課

3 学校給食事業
　市内児童生徒へ安心で安全な給食を提供するため、給食に関
わる職員管理や施設の維持管理等を実施した。

121,315 115,461

小中学
校課・
給食セ
ンター

　　　　　　　 〔19年度〕       〔23年度〕       〔27年度〕 22年度 23年度

　小学校          95%               95%               95%
　中学校　　 　　90%               94%               94%

95%
90%

96%
91%

　小学校　　 　　80%               73%               73%
　中学校          75%               63%               63%

69%
60%

74%
61%

　小学校        0.26%            0.30%       　　 0.10%
　中学校        2.00%            1.70%             1.50%

0.33%
1.81%

0.15%
1.67%

③ 不登校児童生徒の出現率

【成果指標】

※　③は、全児童生徒に対する不登校児童生徒の割合である。

① 学校生活が充実している
     と答えた児童生徒の割合

② 学習定着度状況調査の
     到達度

《実績》

※　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」または「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。）
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(1)　文化財の保護と活用

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1 文化財保護活用事業

　文化財保護事業として、市が所有する指定文化財「旧小原家
住宅」「花輪堤花菖蒲群落」等の保存管理業務を行った。文化財
活用事業として、文化財ガイドブック（史跡・名勝・天然記念物
編）、文化財調査報告書、花巻市史資料編（御次留書帳10巻）を
刊行した。また文化財説明板と標柱の設置、修繕を行った（８箇
所）。加えて、市民が直接文化財と触れ合うことを目的に文化財
セミナーや早池峰自然観察会を開催した。

61,371 58,935
文化財
課

2 埋蔵文化財保護活用事業

　市内の遺跡を保護するために、個々の開発計画について計画
範囲内の遺跡の状況を確認するとともに、破壊される遺跡を記
録保存するための発掘調査を2ヵ所実施した。
　また、過去の発掘調査により出土した埋蔵文化財資料等や公
有化された遺跡を適正に保管管理するために、出土資料等の整
理収納作業を約600コンテナ行うとともに、久田野Ⅱ遺跡を中心
に環境整備等を行った。

27,506 21,581
文化財
課

3 教育普及活動事業

　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、
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、講座体験学習、館長講話等を開催し
た。
①体験学習
　・内容　　　勾玉作り、琥珀玉作り、花巻人形絵付け体験ほか
　・参加者　　延べ463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427人
③博学連携だより「ふくろう」の発行　　月1回発行

1,493 1,448 博物館

２　創造性豊かな芸術文化の振興

　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、特別展「浮世絵名品
に見る『青』の変遷展」を開催した。また、テーマ展として「中国への憧憬－花巻ゆかりの画人の競演」、「多田
等観とダライ・ラマ13世」、「北の群集墳－副葬品から探る蝦夷の地域性－」、「懐かしの写真展」、｢花巻人
形展－表情豊かな人形たち－」と５回開催し、充実に努めた。共同企画展として、「花巻の大工たち」を取り上
げて花巻で活躍した大工棟梁達の業績を紹介した。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。

　文化財の保護については、国指定重要文化財の建造物や天然記念物をはじめ、市内に所在する指定文化財の適
切な保存管理に努めたほか、説明板の設置、文化財調査報告書及び花巻市文化財ガイドブック（史跡・名勝・天
然記念物編）の刊行等を行った。
　また、地域に伝わる郷土芸能の伝承活動の推進及び多くの市民に鑑賞していただく機会として、花巻市郷土芸
能鑑賞会や花巻市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・各種団体における郷土芸能発表
会の開催を支援し、さらに文化財指定の古民家を会場として郷土芸能鑑賞会を開催するなど地域にある文化財の
周知・活用に努めた。
　さらに、ユネスコ無形文化遺産・早池峰岳神楽の伝承を支援するため、その拠点施設である大迫郷土文化保存
伝習館の改修工事を行った。
　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・山の幸染め講座を開催し、伝統文化の継承
に努めた。
　埋蔵文化財の保護については、開発行為や個人住宅建設等により破壊される遺跡において工事立会や試掘調査
等を実施し状況確認を行うとともに、工法変更等によっても破壊を免れなかった２件の個人住宅建設地について
は、発掘調査を実施し記録保存を行った。
　市内にある埋蔵文化財の調査研究及び恒久的な保存、文化財の展示公開や情報発信の拠点となる総合文化財セ
ンター整備については、東日本大震災の影響で、展示室等の整備工事を延長して平成２３年５月２２日に開館し
た。
　平成２２年度末で老朽化により閉館となった早池峰山岳博物館については、解体撤去し、その跡地に東屋（パ
ビリオン）の設置など、「ベルンドルフの丘」として周辺の整備を行った。
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4 博物館・企画展示事業

　地域の文化・自然に関心を抱いてもらうとともに、地域資源の
再認識や再発見を促すため企画展・テーマ展を開催した。
　①花巻市博物館企画展
　・特 別 展 　「中国への憧憬-花巻ゆかりの画人の競演」
　・テーマ展 　「多田等観とダライ・ラマ１３世」
　・特 別 展 　「浮世絵名品に見る『青』の変遷展
　・テーマ展 　「北の群集墳-副葬品から探る蝦夷の地域性-」
　・テーマ展   「懐かしの写真展」
　・テーマ展　 「花巻人形展-表情豊かな人形たち-」
　・共同企画展　「ぐるっと花巻！・再発見」-花巻の大工たち-
　②東和ふるさと歴史資料館
・企画展「城館と寺院からみた東和・花巻の中世」
・特別企画展「和賀・稗貫・志波建郡1200年古代城柵と郡の成立
～平安時代前半の岩手中部～

4,891 4,819

博物館

東和ふ
るさと
歴史資
料館

5 民俗芸能伝承支援事業

　市内各地域で受け継がれてきた民俗芸能の伝承と後継者育
成を支援するため、郷土芸能鑑賞会事業を開催した。（開催事
業名：平成23年度花巻市郷土芸能鑑賞会、花巻市青少年郷土
芸能フェスティバル2011、古民家活用郷土芸能鑑賞会）

2,284 2,239
文化財
課

6 緊急雇用創出事業
【山岳博物館所蔵資料整理】
　閉館した山岳博物館所蔵資料の整理
　　・臨時補助員４名

4,232 4,135
文化財
課

　　　　　　　 〔19年度〕       〔23年度〕       〔27年度〕 22年度 23年度

　　　　　　　　　  45%　              49%　           50% 51.7% 52.3%
① 地域の歴史や文化に触れて
     いる市民の割合

【成果指標】

※　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。

《実績》
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1　石鳥谷農業伝承館利用状況 （単位：人）

小・中学生 高校・学生 一般

597 33 1,392 1,695

404 6 1,755 1,950

△ 193 △ 27 363 255

2　大迫郷土文化保存伝習館利用状況（開館 5月～10月） （単位：人）

小学生 中学・高校 学生・一般

3 7 708 210

0 0 0 0

△ 3 △ 7 △ 708 △ 210
※２３年度改修工事のため閉館

３　花巻市総合文化財センター利用状況（平成23年5月22日開館） （単位：人）

小･中･高生 学生･一般 計
      
308 4,381 100 1,696 1,796 2,585
 　 　 　 　 　

４　花巻市博物館利用状況 （単位：人）

340日 16,091 1,166 446 9,916 11,528 4,563
360日 16,439 1,208 425 8,729 10,362 6,077

20日 348 42 △ 21 △ 1,187 △ 1,166 1,514

５　花巻歴史民俗資料館利用状況（平成23年4月1日～12月15日） （単位：人）

小･中･高生 学生･一般 計
259日 3,423 109 3,158 3,267 156
259日 3,016 34 2,313 2,347 669

△ 407 △ 75 △ 845 △ 920 513

６　石鳥谷歴史民俗資料館利用状況 （単位：人）

341日 1,877 29 32 1,202 1,263 614
361日 1,661 47 16 1,016 1,079 582
△ 20日 △ 216 18 △ 16 △ 186 △ 184 △ 32

７　東和ふるさと歴史資料館利用状況 （単位：人）

小･中･高生 学生･一般 計
291日 2,093 16 584 600 1,493
307日 2,542 16 795 811 1,731
△16日 449 0 211 211 238

資　料

22年度

年　　度

23年度
増　減

施設利用状況等について

23年度
増　減

年　　度
内　　　　訳

入館者

うち
入館料免除

内　　　　訳

内　　　　　　訳
有料入館者

免除者

うち
入館料免除

開館日数

△ 718

718

22年度

0

入館者

2,022
2,165
143

22年度
23年度
増　減

入館者数年　度 開館日数

年　度 開館日数 入館者数

内　　　　　　　　　　訳
有料入館者

免除者小学生
中学生

高校生
学  生

一　般 計

22年度
23年度
増　減

年　度 入館者数
内　　　　　　訳

有料入館者
免除者

22年度
23年度
増　減

年　度 開館日数 入館者数

内　　　　　　　　　　訳
有料入館者

免除者小学生
中学生

高校生
学  生

一　般 計

22年度
23年度
増　減

年　度 入館者数
内　　　　　　訳

有料入館者
免除者

22年度
23年度
増　減

開館日数
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８　学校開放事業 （単位：回、人）

開放回数 利用者数 開放回数 利用者数 開放回数 利用者数

花巻小学校 654 17,646 571 14,865 △ 83 △ 2,781

若葉小学校 792 23,355 1,052 20,785 260 △ 2,570

桜台小学校 327 12,433 366 15,307 39 2,874

南城小学校 738 16,527 777 19,523 39 2,996

湯口小学校 420 9,134 416 8,593 △ 4 △ 541

前田小学校 109 1,722 101 1,809 △ 8 87

湯本小学校 733 16,638 499 10,469 △ 234 △ 6,169

矢沢小学校 261 6,306 411 11,068 150 4,762

宮野目小学校 238 9,646 212 8,507 △ 26 △ 1,139

太田小学校 262 6,022 249 4,273 △ 13 △ 1,749

411 10,614 496 12,823 85 2,209

36 898 43 908 7 10

大迫小学校 225 3,450 253 3,312 28 △ 138

内川目小学校 0 0 0 0 0 0

亀ヶ森小学校 112 1,312 120 1,569 8 257

石鳥谷小学校 268 7,508 365 10,526 97 3,018

新堀小学校 308 6,454 342 7,235 34 781

八幡小学校 225 6,969 228 7,647 3 678

八重畑小学校 169 4,173 198 4,065 29 △ 108

東和小学校 － － 630 18,553 － －

6,288 160,807 7,329 181,837 411 2,477

花巻中学校 626 14,232 765 21,049 139 6,817

花巻北中学校 179 3,183 176 3,213 △ 3 30

南城中学校 250 2,874 970 16,374 720 13,500

湯口中学校 228 4,129 255 5,362 27 1,233

湯本中学校 156 2,038 313 4,082 157 2,044

矢沢中学校 385 7,333 200 3,933 △ 185 △ 3,400

宮野目中学校 276 4,444 273 4,529 △ 3 85

西南中学校 418 9,452 152 1,971 △ 266 △ 7,481

大迫中学校 352 5,254 327 4,546 △ 25 △ 708

石鳥谷中学校 431 11,088 320 8,157 △ 111 △ 2,931

東和中学校 1,222 24,299 1,102 20,935 △ 120 △ 3,364

4,523 88,326 4,853 94,151 330 5,825

10,811 249,133 12,182 275,988 741 8,302

中
学
校

小計

合   計

笹間第一小学校

笹間第二小学校

小
学
校

小計

比較増減
学校名

平成22年度 平成23年度
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