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平成 24 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

　児童生徒数の減尐等、現状を把握していただくため、「児童生
徒数の推移と今後の見通し」を市議会議員、区長、校長、コミュ
ニティ会議代表者及びPTA会長に配付し、現状認識を促した。

80 45
教育企
画課

2 小学校施設維持事業

【施設維持修繕等】　61,382千円
　快適な教育環境を維持するため、小学校施設について計画的
に改修及び補修を実施した。
【トイレ洋式化】　27,059千円
　老朽化した汚水配管の敷設替えや便器の洋式化を行い教育
環境の向上を図った。
【屋外環境整備整備】　29,568千円（H23→H24繰越）
　暗渠排水の敷設替え等を行い、教育環境の向上を図った。
【下水接続】　49,910千円（H23→H24繰越）
　下水道施設に接続し、衛生環境の向上を図った。

　　88,960
(H23→H24

繰越
83,880)

　　88,441
(H23→H24

繰越
79,478)

教育企
画課

3 中学校施設維持事業

【施設維持修繕等】　19,631千円
　快適な教育環境を維持するため、中学校施設について計画的
に改修及び補修を実施した。
【下水道接続】　8,539千円（H23→H24繰越）
　下水道施設に接続し、衛生環境の向上を図った。

20,200
（H23→H24
繰越9,660)

19,631
（H23→H24
繰越8,539)

教育企
画課

4
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】　16,347千円
　　・屋根塗装及び外壁改修　　日居城野保育園
　　・下水道切替　　　　　　　　　 湯本保育園
　　・給水管改修　　　　　　　　　 太田保育園
　　・床改修　　　　　　　　　　　　 湯本保育園
【幼稚園維持修繕事業】　4,755千円
　　・外壁塗装等改修　　　　　　 花巻幼稚園

21,310 21,102
就学養
育課

5 私立高校振興補助事業
私立高校の公教育の一環を担うという大きな役割を果たすた
め、補助金を交付して、経営健全化及び教育環境整備の充実を
図った。

3,240 3,240
教育企
画課

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】
　将来的な学習環境について、市民とともに考えていくため、「児童生徒数の推移と今後の見通し」を、市議会議員、
区長、校長、コミュニティ会議代表者及びＰＴＡ会長へ情報提供し、現状認識を促した。
　安全で快適な学習環境の整備のため、各学校からの施設修繕要望をもとに計画的に修繕を行ったことにより環境
が改善された。
　また、老朽化している屋根の改修・塗装工事を実施し、施設の長寿命化を図った。

【保育・教育の充実】
　就学前教育において、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、保幼小の連続性を考慮した保育・教育の充実として「保幼小接続期
のカリキュラム」を各施設において活用するよう周知した。
　また、保育園、幼稚園職員を対象に、「はなまき保幼一体研修」を年間を通じて行い、職員の資質向上と保育・教育
の推進に努めた。

【学校教育の充実】
　教職員の資質と指導力の向上のための学力向上支援事業の実施や、発達段階に応じた学習指導の推進のため
のふれあい共育推進員の配置、さらには、学校不適応解消のため、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することで、子どもの心に寄り添った生徒指導の推進に効果があった。
　また、学校給食費の未納者に対して、教育長と学校長の連名で催告状を発送するなど、給食費の未納の解消に努
めたほか、奨学金制度の見直しを行い、より利用しやすい環境を整えることで、学びの継続に対するを支援が推進さ
れた。
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6 幼稚園教育環境充実事業

【私立学校運営補助費】　14,740千円
　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】　68,477千円
　幼児教育の充実と保護者の子育て支援のため保育料等の減
免を行い、私立幼稚園に対し補助金を交付した。
　　・対象　満3歳児　56人（うち2歳児　42人）、　3歳児　168人
　　　　　　　4歳児　188人、　5歳児　195人　　　　　計607人
　　・幼稚園就園奨励費補助システム開発業務委託

83,576 83,217
就学養
育課

7 緊急雇用創出事業

【児童の園生活確保事業】　11,509千円
　子育てに精神的に余裕のない保護者により慎重な対応を要す
る児童に対しケアサポートを行った。
　　・保育士の雇用　　８人
　　・カンファレンス実施回数　３回
　　・専門研修の実施　　２回
【被災転入児等ｻﾎﾟｰﾄ事業】　1,672千円
　被災転入児の心のケアを行った。
　　・加配保育士の雇用　１人
【被災保育士雇用事業】　1,840千円
　被災避難を送っている失業者の生活再建のため、専門性を生
かした保育士の雇用を行った。
　　・保育士の雇用　１人
　　・保育施設危機管理専門研修　１回
【保育園給食運用書作成事業】　1,588千円
　　幼児の肥満や痩せを防止し、健全な成長を促すための予防
対策を実施した。
　　・雇用　１人
　　・給食管理マニュアルの作成
　　・食生活アンケート、レシピ集の発行

17,306 16,609
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）

　教育の原点である家庭教育力向上のため、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
で課題を共有しながら、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　　9１名

6,800 6,789
就学養
育課

1,870 1,183
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(3)　学力向上の推進

№ 事　　業　　名 事　　　業　　　概　　　要 予算額 決算額 担当

1

学力向上推進事業
（平成24年度より、はなまき
授業サポーター事業及び学
力向上支援事業を統合）

【はなまき授業サポーター】　10,002千円
　算数及び国語を重点科目として、児童の学力を向上させるた
めの授業サポーターの配置　7校9人配置
【学力向上支援】　514千円
　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：国語、算数　中学校：国語、社会、数学、理科、英語）

10,604 10,516
小中学
校課

2 指導運営費

【教育研究所の設置】　4,737千円
　 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等を行った。
【授業実践公開研究会の実施】　1,138千円
　 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４
校、中学校２校で公開研究会を実施した。
【ＡＥＤの維持管理】　909千円
　各小中学校に設置しているＡＥＤの点検、消耗品交換等を実施
した。

8,566 6,784
小中学
校課

3 児童・生徒表彰事業

【児童・生徒栄誉賞授与】　772千円
　児童生徒の体育・文化等の対外的活動において、花巻市の教
育向上に資する顕著な成果を収めたものについて、その栄誉を
讃えることを目的に児童・生徒栄誉賞授与式を実施した。
　・期　日　平成25年2月6日（水）
　・会　場　花巻市文化会館　大ホール
　・受賞者数　体育的分野 392名、文化的分野65名、
　　　　　　　　 郷土芸能46名、善行・努力的分野40名
                   （計 543名）

1,000 772
小中学
校課

4 育英事業

【奨学金の貸与等】　1,441千円
　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奨学金を貸
与するとともに、基金の管理運営を行った。
　・新規貸付者　　　高校生11名、大学生等35名　　計46名
　・継続貸付者　　　高校生8名、大学生等61名　　計69名

1,445 1,441
小中学
校課

5
国際化教育推進事業
（うち、小学生国際理解推進
事業）

【小学生国際理解推進】　2,000千円
　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9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。

2,089 2,000
小中学
校課

6
国際化教育推進事業
（うち、外国青年招致事業）

【ＡＬＴの活用】　8,718千円
　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。
　　　ＡＬＴ対応　各中学校　1クラス12時間

10,229 8,718
小中学
校課

7
国際化教育推進事業
（うち、中国語学習推進事
業）

【中国語学習推進】　413千円
　小学校４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。
　　　Ｈ23：2校（湯本、八重畑）⇒Ｈ24：4校（湯口、笹二を追加）

421 413
小中学
校課

8
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。
○小学校分　　41,352千円　1,147台
○中学校分　　21,713千円　718台

64,283 63,065
小中学
校課
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9
地域体験型学習事業
（旧豊かな体験・学び推進
事業）

　子どもたちの自ら考え、自ら学ぶ、生きる力を養うため、総合的
な学習の時間を使って地域の風土・資源・伝統・人材を活用した
体験的な学習を実施した。
○小学校分　　5,092千円
　水稲や野菜・りんご等の栽培体験、地域のお年寄りとのふれあ
い、花巻ばやしや田植え踊り・神楽などの伝承芸能の体験と学
習、動植物の自然観察、郷土の歴史研究、ワインづくり体験　等
○中学校分　　2,930千円
　保育実習、早池峰山登山、木版画製作、動植物の自然観察、
花巻こけし製作、そば打ち体験、郷土の歴史研究　等

8,744 8,022
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

特別支援事業
（平成24年度より、就学指
導事業、特別支援教育推進
事業及び学校適応支援事
業を統合）

【就学指導委員会の設置】　237千円
　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。
【ふれあい共育推進員の配置】　20,479千円
　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。
　小学校１８校、中学校６校、計３２名
【教育相談員の配置】　10,701千円
　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、教育相談員5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うとともに、風の子広場（適応指導教室）
を運営した。
【生徒支援員の配置】　4,140千円
　 生徒支援員6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。

37,784 35,585
小中学
校課

2 指導運営費〔再掲〕

【教育研究所の設置】　4,737千円
　 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等を行った。
【授業実践公開研究会の実施】　1,138千円
　 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４
校、中学校２校で公開研究会を実施した。
【ＡＥＤの維持管理】　909千円
　各小中学校に設置しているＡＥＤの点検、消耗品交換等を実施
した。

8,566 6,784
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　　91名

6,800 6,789
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。

5,330 4,969
就学養
育課

(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 学校地域連携強化事業

【学校評議員会議の開催】　513千円
　学校長からの推薦に基づき、すべての小中学校に学校評議員
を委嘱し、学校評議員会において学校経営に対する地域の意見
をいただくことで、学校と地域の連携を強化した。
　　小学校 87人、中学校 48人　　計 135名

600 513
小中学
校課

2 学校安全確保事業

【学校安全確保事業（県補助）】　475千円
　児童生徒の登下校中の安全確保のため、スクールガード・リー
ダーによる巡回指導、小中学校の巡回指導及び評価、スクール
ガード養成講習会を実施した。

480 475
小中学
校課
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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、未就園児の保護者への園舎開放と相談対応、伝承
芸能、世代間交流等）

ー ー
就学養
育課

(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〕

【教育研究所の設置】　4,737千円
　 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等を行った。
【授業実践公開研究会の実施】　1,138千円
　 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４
校、中学校２校で公開研究会を実施した。
【ＡＥＤの維持管理】　909千円
　各小中学校に設置しているＡＥＤの点検、消耗品交換等を実施
した。

8,566 6,784
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〕

　子どもたちの自ら考え、自ら学ぶ、生きる力を養うため、総合的
な学習の時間を使って地域の風土・資源・伝統・人材を活用した
体験的な学習を実施した。
○小学校分　　5,092千円
　水稲や野菜・りんご等の栽培体験、地域のお年寄りとのふれあ
い、花巻ばやしや田植え踊り・神楽などの伝承芸能の体験と学
習、動植物の自然観察、郷土の歴史研究、ワインづくり体験　等
○中学校分　　2,930千円
　保育実習、岩手山登山、木版画製作、動植物の自然観察、花
巻こけし製作、そば打ち体験、郷土の歴史研究　等

8,744 8,022
小中学
校課

3
生徒会ボランティア活動支
援事業

【生徒会ボランティア活動支援補助金】　600千円
　各中学校の生徒会によるボランティア活動を支援した。
　　（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

4 復興教育支援事業

【復興教育支援（県委託事業）】　197千円
　東日本大震災からの復興・発展を支える児童生徒を育成する
ための復興教育推進モデル校を指定し、支援を行った。
　　モデル指定校：宮野目小学校
　　実施内容：心のサポート授業、キャリア教育事業、被災地支
　　　　　　　　 援ボランティア、東日本大震災に関する学習

200 197
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。

4,100 4,100
小中学
校課

2 学校保健管理費

【学校保健管理】　61,159千円
　児童生徒の身体の健全な育成と、教職員の健康保持のため、
学校医等を確保し、各種健診を実施するとともに、薬剤の整備等
を行った。
【花巻市学校保健会補助】　 200千円
　学校保健の推進向上を図る事業を実施する花巻市学校保健
会への補助金交付

63,873 61,359
小中学
校課

3 学校給食事業

【学校給食管理運営費】　128,227千円
【学校給食センター設備維持】　　15,297千円
　安全で安心な学校給食を提供するため、調理場における衛生
管理の徹底と、そのために必要な設備の更新を実施した。（8件）

148,391 143,524

小中学
校課・
給食セ
ンター
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　　　　　　　 〔19年度〕       〔23年度〕       〔27年度〕 23年度 24年度

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

96%
91%

96%
92%

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

74%
61%

74%
58%

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

0.2%
1.7%

0.2%
1.4%

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】　　　6,900千円
　・市が所有する文化財の管理事務
 　花輪堤花菖蒲群落・旧小原家住宅・伊藤家住宅・熊谷家
　・市指定文化財修理費補助金
　・文化財愛護協会負担金
【文化財調査活用】　　　3,793千円
　・市内に所在する指定文化財の周知
　市広報誌・ホームページ、説明看板、調査報告書、ガイドブック
　・市内に所在する文化財の調査
　・文化財セミナー及び早池峰自然観察会の開催

11,278 10,693
文化財
課

2 埋蔵文化財保護活用事業

【埋蔵文化財保護】　　　17,819千円
　発掘届に関する指導及び事前調査、埋蔵文化財公開活用及
び体験学習、公有化遺跡の管理
【遺跡の記録保存調査及び分布状況調査】　　　7,168千円
　市内に所在する遺跡範囲等の状況調査と破壊される遺跡の記
録保存調査の実施

28,473 24,987
文化財
課

3 民俗芸能伝承支援事業

【鑑賞会事業の開催】　　　　2,058千円
　平成24年度花巻市郷土芸能鑑賞会
　花巻市青尐年郷土芸能フェスティバル2012
　古民家活用郷土芸能鑑賞会
  早池峰岳神楽公演
【民俗芸能全国組織への加盟】　　　　　　104千円
　全国民俗芸能保存振興市町村連盟　加盟全国163市区町村
【その他伝承活動支援費】　　　　　105千円

2,292 2,267
文化財
課

4 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492人
　②講座・講演会(文明展関係）
　・内容　　　館長講話、古文書解説会、博物館講座ほか
　・参加者　　延べ2,860人
　③博学連携だより「ふくろう」の発行　　月1回発行

1,651 1,636 博物館

２　創造性豊かな芸術文化の振興

【文化財の保護と伝承】
　文化財の保護と伝承を進め、文化財に対する興味と関心を広げることを目的として、歴史・文化に関する講座や郷
土芸能発表会等を開催し、市内の多くの文化財の活用を図り、より市民に親しまれるように努めた。
　特にも、特別展「吉村作治の古代七つの文明展」では、市内外から多くの方々に来館いただき好評を得るとともに、
博物館の活動についても再認識していただいた。

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 
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5 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
　・テーマ 展 　「蔵出しお宝展」
　・テーマ展 　「多田等観展」
　・テーマ 展 　「小池　聡写真展ー神の舞う里八木巻ー」
　・特 別  展 　「吉村作治の古代七つの文明展」
　・共同企画展 「ぐるっと花巻・再発見！‐台焼の創始者杉村
　　勘兵衛‐」
　・テーマ展　 「花巻人形展」
　②東和ふるさと歴史資料館
  ・春季企画展「土沢城築城400年・土沢の城下町と盛岡藩」
  ・特別企画展「平泉世界遺産登録記念‐和賀・稗貫郡周辺の
    平泉文化」
  ・共同企画展「ぐるっと花巻・再発見！」「ホームスパンを製作
　 振興した及川全三」
  ・冬季企画展「収蔵資料展」
③石鳥谷歴史民俗資料館
  ・石鳥谷の文化財写真展
  ・共同企画展「ぐるっと花巻・再発見！大澤竹次郎の業績紹介」

29,408 27,726

博物館

東和ふ
るさと
歴史資
料館
　

石鳥谷
歴史民
俗資料
館

　　　　　　　 〔19年度〕       〔23年度〕       〔27年度〕 22年度 23年度 24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》

※　24年度の実績については、25年度から「まちづくり市民アンケート」の項目が変更になったため記載しない。
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１　花巻市博物館利用状況 （単位：人）

360日 16,439 1,208 425 8,729 10,362 6,077
354日 30,976 3,691 864 22,218 26,773 4,203

20日 14,537 2,483 439 13,489 16,411 △ 1,874

２　花巻歴史民俗資料館利用状況（平成24年4月1日～12月15日） （単位：人）

小･中･高生 学生･一般 計
259日 3,016 34 2,313 2,347 669
259日 3,539 198 2,972 3,170 369

523 164 659 823 △ 300

３　石鳥谷歴史民俗資料館利用状況 （単位：人）

361日 1,661 47 16 1,016 1,079 582
361日 2,183 65 17 1,261 1,343 840

522 18 1 245 264 258

４　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
307日 2,542 16 795 811 1,731
306日 2,718 17 899 916 1,802
15日 176 1 104 105 71

資　料

施設利用状況等について

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

内　　　　　　訳
有料入館者

免除者

計一　般

23年度
24年度

増　減

年　度 開館日数

開館日数

年　度 開館日数

入館者数

23年度
24年度
増　減

年　度

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

24年度
増　減

開館日数 入館者数

23年度

23年度

内　　　　　　訳
有料入館者

免除者

24年度
増　減

年　度
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５　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 571 14,865 646 16,290 75 1,425

若葉小学校 1,052 20,785 1,348 23,736 296 2,951

桜台小学校 366 15,307 397 14,622 31 △ 685

南城小学校 777 19,523 674 16,145 △ 103 △ 3,378

湯口小学校 416 8,593 388 8,678 △ 28 85

前田小学校 101 1,809 0 0 △ 101 △ 1,809

湯本小学校 499 10,469 524 10,666 25 197

矢沢小学校 411 11,068 414 12,039 3 971

宮野目小学校 212 8,507 255 10,895 43 2,388

太田小学校 249 4,273 281 5,075 32 802

496 12,823 432 10,721 △ 64 △ 2,102

43 908 28 871 △ 15 △ 37

大迫小学校 253 3,312 244 3,684 △ 9 372

内川目小学校 0 0 0 0 0 0

亀ヶ森小学校 120 1,569 84 1,508 △ 36 △ 61

石鳥谷小学校 365 10,526 403 10,523 38 △ 3

新堀小学校 342 7,235 320 7,332 △ 22 97

八幡小学校 228 7,647 197 6,523 △ 31 △ 1,124

八重畑小学校 198 4,065 165 4,029 △ 33 △ 36

東和小学校 630 18,553 693 16,246 － －

7,329 181,837 7,493 179,583 101 53

花巻中学校 765 21,049 768 21,912 3 863

花巻北中学校 176 3,213 240 4,930 64 1,717

南城中学校 970 16,374 573 9,052 △ 397 △ 7,322

湯口中学校 255 5,362 272 5,682 17 320

湯本中学校 313 4,082 404 4,871 91 789

矢沢中学校 200 3,933 476 10,300 276 6,367

宮野目中学校 273 4,529 275 3,926 2 △ 603

西南中学校 152 1,971 980 15,939 828 13,968

大迫中学校 327 4,546 342 3,948 15 △ 598

石鳥谷中学校 320 8,157 548 13,383 228 5,226

東和中学校 1,102 20,935 950 18,593 △ 152 △ 2,342

4,853 94,151 5,828 112,536 975 18,385

12,182 275,988 13,321 292,119 1,076 18,438

比較増減
学校名

平成23年度 平成24年度

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
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