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童話村の森ライトアップ

■内容

宮沢賢治童話村の豊かな自然の中に、ステンドグラスを基調としたオブジェ

を設営するとともに、偏光フィルターやミラーボールが映し出す光により、幻想的
な賢治の作品世界を創出

※2016年に、賢治生誕120年記念事業として実施したのがはじまり。SNSや口コミで
反響を呼び、開催継続を希望する声が多かったことを受け、以後、毎年実施

■2020年度の開催実績

●開催日

2020年8月1日(土)～10月18日(日)の毎週土曜日、 日曜日、祝日及びお盆期
間（8月11日(火)～8月14日(金)）

●来場者数 23,027人（開催日数31日間）

●アンケート結果・満足度

・例年、県外からの来場者は全国各地から約半数を占めるが、2020年度は2割（う

ち東北地方５県が約74%）

・９割以上（92.0％）が「満足」と回答

■2021年度の開催日

2021年7月17日(土)～10月17日(日)の毎週土曜日、日曜日、祝日及びお盆

期間（8月10日(火)～8月13日(金)）。［８月21日（土）～９月22日（木、
祝）は一時休止］ 開催日数25日間。 70

ライトアップ2020の様子
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宮沢賢治童話村野外ステージの活用
■体験型観光の拠点に向けて

・花巻市への訪問客の多くは、夕方から夜間にかけて温泉街を訪れるケースが多く、市内での滞留時間が少
ない。よって、体験型観光の実施により、滞留時間を延ばすことが必要

・体験型観光の拠点として、宮沢賢治童話村を映画上映やプロジェクションマッピング等の映像表現に対応
できるよう、野外ステージの整備を実施(国の地方創生拠点整備交付金 対象事業費41,418千円）

・民間団体主催によるイベントの開催（2019年開催分。2020年は実績なし）

アニメフェスティバル「宮沢賢治と高畑勲」（9/7)、イーハトーブスペシャルライブ(9/8)、INAKA FES”CAMP”2019(9/28、29)

※宮沢賢治童話村は（一社）アニメツーリズム協会が主宰の「日本のアニメ聖地88」 (2018～2020年版)に3年連続で選出

イーハトーブフェスティバル2019の様子

■イーハトーブフェスティバル2019

（イーハトーブフェスティバル2020は中止）

日時 2019年8月31日～9月1日午後4時～午後9時
内容 トーク 31日 養老孟司(解剖学者)

1日 鈴木敏夫(スタジオジブリ代表取締役プロデューサー)
映画上映

31日 「もののけ姫」（監督/宮崎駿）
1日 「大人の見る繪本 生れてはみたけれど」（監督/小津安二郎）

コンサート・朗読
31日 後藤正文（ASIAN  KUNG-FU-GENERATION）

古川日出男（作家）
1日 Salyu(歌手)

■イーハトーブフェスティバル2021
2021年10月2日(土)～10月３日(日) の開催を計画したが、 中止



日本ワインフェスティバル花巻・大迫

・大迫を中心とする岩手県がワインの産
地だということを大迫から発信したい。
・大迫のまちなかの商店街で日本ワイ
ンのイベントを開催することでまちなかの
活性化に結びつけたい。

日本ワインフェスティバル花巻・大迫を
開催（2019年来場者 約6,000人）

※2018年来場者 約5,000人

▼ ソムリエ世界一の田崎真也さんによ
るトークショーを開催（５月26日）

▲晴天に恵まれ大いに盛り上がった
「日本ワインフェスティバル花巻
大迫2019」

■ワインと共に

○大迫地域は、県内有数のぶどう産地であり、
そのぶどうを原料として50年以上前からワ
インが製造されている

○株式会社エーデルワイン（第三セクター）
は、国際ワインコンクールで最高賞を受賞
するなど、国内外で高く評価されている

○近年４つの小規模ワイナリーが誕生
・2015年：高橋葡萄園
・2016年：合同会社亀ヶ森醸造所
・2019年：社会福祉法人悠和会※
・2021年：大迫佐藤葡萄園※

（※ｸﾗﾌﾄﾜｲﾝ・ｼｰﾄﾞﾙ特区活用）

【2019年の開催概要】
・ 期日 2019年５月25日・26日
・ 会場 大迫町中心市街地内
・ 内容 県内10、北海道１、東北８、

関東３、甲信越19の合計41
ワイナリーが集結

※2021年は開催中止 72



田瀬湖ボート場環境整備

■スポーツによる交流人口の拡大に向けて

・田瀬湖ボート場は、1999年度・2011年度にイン
ターハイ、2016年度に国民体育大会などの全国規
模の大会を開催した実績あり

→2,000ｍ公認コースは国内有数の静水面として高
く評価されていることから、艇庫の２階部分を改修し
合宿所として利用できるよう施設整備（2017年度）

※国の地方創生拠点整備交付金 【36,234千円】
（対象事業費 72,468千円）

→トレーニング機器を整備（2018年度）【7,357千円】

2020年 ボート日本代表（シニア）強化合宿を実施
2021年 ボート日本代表 東京オリンピック事前合宿

6月２１日～7月１９日（２９日間）
※ シニア:23歳以上

○国内外の代表クルーや大学・高校等の合宿
所として活用

（２019年度：東京外語大、東京大、 2020年度・2021年度：実施なし）

○ボートに限らずヨット、カヌー、スタンドアップパド
ルボード（SUP）等の体験を生かしたアク
ティビティの充実を図り、新たな観光客の取
り込みを推進

※SUP：サーフボードの上に立ち一本のパドルで左右交互に漕ぎ、水面を進むアクティビティ

（2018年度 SUP新規整備、2019年度 カヌー更新、ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ新規整備)

ＳＵＰ
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ボート競技

田瀬湖ボート場

艇庫・合宿所 トレーニング機器

2,000ｍ公認コース



東日本大震災で支援いただいた相手国へ被災地の今と感謝を発信するとともに、相手国選手等
や姉妹都市等の市民及び生徒とスポーツや文化を通じて交流

東京オリ・パラ 復興「ありがとう」ホストタウン①

■相手国・地域 米国、オーストリア共和国

■事業の概要
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■2019年度の取り組み

①姉妹都市等からの来訪者に復興状況視察ツアー、茶道・着付等日本文化紹介等による交流実施

②ｵｰｽﾄﾘｱ代表柔道選手と中・高・大学生柔道部員との柔道交流実施（2019.9／花巻市武徳殿）

③米国LAジャパン・ハウスで行われたホストタウンイベントに、花巻市長、花巻東高野球部2名、 ホットスプリングス市姉妹都市
プログラム事業責任者メアリー・ズーニック氏が参加（2019.9／米国 ロサンゼルス ジャパン・ハウス）

④米国文化交流イベント「ＵＳＡを応援しよう！」実施（2019.11／花巻市なはんプラザ）

⑤復興ありがとうホストタウンサミットパネルディスカッションに登壇者の一人として橋本大臣(当時)と共に花巻市長が参加
（2019.11／福島Ｊヴィレッジ）

⑥オーストリアの若手ハープ演奏家による演奏会実施（2019.12／大迫交流活性化センター）

⑦2020年冬季オリンピック米国金メダリスト エヴァン・ライサチェク氏によるスケート教室実施（2020.2／石鳥谷アイスアリーナ）

②柔道交流

③ジャパン・
ハウス

⑤サミット ⑥演奏会 ⑦スケート教室



東京オリ・パラ 復興「ありがとう」ホストタウン②
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①相手国競技団体、ホットスプリングス市からお礼の動画が届き、市ホームページ等で紹介
(2021.7/ｵｰｽﾄﾘｱ柔道・ホットスプリングス、2021.8/米国陸上)

②米国ホストタウンオンラインイベントで市内醸造会社の商品と花巻北高校が参加した合唱動画が紹介された(2021.9)

③花巻市がホストタウン自治体表彰、ホットスプリングス市メアリー・ズーニック氏がホストタウン功労者賞を受賞（2021.9）

■2021年度の取り組み（2021.９.30現在）

■2020年度の取り組み
①コロナ禍での励ましと応援のメッセージとして、競技団体や姉妹都市等に「雨ニモマケズ」マスク、
「雨ニモマケズ」全文の英訳つき応援メッセージカード贈呈、国のホストタウン専用サイトに

「雨ニモマケズ」 を市民がリレー形式で朗読する応援動画を掲載
②「復興ありがとうホストタウン」の登録の経緯やこれまでの交流について紹介するパネル展示会を実施
（2020.9～10／イトーヨーカドー花巻店）

③「復興ありがとうホストタウン」ライトアップを実施（2021.1／なはんプラザ屋外ガラス面）

④米国ホストタウンオンラインシンポジウムに花巻市から花巻北高等学校合唱部部長が参加。
同校生徒が参加した米国国歌斉唱リレー動画が披露され、動画収録時に国歌斉唱に込めた
思いやシンポジウムに参加しての感想等コメントを発表。

①「雨ニモマケズ」メッセージ
カード、マスク、応援動画

②合唱動画①ｵｰｽﾄﾘｱ柔道チーム ①米国陸上 ①ホットスプリングス



台湾

北京

上海

香港

成都

いわて花巻

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾀｲ

ﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

●背景
国は、訪日外国人を２０３０年
までに、６，０００万人まで増
やすことを目標としているが、
成田、羽田空港のキャパシティ
にも限界があるため、地方空港
の利用促進が重要

※2019年訪日外国人は3,188万人

※2020年訪日外国人は 412万人

○ 台湾、中国、東南アジアなどと国内地方空港間を結ぶ、
LCCを含めた国際定期便及び チャーター便の誘致促進

○いわて花巻空港への台北、上

海に次ぐ国際線の就航促進

○ゲートウェイ空港となる新千
歳、関西国際、福岡、那覇等
の国際便の拡充と地方空港へ
の乗り入れ強化

昆明

いわて花巻空港の利用促進①
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いわて花巻空港の利用促進②

運航区間 航空会社（便数） 便数計

香港～花巻 ・キャセイパシフィック航空（7便） 7便

ホノルル～花巻 ・日本航空（2便） 2便
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■2019年度国際チャーター便運航実績

運航区間 航空会社

台北～花巻 ・タイガーエア台湾（週2往復/水・土運航）2018/8/1就航
・2018/3/28から運航していた定期チャーター便が定期便化
※新型コロナウイルスの影響により2020/3/4～2021/10/30まで運休

上海～花巻 ・中国東方航空（週2往復/水・土運航）2019/1/30就航
※新型コロナウイルスの影響により2020/2/8～2021/3/28以降当面の間運休

■2019年度国際定期便運航状況

・2018年8月にいわて花巻空港初の国際定期便となる台北便、2019年1月には上海便が就航

合計 9便

（参考）2018年度国際チャーター便運航実績（定期チャーター便を除く）：21便

2020年度国際チャーター便運航実績（定期チャーター便を除く）： 0便

（2021.９.3０現在）

出典：岩手県「令和元年度いわて花巻
空港の利用実績について」



○滑走路増設事業
福岡空港（2025年３月末供用開始予定）

関西国際空港
837.8万人

福岡空港
214.2万人

空港別 外国人正規入国者数(2019年)より
【出典：法務省出入国管理統計】

※神戸空港
神戸＝花巻間
(2021年3月28日就航）

中部国際空港
177.6万人 那覇空港

165.0万人

花巻空港 2021.1現在

【国内定期便】
○新千歳⇒花巻 3往復/日(JAL)
○小牧 ⇒花巻 4往復/日(FDA)
○伊丹 ⇒花巻 4往復/日(JAL)
○神戸 ⇒花巻 1往復/日(FDA)
【2021.3.28就航】

○福岡 ⇒花巻 1往復/日(JAL)

【国際定期便】
○台湾(桃園)⇒花巻 2往復/週

(ﾀｲｶﾞｰｴｱ台湾)
○上海(浦東)⇒花巻 2往復/週

(中国東方航空)

新千歳空港
173.2万人

《東北6県内空港》
青森 28,175人
秋田 4,415人
花巻 19,402人
仙台 129,889人
山形 13,865人
庄内 2,723人
福島 9,119人

■国内路線網を強化し、外国人観光客を地方へ誘導

いわて花巻空港の利用促進③

○いわて花巻空港をはじめとした地方空港への国際線

就航促進

○ゲートウェイ空港となる新千歳空港、関西国際空港、

福岡空港、那覇空港等の国際便の拡充と地方空港へ

の乗り入れ強化

○令和3年3月28日に神戸線就航

78



観光客入り込み状況①
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※2011年の宿泊者には避難者が含まれています

○外国人観光客数は2017年に前年のおよそ２倍に
増加。2018年は前年比8.6％増、2019年は
21.5%増と堅調に推移。

○観光客入込数は2012年以降、210万人台で推
移。 2018年は悪天候によるイベント来場者の減
などにより前年比6.0％減となったが、2019年は
前年比5.2％増と盛り返した。（2016年は国体
開催による増）

○2020年は、感染症の影響により、観光客入込数
は、大幅に減少した。
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単位：人回
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観光客入り込み状況②
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花巻市地域おこし研究所の開設

■開設の目的

○花巻市の未来に資する研究、開発及び実践。

○研究と通常業務の両立ができる専門的な技術と
能力を持った人材（高度人材）の育成。

■研究所の役割

○地域課題の解決方法や事業計画の検討⇒市
職員が先頭となり実践⇒学び続ける機会と場を
創出

○市職員を高度人材へ育成

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所との連携

 2018年7月9日 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（以下、SFC）
研究所と「地域おこしに関する研究開発の連携協定に関する覚書」締結

 花巻市職員が花巻市に新機軸を提供するテーマを設定
SFCからの遠隔・対面での指導・助言受け、市に資する研究開発従事。

 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
2名が2019年４月から大学院生として地域課題の解決について研究。
⇒2020年度で大学院修士課程修了。

1名が2021年7月に合格。同年9月から大学院修士課程に入学。

慶應SFC

市職員

学びの提供

先進の情報
技術等の提供

地域・企業
地元学生

アイディア

評価者
(市の幹部)

プロジェクト
化

慶應SFC

事業化
サポート

課題等の共有

花巻市地域おこし
研究所

実証

研究所スキーム

地域・企業
地元学生

協働実施

評価
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