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■主要施策 

（１）学校教育の充実【☆総合戦略関連施策】 

①確かな学力の育成に向け、学習指導要領に対応しながら、指導体制の充実及び幼稚

園・保育園・学校の連携強化のもと、基礎的・基本的な知識・技能の定着、地域資

源を生かした体験学習による特色ある教育を推進します。 

②知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を確実に身につける教育の充実を図り

ます。 

③自他の生命を尊重し、生涯にわたって健康でいきいきと生活するための「いのち」

の教育の充実を図ります。 

④豊かな心の育成に向け、道徳教育やキャリア教育※の充実を図ります。 

⑤いじめや不登校などの心の問題に関する相談・指導等の充実を図ります。 

⑥関係機関との連携のもと、特別支援教育支援員の配置など特別支援教育の充実を図

るとともに、適切な就学相談・指導に努めます。 

⑦読書活動の奨励や、特色ある英語教育の推進など、言語活動の充実を図りながら、

国際社会で求められる活用力・探求力を育成します。 

⑧情報化時代に対応し、ＩＣＴ・パソコン等を活用した指導方法の研究に努めます。 

⑨子どもたちの基礎体力の向上及び心身の健全育成を図るため、部活動やスポーツ少

年団、スポーツクラブなどと連携した取組みを進めます。また、学校や関係団体等

と連携を図り、雪国尾花沢の特性を生かしたスキー人口の拡大、競技選手の育成を

図ります。 

⑩「食育推進計画」に基づき、給食を活用した食への感謝の気持ちと食と健康の関わ

りや食文化などを学ぶ食育の推進を図ります。 

 

（２）少子化に対応した学校統合 

①少子化に対応し現状を捉え、教育活動の活性化に向けた学校のあり方について、保

護者や地域住民との話し合いを進め検討します。 

②統合に伴い遠距離通学となる児童生徒の通学対策として、路線バスとの混乗利用も

含め、さらに効率的な運行を引き続き検討します。 

 

（３）学校施設・設備の整備【☆総合戦略関連施策】 

①学校施設は地域の防災拠点施設でもあるため、バリアフリー化や計画的な修繕など、

適正な維持管理に努め、安全安心な教育環境の充実を図ります。 

②教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備を図ります。 

③廃校施設の安全性を確保しながら、関連部署や地域と連携し、地域の活性化の視点

で利活用を検討するとともに、老朽化した施設の解体費用の財源確保に努めます。 

④給食調理施設の適正な管理運営を行い、安全安心な給食を安定的に提供します。 

 

※キャリア教育：児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育。 
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第６章 地域特性を生かした心豊かな教育と文化のまちづくり 

６－１．教育 

■現状と課題 

子どもたちが、生きる力を身につけ、これからの社会を築き、支えていく人材として

成長していくために、学校教育に求められる役割はますます大きなものとなっています。 

本市では、平成 27 年度に策定した「尾花沢市教育等の振興に関する大綱」において、

『地域特性を生かした心豊かな教育と文化のまちづくり』を基本目標に、「人間力に満ち

た、ふるさと愛を育む教育の推進」をはじめとする７つの基本的な方針を定めました。 

今後は、大綱に基づき、本市の教育資源を十分に生かしながら、学校教育の充実を図

ることで、子どもの「人間力」の育成と社会人として生きる基礎を養い、地域の未来を

きりひらいていくふるさと愛に満ちた人材を育成する必要があります。 

また、魅力があり信頼される学校づくりを目指し、学校施設・設備の充実を進めるほ

か、児童・生徒の安全対策を推進する必要があります。 

 
児童・生徒数の推移 

 
※各年４月１日現在 
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６－２．青少年健全育成 

■現状と課題 

国の「平成 27年版 子供・若者白書」によると、青少年を取り巻く環境が大きく変化

する中、警察が取扱ったいじめに起因する事件の検挙・補導人員がこの数年で急増して

います。 

なお、本市では、青少年育成市民会議を中心に青少年健全育成活動を展開するととも

に、青少年補導センターによる非行防止活動の推進、青少年の体験・交流機会、社会参

加機会の提供を図るなど、青少年の健全育成に積極的に取り組み、着実にその成果をあ

げています。 

今後も、少子化の進行が見込まれる中で、本市の次代を担う青少年の健全育成に向け

た非行防止活動と環境浄化活動は重要であるほか、様々な体験活動や交流活動等を通じ

て豊かな人間性を育み、本市の担い手として健全に育成されるよう、積極的な取組みを

進めていく必要があります。 

 

■主要施策 

（１）青少年健全育成体制の充実 

①青少年育成市民会議を中心に、関係機関・団体及び家庭・学校・地域・行政等の連

携のもと、市一体となった健全育成体制を強化します。 

 

（２）非行防止活動等の促進 

①青少年補導センターの街頭補導活動・環境浄化活動を推進します。 

②関係団体による防犯パトロール、見回り隊の活動等を促進し、青少年の非行防止及

び安全確保に努めます。 

 

（３）青少年活動等の促進 

①青少年の地域活動やボランティア活動、スポーツ・文化活動の機会を充実します。 

②子ども会やスポーツ少年団などの青少年団体に対する支援の充実に努めます。 

③高校生ボランティアサークル活動については、中学校のボランティア活動から輪を

広げ、北村山高等学校に限らず他の高校からの入会も積極的に推進し、サークルの

育成に努めます。 
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（４）教職員の資質の向上 

①教育委員会で研究指定校として委嘱校に積極的に支援し公開研究発表会を行うこと

で、成果を市全体で共有していくなど、教職員の研修や研究活動を充実させ、教育

専門職としての知識・指導力の向上を目指します。 

 

（５）開かれた、信頼される学校づくり【☆総合戦略関連施策】 

①施設の開放、学校経営に関する評価の実施・公表等を通じ、地域に開かれた学校づ

くり、信頼される学校づくりを進めます。 

②学校教育において子どもたちが積極的に地域に出かけて自然や文化に接するととも

に、住民との関わりを持つため地域の人材の活用を図ります。 

 

（６）子どもの安全対策の推進【☆総合戦略関連施策】 

①いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの対処などについて、「いじめ防止

基本方針」を定め、教育委員会、学校、教職員、保護者がそれぞれの責務を果たし、

地域ぐるみでいじめが行われないように努めます。 

②児童虐待の防止のために、関係機関と連携しながら教育相談を充実します。 

③登下校時の安全対策として、地域安全見守り隊をはじめとする見守り体制の強化に

努めます。 

 

（７）家庭教育の充実 

①すべての教育の出発点となる「家庭教育」を充実させるため、保護者の学習機会及

び情報提供等の充実に努めます。 

 

 

■市民の役割 

○基本的な生活習慣、しつけなど家庭における教育に力を入れます。 

○ＰＴＡ活動などへ積極的に参加します。 

○地域安全見守り隊に参加します。 

○これまで培ってきた知識・技術を生かし、子どもたちの学習活動を支援します。 
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６－３．生涯学習 

■現状と課題 

生涯学習とは、市民一人ひとりが生きがいを持って豊かで充実した人生を送るため「い

つでも・どこでも・自由に学ぶ」学習活動であり、さらに学習成果を生かし活力ある地

域コミュニティづくりにもつながっていくものです。 

本市では、生涯学習活動を行うグループや個人への支援とともに学習ニーズにあわせ

た講座・教室の開催、また様々な分野での豊富な経験や資格を有する地域人材の確保に

努めています。さらに公民館や文化体育施設、学習情報センター（市民図書館）などの

生涯学習関連施設の整備と活用事業の推進にも取り組んでいます。 

今後も、地区公民館を中心に各時期に応じた特色ある講座・教室を開催するなど、す

べての市民が自発的に学び続けられる学習環境づくりを進めていく必要があります。 

 
尾花沢市民図書館利用状況 

年度 入館者数（人） 貸出人数（人） 貸出冊数（冊） 蔵書冊数（冊） 

平成 22年度 105,276  34,273  117,517  133,073  

平成 23年度 98,558  31,272  110,760  135,741  

平成 24年度 95,325  28,845  105,101  137,590  

平成 25年度 110,110  26,001  99,947  138,579  

平成 26年度 110,932  24,364  96,233  140,457  

  資料：社会教育課 
 

■主要施策  

（１）生涯学習講座・教室の充実 

①子どもから高齢者まで世代に応じた各種講座・教室の開催について、実施内容の充

実を図ります。 

②生涯学習登録団体をはじめとする自主グループの育成や活動の支援に努めます。 

③広報紙やホームページ等の活用を図り、生涯学習情報を提供します。 

④地域の学習拠点として公民館の機能を強化します。 
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（４）自然環境を生かした青少年健全育成活動の推進 

①豊かな自然環境や活発な地域活動という特性を生かし、自然体験や地域活動を通し

て、次代を担う青少年の健全育成活動を推進します。 

 

 

■市民の役割 

○青少年の非行防止や事故などの防止に向けて、地域で子どもを見守ります。 

○青少年活動などに積極的に参加します。 

 

地域の子供は地域で育てる「さわやかあいさつ運動」
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６－４．芸術・文化 

■現状と課題 

芸術・文化は、人々に精神的な豊かさや感動を与えるとともに、生きる勇気や喜びを

もたらすものであり、人々の生活に欠かせない重要な要素です。 

本市では、芸術文化協会を中心に、様々な芸術・文化活動が行われているほか、市民

文化祭や俳句大会などを開催しており、市民主体の芸術・文化活動の支援と振興に努め

ています。 

今後もより多くの市民が気軽に芸術・文化にふれ、活動の成果を発表することができ

る市民文化祭やイベントなどの環境づくりを進めていく必要があります。また、子ども

たちが、芸術・文化にふれたり、創造活動に参加したりと、多くの感動体験を通じて感

受性豊かな人間として成長するよう促すような取組みが求められます。 

 

■主要施策 

（１）芸術・文化活動の推進 

①芸術文化協会と連携を図り、市民の参画・協働のもと、市民文化祭の充実、魅力あ

る文化行事の企画・開催を図ります。 

②芸術・文化活動の成果を発表する機会と芸術・文化を鑑賞する機会の充実を図りま

す。 

③子どもたちの芸術・文化活動の推進を図ります。 

 

（２）芸術・文化団体の育成 

①市民の自発的な芸術・文化活動を活発化するため、芸術文化協会など団体の育成を

図ります。 

 

（３）文化体育施設の活用 

①文化体育施設の有効活用に向け、今後も管理・運営体制の充実を図ります。 

 

 

■市民の役割 

○芸術・文化活動に積極的に参加します。 
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（２）指導者の確保と有効活用 

①「人財バンク」について、登録者の確保と利活用を図るとともに、各地区のリーダ

ーとなる人材の育成に努めます。 
 

（３）生涯学習関連施設の整備・充実 

①公民館や文化体育施設等の生涯学習関連施設の整備充実及び管理運営体制の充実を

図ります。 

②地域の実情に即した学習活動に活発に取り組める環境づくりのため、分館の耐震診

断、耐震補強工事や分館活動への支援を検討していきます。 
 

（４）市民図書館の整備・充実 

①市民図書館については、蔵書の充実や検索・予約システムの整備等を図り、学習環

境の充実と利用促進に努めます。 

②図書館関係ボランティアの育成及び協力体制の拡充により、生涯学習活動の向上を

図ります。 

③レファレンスサービスを充実させ、図書館学習の充実を図ります。 
 
 

■市民の役割 

○積極的に生涯学習活動に参加します。 

○これまで培ってきた知識・技術を生かして、生涯学習ボランティアに参加します。 

○生涯学習活動の成果をまちづくり活動に生かします。 

尾花沢市学習情報センター悠美館。幼児向けの図書も充実した図書館やハイビジョンホールを備える。
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（３）指導者の確保・育成 

①研修会等を開催し、適切な指導を行うことができる指導者を確保・育成します。 

 

（４）多様なスポーツ活動の推進【☆総合戦略関連施策】 

①スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブ等の関係団体と連携し、広報・啓発

活動の推進やスポーツ情報の提供を図りながら、市民のスポーツ・健康づくりに対

する意識の高揚、スポーツ活動の活性化に努めます。 

②生涯スポーツの振興のため、スポーツ大会や教室を開催しながら、年齢等に関わら

ず、だれもが生涯にわたって親しむことができる市民スポーツの普及に努めます。 

③市民や児童・生徒の競技力の維持・向上、競技スポーツの振興に向け、スポーツ選

手の育成強化への支援を図ります。 

④雪国の特性を生かした、クロスカントリースキーをはじめとするウィンタースポー

ツの振興を図ります。 

 

 

■市民の役割 

○年齢・体力に応じた、スポーツ活動に取り組みます。 

○イベントや各種スポーツ大会へ積極的に参加します。 
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６－５．スポーツ 

■現状と課題 

スポーツは、健康の維持・増進や生きがいづくりに役立つだけでなく、市民同士の交

流や地域連帯を深めるものとして、地域活性化に重要な役割を果たしています。 

本市のスポーツ環境としては、尾花沢市運動公園の体育館、総合球場、サッカー場、

スポーツロード、多目的広場をはじめ、徳良湖周辺にはオートキャンプ場、テニスコー

ト、多目的グラウンド、子供広場、グラウンドゴルフ場、パークゴルフ練習場等が整備

されています。 

こうした施設を活用して、体育協会加盟のスポーツ団体やスポーツ少年団が多種多様

なスポーツ活動を行っているほか、総合型地域スポーツクラブ※が組織され、自主的なス

ポーツ活動が展開されています。また、本市特性を生かしたスキー競技では、世界、全

国で活躍する多くの優秀な選手を輩出してきましたが、少子化とともにスキー人口も減

少しつつあります。今後、スキー王国尾花沢を受け継ぐ選手育成に取り組む必要があり

ます。 

スポーツ施設の管理運営体制の強化を図るとともに、だれもが、いつでも、どこでも

生涯にわたってスポーツに親しめる環境づくりを推進し、スポーツを通じた活力ある地

域づくりや子どもたちの健やかな心身の育成、市民の健康づくりの一環として、スポー

ツ団体・クラブの育成、指導者の確保、スポーツの普及等に取り組んでいく必要があり

ます。 

 

■主要施策 

（１）既存スポーツ施設の整備・充実 

①利用ニーズや老朽化の状況等を踏まえ、尾花沢市運動公園をはじめとする既存スポ

ーツ施設の充実を図り、一層の利用促進に努めます。 

 

（２）スポーツ団体の育成 

①市民のスポーツ活動の活発化を図るため、スポーツ少年団の育成と体育協会への支

援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

※総合型地域スポーツクラブ：市民が主体的に運営し、地域において子どもから高齢者まで様々
なスポーツ活動を行うことができるスポーツ団体。 
 

市内を縦断する「元気おばね『絆』駅伝」
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（３）芭蕉、清風歴史資料館の充実 

①展示室の耐震・耐火・空調設備の整備など、来館者の利便性と安全の確保、保管資

料の保存管理のため、充実を図ります。 

②内外への情報発信を積極的に行うとともに、展示資料の充実や魅力ある特別展示事

業等の展開を図ります。 

 

（４）地域の伝統文化の振興 

①より多くの市民の参加によるおばなざわ花笠まつりの活性化や花笠踊り発祥の地と

してのＰＲなど、県内外に強く発信し、花笠踊りを中心とした地域振興を図ります。 

②地域の伝統・文化や風習など、将来へ引き継ぐべき資源を守る地域の自主的な取組

みを支援します。 

 

 

■市民の役割 

○地域の歴史・文化を伝承します。 

○文化財の保存・保護に協力します。 
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６－６．文化財 

■現状と課題 

文化財は、市民の郷土に対する理解と関心を高めるとともに、歴史文化や風土を内外

に発信するものとして重要な役割を担っています。 

本市には、国指定史跡「延沢銀山遺跡」のほか、県・市指定の有形・無形文化財、山

刀伐峠や養泉寺など俳聖松尾芭蕉ゆかりの歴史を伝える文化遺産が数多くあります。 

また、芭蕉 10泊のまちの歴史を伝える「芭蕉、清風歴史資料館」の整備や、市内の文

化遺産の調査研究及び保護・保全を進めてきたほか、児童・生徒が体験できる事業を開

催してきました。 

今後は、文化財の調査や保存とともに、地域の伝統・文化・風習を引き継ぐ取組みを

支援することが求められるほか、文化遺産を積極的に活用した交流人口の拡大策を図る

必要があります。 

 

■主要施策 

（１）文化遺産の保護・保存 

①国指定史跡「延沢銀山遺跡」の整備として、延沢城跡を含めた史跡内環境保全及び

銀山廃坑内の危険箇所を調査し修繕に努めます。山神神社については、関係者と協

議し修繕の検討を行います。 

②県・市指定の有形文化財の保護・保存に努めます。 

③尾花沢雅楽や尾花沢まつりばやしなど無形文化財の伝統継承の取組みを支援します。 

④山刀伐峠の歴史の道としての整備を継続するとともに、芭蕉、清風歴史資料館と歴

史の道を関連付け、相乗効果により誘客を図ります。 

⑤案内板の整備など指定文化財の環境整備を図ります。 

⑥指定文化財以外の文化財について、調査を進めながら所蔵者に文化財保護の啓発に

努めます。 

 

（２）文化遺産の活用 

①学校教育や社会教育における郷土の歴史や文化財についての学習を進めます。 

②数多くの文化遺産や芭蕉 10泊の歴史を活用し、交流人口の拡大を図ります。 

③郷土への関心と愛着を高めるため、花笠踊り発祥の地として歴史・文化の保存に努

めます。 

④児童・生徒が肌で感じる体験型の事業を開催します。 

 

松尾芭蕉 10 泊のまち、尾花沢。芭蕉、清風歴史資料館には貴重な関連資料を展示。
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