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令和３年度 米沢市教育委員会の事務の点検・評価について 

１ 概要 

（１）意義・目的 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下

「法」という。）第２６条第１項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に

属する事務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、公表することが義務づけられて

います。 

米沢市教育委員会では、教育行政の実施機関として、効果的な教育行政の推進に

資するとともに、市民への説明責任を果たすため、事務の管理及び執行状況につい

て点検及び評価を行い、その結果を市議会に提出し、公表するとともに、事務管理

等の改善に努めていきます。 

 

（２）点検評価の基本方針 

①点検評価の対象 

点検評価の対象項目は、「米沢市教育振興基本計画」の４つの基本目標における

全１３施策としています。 

 

②点検評価の方法 

点検評価にあたり、各施策の個票に、施策ごとの方向、施策の推進を図るための

主要な事業等の実施内容と成果、課題、今後の施策の推進について、及び KPIを記

載しています。 

 

③学識経験者の知見の活用 

点検及び評価の客観性を確保するため、法第２６条第２項の規定により学識経験

者（以下、外部評価委員という。）による外部評価を行いました。 

今年度の外部評価委員は、山形大学工学部長特別補佐 野々村美宗教授に依頼し、

施策ごとの評価及び総評をいただきました。 

なお、各施策に対する御意見については、「施策の点検・評価個票」の最下部

「外部評価委員による意見」欄にそれぞれ記載しています。 
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令和３年度米沢市教育委員会の事務の点検・評価における意見 

 

山形大学工学部長特別補佐 

                            野々村 美宗   

＜総評＞ 

子どもの育成・人づくり・地域づくり・スポーツに関する１３の施策について方

向・概要・課題・今後の推進を確認し、意見を述べた。すべての事業について KPI

の達成に向けた一定の成果があげられており、明らかに問題となる事業は見当たら

なかった。多くの事業において、コロナ禍における事業内容の見直しや規模の縮小

が行われたことが報告されており、現場のみなさまのご苦労が推察され、これらの

事業を継続実施されたことに敬意を表するとともに、高く評価する。 

一方で、このような社会情勢において生活の中に一気に ICT が取り込まれ、設備

が整備されたことは、都心部に対する教育機会の格差を解消したり、様々な事情に

より教育等の機会を逸した子どもをはじめとする市民が新たな機会を掴むうえでま

たとない機会であると言える。米沢市全体の DX（Digital Transformation）化を進め、

これを常に刷新していくことで、米沢市が抱える社会課題の解消と未来ある子ども

たちの教育の充実を図られたい。 

 



２　令和３年度教育委員会活動状況

（１）教育長・教育委員の選任状況

役　職 氏　名 職　業 任　期

教育長 土屋　　宏 　元小学校校長 　R2.4.1～Ｒ4.3.31

委　員
(職務代理者）

神尾　正俊 　元小学校校長 　R2.4.1～Ｒ5.9.30

委　員 佐藤　晃代 　フリーインストラクター 　R2.10.1～Ｒ6.9.30

委　員 我妻　　仁   会社代表取締役 　R３.10.1～Ｒ７.9.30

委　員 渡邊美智子 　ピアノ講師 　H30.10.1～Ｒ4.9.30

（２）教育委員会の議決状況
　（※教育委員会会議の議案番号は、暦年で付番しています。）

月日 議案番号等

4月23日 議第15号

議第16号

議第17号

5月27日 議第18号

7月9日 議第19号

7月21日 議第20号

8月31日 議第21号

10月8日 議第22号

議第23号

議第24号

議第25号

議第26号

議第27号

議第28号

議第29号

議第30号

一期目

備　考

一期目

二期目

二期目

一期目

名　　　称

5月14日

10月22日

11月8日

米沢市教育委員会事務局職員の発令について

米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について

令和３年度一般会計教育関係補正予算（第１号）について

米沢市学校給食基本方針について

米沢市学校施設長寿命化計画の策定について

令和４年度使用小中学校教科用図書の採択について

令和３年度一般会計教育関係補正予算（第２号）について

令和２年度教育委員会の事務の点検・評価について

三沢東部小学校の今後に関する方針について

三沢西部小学校の今後に関する方針について

米沢市中部コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市東部コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市西部コミュニティセンター及び米沢市克雪プラザの指定管理者の指
定について

米沢市南部コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市北部コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市松川コミュニティセンターの指定管理者の指定について
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月日 議案番号等

議第31号

議第32号

議第33号

議第34号

議第35号

議第36号

議第37号

議第38号

議第39号

議第40号

議第41号

議第42号

議第43号

議第44号

議第45号

議第46号

議第47号

議第1号

議第2号

3月8日 議第3号

議第4号

議第5号

議第6号

議第7号

議第8号

議第9号

11月8日

11月22日

2月4日

米沢市愛宕コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市万世コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市広幡コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市六郷コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市窪田コミュニティセンターの指定管理者の指定について

3月24日

名　　　称

米沢市塩井コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市三沢コミュニティセンター及びよねざわ昆虫館の指定管理者の指定
について

米沢市田沢コミュニティセンターの指定管理者の指定について

米沢市山上コミュニティセンター及び旧米沢市立関根小学校の指定管理者
の指定について

米沢市教育委員会事務局等職員の発令について

米沢市上郷コミュニティセンター及び旧米沢市立上郷小学校浅川分校の指
定管理者の指定について

米沢市南原コミュニティセンター等の指定管理者の指定について

米沢市児童会館の指定管理者の指定について

米沢市営八幡原体育館等の指定管理者の指定について

令和３年度一般会計教育関係補正予算（第３号）について

臨時代理による米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の
一部改正の承認について

米沢市教育委員会会議規則の一部改正について

米沢市教育委員会組織規則の一部改正について

米沢市教育委員会組織の変更に伴う関係規程の一部改正について

米沢市生涯学習振興計画策定検討委員会設置要綱の一部改正について

米沢市生涯学習指導者バンク設置規程の一部改正について

臨時代理による令和３年度一般会計教育関係補正予算（第４号）の承認に
ついて

令和４年度米沢市小・中学校教育課程基準について

令和３年度一般会計教育関係補正予算（第５号）について

令和４年度一般会計教育関係予算について

令和４年度教職員人事異動の内申について
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（３）教育長・教育委員の活動状況

　＊新型コロナウィルス感染症の影響により、多くの行事、大会、会議等が中止や延期となりました。

①　各種行事等の出席

月　日

4月9日 窪田コミュニティセンター竣工式 土屋教育長

4月14日

4月18日 土屋教育長

4月20日 土屋教育長

5月11日 米沢市中学校駅伝競走大会開会式 土屋教育長

5月20日 土屋教育長

6月10日 田沢コミュニティセンター竣工式 土屋教育長

6月26日 日本・スペイン文化交流展2021世界遺産写真展 土屋教育長

6月29日

7月4日

7月7日 市営プール安全祈願祭 土屋教育長

7月15日 一般財団法人米沢市スポーツ協会強化費交付式 土屋教育長

8月16日 パラリンピック採火式 土屋教育長

11月3日 米沢市功績者功労者表彰式

11月17日 米沢市学童保育連絡協議会　市長・教育長との懇談会 土屋教育長

12月4日 田沢コミュニティセンター竣工祝賀会 土屋教育長

12月4日 第８回米沢市国際交流協会多言語スピーチコンテスト 土屋教育長

12月5日 第38回米沢市青少年育成市民大会 土屋教育長

12月10日 米沢市体育スポーツ団体合同研修会 土屋教育長

12月12日 松川コミュニティセンター10周年記念式 土屋教育長

12月25日 小野川スキー場安全祈願祭

鷹山大学開講式

人権擁護委員協議会米沢支部研修会（講話）

米沢市芸術文化協会総会・表彰式

出　席　者行　事　等　

土屋教育長

令和３年度米沢市小中学校退職校長感謝状贈呈式

土屋教育長・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

土屋教育長

土屋教育長

土屋教育長
神尾委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

南原コミュニティセンター新設工事安全祈願祭

松川コミュニティセンター時計塔除幕式
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②　視察・公開研究発表会等

月　日

8月4日

10月8日

11月19日

③　各種会議、大会、研修会等への参加

月　日

4月26日 山形県市町村教育委員会教育長会議 土屋教育長

5月10日 管内教育長会議 土屋教育長

5月25日 山形県市町村教育委員会協議会幹事会 土屋教育長

7月8日 管内教育長会議 土屋教育長

8月30日 管内教育長会議 土屋教育長

10月5日 管内教育長会議 土屋教育長

11月2日 管内教育長会議 土屋教育長

2月2日 管内教育長会議 土屋教育長

2月7日 山形県市町村教育委員会協議会教育長会総会 土屋教育長

3月7日 管内教育長会議 土屋教育長

内　容 出　席　者

管外視察（長井市給食共同調理場）

土屋教育長
神尾委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

米沢市教育研究発表会

出　席　者

土屋教育長
神尾委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

会議等名称

公開研究発表会（第二中学校）
土屋教育長
神尾委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
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７ 

 

３ 教育振興基本計画 基本目標・施策 

 

基本目標 施  策 

１ 
これからの時代を生き抜く

力を持つ子どもの育成 

１ 自ら学び考え行動できる力を育む学校教育の充実 

２ 学びを支える教育環境の充実 

３ 連携を活かした教育の充実 

２ 
生涯学び、学びを活かして

元気に活躍する人づくり 

１ 生涯にわたる多様な学習機会の創出 

２ 学びを活かせる機会の拡充 

３ 地域社会の担い手の育成 

４ 青少年教育・家庭教育の推進 

３ 

多様な文化芸術と歴史・  

文化が息づき、豊かな心を

育む地域づくり 

１ 文化芸術に親しむ機会の充実 

２ 地域の伝統文化や文化財の保存・継承と活用 

４ 
スポーツで楽しく元気な 

人づくり 

１ スポーツ参画人口の拡大とスポーツ環境の充実 

２ スポーツを通じた共生社会の実現と地域活力の向上 

３ 競技力の向上と地域スポーツの推進 

４ スポーツ推進体制の整備 



４ 施策の点検・評価個票 
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基本目標 １ これからの時代を生き抜く力を持つ子どもの育成 

施  策 １—１ 自ら学び考え行動できる力を育む学校教育の充実  （学校教育課） 

施策の方向 

 学ぶことに興味や関心を持ち、学びを自己のキャリア形成とともに人生や社会で活かすこ

とができる子どもの育成や、グローバル化や高度情報化が進む新しい時代に必要とされる能

力の育成を目指します。また、共生社会の一員として他者への思いやりや相互理解力を育む

とともに、様々な困難を抱える子ども達一人ひとりを支援する取組を推進します。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） 教育の米沢品質による探究型学習のさらなる推進 

 探究型学習は、日々の授業改善と各校の校内研究推進によって充実を図る。校内研究への

指導主事派遣は、当初 52回（合計 110授業）計画したが、新型コロナウイルス対策等の事

情により、47回（合計 101 授業）の訪問となった。公開研究発表会は第二中学校が全日程

をオンライン発表で開催した。各教科で育成する資質・能力と各教科の特質に応じた見方・

考え方が意識された授業実践があり、市内教職員が探究型学習の推進に向けて研修する機会

となった。 

 

（２） 学校不適応の児童生徒への支援 

 スクール・ガイダンス・プロジェクトⅦの 2年目として「外部機関と連携した登校復帰に

向けた具体的取組の共有」を重点とした。不登校対策専門員を中心とした適応指導教室運営

と教育相談員、適応指導員等による学校での支援体制を基盤に、校内コーディネーターによ

る情報共有が意識された。令和 3年度の不登校児童生徒は、前年度と比較して、小学校 

-0.04％、中学校-0.60％となった。 

 

（３） キャリア教育の推進 

 自己変容の自覚や自己評価するキャリアパスポートの活用を図るとともに、中学生の職業

体験活動である米沢チャレンジウィーク事業によって、キャリア教育の充実を目指した。米

沢チャレンジウィーク事業は、新型コロナウイルス対策のため、全市一斉の職場体験は中止

したため、キャリアについて前向きに考えている子どもの割合が下がったものと分析してい

る。職場体験が中止の代わりに、米沢、県外、国外から、職種の異なる講師にオンラインで

講話をいただいた。地元を違う視点で見ること、グローバルな視点で考えることのきっかけ

になる活動が展開できた。 

 

（４） 教員のＩＣＴ活用力・指導力の向上 

 令和 3年 4月から１人１台端末の本格的な活用に伴い、ＩＣＴ活用研修会を 5回（合計

140 人受講）、情報モラル研修会を 1回（27人受講）開催した。情報活用に不安を感じなが

らも、会議や欠席児童生徒との連絡に積極的にオンラインを活用したことで、教員のＩＣＴ

活用力と指導力が向上した。また、令和 3年度からＩＣＴ支援員を 5校に 160時間ずつ配置

した。当該校は先進的な授業実践を行い、その事例は校務支援システムで他校にも紹介、共

有され、各校の授業づくりの参考にすることができた。 
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（５） 読書活動の推進 

1校あたり 1回 2週間程度の期間で年に 2回の派遣を基本として、学校司書 2人を 22校

に派遣した。図書室でのおすすめコーナーの設置や、学級ごとのブックトークの実施など、

読書に対する興味・関心を高める取組を行った。中学生の読書を好む割合が上昇した一つの

要因として、コロナ禍の活動制限で時間的な余裕ができたためと考える。 

 

（６） 外国語教育の推進 

 外国人講師は 3人で、中学校へは各校に 2週間程度の期間を年に 3回程度、小学校へは 9

月最初の 2週間と 3学期に希望校に派遣した。日本人講師は 4人で小学校に配置し、大規模

校で年間 40 回程度、小規模校で年間 15回程度派遣した。外国人講師は、授業以外の活動で

も児童生徒と関わり、外国文化に興味・関心を高めることにもつながっている。小学校外国

語の教科化に伴い、日本人講師のサブティーチャーとしての役割が効果的だった。小学校を

会場に授業研究会を行い、小学校から 38人、中学校から 6人が参加し、小中連携の視点を

持って外国語教育指導の研修を行うことができた。 

 

施策の主な課題  

学力向上に必要な家庭学習習慣については、全国学力・学習状況調査の結果では、平日の

家庭学習時間が１時間以上と答える小学生は全国と同程度、中学生は大きく下回る。小学校

で身に付けた家庭学習習慣を中学校でも継続することが課題である。 

長期欠席の児童生徒については、不登校児童生徒は前年と比較して若干の減少が見られ

た。欠席が多い児童生徒だけでなく、全ての児童生徒に、学校で学ぶべき学力や社会性、コ

ミュニケーション能力を育成する手立てが課題となる。 

ＩＣＴ活用については、全国学力・学習状況調査の結果では、１人１台端末の利用頻度は

全国よりも高いが、自分の考えをまとめ、発表・表現する場面での利用は全国よりも低いた

め、今後は利用目的の拡大や、より学習の質が高まるような利用を目指していく必要があ

る。 

外国語教育の推進については、新型コロナウイルス対策のためにオンラインによる授業研

究会を実施したが、児童生徒の様子が伝わりにくく、参加者の学びを深めるという点で課題

が見られた。 

 

今後の施策の推進について 

不登校や特別な支援を要する児童生徒への支援については、専門スタッフと関係機関がス

ムーズな連携を図れるよう関係機関連携図を示し、早期の課題解決を目指していく。 

キャリア教育や読書活動、外国語活動、学校体育などの直接体験や活動についても、今ま

で同様の推進に向け、人的・物的資源の活用を視野に入れたカリキュラム・マネジメントの

充実を図っていく。 

ＩＣＴ活用については、新型コロナウイルス対策のため、授業での積極的な活用が推進さ

れたが、今後はその効果をよりよく発揮できるよう、教員一人一人の情報活用能力を高めて

いくと共に、それぞれの授業で目指す児童生徒の姿をより明確にし、教育活動の質の向上を

図っていく。 
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成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

自己のキャリア（将来の夢や目標を持っ

ているか）について前向きに考えている

子どもの割合 

（全国学習状況調査） 

小学校 82.4％ 

中学校 71.8％ 

小学校 76.0％ 

中学校 68.3％ 

小学校 88％ 

中学校 80％ 

思いやり（人が困っているときは、進ん

で助けるか）の気持ちを行動に移そうと

考えている子どもの割合 

（全国学習状況調査） 

小学校 84.4％ 

中学校 83.6％ 

小学校 86.8％ 

中学校 84.4％ 

小学校 89％ 

中学校 88％ 

読書を好む子どもの割合 

（全国学習状況調査） 

小学校 75.8％ 

中学校 65.0％ 

小学校 73.7％ 

中学校 72.5％ 

小学校 80％ 

中学校 75％ 

全国体力・運動能力調査において、本市

の平均が全国の平均を上回った調査項目

の割合 

（全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

小学校 93.7％ 

中学校 44.4％ 

小学校 81.3％ 

中学校 50.0％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

外部評価委員による意見 

探究型学習、キャリア教育、外国語教育など、外部との連携が不可欠な事業をコロナ禍の

中でも着実に実施されたこと、高く評価するとともに、現場のみなさまの活動に敬意を表し

ます。これらの長年の取り組みの効果は少しずつ現れており、今後、米沢から地域／産業創

生を担う人材が生まれることと確信しております。学校不適応の児童・生徒のサポートにつ

いては、ＩＣＴをより積極的に活用することで、より効果的に実施できるようになるのでは

ないかと感じます。先生方のスキル向上、設備の充実をすることで、これまでにできなかっ

た直接指導が可能になるものと予想されますので、さらなる取り組みを期待します。 
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基本目標 １ これからの時代を生き抜く力を持つ子どもの育成 

施  策 1-2 学びを支える教育環境の充実     （教育総務課、学校教育課） 

施策の方向 

安心・安全で質の高い米沢品質の教育環境を確保するため、学校の施設の整備や先端技

術の活用に向けたＩＣＴ環境の整備等を進めるとともに、望ましい学校規模の実現に向

けた取組を推進します。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１）小中学校の再編の推進   

三沢地区と田沢地区に地元代表者協議会を設置し統合に係る協議を行い、三沢東部小学

校、三沢西部小学校及び西部小学校の令和 5年 4月の統合を決定した。 

その後、統合に向けた具体的な検討を行うための統合準備委員会を設置し、地域と学校、

学校間の調整作業を継続的に行っている。 

また、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に沿って策定した米沢市立学校適正規

模・適正配置推進ロードマップに関する市民の理解を図るため、小学校児童の保護者及び未

就学児の保護者を対象とした説明会を市内 16小学校区において実施した。 

さらに、令和 3 年 4 月に統合した松川小学校（関根小学校と統合）及び南原小学校（関小

学校と統合）の各校における統合後の円滑な学校活動を確保するため、学校活動全般をサ

ポートする教育支援員を配置した。 

 

（２）学校施設の整備の推進 

 令和 8 年度の（仮称）南西中学校の開校に向けて、校舎及び屋内運動場を建て替えるため

の基本計画を策定したほか、敷地境界の確定を行うとともに、敷地面積を算出するための用

地測量等を行った。 

また、新型コロウイルス感染拡大防止のため、児童生徒及び教職員トイレの既設和式大便

器の一部について、トイレ洋式化改修工事を行った。（小学校 11校及び中学校 3校） 

 

（３）地域に根差した食育の推進 

 学校給食では、置賜産農産物共同購入として、給食に 13 品目を取り入れ、食育の日献立

として提供し、地域の食べ物に対する児童生徒の興味・関心を深める取組を行った。また、

県立米沢栄養大学と連携した子ども食育マスター育成事業では、実践校（塩井小）を選定し

食育に関する事業計画を作成後、体験活動や出前授業を取り入れた食育の指導を行ったほ

か、食育出前講座を小学校 3 校で実施し、食と健康や身体づくりとの関連について児童の理

解を深めることができた。 

 

（４）学校ＩＣＴの環境整備の推進 

 １人１台端末が効果的に活用できるようにドリル教材を整備している。また、持ち帰り学

習やオンライン授業を可能にするため、Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭にモバイルルータを貸し

出し、クラウド版フィルタリングの設定を行っている。教員用端末には、希望をもとに教師
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用デジタル教科書を整備し、指導の充実を目指している。新型コロナウイルスの影響による

休校や学年・学級閉鎖時においては、オンラインによる学習課題の指示や健康観察等を実施

することができた。 

施策の主な課題  

三沢東部小学校、三沢西部小学校及び西部小学校の統合については、統合準備委員会での

調整作業をさらに進めることにより、令和５年４月の円滑な統合を実現させることが求めら

れる。また、ロードマップに従い推進する各小中学校の統合については、地区、ＰＴＡ、後

援会及び同窓会といった学校活動を支えていただいている方々と学校関係者による統合にあ

たっての諸課題の洗い出し及び当該課題解決のための方策等について協議を行う。 

（仮称）南西中学校については、第二中学校の敷地内に既存建物を使用しながら新校舎を

建設するため、工事中における生徒及び学校関係者の安全の確保並びに学校生活への影響の

低減を図るとともに、周辺に住宅地があることから、地区住民に配慮した建築計画を検討し

ていく必要がある。また、学校施設の多くで経年により発生する損耗、機能低下及び老朽化

への対応が求められている。 

学校ＩＣＴについては、様々な学習用コンテンツやデジタル教材があり、導入に当たって

は付けたい資質・能力を明確にした上で、導入教材の選定、導入効果の検証が今後の課題で

ある。 

 

 

今後の施策の推進について 

令和 5 年 4 月に統合する予定である三沢東部小学校、三沢西部小学校及び西部小学校の各

校の児童による統合前の交流事業の実施や統合に合わせてスクールバスによる通学を予定し

ている児童に対する通学（乗車）練習等を行い、統合に向けて児童の安心・安全の確保に取

り組んでいく。 

小中学校の統合に向けて、地区、ＰＴＡ、後援会、同窓会及び学校関係者により構成する

地元代表者協議会を設置して統合に係る諸課題解決のための協議を行う。 

（仮称）南西中学校の整備については、上記課題の検討を行うとともに、学校関係者と協

議し、よりよい学習環境となるよう設計を進めていく。また、学校施設については、建物や

設備の老朽化が進んでいるため、各種点検結果や学校施設長寿命化計画に基づき、計画的に

整備していく。 

食育については、今後も米沢栄養大学と連携し、子ども食育マスター育成事業において、

各教科との関連をマネジメントしながら、食育指導のさらなる充実を図っていく。 

学校ＩＣＴについては、環境整備の充実を図るとともに、研修会や活用事例の紹介を行

い、整備した学習用コンテンツやデジタル教材の効果的な活用につなげていく。 
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成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

複式学級（２つの学年で構成される学

級）数 
12 学級 6 学級 4 学級 

学校給食における置賜産農産物共同購入

対象品目 
12 品目 13 品目 15 品目 

授業にＩＣＴを活用して指導することが

できる教員の割合 

（学校における教育の情報化の実態等に関

する調査） 

69.1％ 73.8％ 100％ 

外部評価委員による意見 

三沢東部小学校、三沢西部小学校及び西部小学校の統合について、地域への影響も大きい

なか、順調に進行していることを評価します。学校施設の充実は継続的に行わなければなら

ない課題と思われますが、特にＩＣＴ環境を整備するだけでなく、そのブラッシュアップを

継続的に行えるように、財源及び人材の確保をお願いいたします。ＩＣＴ環境の充実とそれ

にまつわるソフトの活用は地域間の教育格差を埋めるための切り札です。「授業にＩＣＴを

活用して指導することができる教員の割合」の 100%(R7)の達成を期待します。 
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基本目標 １ これからの時代を生き抜く力を持つ子どもの育成 

施  策 1-3 連携を活かした教育の充実    （学校教育課、社会教育文化課） 

施策の方向 

未来を担う子ども達の育成を図るため、学校・地域・関係機関がパートナーとして連

携・協働し、地域全体で郷土を愛する子どもたちの育成と成長を支える取組を進めま

す。自然災害、交通事故、犯罪などの多様な危険に備え、地域住民や関係機関等と連携

しながら、子どもを守るための取組を進めるとともに、学校における安全対策の徹底に

取り組みます。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） 防災マニュアルの見直しと整備 

学校安全計画の内容の検証、計画的な安全点検、避難経路や避難場所の点検、避難訓練に

ついて、全ての小中学校で行っている。避難訓練は、火災、地震、不審者対応を計画、実施

している。 

 

（２） 郷土愛の醸成と地域人材の活用 

 中学校では、郷土愛の醸成と望ましい勤労観の育成を目的として、生徒の職業体験である

米沢チャレンジウィーク事業を実施しているが、新型コロナウイルス対策のため、全市一斉

の職場体験を中止し、米沢、県外、国外から外部講師によるオンライン講話を行った。この

ほか、郷土学習と郷土愛醸成を目的として、総合的な学習の時間で米沢学を実践しており、

第四中学校の取組は、郷土 Yamagata ふるさと探究コンテストの優秀賞を受賞した。 

小学校では、教科学習に関連して、体育の実技指導、農業体験、地域学習講話等で地域人

材を活用するなど、地域との関わりを創出し、郷土愛の醸成を図っている。 

 

（３） 地域学校協働活動推進事業 

地域コーディネーターや学校支援ボランティア、学校関係者等で構成する地域学校協働本

部を令和 3 年度は愛宕小学校と窪田小学校に設置し、地域住民が学校と連携して、体験学習

等（農業体験、校外学習等）の支援活動を行う仕組みづくりを推進することができた。併せ

て、地域住民が体験学習等の支援活動を通じて活躍できる機会を提供することもできた。 

 

（４） 市立米沢図書館・博物館との連携 

ナセＢＡ内の市立図書館では小学校 13 校、中学校 1 校で施設見学が行われ、図書への親

しみや読書への関心の醸成につながった。ナセＢＡ内の市民ギャラリーでは、小中学校読書

感想画展、小学校書き初め展・中学校書道展、小中学生造形作品展において、延べ 30 日間

の展示を行った。 

また、博物館では小学校 10 校、中学校 2 校で施設見学や企画展の見学、体験学習、出前

授業等の利用があり、博物館の専門性や強みを活かした学びの充実が図られている。 

 

（５） 幼保小中連携の推進 

 幼小連絡協議会は、新型コロナウイルス対策のために研究協議会をオンライン開催、保育

参観を紙面開催とした。対面で開催できることが望ましいが、幼小接続の実情をオンライン
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で情報交換できたことは成果である。小中連携については、各中学校区において、小中学校

の教員が集まる「連携の日」を一斉開催し、分科会ごとに米沢市の教育課題解決に向けた協

議がなされた。特に、全国的に子ども達への影響が懸念されているメディア関連では、同じ

中学校区の小中学校で同期日にノーメディアデーを設定するという具体的な取組を実施し

た。 

 

 

施策の主な課題  

防災や学校安全体制の観点では、豪雨や雷などの自然災害の発生も増えてきているが、中

学校における生徒の引き渡しのルールの保護者周知、体制整備に取り組む必要がある。 

地域人材の活用については、各学校において発達段階に合わせた体験活動を計画している

が、新型コロナウイルス対策のため、体験事業が制限されてしまうことがあった。また、感

染状況が落ち着かない中で、学校は地域人材を活用することに不安があった。今後は、地域

人材との関わりを、対面だけでなくオンラインも積極的に活用できるようにすることが必要

である。 

幼保小中連携については、新型コロナウイルス対策のために研究協議会をオンライン開催

したが、子ども達の実際の様子が見られないことや、意見交換の難しさなどにより、研究協

議会メンバーからは参集型、対面型の開催を望む声が多いため、より良い開催方法を検討し

ていく。 

博物館との連携では、これまで特に中学校の美術科の出前授業や鑑賞課題としての展示見

学利用が定着してきていたが、新型コロナウイルス対策のために利用件数は減少している。

博学連携の大きな利点である「本物に触れる」機会の確保、創出が課題である。 

 

 

 

 

今後の施策の推進について 

子ども達の安全確保について、中学校における生徒の引き渡しのルールや保護者への一斉

メールなどの連絡手段の整備を図っていく。 

地域人材の活用については、新型コロナウイルス対策を行うとともに、地域人材が継続的

に学校に関わることのできる仕組みづくりが必要であるため、教育課程編成の方針を家庭や

地域と共有することからはじめていくことが重要である。直接の体験学習が最も良いが、新

型コロナウイルス対策という観点から、オンライン講話、オンデマンド指導、情報共有な

ど、ＩＣＴの活用も推進していく。 

地域学校協働活動の推進については、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づ

く学校再編の進捗状況や、各学校や地域の実情等を勘案しながら、事業を推進していく。 
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成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

自己肯定感（自分には良いところがある

か）を感じている子どもの割合 
（全国学習状況調査） 

小学校 85.1％ 

中学校 78.3％ 

小学校 80.3％ 

中学校 85.8％ 

小学校 90.0％ 

中学校 83.0％ 

地域学校協働活動推進事業の地域学校協

働本部設置校数 
1 校 2 校 4 校 

市内大学等の高等教育機関と連携した事

業数 
18 回 16 回 25 回 

外部評価委員による意見 

子ども達の安全確保や地域社会との連携は教育活動の最も基本的な基盤と言えるので、継

続的に実施、見直しを行ってください。また、地域人材の活用においてオンライン講話、オ

ンデマンド指導を取り入れたことは高く評価できると考えます。地域人材の育成については

米沢市在住の方たちだけでなく、米沢の出身者や関連企業など、市外に居住されている関係

者の力も取り入れることで、子供たちの将来の可能性を広げることができるものと思います

ので、ご検討ください。 

 



17 
 

 

基本目標 2 生涯学び、学びを活かして元気に活躍する人づくり 

施  策 2-1 生涯にわたる多様な学習機会の創出      （社会教育文化課） 

施策の方向 

生涯の各期において、高等教育機関等の地域資源を活用しながら、個人、地域、社会

のニーズに沿った質の高い多様な学習機会を提供します。また、いつでもどこでも誰で

も自主的に学び、豊かな交流ができるように学びの場所や環境を整備し、活力ある地域

づくりを推進します。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

(１)子ども読書活動推進事業  

ナセＢＡに市立米沢図書館が移転してから始めている「ブックスタート」や「おはなしか

い」は、乳幼児から本に親しむ機会を提供している。 

子ども読書活動推進計画の重点事業である「家読（うちどく）」促進を目指して令和 2 年

度に実施した「ナセＢＡ家読スタンプラリー」を令和 3 年度も実施し、子どもの図書館利用

の促進を図った。 

 

(２)博物館事業 

年間５～６本の企画展示を実施している。博物館をもっと地元の子供たちに知って欲しい

との思いから、小学生の入館料無料の企画展などを行うなど新たな試みも行った。 

 

(３)中央公民館事業 （米沢地域力講座の開催）  

中央公民館と各コミュニティセンターとが知恵を出し合い、合同で「新味」のある講座を

開催。当該講座の開催により、市民の学習活動と仲間づくりの機会の拡充を図ることができ

た。 

・開催回数：6回（中止 3回） 

   ①7/8 東部コミセンと合同開催！「史跡探訪講座」 参加者 22 人 

   ②7/22,8/1三沢コミセンと合同開催！「THE SCIENCE 2021年宇宙の旅」参加者 77人 

   ③11/8 松川コミセンと合同開催！「減塩食料理教室」 参加者 6人 

   ④11/21 塩井コミセンと合同開催！「歌声サロン 5」 参加者 28人 

   ⑤11/27 西部コミセンと合同開催！「西向沼へたんけんにでかけよう！」参加者 15人 

 

(４)青年の家事業 （小中学生キャリア教育推進事業） 

普段触れ合うことの少ない専門性の高い職業人から、その仕事の魅力や社会的役割を聞く

とともに、仕事の基礎を学ぶワークショップを実施した。当該事業の実施を通じて、参加者

の職業意識を高めることができた。 

  10/23【職業体験☆オシゴト Kids特別編】 

  中高生のためのシネマアクティブラーニング（映画体験ワークショップ）参加者 41人 
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(５)米沢鷹山大学運営の支援  

米沢鷹山大学の運営を支援し、市民おしょうしなカレッジ（様々な知識・技能を持つ市民

による企画運営型の講座）や米沢鷹山大学企画講座等による学習機会の提供を行った。 

 

(６)高等教育機関の資源を利用した学習機会の提供  

  ◎山形大学工学部/「小学生向けの科学実験教室」の開催（モバイルキッズケミラボ） 

    化学・物理実験を通して小学生が理科に興味をもつよう促すことがねらい。保護者

や地域リーダーにも実験指導法を教え、地域で子どもへの実験の指導ができるように

した。 

・開催回数：8回 

・延べ受講者数：551人 

◎米沢女子短期大学/「米沢女子短期大学と市民が学ぶ総合教養講座・市民公開講座」 

    総合教養講座・市民公開講座として市民に専門的、総合的な教育、研究機能を開放

することにより、教養、文化の向上に資することを目的とし、活躍する女性リーダー

等を講師に迎えて公開講座を実施した。 

・開催回数：15回 

・延べ受講者数：943人（学生を含む） 

 

(７)米沢市まちづくり出前講座  

市職員が講師となり、市民の要望に応じて、行政に関する専門知識を活かした学習機会を

提供した。当該講座の実施により、市民の学習機会の拡充及び市政に関する理解を図ること

ができた。 

   ・実施回数：37回 

   ・延べ受講者数：1,067人 

 

 

 

 

施策の主な課題 

講座等を通じて様々な分野の学びを深めるとともに、市民同士の交流を促し、豊かな生活

を送ることが生涯学習の意義であるが、コロナ禍の現在においては対面式の講座の実施が難

しい状況もあるため、ＩＣＴの普及と積極的な活用を促進していく必要がある。一方では、

図書館などの会場に参集するような、従来型の学習等の機会の創出は、市民の豊かな交流や

仲間づくりの機会の確保を図る観点から今後も引き続き必要と考える。 

米沢鷹山大学については、今後も高等教育機関、図書館、博物館、視聴覚センター等と一

層連携し、多様なニーズに対応した学習機会の充実を図っていきたい。 
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今後の施策の推進について 

学習機会の提供については、学習ニーズの把握やＩＣＴの活用を促進するとともに、他課

や他団体との連携をさらに深め、地域課題を共有できる講座を継続して開催する。また、図

書館、博物館等の既存施設で実施している自主事業への参加を促進し、学びの機会の創出を

図る。 

山形大学工学部、米沢女子短期大学と連携した高レベルの教育は本市ならではのものであ

ることから、引き続き、当該教育機関が有する専門性を活かした学習機会を提供していく。 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

図書貸出冊数 446,008 冊 411,002 冊 463,000 冊 

市民おしょうしなカレッジ参加者の満足

度（参加者アンケート） 
97％ 94％ 98％ 

高等教育機関開放講座受講者数 

（学生を除く） 
1,082 人 566 人 1,300 人 

コミュニティセンターの利用者数 316,436 人 189,721 人 330,000 人 

外部評価委員による意見 

図書館、博物館、青年の家などを利用した学習機会の提供は、子どもに加え市民一般に

とって、学校における授業以外の多様な刺激となることから、より一層の充実を期待しま

す。また、山形大学工学部、米沢女子短期大学と連携した高レベル教育も今後継続するとと

もに、教育内容を刷新し、時代と子どもたちのニーズに合ったものとしていくことが必須か

と感じますので、定期的に内容を確認し、ブラッシュアップをしていってください。 
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基本目標 2 生涯学び、学びを活かして元気に活躍する人づくり 

施  策 2-2 学びを活かせる機会の拡充          （社会教育文化課） 

施策の方向 

学びの成果を発揮できる機会や場所の創出と、市民が学びの成果を活かして学校や地

域と主体的に関わり活躍できる仕組みづくりに取り組むことにより、市民のさらなる学

びやつながりを喚起して地域コミュニティの活性化を図ります。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

(１)地域づくりを推進する事業 （米沢地域力講座の開催）（再掲） 

中央公民館と各コミュニティセンターとが知恵を出し合い、合同で「新味」のある講座を

開催。当該講座の開催により、市民の学習活動と仲間づくりの機会の拡充を図ることができ

た。 

・開催回数：6回（中止 3回） 

   ①7/8 東部コミセンと合同開催！「史跡探訪講座」 参加者 22 人 

   ②7/22,8/1三沢コミセンと合同開催！「THE SCIENCE 2021年宇宙の旅」参加者 77人 

   ③11/8 松川コミセンと合同開催！「減塩食料理教室」 参加者 6人 

   ④11/21 塩井コミセンと合同開催！「歌声サロン 5」 参加者 28人 

   ⑤11/27 西部コミセンと合同開催！「西向沼へたんけんにでかけよう！」参加者 15人 

 

(２)地域学校協働活動推進事業（再掲） 

地域コーディネーターや学校支援ボランティア、学校関係者等で構成する地域学校協働本

部を令和 3 年度は愛宕小学校と窪田小学校に設置し、地域住民が学校と連携して、体験学習

等（農業体験、校外学習等）の支援活動を行う仕組みづくりを推進することができた。併せ

て、地域住民が体験学習等の支援活動を通じて活躍できる機会を提供することもできた。 

  

(３)社会教育施設等での発表の機会や活躍の機会の創出 

生涯学習ガイドブックに「市民おしょうしなカレッジ」（様々な知識・技能を持つ市民に

よる企画運営型の講座）の講師を募集するお知らせを掲載し、事業の主催者として活躍でき

る機会の創出に取り組んだ。 

施策の主な課題  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、米沢地域力講座では 3講座を中止とした。地域

力講座等、その性格上オンライン開催に切り替えることが難しい事業について、状況を見な

がら中止や延期の判断をする必要がある。 

未だ収束しないコロナ禍の状況下において、市民が学びの成果を発揮できる機会を地域の

学校で提供していくには、ハードルが高い場合もあることから、コミュニティセンターやそ

の他の場での機会の創出が必要と思われる。 
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今後の施策の推進について 

地域との連携をさらに深める講座を継続して開催するとともに、学校と地域住民とが連携

して行う活動を支援していく。 

「学ぶことの楽しさ」を体験する機会を提供する一方で、これまで培った知識や経験を活

かして、講師として「教えることの楽しさ」を体験する機会を提供するため、「市民おしょ

うしなカレッジ」の講師の募集について継続して行っていく。 

地域学校協働活動の推進については、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づ

く学校再編の進捗状況や、各学校や地域の実情等を勘案しながら、事業を推進していく。 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

鷹山大学企画講座・市民おしょうしなカ

レッジでの新規市民講師の人数 

（現状値、指標値とも H30 からの増加人

数） 

4 人 9 人 8 人 

コミュニティセンターの地区文化祭にお

ける参加団体数（17 館の合計数） 
487 団体 145 団体 540 団体 

外部評価委員による意見 

 学校と地域住民の連携はコミュニティを維持する上で重要であるため、これらの事業には

一定の重要性があるものと考えます。コロナ禍における事業実施にご苦労をされ続けてきた

ものと推察されますが、3 年がたち、コロナに対策する術を各個人/団体とも身に付けつつ

あります。コロナのリスクがゼロになることは当面期待できませんので、事業内容を見直し

てリスクの低いやり方を確立していくことが必要と考えます。 
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基本目標 2 生涯学び、学びを活かして元気に活躍する人づくり 

施  策 2-3 地域社会の担い手の育成           （社会教育文化課） 

施策の方向 

コミュニティセンターの運営や講座、組織づくり等を支援するとともに、地域が必要

とする人材の養成や地域の活性化につながる事業を推進します。また、次代を担う青少

年の地域貢献活動への参加促進やリーダーの育成を図ります。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

(１)米沢市まちづくり出前講座（再掲） 

市職員が講師となり、市民の要望に応じて、行政に関する専門知識を活かした学習機会を

提供した。当該講座の実施により、市民の学習機会の拡充及び市政に関する理解が図られ、

市民のまちづくりへの参画意欲を喚起することができた。 

   ・実施回数：37回 

   ・延べ受講者数：1,067人 

 

(２)コミュニティセンター運営等の支援 

外部講師を迎えて、生涯学習担当教諭・コミュニティセンター関係職員に向けた合同研修

会を開催し、様々な分野について学習機会を提供した。当該研修会の実施により、地域づく

りに取り組む担い手の育成を図ることができた。 

 ①6/14 Let's Helping! 災害時の外国人支援 参加者 27人 

 ②11/8 マンネリ化させない！講座の企画・アイデア出しのコツ 参加者 22 人 

 ③2/18 コピーライターじゃなくても知っておきたい心をつかむ超言葉術 参加者 26人 

 

(３)地域づくりに参画する市民の養成   

まちづくりの先進事例等に精通した講師を招聘し、地域コミュニティの活性化のための研

修会を開催した。地域づくりに関心の高い市民に、身近な課題をテーマとして、地域づくり

の手法などを学ぶ機会を提供することができた。 

 ①11/16 自己肯定感を高めて心を強くする！メンタルトレーニング講座 参加者 47人 

 ②11/27 スマホやパワポで簡単！動画作成術 参加者 35人 

 ③12/21 公務員ユーチューバーに学ぶ動画作成術と知識 参加者 45人 

 ④ 1/26 山形庄内から、ときめこう。 参加者 57人 

    ※鶴岡市のデザイナーズホテル「スイデンテラス」を手掛けた講師から、地域活性

化のヒントを学ぶ研修会 

 ⑤ 2/18 だれかの正解にしばられない「解釈」の練習について話そう 参加者 44人 

    ※コピーライターである講師から、情報発信に重要な言葉選びについて学ぶ研修会 

 ⑥ 2/22 共創によるまちづくりと DX 参加者 122 人 

   ※つくば市の事例から、まちづくりの DX（Digital Transformation）を学ぶ研修会 
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施策の主な課題 

生涯学習担当教諭・コミュニティセンター関係職員合同研修会、地域コミュニティの活性

化のための研修会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン開催で

行ったものがあったが、講師の表情、雰囲気、意図、熱意が対面会議に比べ、参加者に伝わ

りにくいといった課題が残った。 

米沢鷹山大学では、米沢市生涯学習ボランティアマナビスト養成講座の受講募集を行って

いるが、令和３年度においては、コロナ禍という状況もあり受講申込者がなく、残念ながら

中止となった。 

今後の施策の推進について 

地域における学びの機会を提供し、コミュニティセンターや地域コミュニティ活動の活性

化を図り、青少年や地域リーダー等の人材養成を支援していく。 

米沢鷹山大学における、米沢市生涯学習ボランティアマナビストの養成講座に引き続き取

り組んでいく。 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

米沢市まちづくり出前講座の開催回数 

（市民の要請を受けて開催） 
96 回 37 回 110 回 

生涯学習ボランティアマナビストの新規

認定者数 

（H30 からの増加人数） 

0 人 2 人 10 人 

外部評価委員による意見 

日々の雑事に追われていると、市町村で何が行われているか、市がどのような施策を実施

しようとしているのか、情報を獲得する機会は少なく、一般市民は市役所のみなさまのお考

え以上に行政の活動について知らないものです。そんな中で、米沢市まちづくり出前講座や

地域づくり人材の育成は市の情報発信としても意味があるものと考えます。 
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基本目標 2 生涯学び、学びを活かして元気に活躍する人づくり 

施  策 2-4 青少年教育・家庭教育の推進（社会教育文化課） 

施策の方向 

親子のふれあいや、家庭・学校・地域の連携を推進し、家庭と地域の教育力を高めて

子どもたちの健やかな成長を支えます。また、小中高校生を対象に、様々な体験活動や

キャリア教育を推進するとともに、これからの時代に必要とされる能力の育成を支援し

ます。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

(１)児童会館運営管理事業  

新型コロナウイルス感染対策を講じながら、子どもを対象とする各種講座や季節の行事等

を実施することができた。また、根強い人気のプラネタリウムは、収容人数を制限しながら

ではあるが観覧の機会を提供できたことは良かった点である。近年継続して実施している、

大人を対象とした「ヒーリングハートプラネタリウム」も 5 回開催しており、常に満席とな

り好評である。今後も継続し、子どもだけを対象としていないことを周知していきたい。 

 

(２)家庭教育の推進 

保護者を対象とした講座を実施し、家庭の教育力の向上を図るとともに、地域や学校、幼

稚園等が連携し子育てをする意識を高めた。 

  ①やまがた子育ち講座  対象：小中学生の保護者、実施校数：13校  

②幼児共育ふれあい広場 対象：主に幼児の保護者、実施園数： 3園 

 

(３)中央公民館事業 （米沢地域力講座の開催）（再掲） 

中央公民館と各コミュニティセンターとが知恵を出し合い、合同で「新味」のある講座を

開催。当該講座の開催により、市民の学習活動と仲間づくりの機会の拡充を図ることができ

た。 

・開催回数：6回（中止 3回） 

   ①7/8 東部コミセンと合同開催！「史跡探訪講座」 参加者 22 人 

   ②7/22,8/1三沢コミセンと合同開催！「THE SCIENCE 2021年宇宙の旅」参加者 77人 

   ③11/8 松川コミセンと合同開催！「減塩食料理教室」 参加者 6人 

   ④11/21 塩井コミセンと合同開催！「歌声サロン 5」 参加者 28人 

   ⑤11/27 西部コミセンと合同開催！「西向沼へたんけんにでかけよう！」参加者 15人 

 

(４)青年の家事業 （小中学生キャリア教育推進事業）（再掲） 

普段触れ合うことの少ない専門性の高い職業人から、その仕事の魅力や社会的役割を聞く

とともに、仕事の基礎を学ぶワークショップを実施した。当該事業の実施を通じて、参加者

の職業意識を高めることができた。 

  10/23【職業体験☆オシゴト Kids特別編】 

  中高生のためのシネマアクティブラーニング（映画体験ワークショップ）参加者 41人 
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(５)青少年補導センター事業  

  ・青少年非行・犯罪を未然に防止するため、補導委員が街頭補導実施計画のもと、青少

年の集まりやすい箇所を中心に巡回し、注意指導等を行った（65回）。 

  ・米沢警察署と学校との情報交換会（1 回）、青少年補導センター運営協議会（1 回）

を開催した。 

  ・青少年の非行・被害防止全国協調月間に伴う有害図書調査（1 回）、一斉街頭指導

（1 回）を実施した。 

  ・コロナにより街頭補導の回数は減ったものの、各補導委員の積極的な活動により声掛

け件数は増加した。青少年の非行・犯罪の抑止力効果が高まるとともに、巡回補導先

の店舗や施設との信頼関係も深まり、円滑な街頭補導が行うことができた。 

 

(６)青少年育成団体との連携  

米沢市青少年育成市民会議と連携を深め、青少年が家庭及び地域社会にとってかけがえの

ない一員として、心身ともに健やかに人間性豊かに成長してほしいという願いのもとに、地

域に根ざした青少年の健全育成に取り組んだ。 

  ・成人向け図書類調査（1回）を実施した。 

    青少年育成推進員を中心に市内のコンビニエンスストア、書店、レンタルＤＶＤ

店、ゲームセンター、インターネットカフェなどの成人向け図書類調査を実施。 

  ・米沢市青少年育成市民大会兼早寝早起き朝ごはんフォーラム in よねざわを開催し

た。 

    対象者：一般（高校生以上推奨） 参加者：268名 

    内 容：東北大学加齢医学研究所長川島隆太氏から児童の睡眠時間、スマホ利用、

読書習慣と学力の相関データをもとにして親子間のコミュニケーションと

読書習慣についての重要性を講演いただいた。また、山形県立米沢栄養大

学 3年生から朝ごはんの重要性を発表いただいた。 

  ・生徒と地域の大人の対話会（1回）を実施した。 

    対象者：高畠町高校生ボランティアサークル地球（テラ）、青少年関係者 

参加者：40名 

    内 容：コロナ禍で変化した社会についての対話を実施。 

  ・コロナ禍による事業中止もあったが、日常的な活動の中で子ども達の特性をどのよう

に育むかを中心課題に据え、啓発活動に努めた。米沢市青少年育成市民会議を通じ、

地域、学校及び各関係機関・団体との連携が図られ、青少年の健全育成推進に努める

ことができた。 

施策の主な課題  

青少年補導センター事業については、コロナ禍による精神的な抑圧を感じている青少年を

見守っていくために、継続的な補導活動が不可欠であることから、各委員の資質向上を図る

とともに、青少年の活動の場がネットに移行している課題を踏まえ、ＳＮＳ等への理解を深

める必要がある。 

青少年育成団体との連携については、コロナ禍で思うように事業が行えない状況である

が、状況の変化に応じた対応をしながら事業を行う必要がある。 
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今後の施策の推進について 

家庭教育の推進については、保護者を対象とした子育てに関する研修等を実施していくと

ともに、家庭・学校・地域が連携し子育てをしていく意識を醸成していく。 

小中高生のキャリア教育や体験活動の推進については、専門性を持つ「人財」を活かし、

社会教育の側面から学校以外の場所で子ども達が将来の職業について考える機会を創出して

いきたい。 

青少年補導センター事業については、街頭補導の一層の充実を図り、見せる補導により

「抑止力」としての効果を高めるとともに、各店舗や関係施設との信頼を高め、常に新しい

情報を得ながら街頭補導を実施する。 

青少年育成団体との連携については、地域、学校、各関係機関・団体との連絡を図りなが

ら、地域に根ざした青少年健全育成に努める。 

 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

幼稚園・保育園・小中学校保護者対象の

家庭教育講座の開催回数 
33 回 17 回 35 回 

親子でふれあい体験する事業の開催回数 

（中央公民館・児童会館・各コミセン事

業の総計） 

22 回 18 回 30 回 

青少年を対象とした学習事業への参加延

べ人数（中央公民館・児童会館・よねざ

わ昆虫館・各コミセン事業の総計） 

12,337 人 5,077 人 13,000 人 

外部評価委員による意見 

児童・学童～青少年の指導においては、各個人･家庭の意思を尊重しつつも、何らかの困

難や課題に直面した場合には地域社会や行政が迅速にサポートする仕組みを構築することが

必須といえ、これらの事業を継続的に行うことで、コミュニティの連携を強固なものとし、

お互いの顔が見える地域とすることは、重要と考えます。ＳＮＳが社会基盤のひとつとなっ

ている昨今、さらにメタバースのような新しい仕組みが導入されることが予想されますの

で、指導の方法等も刷新していくことが必要かと思います。 
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基本目標 3 多様な文化芸術と歴史・文化が息づき、豊かな心を育む地域づくり 

施  策 3-1 文化芸術に親しむ機会の充実         （社会教育文化課） 

施策の方向 

市民の文化芸術に触れる機会の拡充と自主的な文化芸術活動を促進するとともに、芸

術創作活動拠点を核とした新たな芸術活動による地域活性化と交流を創出します。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） 芸術文化活動促進事業 

市民の芸術活動を促進することを目的とする市民芸術祭は、毎年、ナセＢＡ内の市民ギャ

ラリーを拠点として開催している。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症により中止とし

た事業も多かったが、令和 3 年度は感染対策を講じながら実施する団体も多く、発表の機会

を求めて活動を継続している傾向がみられる。 

 

（２） 秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞事業 

秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞実行委員会を組織し、全国公募によるコンテストを実施

した。２年ぶりの開催ということもあり、1,447 点という多くの写真応募があった。授賞式

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催できなかったことから、入賞作品展や展示

会場の様子を市公式 YouTube で公開するなど、新たな周知方法にも取り組んだ。 

 

（３） 芸術の杜事業  

令和 2 年度に旧南原中学校中校舎を改修した芸術創作活動施設（通称：芸術の杜）は、令

和 3 年 4 月から施設の供用を開始した。芸術の杜事業実行委員会を立上げ、初年度は米沢市

青年会議所の 60 周年事業である「ミナミハラアートウォーク」の共催、市内中学生による

施設見学の受け入れ事業を実施した。この事業により南原地区で芸術活動を行っている作家

の名前や創作活動内容を地区内に発信できた。 

 

（４） 子どもの文化芸術活動支援  

博物館では、子どもたちの想像力・創造力を伸ばす造形や日本の手わざなどを体験する

ワークショップなどを開催した。特に、展覧会をじっくりと鑑賞するナイトツアーやモーニ

ングツアーは好評であった。その他にも、学校による施設見学、出前授業、企業訪問の受入

を行い、文化芸術活動に触れる機会を支援している。 
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施策の主な課題  

市民芸術祭は新型コロナウイルス対策を講じながら各種事業を実施することが前提となっ

てしまっており、参加者数や展示数等はコロナ以前の数字に戻ってはいない。 

各文化施設における自主事業は、対象者を絞り込んで実施することが少ないため、若年層

が学校の行事以外で芸術に触れる機会はまだまだ限られている。 

芸術の杜は令和 3 年度から供用を開始し、施設を活用した事業を展開していく初年度と

なったが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ミナミハラアートウォークの共催にと

どまり、自主的な事業を実施することができなかった。 

 

今後の施策の推進について 

芸術文化活動の推進については、米沢市芸術文化協会などの大きな組織と、個別で活動し

ている個人・団体との交流、連携が図られるような支援を行い、活性化を図っていく。ま

た、市民芸術祭や秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞などを通じて、関係団体と連携し、芸術

文化に触れる機会を拡充していくとともに、市民の芸術文化活動への意欲の向上を図ってい

く。 

芸術の杜事業など新たな芸術に関する事業が始まったことで、同時に地域にも少しずつ、

その地域の特性を活かした活動の芽が生まれ始めている。これらの動きを、将来的に向けて

しっかりと地域に根付かせるための支援を継続していく。今後は、隣接する南原コミュニ

ティセンターと連携を図りながら、独自事業を展開できるような体制を築いていくことを目

標としたい。 

米沢市芸術文化協会といった、大きな組織と個別で活動している個人・団体との交流、連携

が図られるような支援などを行い、芸術文化活動の活性化を推進する。 

 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

市民芸術祭への参加数 58 団体・個人 49 団体・個人 65 団体・個人 

文化施設利用件数 

（置賜文化ホール、市民文化会館、座の

文化伝承館、市民ギャラリー） 

1,554 件 1,263 件 1,800 件 

外部評価委員による意見 

入賞作品展や展示会場の様子の YouTube による発信や地域の特性を活かした活動が芽生え

ていること、高く評価できると思います。コロナ禍ではネットを通したイベント参加や芸術

鑑賞が生活の中に定着したものと推察されます。今後は秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞を

はじめとする諸事業を国内外に発信し、米沢市のブランド価値を高め、芸術を核とした地域

の活性化を試みることをお勧めします。上杉家・伊達家の「歴史」、競争力の高い「食」に

アートが加わることで魅力的なコンテンツとなることが期待されます。 
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基本目標 3 多様な文化芸術と歴史・文化が息づき、豊かな心を育む地域づくり 

施  策 3-2 地域の伝統文化や文化財の保存・継承と活用  （社会教育文化課） 

施策の方向 

上杉家ゆかりの貴重な文化財を保存・活用するとともに、地域の伝統文化の継承を

促し、これらの歴史・文化的資源を身近に感じられる機会を提供することで、市民の郷

土愛の醸成と地域の活性化を図ります。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１）文化財を通じた学びの機会の拡充 

国指定史跡舘山城跡保存整備事業業（国庫補助事業） 

開発事業に伴う試掘・確認調査等を実施したほか、国指定史跡「舘山城跡」の範囲・内容

確認調査を実施した。11 月 19 日に発掘調査現場見学会を開催し、21 名の参加者があった。

本市の歴史的資産について、身近に学習できる機会を提供することができた。 

 

（２）博物館等事業 

文化財を通じた学びの機会の拡充 （上杉文書調査事業） （国庫補助事業）  

「上杉文書」は国宝「上杉家文書」と共に上杉家に伝わる史料群で、これまで詳細な調査

は行われていなかった。令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 カ年で史料調査（詳細目録の作

成・後世に製本された文書の解体・写真撮影等）を実施して、史料群の全体像を把握する。

この成果は上杉博物館での展示や博物館資料データベースで公開・活用していく。 

 

（３）国指定史跡上杉治憲敬師郊迎跡保存修理事業（国庫補助事業） 

平成 20 年度より国指定史跡「上杉治憲敬師郊迎跡」の保存修理事業を実施している。今

年度は、普門院本堂保存修理工事 4.5 か年計画の 3 年目にあたり、基礎工事、柱などの建材

の補修工事、耐震補強工事の設計などを実施した。また、10 月 2 日に（一社）山形県建築

士会のヘリテージマネージャー（歴史文化遺産活用推進員）養成講習会の会場として現場を

公開した。 

保存修理設計監理業務委託料  10,087千円  保存修理工事費 34,713千円 

 

（４）指定文化財保存修理事業（国庫補助事業） 

上杉神社所有の国指定重要文化財「服飾類」及び「鑓（やり）」の保存修理事業に対して

の補助を継続しており、「鑓」は今年度で修理が完了した。 

 

（５）市指定文化財の指定 

米沢市文化財保護審議会にて市指定文化財候補を 44 件リストアップした。この中から令

和 4 年度中に 2 件程度の文化財指定を目指す。なお、市指定文化財「笹野観音堂」は、令和

2 年 11 月 4 日付けで山形県指定文化財に指定され、市指定文化財件数は 1 減となってい

る。 
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施策の主な課題  

全国的に史跡の保存整備や発掘調査に対する補助の要望件数が多く、これらに対する国庫

補助金の交付が抑制されていることから、計画通りに事業が進まない状況が続いている。 

新型コロナウイルス感染症により、梓山獅子踊りなど地域に伝わる伝統芸能の練習の機会

が減少しており、これらの継承に影響が出ている。また、実施事業の一般公開も人数制限な

どを設けて公開しており、新たな機会の創出や公開方法を検討する必要がある。 

今後の施策の推進について 

史跡の保存整備や発掘調査に対する国庫補助については、要望どおり国庫補助金が交付さ

れない場合でも、年度途中の増額変更申請を行うなど、予算獲得に努める。 

現在策定作業を進めている文化財保存活用地域計画（市町村における文化財の保存と活用

の方向性を明記した総合的な法定計画）が、令和７年度中に文化庁の認定を受けられるよう

に未指定文化財を含めた悉皆調査を進めていく。 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

市指定文化財件数 60 件 59 件 63 件  

外部評価委員による意見 

上杉家・伊達家の「歴史」は米沢市にとって重要な文化的コンテンツであり、その充実を

図るこれらの事業を継続的に実施していることは評価できます。一方で、これらのコンテン

ツの価値や魅力が一般に認められているとは言い難く、そのアピールと新しいコンテンツの

発掘が求められます。例えば舘山城跡や戸塚山古墳等のコンテンツ化をご検討ください。 
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基本目標 4 スポーツで楽しく元気な人づくり 

施  策 4-1 スポーツ参画人口の拡大とスポーツ環境の充実   （スポーツ課） 

施策の方向 

「1 市民 1 スポーツ」を実現するため、気軽に楽しめるスポーツ活動や「観る・支え

る」スポーツの機会を提供するとともに、スポーツ施設の適正な管理と利便性の向上に

努めます。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） スポーツイベントの取組 

① チャレンジデー2021への参加（10月 27 日実施） 

人口規模がほぼ同じ自治体間で当日 15 分以上運動やスポーツを行った住民の数(参加率)

を競う「チャレンジデー」に市として参加し、市民へ参加を呼びかけ、スポーツに取り

組む意識の向上を図った。（新型コロナウイルスの影響で LＩＮＥ又は事前申請プログ

ラムでの参加のみ） 

●参加率：米沢市 36.4％(2位)対 岐阜県関市 18.0％(3位) 

対 京都府福知山市 48.8％(1位) 

●市内参加者：28,778名  

② モンテディオ山形市町村応援デー（9 月 4日開催） 

  市内に在住・在籍する方は試合観戦チケットが通常料金の半額となる「市町村応援

デー」の告知を行い、「観るスポーツ」の推進を図った。 

 

（２） 健康増進の取組 

① 米沢市民スポーツレクリエーション大会は、新型コロナウイルスの影響により中止し 

た。 

② 旧市民総体をリニューアルした米沢市総合スポーツ大会は、卓球・水泳・ボウリン

グ・ソフトボール・グラウンドゴルフ・バスケットボール・野球の 7 競技を実施した。

ソフトテニス他 7競技は中止した。 

 

（３） 米沢市スポーツ協会主催事業の支援 

 硬式テニス・ソフトテニス・ニュースポーツ（前期）・ラージボール卓球・バドミントン

の 5 種目の市民スポーツ教室を開催した。弓道とニュースポーツ（後期）は、新型コロナウ

イルスの影響により中止となった。 

●参加者数：硬式テニス 15名、ソフトテニス 25 名、ニュースポーツ前期 13名、 

ラージボール卓球 18名、バドミントン 24 名 合計 95 名 

 

（４） スポーツ施設運営管理事業 

① 指定管理による管理・運営 

市内 21箇所のスポーツ施設について、民間活力を活用し指定管理を行った。 

また、新型コロナウイルスの感染状況に応じ、指定管理者と連携して施設使用の指針を
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示し、施設の適切な運営を図った。 

② 施設改修及び備品の更新 

各施設の不具合について修繕を行ったほか、使用できなくなった備品の更新を行った。 

 

 

施策の主な課題  

 スポーツを「する、観る、支える」機会の提供については、集合型が適しているイベント

等の場合は、新型コロナウイルスの影響を踏まえると、機会の創出が難しい場合がある。 

スポーツ施設の運営管理については、新型コロナウイルスの影響で利用人数がコロナ禍前

と比較し減少しており、利用料金の収益が見込みづらい状況である。また、施設の劣化及び

備品の老朽化が進行しており改修・更新費用の増加が想定される。 

 新型コロナウイルスの不安が薄れ、生涯スポーツ活動が再び活発になってきたため、市民

が安全にスポーツに親しめるよう引き続き環境整備と情報発信を行う必要がある。 

 

 

今後の施策の推進について 

 スポーツを「する、観る、支える」機会の提供については、コロナ禍でもできる限り実施

できるよう手法等について工夫や研究をしながら、各団体と連携し実施していく。 

スポーツ施設の運営管理については、新型コロナウイルス対策を講じながら、利用者の

ニーズに応じた施設利用の推進方法を検討していくとともに、米沢市公共施設等総合管理計

画個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を進めていく。 

 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

スポーツイベント参加者数 

(R3 の数値は、マラソン、FUN+WALK 推

進事業、市民スポーツ教室のエントリー

数及び参加者数) 

1,202 人 2,824 人 3,000 人 

スポーツイベントボランティア参加者数 465 人 

4 人 

※大会中止等に

より減（五輪聖

火リレーのみ） 

1,000 人 

総合型地域スポーツクラブ数 4 クラブ 4 クラブ 5 クラブ 

スポーツ少年団加入率(小学生)  23.9％ 24.2％ 30％ 

スポーツ施設利用状況 380,966 人 243,730 人 400,000 人 
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外部評価委員による意見 

 市民がスポーツに親しむことの出来る環境を整備し充実させることは健康長寿を実現する

上でも重要であるため、これらの事業を継続的に実施していることは一定の評価ができま

す。一方でこれらの事業は基本的には昭和から平成初期に始まったものと推察され、その後

の人口構成の変化などから、一般に高齢化が進んでいるものと思われます。今後は若手や子

育て世代にとっても魅力的な事業に内容を転換していき、その担い手を育成することが課題

かと存じますので、ご検討ください。 
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基本目標 4 スポーツで楽しく元気な人づくり 

施  策 4-2 スポーツを通じた共生社会の実現と地域活力の向上 （スポーツ課） 

施策の方向 

 誰もが参加できるスポーツを通じて共生社会を実現し、健康長寿を推進するととも

に、交流人口を拡充し、地域の活力を向上します。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） 共生社会に向けた取組 

 全国障がい者スポーツ大会に参加する選手に対し（一財）米沢市スポーツ協会を通じて激

励金を交付しているが、令和 3年度は大会が中止となった。 

 

（２） 健康増進の取組 （FUN+WALK 推進事業） 

特定のスマートフォンアプリでイベント期間の走行距離・歩数を記録し、他の参加者と競

う下記イベントへ市として参加し、市民へ参加を呼び掛けた。その際、スマートフォンを持

たない市民向けにも市独自で紙での参加形態を用意し、より多くの参加を促した。 

①さつきラン＆ウォーク（5月。企業対抗戦・個人戦） 

参加結果(市内)ウォーキングの部:486 名、ランニングの部:140名、企業数:26社 

②オクトーバー・ラン＆ウォーク（10 月。自治体対抗戦・個人戦） 

参加結果(市内)ウォーキングの部:674 名（紙参加:52 名）、ランニングの部:175名 

自治体対抗戦 3位/345自治体 山形県大会 1位/20 市町村 

③春ま～ちウォーク（3月の 2週間。米沢市限定、ウォーキングの部のみ） 

参加結果(市内)ウォーキングの部:456 名（紙参加:38 名） 

  

（３） 交流人口拡充事業  

① 米澤上杉城下町マラソン 

3 年ぶりの開催に向けて参加者の募集を行ったが、新型コロナウイルスの拡大により中

止した。（エントリー人数：県内 438 名、県外 270 名 合計 708名） 

② 合宿誘致事業 

  本市で合宿する県外大学運動部等へ補助金を交付する予定だったが、新型コロナウイル

スの影響により、今年度の実績はなかった。 

③ ホストタウン事業 

  東京 2020 オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火フェスティバルへの協力やホ

ストタウンとしての交流に関する事業を行った。 

  香港フェンシングチームの事前合宿・事後交流は、新型コロナウイルスの影響を考慮し

実施しなかったが、当大会前に関係市民出演のもと香港フェンシング協会へビデオレ

ターを進呈した。それに対し、当大会フェンシング競技男子フルーレ個人戦で金メダル

を獲得した香港フェンシングチーム張家朗（CHEUNG Ka Long）選手からメッセージ動画

をいただき交流した。 
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施策の主な課題  

集合型が適しているイベントや参加者同士の交流が生じる事業等の場合は、新型コロナウ

イルス感染症の影響を踏まえると、実施が難しい場合がある。 

米澤上杉城下町マラソンについては台風や新型コロナウイルスの影響により 3 年連続で中

止となり、参加者及びボランティア等の確保が課題となっている。新型コロナウイルスの対

策を実施しながら大会運営を行い、参加者増加のための手法を検討することが必要である。 

合宿誘致事業については、新型コロナウイルスの影響で実施が難しいことに加え、利用団

体や競技の固定化が課題となっている。 

ホストタウン事業については、東京 2020 オリンピック競技大会後も引き続き大会開催等

を通じて交流を継続していきたいが、新型コロナウイルスの影響で事業の実施や実施に向け

た調整が困難な状況にある。 

  

 

今後の施策の推進について 

各イベントや事業の実施においては、様々な立場の方が参加しやすい形態を意識しなが

ら、コロナ禍でもできる限り実施できるよう手法等について工夫や研究をしながら、各団体

と連携し進めていく。 

米澤上杉城下町マラソンについては、小中学生への積極的な呼びかけを行うほか、大会内

容の充実を図ることで市内外からの参加者を募っていく。 

合宿誘致事業については、大学側のニーズを調査し、要望に沿った補助内容とした上で、

機会を捉えて周知・誘致活動を行っていく。 

ホストタウン事業については、香港及び日本の関係団体等と協議を重ね、コロナ禍でも交

流ができるような工夫を研究していく必要がある。 

 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

全国障がい者スポーツ大会参加者数 3 人 
0 人 

※大会中止 
10 人 

合宿誘致延べ参加人数 855 人 0 人 1,100 人 

外部評価委員による意見 

全国障がい者スポーツ大会や香港フェンシングチームの事前合宿・事後交流が中止・変更

となったことは残念でしたが、観光が産業の柱の一つである米沢市としてはこれらの事業誘

致は極めて大切なものですので、今後の継続的な取り組みを期待します。このような事業誘

致は全国の都道府県が望んでいるものであり、競争も激しいものと推察されますので、各種

団体との交流を深め、情報収集や市場調査を行い、市の魅力を高めることをお勧めします。 
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基本目標 4 スポーツで楽しく元気な人づくり 

施  策 4-3 競技力の向上と地域スポーツの推進        （スポーツ課） 

施策の方向 

 競技団体の活動を活性化し、競技力の向上を図るとともに、地域スポーツを推進しま

す。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

 

（１） 競技力向上の取組 

 ① 競技力向上事業 

  競技団体に対し強化費を交付し、全国大会等で活躍できる選手の育成を支援した。 

   （米沢スキー連盟他、全 11団体） 

 

 ② 国民体育大会出場者への支援 

  国民体育大会に出場する本市在住または本市出身の選手に対し、(一財)米沢市スポーツ

協会を通じて激励金を交付した。令和 3 年度は本大会（夏季）が中止となったため、冬

季大会のみの交付となった。（冬季大会出場者：12名） 

 

 ③ 全国大会出場派遣費補助金の交付 

  県大会又は東北大会を勝ち抜いて全国大会に出場する団体または個人に対し、派遣費補

助金を交付した。（交付件数：6件） 

 

 ④ 合宿誘致事業（再掲） 

  本市で合宿する県外大学運動部等へ補助金を交付する予定だったが、新型コロナウイル

スの影響により、今年度の実績はなかった。 

 

（２） 指導者養成の取組 

  ・指導者研修会の開催 

   (一財)米沢市スポーツ協会が開催する指導者研修会を支援した。 

   スポーツ少年団指導者研修会：6月及び 11 月 

米沢市体育・スポーツ団体合同研修会：12 月 

 

（３） 地域スポーツの推進 

  ・少年クロスカントリー教室の実施 

   小中学生のクロスカントリースキー選手を育成することを目的に、米沢スキー連盟に

委託しスキー教室を開催した。（全 8回、参加者 8名） 
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施策の主な課題  

少子化や教師の業務負担等を背景に学校の運動部活動では支えきれなくなっている中学生

等のスポーツ活動について、学校単位から地域単位の活動に代えていく「中学校部活動の地

域移行」が令和 5年度から段階的に始まる。 

また、平成 29 年度第 4 回日本スポーツ少年団常任委員会・第 2 回日本スポーツ少年団委

員総会においてスポーツ少年団の指導者資格が令和元年度以降 4 年ごとの更新制となり、更

新料等の費用負担が増えることで指導者離れが懸念されている。 

上記のように、子どものスポーツを取り巻く情勢が変化していることから、できる限りス

ポーツを行う機会が失われることのないように場所の確保と指導者の養成を促進し、スポー

ツに親しむ環境を整えていく必要がある。 

 

今後の施策の推進について 

全国大会出場派遣費補助金の要件について、現在はインターハイや社会人の全国大会は対

象外と なっているため、全国で活躍する選手の支援につながるよう要件の再検討を行う。 

部活動の地域移行については、国、県等の情報収集に努め、関係団体と連携しながら対応

していく。 

また、スポーツ少年団指導者資格が更新制となり、登録料等の費用負担が増えていること

から、指導者の確保に向けた支援方法を検討していく。 

 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

全国大会等参加者数 

(国体・全国及び国際大会) 
61 人 

33 人 

※コロナ禍のた

め国体は中止 

100 人 

外部評価委員による意見 

少子化や教師の業務負担等を背景に学校の運動部活動では支えきれなくなっている中学生

等のスポーツ活動について、学校単位から地域単位の活動に代えていく「中学校部活動の地

域移行」について高く評価いたします。これを機会に、中学校の教員の部活動に関する負担

を減らし、地域の専門家による指導体制を構築するとともに、これを継続するための予算の

確保をお願いいたします。教職員の働き方改革となるとともに、スポーツによる地域の活性

化にも結び付くものと考えます。 
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基本目標 4 スポーツで楽しく元気な人づくり 

施  策 4-4 スポーツ推進体制の整備             （スポーツ課） 

施策の方向 

 関係団体と連携し、市民のスポーツへの取組を促進するとともに、財源の確保に努

め、評価検証を行いながら、スポーツ施策を推進していきます。 

令和３年度の主な事業の実施内容・成果の概要 

（１） (一財)米沢市スポーツ協会との連携 

 （一財）米沢市スポーツ協会と協力し、スポーツ団体の自主的活動を支援し団体の育成に

努めるとともに、団体相互の連携を図りながら、競技力向上事業を展開するなどスポーツ団

体活動の振興を図った。          

 

（２） 米沢市スポーツ推進委員会との連携 

 地区推薦のスポーツ推進委員を中心に、地域スポーツクラブ育成事業及び地域スポーツ大

会推進事業を実施した。また、米沢市民スポーツレクリエーション大会の企画・準備等を

行った（大会は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）。 

 

 ① 地域スポーツクラブ育成事業 

  スポーツを通した健康増進や体力向上を目指すとともに地域コミュニティをより推進す

るため、各地区推薦のスポーツ推進委員がコーディネーターとなり、それぞれの体力や

年齢・技術・興味・目的に応じてスポーツに触れ合う機会を提供した。令和 3 年度は

11地区が実施。 

 

 ② 地域スポーツ大会推進事業 

  地区のスポーツ大会等に楯やトロフィーなどの賞品を提供し、スポーツによる元気な地

域づくりを推進した。令和 3年度は 4地区が活用した。 

 

（３） 米沢市スポーツ推進審議会の開催 

 施策の進捗状況等を米沢市スポーツ推進審議会において検証した。 

 また、次年度以降予定している「米沢市スポーツ推進計画」の改定に向けた情報共有を

行った。 

  委員長 1名・委員 9名で構成 計 1回開催 

 

施策の主な課題  

 新型コロナウイルス感染症の影響で様々な事業が中止や形態を変えての実施となっている

ため、状況に応じた団体の活動支援、育成及び指導体制の充実を図っていく必要がある。 
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今後の施策の推進について 

 引き続き各関係団体と連携・情報共有し、安心してスポーツに取り組めるよう、スポーツ

環境の整備と情報発信を行っていくほか、財源確保のため各種補助金等に関する情報を収集

し、活用を検討していく。 

成果指標（ＫＰＩ） Ｒ１ Ｒ３ Ｒ７ 

スポーツ実施率 (成人週１回以上) 

（運動・スポーツ実施状況調査） 
35.3％ 

調査なし 

※R4 年度実施 
42％ 

外部評価委員による意見 

 コロナ禍におけるスポーツ事業の実施にはさまざまな課題や困難があることと推察します

が、健康長寿にもつながる大切な事業群ですので、継続実施をするとともに、内容の確認と

ブラッシュアップをしていくことが必要かと感じました。 
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