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「幸福度、全国ＮＯ．１」を目指し、『誰もが生涯にわたって学び続ける教育』を 

～第４次仙北市社会教育中期計画策定に当たって～ 

 

 現在、我が国においては、グローバル化や情報化が加速度的に進み、人々の価値観も多様化

しています。さらに、コロナ禍で社会は激変し、生活や考え方も今までとは一変しました。

人々の考え方も物質的な価値に重きを置くのではなく、思いやりや協調性、互助や共助といっ

た精神的な豊かさやつながりが重要視されています。仙北市においても同様の傾向が見られま

す。一例を挙げますと、令和４年10月に学校適正配置準備室が行ったアンケートで「目指す学

校像・児童生徒像」を尋ねたところ第１位は、保護者、市民共に「思いやりの心をもつ児童・

生徒、それを育む学校」という回答でした。これまでも仙北市教育委員会では、学校教育にお

いても社会教育においても「思いやりの心」を掲げて様々な施策を講じてきましたが、これら

の方向性が市民の皆様の目指す姿、大切にしたい価値観に合致するものと改めて確認すること

ができました。 

 さて、仙北市では市民の「幸福度、全国ＮＯ．１」を目指して諸施策を進めています。そのた

めには、全ての市民がふるさと仙北市を舞台に、生きがいをもって豊かに暮らす社会の実現が

必要です。激動する社会の中で市民一人一人が生涯にわたって充実した生活をしていくために

は学び続けることができる環境が不可欠です。多様な学習機会を組織的に提供する生涯学習の

充実です。合併時に比べ、人口が８千人減少し、少子高齢化が加速度化している仙北市におい

てこそ、子どもも大人も高齢者も障がいをもつ人も全ての人々が、それぞれの能力を発揮し、

生きがいをもって生活できる社会の創造が重要と考えます。 

 幸い、私たちの仙北市には、豊かな歴史的遺産や貴重な文化財、恵まれた自然環境がありま

す。何より、今まで築き上げてきた社会教育の実績があります。全ての市民が、このすばらし

い環境の中で、生き生きと学び合い心豊かな人間性を育んでいくとともに、国際交流や地域間、

世代間交流を進めながら伝統文化の保存継承、新たな文化の創造に積極的に取り組んでいくこ

とができるよう仙北市教育委員会は、市当局はもちろんのこと、様々な団体、組織と連携を強

化しながらあらゆる施策を講じていきます。 

 その実現のために道標として策定したのが、第４次仙北市社会教育中期計画です。第３次計

画を評価し成果と課題を十分に検証し、策定いたしました。本計画では「誰もが生涯にわたっ

て学び続ける教育」を基本精神とし、「歴史と文化を尊び、ふるさとを愛し誇れる人づくりを

目指した社会教育」「同じ時代を生きるものとして、他を思いやる心を養う生涯学習」の二つ

を基本理念に、今後も市民一人一人の学びを支援していきます。この新たな中期計画の下、生

涯学習社会の実現を目指し、社会教育を推進して参ります。 

 計画策定に当たり、ご尽力くださいました社会教育委員をはじめとする策定委員の皆様に深

く感謝申し上げますとともに、本市における社会教育の振興により一層のご理解、ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

   令和５年３月 

                                                       仙北市教育委員会 

                                                       教育長 須田 喬 



仙北市政における幸福度の考え方について 

 

【幸福度〜持続的で内面に深く根ざした幸福】 

「幸福度」とは、簡単に言えば、幸福の程度を指します。そして、二つの代表的な定義があ

ります。一つは「Happiness = 感情的な/刹那的な幸福」、もう一つは「Well-being = 持続的

で内面に深く根ざした幸福」です。 

ここでは、政府等も採用している「Well-being = 持続的で内面に深く根ざした幸福（精神・

身体・社会）」を幸福度の定義とします。この幸福度は、一人一人の心のありように直結する

ものになります。この考え方は、国連などの世界レベル、そして、日本国政府レベルでも注目

されているものです。 

 

【注目されている理由〜お金だけでは決して幸福にならない】 

注目されている理由の一つは、人々の幸福は、必ずしもＧＤＰ（国内総生産）に代表される

経済成長だけに規定されないのではないかという問いが発生しているからです。 

たしかに、経済成長が進むことで、市民は金銭面で何らかの恩恵を受けます。対して、経済

的格差、環境破壊、健康、地域コミュニティの崩壊などで何かしらの悪影響を被ることも想定

できます。そこで、社会的な目標としての「幸福」、「心の豊かさ」はどうあるべきなのかと

いう問いが注目されることになりました。 

 

【地方自治体における幸福度】 

内閣府が2021年に行った市区町村に対するアンケート調査によると、162団体で主観的満足

度・幸福度指標を、297団体で個別施策に関する主観的満足度・幸福度の調査を行っています。

294団体では、総合計画等に活用しているということでした。 

代表的な自治体としては、2010年代では新潟市、荒川区、富山県。2020年代に入り朝来市、

滝沢市、茨城県などで、行政経営に関して何らかの形で利活用しています。 

 

【仙北市における幸福度】 

仙北市では、朝来市、滝沢市などの先行事例をベースとして、我々らしい幸福度は何かとい

う検討を進めています。現在は、市民意識調査を中核として、市民全体と年齢・性別・地域別

での、「全体としての幸福度」及び六つの個別指標〜「やりたいことがある」「やりたいこと

に向けてチャレンジしている」「日々の暮らしで生きがいを感じている」「自分のことを大切

に思ってくれている人がいる」「頼れる人がいる」「自分の居場所や役割がある」での測定を

開始しています。市政全般でも何らかの形でそれぞれの指標が向上できるように施策の推進を

進めています。 

 

【社会教育と幸福度】 

社会教育行政の推進は、二つの効果を幸福度向上にもたらします。一つは、「やりたいこと

がある」「チャレンジしている」という活発な市民像の確立に、そして、もう一つは、「居場

所づくり」「大事に思ってくれる人がいるなどの親密性」であり、社会紐帯としてのコミュニ

ティ形成などにつながります。その意味で、社会教育行政は幸福度向上に密接につながってい

るといえるものです。 
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Ⅰ．策定に当たって 

 １．策定の趣旨 

 本市における社会教育・生涯学習の施策を推進するため、2007年度に「仙北市総

合計画」と「教育基本法」の理念を反映した内容で「第１次仙北市社会教育中期計

画」が策定されました。 

この計画で掲げられた二つの基本理念「歴史と文化を尊び、ふるさとを愛し誇れ

る人づくりを目指した社会教育」と「同じ時代を生きるものとして、他を思いやる

心を養う生涯学習」を、2012年度に策定された第２次中期計画、そして2017年度に

策定された第３次中期計画に引き継ぎ、社会教育・生涯学習を推進してきました。 

 市民一人一人の中に“ふるさとを愛し誇れる心”、“他を思いやる心”がより一

層育まれ、これまでの基本理念を引き継ぎ、ここに暮らす喜び、楽しさを実感でき

るよう2023（令和５）年度からの５か年を実施期間とする「第４次仙北市社会教育

中期計画」を策定するものです。 

 

 

 ２．計画の実施期間 

 計画の実施期間は、2023年度から2027年度までの５年間とします。 

  



 

 

仙
北
市
社
会
教
育
中
期
計
画
の
基
本
理
念 

 

３．基本理念 

 

令和３年３月に策定した第２次仙北市総合計画基本計画（後期）では、基本構想

とＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals ＝ 持続可能な開発目標)の、それぞ

れの基本理念を融合します。これまで掲げてきた八つの施策大綱に基づき、全ての

施策をＳＤＧｓの17ゴールに関連づけ、課題を解決し、全ての市民が「幸福度、全

国ＮＯ．１」を実感できるまちづくりに邁進します。 

◎◎◎ 

   

◎◎◎ 

     

◎◎◎ 

 

 

 これまでの仙北市社会教育中期計画では、次の二つの基本理念を掲げ社会教育・

生涯学習活動を展開してきました。第４次中期計画においても、この基本理念に基

づき推進していきます。 

 

歴史と文化を尊び、ふるさとを愛し誇れる人づくりを 

目指した社会教育 

 

 

 

 

同じ時代を生きるものとして、他を思いやる心を養う 

生涯学習 

仙
北
市
の
基
本
理
念 

仙北市には人を惹きつける多くの魅力と資源があります。この恵まれた魅力が

今後も普遍的に存在し、資源がもっと輝くには「そこで暮らす人々がすばらし

い」、「ここに住みたい」と言われるようになることです。 

住んでいる人々が仙北市を愛し「ここに生まれて良かった、住んで良かった」

と誇れるようになることを目指します。 

これまでの生活の中でおのずと生まれてきた“心の温かさ”や“心のゆとり”

は、人と人、人と自然のつながりから醸成されてきたものです。 

国籍や世代、文化や思考など、お互いの違いを認め合い、多様性に富んだ“心

の温かさやゆとり”“自由で大きな心”が養われる環境を創っていきます。 

健やかに美しく輝くまち（まちづくり基本理念） 

融 合 

誰一人取り残さない（ＳＤＧｓの基本理念） 



Ⅱ．施策の展開

施策の体系

基本目標／推進体制の整備

○基本方針／生涯学習・社会教育推進体制の整備

◆「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも」学ぶことができる環境づくりに

努めます

　①　生涯学習推進本部体制の充実

　②　社会教育機関と市長部局、企業、団体・グループ等との連携強化

　③　障がい者の生涯学習推進を担う人材育成・共生社会の理解促進

○基本方針／公民館等の社会教育施設の機能強化

◆社会環境の変化に対応した社会教育施設の整備・充実に努めます

　①　適切な維持・管理と誰もが使いやすい環境づくり

　②　デジタル活用による施設利用手続き等の簡素化

　③　社会教育施設の役割とその在り方の検討

○基本方針／学校・家庭・地域の連携・協働体制の整備

◆「コミュニティ・スクール」の導入を支援し、「地域学校協働活動」との一体的な

　推進を目指します

　①　地域学校協働本部事業の充実とコミュニティ・スクール導入の支援

　②　地域や関係機関と連携した家庭教育支援の充実

　③　中学校文化部活動と社会教育団体等との連携支援

基本目標／豊かな心を育む生涯学習

○基本方針／地域人材を活用した生涯学習活動の推進

◆市民が互いに教え合い、学び合う学習体制の充実に努めます

　①　多様化する学習ニーズの把握と情報提供

　②　社会教育施設を活用した世代間交流・共同学習の支援

　③　人材・施設を含めた、多様な主体との連携による学習機会の創造

○基本方針／社会教育に関わる情報の周知と提供

◆市民が求める様々な学習内容の提供に努めます

　①　ＳＮＳ等の活用による情報提供の推進

　②　学習情報の多様化に対応する発信力の強化

　③　アンケート等の情報分析の迅速化

○基本方針／読書活動の推進

◆市民が読書に親しむ環境づくりの充実に努めます

　①　市民に親しまれる図書館・公民館図書室づくりの推進

　②　子どもの読書活動を推進する人材確保と図書リスト等の作成

　③　市民への適切な図書情報の発信



基本目標／地域とともに歩む生涯スポーツの推進

○基本方針／生涯スポーツを通じた健康づくりや共生社会の実現

◆一人一人のライフスタイルに応じたスポーツの推進に努めます

　①　世代を超えたスポーツ交流活動の推進

　②　総合型地域スポーツクラブの活動支援

　③　各種媒体を活用したスポーツの情報発信

○基本方針／気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくり

◆施設の適切な維持管理と利便性の向上に努めます

　①　既存施設の長寿命化計画と安心安全に利用できる環境整備

　②　仙北市総合体育館建設事業の計画見直し

　③　障がい者のスポーツ活動の支援

○基本方針／誰もが活躍し、生きがいを感じるスポーツ活動

◆スポーツ推進委員等の指導者育成・確保に努めます

　①　スポーツ推進委員の派遣機会の創出

　②　運動部活動の地域移行に向けた受け皿整備と指導者育成・確保

基本目標／芸術文化活動の振興と文化財の保護

○基本方針／芸術文化活動の振興

◆芸術文化団体等活性化のため情報発信や活動発表の機会を支援します

　①　市内若手芸術家等による企画展などの人材育成事業

　②　芸術文化団体等活動者の交流支援

　③　仙北市総合美術展等による芸術文化鑑賞機会の充実

　④　幅広い市民のニーズに対応した芸術文化施設の利用促進

　⑤　創作意欲の向上・活動意欲の高揚につながる芸術文化活動についての情報発信

○基本方針／伝統行事、伝統芸能の継承と支援

◆地域が一体となって伝統文化を継承していく意識の向上に努めます

　① 伝統文化の積極的発信による理解の促進と地域の連携づくりへの支援

　② 伝統文化資料のデータ化による保存と、後継者・指導者育成への活用

○基本方針／文化財の総合的、一体的な保存と活用

◆地域が総がかりで文化財を守り、活かし、伝える体制を構築していきます

　①　文化財のデータベース化による適正な保存管理の推進

　②　文化財マップの作成と観光・教育分野への活用

　③　文化財保存活用地域計画作成による連携体制の構築と地域活性化

　④　文化財愛護意識の向上に向けた市民講座等の開催

　⑤　学芸員や樹木医補等の専門職員の配置による担い手育成



 
 

基本目標／推進体制の整備 
 

○基本方針／生涯学習・社会教育推進体制の整備 

◆「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも」学ぶことができる環境 

づくりに努めます 
 

持続的な地域コミュニティや共生社会を形成するため、生涯学習を通じた個人

の成長とともに、学びを通じた「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推

進する体制整備に努めます。 

多様な主体との連携を強化しつつ、誰一人取り残すことなく学習機会を提供し、 

市民一人一人が、「幸福度、全国ＮＯ．１」を実感できる学びの環境づくりに努め

ます。 
  

◇施策と目標 

① 生涯学習推進本部体制の充実 

② 社会教育機関と市長部局、企業、団体・グループ等との連携強化 

③ 障がい者の生涯学習推進を担う人材育成・共生社会の理解促進 

 

 

 

○基本方針／公民館等の社会教育施設の機能強化 

◆社会環境の変化に対応した社会教育施設の整備・充実に努めます 
 

市内の公民館等の社会教育施設は、築後年数が経過した施設が増えていますが、

適切な維持・管理により、利便性の確保・向上に努めます。 

デジタル社会への対応も含め、多様な存在が気軽に触れ合い、活躍し、つなが

り合える「場」を目指します。 

さらに、これからの時代に求められる社会教育施設の役割と、それを実現する

ために必要な方策について、施設としての在り方も含め検討します。 
  

◇施策と目標 

① 適切な維持・管理と誰もが使いやすい環境づくり 

② デジタル活用による施設利用手続き等の簡素化 

③ 社会教育施設の役割とその在り方の検討 

  



 
 

 
 

○基本方針／学校・家庭・地域の連携・協働体制の整備 

◆「コミュニティ・スクール」の導入を支援し、「地域学校協働活動」との 

一体的な推進を目指します 
 

本市の未来を担う子どもたちの成長を支えるため、学校・家庭・地域の連携・

協働による「地域学校協働本部事業」を継続し、「地域学校協働活動推進員」等

によるコーディネートのもと、多様な「地域学校協働活動」を実施します。 

地域住民等が学校運営に参加する「コミュニティ・スクール」の導入を支援し、

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進を目指します。 

さらに、中学校文化部活動の段階的な地域移行を支援します。 
  

◇施策と目標 

① 地域学校協働本部事業の充実とコミュニティ・スクール導入の支援 

② 地域や関係機関と連携した家庭教育支援の充実 

③ 中学校文化部活動と社会教育団体等との連携支援 



 
 

基本目標／豊かな心を育む生涯学習 
 

○基本方針／地域人材を活用した生涯学習活動の推進 

◆市民が互いに教え合い、学び合う学習体制の充実に努めます 
 

市民が生涯学習に触れ、自ら取り組む活動へとつなげるために、良質な学びの場

を提供するとともに、その後、市民が自主的学習を広げていく活動を支援していく

ことが重要です。 

そのため、市民が求める多様な学習ニーズの把握と、学習活動の積極的な周知の

場が必要となります。世代間が交流し、共に学び合う拠点として、地域人材を活用

しながら公民館や図書館等がその活動を支援します。 

人材バンクをはじめとした地域ボランティア等と連携を図った情報を提供するこ

とを目指します。 
 

◇施策と目標 

 ① 多様化する学習ニーズの把握と情報提供 

 ② 社会教育施設を活用した世代間交流・共同学習の支援 

 ③ 人材・施設を含めた、多様な主体との連携による学習機会の創造 

 

 

 

○基本方針／社会教育に関わる情報の周知と提供 

◆市民が求める様々な学習内容の提供に努めます 
 

デジタル化、多様化する社会の変化に対応し、市民により正確な情報を細やかに

提供するため、現在の情報周知方法に加え、新たな情報伝達方法にも積極的に取り

組みます。 

ＳＮＳ等を活用し、新たな利用者の拡大に努めるとともに、リアル・オンライン

で地域間、世代間の交流を図り、その連携が広がることによる地域活性化を目指し

ます。 
 

◇施策と目標 

① ＳＮＳ等の活用による情報提供の推進 

② 学習情報の多様化に対応する発信力の強化 

③ アンケート等の情報分析の迅速化  



 
 

 
 

○基本方針／読書活動の推進 

◆市民が読書に親しむ環境づくりの充実に努めます 
 

市の読書活動推進の拠点である図書館・公民館図書室では、世代や読書ニーズに

対応した選書を行い、蔵書の充実に努めます。また、読書普及に関するイベントや

読書ボランティアと協力しておはなし会を開催するなど、読書への関心を高める取

組を推進します。 

子どもの読書活動を推進する人材を確保し、保育園・認定こども園や学校等との

連携及び図書リスト「みんなが選んだオススメの本」等の作成を通じて、子どもの

読書環境の整備を継続します。 

今後も幅広い年代の市民が読書に親しめるよう、「仙北市市民読書条例」や「仙

北市子ども読書活動推進計画」に基づいた事業を行い、これらの適切な情報発信に

努めます。 
 

◇施策と目標 

① 市民に親しまれる図書館・公民館図書室づくりの推進 

② 子どもの読書活動を推進する人材確保と図書リスト等の作成 

③ 市民への適切な図書情報の発信 



 

 

基本目標／地域とともに歩む生涯スポーツの推進 
 

○基本方針／生涯スポーツを通じた健康づくりや共生社会の実現 

◆一人一人のライフスタイルに応じたスポーツの推進に努めます 
 

子どもから高齢者までが、生涯にわたり、気軽にスポーツに親しみ、スポーツの

価値を共有した共生社会の実現に向けて、行政、学校、スポーツ関係団体などが連

携・協働して、市民の誰もがライフスタイルに応じてスポーツに関わり、心身とも

に健康で豊かに暮らせるまちづくりを目指します。 

地域スポーツの担い手である総合型地域スポーツクラブは、今後も世代間交流や

地域のコミュニティづくりを推進するため、各クラブの会員募集や特色ある事例紹

介などの広報活動に協力し、認知度向上を支援します。 

スポーツに関する情報提供については、生涯スポーツへの関心を高めるとともに、

スポーツに親しむきっかけづくりに資するため、広報紙やＳＮＳなど多様な媒体を

活用し、あらゆる世代に向けて効果的な情報発信に取り組みます。 
 

◇施策と目標 

① 世代を超えたスポーツ交流活動の推進 

② 総合型地域スポーツクラブの活動支援 

③ 各種媒体を活用したスポーツの情報発信 

 

 

 

○基本方針／気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくり 

◆施設の適切な維持管理と利便性の向上に努めます 
 

市民の誰もが気軽に安心安全にスポーツに親しみ、楽しむことができるように、

施設の環境整備や利便性の向上に努めます。 

仙北市総合体育館の建設事業については、市民の生涯スポーツ活動や健康づくり

の拠点施設として計画を進めてきましたが、急速な人口減少や少子高齢化、財源確

保の課題、市民ニーズの実態把握などに基づき見直しを図ります。 

市民体育館などの既存施設については、経年劣化による老朽化が進んでいるため、

適切な維持管理に努めながら、長寿命化計画や地域の実情に応じた施設の管理運営

方法を検討します。引き続き、地域のスポーツ・レクリエーション活動の場として、

学校体育施設開放を継続し、市民が気軽に利用できるスポーツ環境を提供します。 



 

 

 
 

また、障がい者にとってスポーツは総合的なリハビリテーションとして効果的で

あるため、個々の能力や意欲に応じてスポーツを楽しめる環境を整備し、障がいの

有無に関わらず、誰でも気軽に参加できるスポーツイベントなどを通じて相互理解

を深めます。 
 

◇施策と目標 

① 既存施設の長寿命化計画と安心安全に利用できる環境整備 

② 仙北市総合体育館建設事業の計画見直し 

③ 障がい者のスポーツ活動の支援 

 

 

 

○基本方針／誰もが活躍し、生きがいを感じるスポーツ活動 

◆スポーツ推進委員等の指導者育成・確保に努めます 
 

地域におけるスポーツ全般のコーディネーターの役割を担うスポーツ推進委員に

ついては、更なる資質向上を図るため、県が主催する指導者研修などへ積極的な参

加を呼びかけます。今後もスポーツ推進委員の育成・確保に努めるとともに、市民

の健康増進を図るため、健康づくり・スポーツ教室などへの派遣機会を創出します。 

また、中学校運動部活動の段階的な地域移行に向けて、子どもたちが放課後や休

日にスポーツに継続して親しむことができるように、総合型地域スポーツクラブや

スポーツ少年団、スポーツ協会などの受け皿を整備し、指導者の育成・確保に取り

組みます。 
 

◇施策と目標 

① スポーツ推進委員の派遣機会の創出 

② 運動部活動の地域移行に向けた受け皿整備と指導者育成・確保 



 
 

基本目標／芸術文化活動の振興と文化財の保護 
 

○基本方針／芸術文化活動の振興 

◆芸術文化団体等活性化のため情報発信や活動発表の機会を支援します 
 

市内には仙北市芸術文化協会に所属する団体をはじめ、様々な方々が様々なジャ

ンルにおいて、公民館講座やサークル等で活発な活動を繰り広げています。こうし

た団体等に対する支援として、地区文化祭や仙北市総合美術展等で、新たに活動し

ている芸術家等を含めた方々に成果を発表する場を提供するとともに、市民会館や

平福記念美術館をはじめとする芸術文化施設を利用し、鑑賞の機会を創出していき

ます。 

今後も各団体等や地域人材の情報発信はもちろんのこと、芸術文化活動の更なる

向上と活動者の交流に結びつけるよう支援します。 
 

◇施策と目標 

① 市内若手芸術家等による企画展などの人材育成事業 

② 芸術文化団体等活動者の交流支援 

③ 仙北市総合美術展等による芸術文化鑑賞機会の充実 

④ 幅広い市民のニーズに対応した芸術文化施設の利用促進 

⑤ 創作意欲の向上・活動意欲の高揚につながる芸術文化活動についての情報 

発信 

 

 

 

○基本方針／伝統行事、伝統芸能の継承と支援 

◆地域が一体となって伝統文化を継承していく意識の向上に努めます 
 

少子高齢化や趣味・嗜好の多様化等により、後継者不足・指導者不足が進んでお

り、伝統文化活動が厳しい状況にある中、イベントや発表会等を開催し、伝統文化

の魅力を積極的に発信することで、興味を持ち理解を深める機会とし、地域が一体

となって保存・継承していく意識の向上に努めます。 

また、画像・映像や資料の電子データ化による保存に努めるとともに、継承や人

材育成等への活用を図ります。 
 
 



 
 

 
 

◇施策と目標 

① 伝統文化の積極的発信による理解の促進と地域の連携づくりへの支援 

② 伝統文化資料のデータ化による保存と、後継者・指導者育成への活用 

 

 

    

○基本方針／文化財の総合的、一体的な保存と活用 

◆地域が総がかりで文化財を守り、活かし、伝える体制を構築していきます 
 

先人から引き継いだ多くの文化財について、現状確認と台帳整理に努め、資料の

データベース化を進めます。併せて文化財マップを作成し、広く周知を図ります。 

また、文化財保存活用地域計画を作成し、市民、民間団体、行政等が連携しなが

ら文化財の保存と活用を図る体制を構築し、文化財の存続と地域の活性化につなげ

ます。 

このほか、文化財講座等を開催し、市民が文化財に親しむ機会を設け、文化財愛

護意識の向上が図られるよう努めます。 
 

◇施策と目標 

① 文化財のデータベース化による適正な保存管理の推進 

② 文化財マップの作成と観光・教育分野への活用 

③ 文化財保存活用地域計画作成による連携体制の構築と地域活性化 

④ 文化財愛護意識の向上に向けた市民講座等の開催 

⑤ 学芸員や樹木医補等の専門職員の配置による担い手育成 



Ⅲ．年次計画と達成状況評価表 

基本目標／推進体制の整備 

・年次計画 ：年度重点…◎ 継続…○ 検討・準備…△ 

５か年の年次計画を初年度に設定します。2024年度からは必要に応じて見直しを行います。 

 

・達成状況評価：５段階評価   ５…十分達成できた       ４…おおむね達成できた     ３…まあまあ達成できた 

２…あまり達成できなかった   １…全く達成できなかった 

達成状況評価は年次評価、総合評価とも５段階評価とします。各年度の評価は年度末に行い、総合評価は最終年度末に行います。 

基本方針 施策と目標 

計 画 と 評 価 
５年間
評 価 

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 

○生涯学
習・社会教
育推進体制
の整備 

①生涯学習推進本部体制の充実 
②社会教育機関と市長部局、企業、
団体・グループ等との連携強化 

③障がい者の生涯学習推進を担う人
材育成・共生社会の理解促進 

           

○公民館等
の社会教育
施設の機能
強化 

①適切な維持・管理と誰もが使いや
すい環境づくり 

②デジタル活用による施設利用手続
き等の簡素化 

③社会教育施設の役割とその在り方
の検討 

           

○学校・家
庭・地域の
連携・協働
体制の整備 

①地域学校協働本部事業の充実とコ
ミュニティ・スクール導入の支援 

②地域や関係機関と連携した家庭教
育支援の充実 

③中学校文化部活動と社会教育団体
等との連携支援 

           

〈2023年度〉 

 

〈2026年度〉 

 

〈2024年度〉 

 

〈2027年度〉 

 

〈2025年度〉 

 

〈総合評価〉 

 



 

基本目標／豊かな心を育む生涯学習 

・年次計画：年度重点…◎ 継続…○ 検討・準備…△ 

５か年の年次計画を初年度に設定します。2024年度からは必要に応じて見直しを行います。 

 

・達成状況評価：５段階評価   ５…十分達成できた       ４…おおむね達成できた     ３…まあまあ達成できた 

２…あまり達成できなかった   １…全く達成できなかった 

達成状況評価は年次評価、総合評価とも５段階評価とします。各年度の評価は年度末に行い、総合評価は最終年度末に行います。 

基本方針 施策と目標 

計 画 と 評 価 
５年間
評 価 

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 

○地域人材
を活用した
生涯学習活
動の推進 

①多様化する学習ニーズの把握と情
報提供 

②社会教育施設を活用した世代間交
流・共同学習の支援 

③人材・施設を含めた、多様な主体
との連携による学習機会の創造 

           

○社会教育
に関わる情
報の周知と
提供 

①ＳＮＳ等の活用による情報提供の
推進 

②学習情報の多様化に対応する発信
力の強化 

③アンケート等の情報分析の迅速化 

           

○読書活動
の推進 

①市民に親しまれる図書館・公民館
図書室づくりの推進 

②子どもの読書活動を推進する人材
確保と図書リスト等の作成 

③市民への適切な図書情報の発信 

           

〈2023年度〉 

 

〈2026年度〉 

 

〈2024年度〉 

 

〈2027年度〉 

 

〈2025年度〉 

 

〈総合評価〉 

 



 

基本目標／地域とともに歩む生涯スポーツの推進 

・年次計画 ：年度重点…◎ 継続…○ 検討・準備…△ 

５か年の年次計画を初年度に設定します。2024年度からは必要に応じて見直しを行います。 

 

・達成状況評価：５段階評価   ５…十分達成できた       ４…おおむね達成できた     ３…まあまあ達成できた 

２…あまり達成できなかった   １…全く達成できなかった 

達成状況評価は年次評価、総合評価とも５段階評価とします。各年度の評価は年度末に行い、総合評価は最終年度末に行います。 

基本方針 施策と目標 

計 画 と 評 価 
５年間
評 価 

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 

○生涯スポ
ーツを通じ
た健康づく
りや共生社
会の実現 

①世代を超えたスポーツ交流活動
の推進 

②総合型地域スポーツクラブの活
動支援 

③各種媒体を活用したスポーツの
情報発信 

           

○気軽にス
ポーツを楽
しむことが
できる環境
づくり 

①既存施設の長寿命化計画と安心
安全に利用できる環境整備 

②仙北市総合体育館建設事業の計
画見直し 

③障がい者のスポーツ活動の支援 

           

○誰もが活
躍し、生き
がいを感じ
るスポーツ
活動 

①スポーツ推進委員の派遣機会の
創出 

②運動部活動の地域移行に向けた
受け皿整備と指導者育成・確保 

           

〈2023年度〉 

 

〈2026年度〉 

 

〈2024年度〉 

 

〈2027年度〉 

 

〈2025年度〉 

 

〈総合評価〉 

 



 

基本目標／芸術文化活動の振興と文化財の保護 

・年次計画 ：年度重点…◎ 継続…○ 検討・準備…△ 

５か年の年次計画を初年度に設定します。2024年度からは必要に応じて見直しを行います。 

 

・達成状況評価：５段階評価   ５…十分達成できた       ４…おおむね達成できた     ３…まあまあ達成できた 

２…あまり達成できなかった   １…全く達成できなかった 

達成状況評価は年次評価、総合評価とも５段階評価とします。各年度の評価は年度末に行い、総合評価は最終年度末に行います。 

基本方針 施策と目標 

計 画 と 評 価 
５年間
評 価 

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 計画 評価 

○芸術文化
活動の振興 

①市内若手芸術家等による企画展など

の人材育成事業 

②芸術文化団体等活動者の交流支援 

③仙北市総合美術展等による芸術文化

鑑賞機会の充実 

④幅広い市民のニーズに対応した芸術

文化施設の利用促進 

⑤創作意欲の向上・活動意欲の高揚に

つながる芸術文化活動についての情

報発信 

           

○伝統行
事、伝統芸
能の継承と
支援 

①伝統文化の積極的発信による理解の

促進と地域の連携づくりへの支援 

②伝統文化資料のデータ化による保存

と、後継者・指導者育成への活用 

           

○文化財の
総合的、一
体的な保存
と活用 

①文化財のデータベース化による適正

な保存管理の推進 

②文化財マップの作成と観光・教育分

野への活用 

③文化財保存活用地域計画作成による

連携体制の構築と地域活性化  

④文化財愛護意識の向上に向けた市民

講座等の開催 

⑤学芸員や樹木医補等の専門職員配置

による担い手育成 

           

〈2023年度〉 

 

〈2026年度〉 

 

〈2024年度〉 

 

〈2027年度〉 

 

〈2025年度〉 

 

〈総合評価〉 

 



第４次仙北市社会教育中期計画の○○○○年度評価表

　基本目標／推進体制の整備
年次計画：年度重点…◎　継続…○　検討・準備…△

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／学校・家庭・地域の連携・協働体制の整備

　◆「コミュニティ・スクール」の導入を支援し、「地域学校協働活動」との一体的な推進を目指します

施策と目標

○○○○評価

①生涯学習推進本部体制の充実
②社会教育機関と市長部局、企業、団体・グループ等
　との連携強化
③障がい者の生涯学習推進を担う人材育成・共生社会
　の理解促進

 　◆「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも」学ぶことができる環境づくりに努めます

 ○基本方針／生涯学習・社会教育推進体制の整備

○○○○計画

○○○○評価

施策と目標 事業内容

達成状況評価：５段階評価　　５…十分達成できた　　４…おおむね達成できた　　３…まあまあ達成できた
　　　　　　　　　　　　　　２…あまり達成できなかった　　１…全く達成できなかった

課題（未達成事項）成果（達成事項）

○基本方針／公民館等の社会教育施設の機能強化

　◆社会環境の変化に対応した社会教育施設の整備・充実に努めます

事業内容 ○○○○計画

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①適切な維持・管理と誰もが使いやすい環境づくり
②デジタル活用による施設利用手続き等の簡素化
③社会教育施設の役割とその在り方の検討 ○○○○評価

①地域学校協働本部事業の充実とコミュニティ・スク
　ール導入の支援
②地域や関係機関と連携した家庭教育支援の充実
③中学校文化部活動と社会教育団体等との連携支援



第４次仙北市社会教育中期計画の○○○○年度評価表

　基本目標／豊かな心を育む生涯学習
年次計画：年度重点…◎　継続…○　検討・準備…△

事業内容 ○○○○計画

①ＳＮＳ等の活用による情報提供の推進
②学習情報の多様化に対応する発信力の強化
③アンケート等の情報分析の迅速化 ○○○○評価

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①多様化する学習ニーズの把握と情報提供
②社会教育施設を活用した世代間交流・共同学習の
　支援
③人材・施設を含めた、多様な主体との連携による
　学習機会の創造

○○○○評価

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①市民に親しまれる図書館・公民館図書室づくりの
　推進
②子どもの読書活動を推進する人材確保と図書リス
　ト等の作成
③市民への適切な図書情報の発信

○○○○評価

達成状況評価：５段階評価　　５…十分達成できた　　４…おおむね達成できた　　３…まあまあ達成できた
　　　　　　　　　　　　　　２…あまり達成できなかった　　１…全く達成できなかった

　◆市民が求める様々な学習内容の提供に努めます

 ○基本方針／地域人材を活用した生涯学習活動の推進

 　◆市民が互いに教え合い、学び合う学習体制の充実に努めます

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／社会教育に関わる情報の周知と提供

　◆市民が読書に親しむ環境づくりの充実に努めます

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／読書活動の推進

施策と目標



第４次仙北市社会教育中期計画の○○○○年度評価表

　基本目標／地域とともに歩む生涯スポーツの推進
年次計画：年度重点…◎　継続…○　検討・準備…△

事業内容 ○○○○計画

①既存施設の長寿命化計画と安心安全に利用できる環
　境整備
②仙北市総合体育館建設事業の計画見直し
③障がい者のスポーツ活動の支援

○○○○評価

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①世代を超えたスポーツ交流活動の推進
②総合型地域スポーツクラブの活動支援
③各種媒体を活用したスポーツの情報発信 ○○○○評価

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①スポーツ推進委員の派遣機会の創出
②運動部活動の地域移行に向けた受け皿整備と指導者
　育成・確保 ○○○○評価

達成状況評価：５段階評価　　５…十分達成できた　　４…おおむね達成できた　　３…まあまあ達成できた
　　　　　　　　　　　　　　２…あまり達成できなかった　　１…全く達成できなかった

 ○基本方針／生涯スポーツを通じた健康づくりや共生社会の実現

　◆施設の適切な維持管理と利便性の向上に努めます

 　◆一人一人のライフスタイルに応じたスポーツの推進に努めます

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくり

　◆スポーツ推進委員等の指導者育成・確保に努めます

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／誰もが活躍し、生きがいを感じるスポーツ活動

施策と目標



第４次仙北市社会教育中期計画の○○○○年度評価表

　基本目標／芸術文化活動の振興と文化財の保護
年次計画：年度重点…◎　継続…○　検討・準備…△

○○○○計画

○○○○評価

○○○○評価

施策と目標
①市内若手芸術家等による企画展などの人材育成事業
②芸術文化団体等活動者の交流支援
③仙北市総合美術展等による芸術文化鑑賞機会の充実
④幅広い市民のニーズに対応した芸術文化施設の利用促進
⑤創作意欲の向上・活動意欲の高揚につながる芸術文化活動
　についての情報発信

事業内容

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／文化財の総合的、一体的な保存と活用

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①文化財のデータベース化による適正な保存管理の推進
②文化財マップの作成と観光・教育分野への活用
③文化財保存活用地域計画作成による連携体制の構築と地域
　活性化
④文化財愛護意識の向上に向けた市民講座等の開催
⑤学芸員や樹木医補等の専門職員の配置による担い手育成

○○○○評価

達成状況評価：５段階評価　　５…十分達成できた　　４…おおむね達成できた　　３…まあまあ達成できた
　　　　　　　　　　　　　　２…あまり達成できなかった　　１…全く達成できなかった

　◆地域が一体となって伝統文化を継承していく意識の向上に努めます

 ○基本方針／芸術文化活動の振興

 　◆芸術文化団体等活性化のため情報発信や活動発表の機会を支援します

成果（達成事項） 課題（未達成事項）

○基本方針／伝統行事、伝統芸能の継承と支援

　◆地域が総がかりで文化財を守り、活かし、伝える体制を構築していきます

施策と目標 事業内容 ○○○○計画

①伝統文化の積極的発信による理解の促進と地域の連携づく
　りへの支援
②伝統文化資料のデータ化による保存と、後継者・指導者育
　成への活用
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senboku
テキスト ボックス
１．令和４年度仙北市市民意識調査（抜粋）



 （３）取組やまちの姿について

  問８　「あなたは、仙北市の取り組みなどに関する項目についてどう思いますか」について

【単位：％】

そう思う
まあ

そう思う

どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう

思わない
わからない 回答なし

１
子どもから大人までの多様な対話の場・学びの

場が充実している
1.2 11.7 28.6 26.8 20.5 9.8 1.4

２ 学校施設・教育環境が充実している 3.4 24.2 29.7 17.7 10.7 12.7 1.7

３ 個人の人権（多様性）が認められている 4.2 19.5 34.2 15.3 10.4 14.0 2.4

４ 自然環境保全の取組が進められている 6.0 30.4 27.2 14.8 6.9 13.0 1.8

５ 市の伝統文化・歴史遺産が大切にされている 16.9 43.2 17.8 8.7 4.6 7.1 1.8

６
関係人口(仙北市に関わりのある人)や関係自治体

等（姉妹都市等）との国内交流が推進されている
2.8 19.5 30.8 14.8 7.2 22.8 2.0

７
国際交流において多様な文化に触れる機会があ

る
1.4 9.4 25.0 21.5 18.9 21.6 2.2

８
仙北市は多様な主体（他自治体や大学等）との

連携が進んでいる
1.4 8.8 25.0 21.8 17.6 23.2 2.2

９
友人や地域の中で、気軽に相談したり頼れる人

がいる
15.0 33.2 26.7 11.0 9.7 2.4 2.0

10 保育サービスや子育て支援が充実している 4.7 19.8 30.2 14.1 9.5 19.6 2.0

11 高齢者が安全・安心に暮らせている 5.0 27.2 30.3 16.9 12.2 6.8 1.6

12 かかりつけ医等身近な医療が充実している 11.8 30.3 24.5 15.4 13.3 3.3 1.5

13 良好な住生活環境が整備されている 4.2 26.0 31.1 18.8 13.0 4.9 2.1

14
防災・減災対策等、災害に強いまちづくりが進

められている
3.3 21.7 33.5 17.3 10.7 12.0 1.6

15 道路整備が充実している 3.9 23.2 21.3 24.5 22.4 3.1 1.7

16 除雪体制が充実している 10.3 33.3 19.9 15.9 17.5 1.7 1.3

17
子どもが安全安心に遊べる公園が整備されてい

る
1.3 9.0 24.0 23.9 27.4 12.7 1.7

18
省エネルギーやカーボンニュートラル等の環境

にやさしいまちづくりを進めている
1.2 5.8 28.4 19.9 15.7 26.6 2.4

19 市民の意見が、市政に反映されている 1.2 6.6 29.7 20.9 21.2 18.1 2.4

20 仙北市広報を必要と感じている 31.6 39.1 15.5 5.9 3.8 2.6 1.6

21
市のホームページやSNS、市広報による情報発

信は分かりやすい
7.4 23.4 31.2 11.3 8.7 16.2 1.7

22 信頼している市職員がいる 8.0 13.2 27.6 10.6 19.0 19.7 1.9

項目



（４）活動や暮らしについて 

 問９ 自らの知識や経験を地域社会活動に活かしていますか。（％） 

１ 活かしている ２ 活かしていない ０ 回答無し 

24.6 72.7 2.7 

 

 問10 スポーツ（ウォーキング・体操などの運動を含む）を定期的にしていますか。（％） 

 １ している  ２ していない  ０ 回答無し 

33.8 64.9 1.3 

 

 問11 この１年間に、市民会館、美術館等で芸術鑑賞や芸術活動をしましたか。（％） 

 １ 活動をした  ２ 活動をしていない  ０ 回答無し 

12.0 87.0 1.0 

 

 問12 この１年間に、環境学習に関するイベントに参加したことがありますか。（％） 

 １ 参加した  ２ 参加していない  ０ 回答無し 

4.9 94.1 1.0 

 

 問13 この１年間に、市民サークル・ＮＰＯ等の活動や行事に参加しましたか。（％） 

 １ 参加した  ２ 参加していない  ０ 回答無し 

8.7 90.0 1.3 

 

 問14 この１年間に、町内会等の地域活動に参加しましたか。（％） 

 １ 参加した  ２ 参加していない  ０ 回答無し 

43.2 55.7 1.2 

 

 問15 この１年間に、地域運営体が行った活動や行事に参加しましたか。（％） 

 １ 参加した  ２ 参加していない  ０ 回答無し 

19.7 79.0 1.3 

 

 問16 町内会・地域運営体等の活動を支えている方々について、どう思われますか。（％） 

１ 大変 

感謝している 

２ まあまあ 

感謝している 

３ それほど 

感謝していない 

４ 全く 

感謝していない 
５ わからない ０ 回答無し 

34.1 39.6 7.8 2.9 14.3 1.2 
 



満足度 

施策 満足 やや満足 少し不満 不満 わからない 回答無し 

31 
シングルマザー、シングルファザーへの福祉

の充実 
3.1 14.1 16.2 9.7 50.1 6.9 

32 国民健康保険の充実 12.2 25.3 15.5 8.7 32.2 6.2 

33 自然・歴史的環境の保全と活用 4.7 23.8 17.8 8.2 39.1 6.4 

34 廃棄物対策と快適な生活環境の維持 10.8 25.2 18.1 6.8 33.0 6.1 

35 田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト 4.7 17.1 16.3 18.4 38.1 5.3 

36 学校教育の充実 20.6 25.7 11.5 3.6 32.8 5.8 

37 生涯スポーツの振興 4.6 19.9 20.6 8.6 40.8 5.6 

38 生涯学習の推進 12.2 22.6 14.7 5.2 39.6 5.7 

39 歴史的文化遺産の活用 6.6 25.5 14.2 5.8 41.8 6.1 

40 地域文化の振興と伝統文化の継承 17.2 26.5 11.3 3.3 35.6 6.1 

41 読書環境の充実 7.9 25.3 18.1 5.4 37.4 5.9 

42 コミュニティの維持 12.1 22.1 18.0 10.0 31.9 5.9 

43 移住・定住等の多様な生活スタイルへの対応 2.6 15.3 23.2 19.3 33.7 5.9 

44 近未来技術実証・実装の推進 10.6 10.5 10.7 9.8 52.5 5.9 

45 特区を活用した産業振興 2.2 9.9 15.9 11.6 54.2 6.3 

46 市民との協働・活動支援 9.6 16.6 16.6 6.3 44.3 6.5 

47 男女共同参画社会の形成 4.0 17.2 19.5 8.2 44.6 6.4 

48 
持続可能な行財政基盤の確立並びに行政サー

ビスの充実 
10.9 15.5 17.2 11.4 37.8 7.3 

49 観光・運輸業への支援 4.4 19.2 23.5 11.1 35.6 6.2 

50 中小企業の資金繰り対策 12.7 13.9 11.0 6.3 49.4 6.8 

51 中小企業・小規模事業者等の事業継続支援 3.0 12.9 17.8 11.1 48.4 6.9 

52 地域経済の活性化 19.5 25.1 12.6 7.2 28.4 7.2 

53 検査体制の強化と感染の早期発見 8.7 21.5 17.0 9.6 36.1 7.1 

54 生活支援 15.9 21.1 15.1 6.5 34.0 7.5 

55 教育環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想） 7.7 18.1 11.0 6.7 49.8 6.8 

56 感染拡大の防止 16.1 30.6 15.0 6.7 24.7 6.9 

端数処理の関係上、上記の数値の和と異なる場合があります。 

【単位：％】 



重要度 

施策 重要 やや重要 
あまり 

重要でない 
重要でない わからない 回答無し 

31 
シングルマザー、シングルファザーへの福祉

の充実 
35.6 21.9 4.5 3.1 27.7 7.2 

32 国民健康保険の充実 44.8 26.9 3.0 1.6 17.0 6.7 

33 自然・歴史的環境の保全と活用 23.1 27.1 8.6 3.1 30.5 7.6 

34 廃棄物対策と快適な生活環境の維持 35.7 33.3 3.6 1.1 18.9 7.4 

35 田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト 13.4 19.5 16.8 16.4 27.2 6.7 

36 学校教育の充実 46.9 25.7 3.0 1.0 16.2 7.1 

37 生涯スポーツの振興 24.9 28.4 11.0 3.6 24.9 7.2 

38 生涯学習の推進 27.2 33.0 9.0 2.0 21.9 6.9 

39 歴史的文化遺産の活用 23.2 29.2 10.4 4.9 25.4 6.9 

40 地域文化の振興と伝統文化の継承 31.0 32.1 7.3 2.8 19.5 7.2 

41 読書環境の充実 26.9 29.4 10.3 3.1 23.2 7.0 

42 コミュニティの維持 36.3 30.7 7.1 2.0 17.3 6.5 

43 移住・定住等の多様な生活スタイルへの対応 39.2 22.4 5.9 1.7 24.3 6.5 

44 近未来技術実証・実装の推進 26.6 21.8 5.2 2.0 37.0 7.5 

45 特区を活用した産業振興 20.6 21.9 7.1 3.4 39.4 7.7 

46 市民との協働・活動支援 26.8 29.3 6.4 2.3 27.2 8.0 

47 男女共同参画社会の形成 26.0 28.4 8.7 3.1 26.5 7.2 

48 
持続可能な行財政基盤の確立並びに行政サー

ビスの充実 
41.6 22.8 3.6 1.3 22.9 7.8 

49 観光・運輸業への支援 33.1 30.6 7.4 3.1 18.5 7.3 

50 中小企業の資金繰り対策 30.9 26.8 4.4 1.6 28.5 7.8 

51 中小企業・小規模事業者等の事業継続支援 22.0 28.1 7.3 2.8 32.3 7.5 

52 地域経済の活性化 30.0 32.3 7.5 3.5 19.0 7.8 

53 検査体制の強化と感染の早期発見 35.5 24.4 7.8 2.9 21.5 7.8 

54 生活支援 34.7 28.8 7.5 3.5 17.8 7.7 

55 教育環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想） 30.4 25.6 8.7 3.5 24.4 7.4 

56 感染拡大の防止 48.6 26.4 5.7 1.6 10.8 7.0 

端数処理の関係上、上記の数値の和と異なる場合があります。 

【単位：％】 



２．国勢調査人口・世帯数（仙北市） 



３．国勢調査年齢別人口（仙北市） 



出生年度

令和４年度
年齢

    　　 性別

 学区
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計

角館小学校 29 25 54 22 22 44 20 22 42 14 32 46 21 16 37 16 19 35 21 26 47

中川小学校 6 2 8 2 8 10 3 1 4

白岩小学校 1 3 4 4 3 7 3 5 8 2 3 5 3 1 4 3 2 5 2 1 3

生保内小学校 17 13 30 8 9 17 11 13 24 10 9 19 7 4 11 4 10 14 9 9 18

神代小学校 13 7 20 13 8 21 9 6 15 8 8 16 3 7 10 6 6 12 2 3 5

西明寺小学校 9 7 16 10 5 15 3 10 13 4 3 7 4 4 8 6 4 10 2 4 6

桧木内小学校 7 4 11 5 3 8 2 2 4 2 3 5 3 2 5 1 3 4 1 1 2

総計 82 61 143 64 58 122 51 59 110 40 58 98 41 34 75 36 44 80 37 44 81

４．出生数一覧表

６歳 ５歳 ４歳 ３歳

令和３年度

１歳

平成30年度
平成31年度

（令和元年度）

２歳

令和２年度平成29年度平成28年度平成27年度

７歳



５．仙北市　各小・中学校の児童生徒数の推移

2015年
(平成27年度)

2020年
(令和２年度)

2021年
(令和３年度)

2025年
(令和７年度)

2027年
(令和９年度)

2030年
(令和12年度)

2035年
(令和17年度)

2040年
(令和22年度)

2045年
(令和27年度)

角館 490 415 390 305 274 348 305 265 238

中川 47 ー ー ー ー ー ー ー ー

白岩 85 55 49 41 35 32 24 17 10

生保内 223 178 166 135 116 109 82 62 47

神代 189 155 144 121 100 127 110 93 82

西明寺 123 118 122 88 68 80 66 56 47

桧木内 57 44 46 40 35 32 26 21 16

計 1,214 965 917 730 628 728 613 514 440

角館 299 298 312 235 191 190 164 141 124

生保内 127 112 112 84 72 54 41 31 23

神代 103 82 83 76 62 64 55 47 41

西明寺 59 54 56 60 52 40 33 28 23

桧木内 32 26 20 25 21 16 13 11 8

計 620 572 583 480 398 364 306 258 219

1,834 1,537 1,500 1,210 1,026 1,092 919 772 659

※将来推計：令和２年度仙北市学校施設長寿命化計画

小・中学校　合計

小学校

中学校

将来推計（※）実数
令和３年度までの
出生数から算出



６．社会教育関係施設

《社会教育施設》

№ 施設名 所在地 建築年度 備考

1 中央公民館 西木町上荒井字古堀田47 S50 （西木総合開発センター）

2 田沢湖公民館 田沢湖生保内字宮ノ後27 S49 （田沢湖総合開発センター）

3 角館公民館 角館町表町上丁6 H12 （小野崎家）

4 田沢地区公民館 田沢湖田沢字大山7 S54 （田沢交流センター）

5 神代地区公民館 田沢湖神代字古館野404-1 S53 （就業改善センター）

6 角館東地区公民館 角館町外ノ山11 S54 （旧 角館東小学校）

7 中川地区公民館 角館町川原中道41 S53 （中川コミュニティセンター）

8 雲沢地区公民館 角館町雲然田中437-13 S59 （雲沢集落センター）

9 白岩地区公民館 角館町白岩上西野123 S50 （白岩集落センター）

10 桧木内地区公民館 西木町桧木内字松葉290-1 S43 （桧木内出張所）

11 田沢湖図書館 田沢湖生保内字武蔵野105-1 S56

12 学習資料館・イベント交流館 角館町田町上丁23 H12 （新潮社記念文学館）

《社会体育施設》 【電話番号欄（　）は予約等連絡先電話番号】

№ 施設名 所在地 電話番号 備考

1 田沢湖活性化センター 田沢湖田沢字高屋166-5
（43-1351）
田沢出張所

体育館・野球場

2 田沢交流センター 田沢湖田沢字大山7
（43-1351）
田沢出張所

体育館

3 田沢市民体育館 田沢湖田沢字高屋59
（43-1351）
田沢出張所

体育館

4 生保内市民体育館 田沢湖生保内字武蔵野105-1
（43-1147）

田沢湖市民センター
体育館

5 神代市民体育館 田沢湖神代字野中清水259
（43-1352）
神代出張所

体育館

6 西木コミュニティセンター 西木町門屋字屋敷田84
(43-3535)
中央公民館

体育館

7 西木総合健康増進センター 西木町桧木内字吉田123外
(48-2220)

桧木内出張所
体育館・野球場

8 中川コミュニティセンター 角館町川原中道41
(43-3309)

角館市民センター
体育館

9 雲然トレーニングセンター 角館町雲然田中437-13
(43-2206)
農業振興課

体育館



№ 施設名 所在地 電話番号 備考

10 西長野交流センター 角館町西長野中泊402
(43-3309)

角館市民センター
体育館

11 生保内武道館 田沢湖生保内字武蔵野105-1
（43-1147）

田沢湖市民センター
武道館

12 神代武道館 田沢湖神代字野中清水283-2
（43-1352）
神代出張所

武道館

13 角館武道館 角館町表町上丁6
(54-1110)
角館公民館

武道館

野球場・テニスコート　　　

サブ広場

15 西明寺野球場 西木町小渕野字向山52-2
(43-3535)
中央公民館

野球場

16 落合運動公園 角館町西野川原地内外
（43-3390）

スポーツ振興課
野球場・ゲートボール場　　　

17 雲然野球場 角館町雲然田中264-1
（43-3390）

スポーツ振興課
野球場

18 武蔵野ゲートボール場 田沢湖生保内字武蔵野103-1
（43-3390）

スポーツ振興課
ゲートボール場

19 桧木内川河川公園 西木町門屋字下川原地内外
（43-2294）

建設課
グラウンドゴルフ場

20 馬術競技場 角館町小勝田西ノ沢77
（43-3390）

スポーツ振興課
馬術競技場

21 玉川河川公園 角館町岩瀬下タ野地内
（43-3390）

スポーツ振興課
多目的広場

《芸術文化施設》 【電話番号欄（　）は予約等連絡先電話番号】

№ 施設名 所在地 電話番号 備考

1 仙北市民会館 田沢湖生保内字武蔵野105-1 43-3143

2 角館町平福記念美術館 角館町表町上丁4-4 54-3888

《郷土史料等展示施設》 【電話番号欄（　）は史料等に関する問合せ先電話番号】

№ 施設名 所在地 電話番号 備考

1 田沢湖クニマス未来館 田沢湖潟字ヨテコ沢4 49-8131

2 仙北市森と遺跡の展示室 田沢湖生保内字男坂68
(43-3384)

文化財保護室
ＪＲ田沢湖駅２階

3 田沢のミュージアム荷嶽館 田沢湖田沢字大山7
(43-3302)
文化創造課

田沢交流センター内

　マス未来館で展示されています。また、土器などの埋蔵文化財に関する史料は仙北市森と遺跡の展示室に展示さ

　れています。

　その他の民具等史料については、田沢のミュージアム荷嶽館に展示されています。

14 生保内公園 田沢湖生保内字武蔵野地内
（43-1147）

田沢湖市民センター

※平成28年度に閉館した田沢湖郷土史料館に収蔵されていた郷土史料について、クニマス関連の史料は田沢湖クニ



７．国・県及び市指定文化財数

国宝

国宝

国宝

国宝

国宝

国宝

国宝

重要

重要

重要

重要

重要

特別

特別

特別

特別

特別

令和４年４月１日現在

種別 国 県 市 計

39

工芸品 5 27 32

絵画・彫刻の部 1 38

1 11 12

古文書の部 6

書籍・典籍

6

6

考古資料の部 1 6 7

1

無
形
民
俗

芸能関係

6

建造物の部 3 6 10

有
形
文
化
財

0

工芸技術関係
1

1 2

歴史資料の部

無形
民俗

風俗習慣関係
1

3 2 6

民
俗
文
化
財

有形民俗文化財
1

2 7

民俗芸能関係 1 11 12

10

名勝 1

史跡 4 20

1

登録有形文化財（建造物） 3

1
1

重要伝統的建造物群保存地区
1

1

記
念
物 4 16 23

2

登録記念物

天然記念物
1

24

計 13 26 156 195

3

登録無形民俗文化財



８．文化財一覧
　（１）国指定・登録文化財一覧

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 重要文化財（建造物） 草彅家住宅 ２棟 昭和50年6月23日

2 指定 重要有形民俗文化財 田沢湖のまるきぶね １隻 昭和39年5月29日

3 指定 重要無形民俗文化財 角館祭りのやま行事 平成3年3月21日

4 指定 名  勝 檜木内川堤（サクラ） 昭和50年2月18日

5 指定 特別天然記念物 玉川温泉の北投石 昭和27年3月29日

6 指定 天然記念物 秋田駒ヶ岳高山植物帯 271.05ha 大正15年2月24日

7 指定 天然記念物 角館のシダレザクラ 162本 昭和49年10月9日

8 選定 重要伝統的建造物郡保存地区 仙北市角館伝統的建造物群保存地区  約6.9ha 昭和51年9月4日

9 登録 登録有形文化財（建造物） 旧角館製糸工場 １棟 平成10年7月23日

10 登録
登録記念物
動物・植物及び地質鉱物 田沢湖のクニマス（標本） ２体 平成20年7月28日

11 登録 重要無形民俗文化財 秋田のイタヤ箕製作技術 平成21年3月11日

12 登録 登録有形文化財（建造物） 鶴の湯温泉本陣 １棟 平成22年2月3日

13 登録 登録有形文化財（建造物） 渡邊家住宅主屋 １棟 平成23年1月26日

　（２）県指定文化財一覧

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（建造物） 大国主神社本殿・表門 ２棟 昭和29年3月7日

2 指定 有形文化財（建造物） 雲巖寺山門 １棟 平成4年4月10日

3 指定 有形文化財（建造物） 旧松本家住宅主屋 １棟 平成14年3月19日

4 指定 有形文化財（彫刻） 木造阿弥陀如来坐像･薬師如来･勢至菩薩立像 ３躯 昭和30年1月24日

5 指定 有形文化財（工芸品） 白岩焼 10点 昭和28年10月5日

6 指定 有形文化財（工芸品） 白岩焼角皿 1 昭和28年10月5日

7 指定 有形文化財（工芸品） 染付磁器荒川尻焼大皿  昭和31年5月21日

8 指定 有形文化財（工芸品） 刀  銘天野河内助藤原高真作 １口 昭和38年2月5日

9 指定 有形文化財（工芸品） 古瀬戸鉢･青磁碗（明代） ４点 昭和42年9月26日

10 指定 有形文化財（書籍・歴史資料） 花葉集（上下） ２冊 昭和31年5月21日

11 指定 有形民俗文化財 検地竿 １口 昭和29年3月16日

12 指定 有形民俗文化財 古樺細工 12点 昭和29年3月7日

13 指定 無形民俗文化財 白岩ささら 昭和39年11月17日

14 指定 無形民俗文化財 戸沢ささら 昭和39年11月17日

15 指定 無形民俗文化財 下川原ささら 昭和46年12月18日

16 指定 無形民俗文化財 中里のカンデッコあげ行事 平成3年3月19日

17 指定 無形民俗文化財（民俗技術） 太平と角館のイタヤ細工製作技術 平成20年3月21日

令和４年４月１日現在



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

18 指定 史    跡 白岩焼窯跡 昭和28年10月5日

19 指定 史    跡 旧青柳家武家屋敷 昭和48年7月12日

20 指定 史    跡 岩橋家武家屋敷 昭和48年12月11日

21 指定 史    跡 戸沢氏城館跡（門屋城跡・古堀田城跡） 昭和62年3月17日

22 指定 天然記念物 ユキツバキ自生北限地帯 昭和38年2月5日

23 指定 天然記念物 真山寺の乳イチョウ 昭和59年3月10日

24 指定 天然記念物 金峰神社のスギ並木 昭和59年3月10日

25 指定 天然記念物 玉川のヒメカイウ群生地 平成3年3月19日

26 指定 有形文化財（考古資料） 黒倉Ⅰ遺跡出土土偶 １点 平成23年3月22日

　（３）市指定文化財一覧

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（建造物） 安藤家煉瓦造蔵座敷 １棟 昭和61年10月1日

2 指定 有形文化財（建造物） 七面堂 １棟 昭和61年10月1日

3 指定 有形文化財（建造物） 旧芦名家兵具庫 １棟 平成元年4月14日

4 指定 有形文化財（建造物） 戸沢家住宅 １棟 平成11年3月15日

5 指定 有形文化財（建造物） 金峰神社拝殿、仁王像、力持像 １棟 昭和52年7月31日

6 指定 有形文化財（建造物） 金峰神社　仁王門 １棟 平成26年12月26日

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（絵画） 秋田蘭画 10幅 昭和47年4月1日

2 指定 有形文化財（絵画） 花下美人図絵額 １面 昭和56年3月24日

3 指定 有形文化財（絵画） 大威徳明王像絵額 １面 昭和56年3月24日

4 指定 有形文化財（絵画） 岩に葵図　（※） １幅 昭和56年3月24日

5 指定 有形文化財（絵画） 郭子儀 １幅 昭和56年3月24日

6 指定 有形文化財（絵画） 岩に百合図 １幅 昭和56年3月24日

7 指定 有形文化財（絵画） 桑摘み １幅 昭和56年3月24日

8 指定 有形文化財（絵画） 海靏蟠桃の図 １幅 昭和56年3月24日

9 指定 有形文化財（絵画） 花鳥図（鶏・双鳩・鹿） ３幅 昭和56年3月24日

10 指定 有形文化財（絵画） 岩瀬風景図 六曲一隻 昭和56年3月24日

11 指定 有形文化財（絵画） 墨竹 １幅 昭和56年3月24日

12 指定 有形文化財（絵画） 西王母 １幅 昭和56年3月24日

13 指定 有形文化財（絵画） 阿仁鉱山絵巻 １巻 昭和56年3月24日

14 指定 有形文化財（絵画） 角館の四季 ４幅 昭和56年3月24日

※番号４有形文化財（絵画）…箱書「岩に芙蓉」



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

15 指定 有形文化財（絵画） 見物席 １面 昭和56年3月24日

16 指定 有形文化財（絵画） みみずく １幅 昭和56年3月24日

17 指定 有形文化財（絵画） 小倉山 １面 昭和56年3月24日

18 指定 有形文化財（絵画） 晴れた海 １面 昭和56年3月24日

19 指定 有形文化財（絵画） 武家屋敷 １面 昭和56年3月24日

20 指定 有形文化財（絵画） 愛染明王 １幅 昭和56年3月24日

21 指定 有形文化財（絵画） 岩に牡丹に小禽図 １幅 平成元年4月14日

22 指定 有形文化財（絵画） 花鳥図 １幅 平成元年4月14日

23 指定 有形文化財（絵画） 木槿の頃 １幅 平成2年4月25日

24 指定 有形文化財（絵画） 孔雀 六曲一双 平成2年4月25日

25 指定 有形文化財（絵画） 山静日長 １幅 平成9年12月5日

26 指定 有形文化財（絵画） 古城山 １面 平成15年9月4日

27 指定 有形文化財（絵画） 楠木父子桜井駅訣別の図額 １面 昭和38年10月15日

28 指定 有形文化財（絵画） 神徳皇恩の額 １面 昭和38年10月15日

29 指定 有形文化財（絵画） 紙本着色あらし山桜花の襖絵 ４枚組 昭和43年2月6日

30 指定 有形文化財（絵画） 十六羅漢画像 1 昭和37年8月30日

31 指定 有形文化財（絵画） 弘法大師自画自讃 1 昭和37年8月30日

32 指定 有形文化財（絵画） 長山孔寅大黒恵比寿 1 昭和37年8月30日

33 指定 有形文化財（絵画） 天井絵「雲龍図」 １面 平成23年10月20日

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（彫刻） 大黒像 1 昭和37年10月30日

2 指定 有形文化財（彫刻） 山の神像 1 昭和37年10月30日

3 指定 有形文化財（彫刻） 木造大黒天 1 昭和37年8月30日

4 指定 有形文化財（彫刻） 阿弥陀如来立像 1 昭和37年8月30日

5 指定 有形文化財（彫刻） 木造仁王立像 1 昭和62年3月30日

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（工芸品） 刀剣 ３振 昭和52年9月2日

2 指定 有形文化財（工芸品） 刀剣 ２振 昭和52年9月2日

3 指定 有形文化財（工芸品） 黒釉かめ（刻印二瀧） １点 昭和53年4月11日

4 指定 有形文化財（工芸品） 掛流火留（刻印イ直） １点 昭和53年4月11日

5 指定 有形文化財（工芸品） 菊紋かめ（刻印ロ亀） １点 昭和53年12月6日

6 指定 有形文化財（工芸品） なまこ釉切立（刻印ハ吉） １点 昭和53年12月6日

7 指定 有形文化財（工芸品） 葡萄葉文かめ（刻印宝タ） １点 昭和53年12月6日



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

8 指定 有形文化財（工芸品） 小豆辰砂尊 １点 昭和53年12月6日

9 指定 有形文化財（工芸品） 刻線幾何文蓋付かめ（刻印ハ鉄） １点 平成4年12月4日

10 指定 有形文化財（工芸品） 荒川尻焼  恵比寿人形 １点 平成4年12月4日

11 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  油煙形鞘入四段印籠 １点 平成4年12月4日

12 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  置物「馬」 １点 平成4年12月4日

13 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  白鳥皮平形二段印籠 １点 平成4年12月4日

14 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  無地皮眼鏡入 １点 平成4年12月4日

15 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  銀皮平形二段印籠 １点 平成4年12月4日

16 指定 有形文化財（工芸品） 樺細工  置物「牛」 １点 平成11年12月6日

17 指定 有形文化財（工芸品） 報身寺梵鐘（浄国山鐘） １点 平成9年12月5日

18 指定 有形文化財（工芸品） 青銅阿弥陀如来坐像 １点 平成9年12月5日

19 指定 有形文化財（工芸品） 弥陀三尊碑（板碑） １点 昭和37年5月30日

20 指定 有形文化財（工芸品） 陶器製位牌（荒川尻焼） １点 昭和37年5月30日

21 指定 有形文化財（工芸品） 千手観世音菩薩像 １点 昭和37年5月30日

22 指定 有形文化財（工芸品） 火縄銃 1 昭和40年1月29日

23 指定 有形文化財（工芸品） 版木 1 昭和37年8月30日

24 指定 有形文化財（工芸品） 鰐口 1 昭和37年8月30日

25 指定 有形文化財（工芸品） 羽子板 1 昭和37年8月30日

26 指定 有形文化財（工芸品） 剣･鏃 各１ 昭和37年8月30日

27 指定 有形文化財（工芸品） 瑞花双ラン鏡 1 昭和58年6月1日

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（書跡･典籍） 短歌掛軸  双幅 ２幅 昭和55年8月9日

2 指定 有形文化財（書跡） 天文銘記納札 1 昭和37年8月30日

3 指定 有形文化財（書跡） 胎内経 1 昭和37年8月30日

4 指定 有形文化財（書跡） 大般若経 550巻 昭和37年8月30日

5 指定 有形文化財（書跡） 小山田ささら巻物 1 昭和37年8月30日

6 指定 有形文化財（書跡） 益戸滄州扁額 1 昭和37年8月30日

7 指定 有形文化財（書跡） 佐竹義躬筆扁額 1 昭和37年8月30日

8 指定 有形文化財（書跡） 浄阿著書 98冊 昭和37年8月30日

9 指定 有形文化財（書跡） 浄阿筆鐘軌 1 昭和37年8月30日

10 指定 有形文化財（書跡） 御条目 1 平成8年3月14日

11 指定 有形文化財（書跡） 扇面 1 平成8年3月14日



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（古文書） 烏帽子於也 ２冊 昭和47年4月1日

2 指定 有形文化財（古文書） 解体新書 ５冊 昭和47年4月1日

3 指定 有形文化財（古文書） 角館屋敷割絵図 ３巻 昭和47年4月1日

4 指定 有形文化財（古文書） 御薪方御備絵図 ６巻 昭和47年4月1日

5 指定 有形文化財（古文書） 一切経 1920冊 昭和48年10月24日

6 指定 有形文化財（古文書） 箭田野家文書 ４通 平成11年12月6日

  

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（考古資料） 板碑 １基 昭和56年3月24日

2 指定 有形文化財（考古資料） 縄文土器甕 １個 昭和37年5月30日

3 指定 有形文化財（考古資料） 瑪瑙装身玉 １個 昭和37年5月30日

4 指定 有形文化財（考古資料） 磨製石棒 １個 昭和40年1月29日

5 指定 有形文化財（考古資料） 黒倉Ｂ遺跡出土品 １個 昭和40年1月29日

6 指定 有形文化財（考古資料） 石器・土器 1 昭和37年8月30日

  

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形文化財（歴史資料） 傘型連判書 １枚 昭和56年5月10日

2 指定 有形文化財（歴史資料） 上二球下五球算盤 昭和38年10月15日

3 指定 有形文化財（歴史資料） 石刻千手観音像 平成15年6月26日

4 指定 有形文化財（歴史資料） 御手鑑
色紙36枚
短冊44枚

平成21年2月20日

5 指定 有形文化財（歴史資料） 装束裂 50点 平成21年2月20日

6 指定 有形文化財（歴史資料） 東栄堂三泉「印譜帳」 ３冊 平成23年10月20日

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 有形民俗文化財 千体仏 700体 昭和28年10月24日

2 指定 有形民俗文化財 古樺細工 ６点 昭和52年10月1日

3 指定 有形民俗文化財 算額 ２面 昭和53年12月6日

4 指定 有形民俗文化財 谷地町ささら獅子頭 ３点 昭和52年10月1日

5 指定 有形民俗文化財 大沼の漁具（キッチ、櫂） ２点 昭和40年1月29日

6 指定 有形民俗文化財 旧藩時代御薪検竿 昭和40年1月29日

7 指定 有形民俗文化財 キッチ（大沼堀舟） 昭和40年1月29日



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 無形民俗文化財 広久内ササラ 平成4年12月4日

2 指定 無形民俗文化財 堂ノ口ササラ 平成4年12月4日

3 指定 無形民俗文化財 角館の火振りかまくら 平成14年4月5日

4 指定 無形民俗文化財 梅沢ささら 昭和54年10月31日

5 指定 無形民俗文化財 石神番楽 平成7年10月5日

6 指定 無形民俗文化財 生保内田植え踊り 平成9年6月3日

7 指定 無形民俗文化財 生保内岡本新内 平成9年6月3日

8 指定 無形民俗文化財 金毘羅裸まいり 昭和58年4月1日

9 指定 無形民俗文化財 小山田ささら 昭和58年4月1日

10 指定 無形民俗文化財 潟野番楽 昭和58年4月1日

11 指定 無形民俗文化財 吉田神楽 昭和60年12月20日

12 指定 無形民俗文化財 西根ささら 平成16年11月19日

13 指定 無形民俗文化財 上桧木内の紙風船上げ 平成21年2月20日

  

番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 記念物（史跡） 武家屋敷  石黒家 昭和50年8月6日

2 指定 記念物（史跡） 武家屋敷  河原田家 昭和50年8月6日

3 指定 記念物（史跡） 武家屋敷  小田野家 昭和50年8月6日

4 指定 記念物（史跡） 陶家門、脇塀、生垣 昭和50年8月6日

5 指定 記念物（史跡） 天寧寺山門 昭和52年10月1日

6 指定 記念物（史跡） 常光院本堂 昭和52年10月1日

7 指定 記念物（史跡） 芦名氏墓地 平成元年4月14日

8 指定 記念物（史跡） 古城山城跡（角館城址） 平成8年4月12日

9 指定 記念物（史跡） 白岩城跡 平成16年9月4日

10 指定 記念物（史跡） 生保内関所跡 昭和36年12月27日

11 指定 記念物（史跡） 礫石経塚 昭和37年5月30日

12 指定 記念物（史跡） 戊辰の役生保内口戦跡地 昭和38年10月15日

13 指定 記念物（史跡） 旧藩時代国境の石標 昭和40年1月29日

14 指定 記念物（史跡） 武蔵野竪穴住居跡群 昭和43年2月6日

15 指定 記念物（史跡） 土のぼっと一里塚 平成3年7月11日

16 指定 記念物（史跡） 助小屋跡 平成3年7月11日

17 指定 記念物（史跡） 古城山城跡 平成8年5月16日

18 指定 記念物（史跡） 親郷肝煎屋敷 平成15年6月26日

19 指定 記念物（史跡） 袖野ストンサークル 昭和58年4月1日

20 指定 記念物（史跡） 八津経塚 昭和63年3月31日



番号
指定
区分 種別（部門） 指定名称 員数 指定年月日

1 指定 記念物（天然記念物） 姥杉 昭和61年10月1日

2 指定 記念物（天然記念物） 姥桜 昭和61年10月1日

3 指定 記念物（天然記念物） 岩橋家のカシワ 平成11年12月6日

4 指定 記念物（天然記念物） 神代杉   昭和37年5月30日

5 指定 記念物（天然記念物） 榧の木 昭和37年5月30日

6 指定 記念物（天然記念物） 石灰華生成地 昭和38年10月15日

7 指定 記念物（天然記念物） 白山桜 昭和38年10月15日

8 指定 記念物（天然記念物） 枝垂桜 昭和46年12月22日

9 指定 記念物（天然記念物） イチイ 昭和58年4月1日

10 指定 記念物（天然記念物） 五葉松 昭和58年4月1日

11 指定 記念物（天然記念物） 杉 昭和58年4月1日

12 指定 記念物（天然記念物） 栗 昭和58年4月1日

13 指定 記念物（天然記念物） 柏 昭和58年4月1日

14 指定 記念物（天然記念物） 桂 昭和58年4月1日

15 指定 記念物（天然記念物） 枝垂れ桜 昭和58年4月1日

16 指定 記念物（天然記念物） 公孫樹 昭和58年4月1日



９．第４次仙北市社会教育中期計画策定委員名簿 

 

策定委員会役員 

 委 員 長 佐 藤 正 美     副委員長 千 葉 正 志 

副委員長 赤 川 和 子     副委員長 仙 葉 政 利 

 

アドバイザー 

南教育事務所 小笠原 重 夫 

   

推 進 部 会                              ○：部会長 

○羽根川   覺 社会教育委員   藤 村 幸 子 教育部長 

佐 藤 正 美 社会教育委員   佐々木 幸 美 社会教育専門官 

小 松 由 美 社会教育委員    

佐 藤 秋 夫 社会教育委員 

 

社会教育部会                              ○：部会長 

○田 村 雄 幸 社会教育委員   髙 橋 良 宣 中央公民館長 

草 彅 喜世子 社会教育委員   大 石   基 田沢湖公民館長 

武 藤 博 夫 社会教育委員   佐々木 信 介 教育次長兼角館公民館長 

米 澤 孝 子 社会教育委員   真 崎 智 明 田沢湖図書館長 

赤 川 和 子 生涯学習奨励員  松 橋 幸太郎 学習資料館・イベント交流館長 

 

社会体育部会                              ○：部会長 

○土 谷 啓 子 社会教育委員   髙 倉 正 人 スポーツ振興課長 

菅 原 宗 弘 社会教育委員   畠 山 裕 子 スポーツ振興課参事 

三 浦 栄 子 社会教育委員 

千 葉 正 志 スポーツ推進委員 

 

芸術文化部会                              ○：部会長 

○藤 村 榮 一 社会教育委員   平 岡 太 一 文化創造課長 

鈴 木 勝 一 社会教育委員   山 形 幸 子 文化財保護室長 

田 村   忍 社会教育委員   信 田 昌 史 市民会館長 

門 脇 トキヨ 社会教育委員   小 松 亜希子 平福記念美術館長 

仙 葉 政 利 文化財保護審議会委員 

 

事  務  局                                    

武 藤 寛 幸 生涯学習課長   三 浦 洋 平 派遣社会教育主事 

佐 藤 文 恵 生涯学習課長補佐 藤 原   滉 生涯学習課主任 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第４次仙北市社会教育中期計画 

2023(令和５)年度～2027(令和９)年度 

 

〒014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47 

仙北市教育委員会 生涯学習課 

TEL 0187-43-3383 FAX 0187-47-2244 
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