■施策9-2

スポーツを通じた健康増進

山形市教育振興基本計画

■取組1 「山形市民スポーツフェスタ」の開催（再掲）
■取組2 山形市スポーツ推進委員協議会との共催によるスポーツ教室の開催

<概要版>

■取組3 山形市健康づくり運動普及推進協議会との連携事業の推進

■施策9-3

地域における生涯スポーツの活性化

■取組1 体育振興団体（地区体育振興会）等への支援 ■取組2 学校体育施設の有効活用

基本理念

■取組3 総合型地域スポーツクラブへの支援

基本施策１０

アスリートの活躍を支える競技スポーツの推進

■施策10-1

競技スポーツの活性化と支援

〜山形らしさの継承

■取組1 山形市体育･スポーツ総合推進本部、体育協会等との連携による選手強化 ■取組2 各種大会等出場に対する支援
■取組3市長褒賞制度の顕彰

■施策10-2

スポーツ指導者の養成と活用

そして発信〜

先人から受け継いだ郷土の「山形らしさ」に学び、その良さを継承し、また発展させ、さらに広く発信することで、郷土への愛情
自分の生命や存在をかけがえのないものととらえ、他の生命や存在も大切にしながら、かかわり合い、つながり合うことで、お互
いにいのちを輝かせ、生きる喜びを実感できる人財の育成をめざします。

ジュニア選手の育成と競技力向上

■取組1 山形市体育･スポーツ総合推進本部による選手強化

基本施策１１

スポーツによる交流の促進

■施策11-1

各種スポーツ大会の開催や支援

基本方針

■取組2 スポーツ少年団活動に対する支援

１

「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を育てる教育を推進し、自ら意欲をもって学び、より良い社会を築く
子どもを育成します。

■取組1 「山形シティマラソン大会」の開催（再掲）

２

■取組2 「スキージャンプワールドカップレディース蔵王大会」の開催

■施策11-2

発展

と誇りを持つ人財（
「人は大切な財産」であるとの考えから、「人材」を敢えて「人財」と表現しています。）の育成をめざします。

■取組1 山形市体育･スポーツ総合推進本部、体育協会等との連携による指導者養成 ■取組2 スポーツ指導者バンクの活用

■施策10-3

郷土を誇りに思い いのちが輝く 人づくり

■取組3 各種大会の誘致と開催に対する支援

プロスポーツとの連携の推進

子ども・家庭・地域・学校の深い「信頼」関係を土台とした、「感動」を引き出す教育、「感謝」の気持ちを育て
る教育を実践し、魅力ある学校をつくります。

３

■取組1 「モンテディオ山形」への支援と連携

地域の特色・歴史・文化を深く理解しつつ、世界における山形市を意識して行動できる広い視野を持った人財を
育成します。

■取組2 「パスラボ山形ワイヴァンズ」「東北楽天ゴールデンイーグルス」との連携

■施策11-3

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿誘致・サポートやスポー
ツ交流等の推進

■取組1 ２０２０年東京大会の事前合宿の誘致とサポート

基本施策１２

市民のスポーツを支える環境整備

■施策12-1

身近なスポーツ施設の充実

■取組2 ホストタウン構想等に基づく各種交流事業の実施

４

協働することによって、教育力の向上と地域社会の活性化をめざします。
５

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を抱える子どもに対し、きめ細やかで途切れのない指
導や支援を行うことによって、将来の自立やいきいきとした社会参加をめざします。

６

■取組1 健康の維持と増進に寄与し、気軽に利用できる施設の整備 ■取組2 年間を通してスポーツができる環境づくり

子どもの人格形成の基盤である家庭と、幼稚園・保育所等・学校、そして地域が、それぞれの役割を果たし連携・

郷土に誇りをもち、地域とかかわり合いながら生涯にわたって学び続け、スポーツ・文化芸術活動に親しみ、健
やかな心と体を保ち続けようとする人財を育成します。

■取組3 市民のニーズに応じた今後の施設整備の検討

■施策12-2

県都の機能を生かしたスポーツ施設の充実

■取組1 交流人口拡大に向けた拠点施設の検討・充実 ■取組2 広域利用に資する施設整備の検討

■施策12-3

安全に利用しやすいスポーツ施設の環境整備

■取組1 山形市公共施設等総合管理計画に基づく施設マネジメントによる長寿命化等の推進

施策の方向 １

子ども一人ひとりが夢や希望をもち、生涯にわたって主体的・協働的・創造的に学び、未来を切り拓いていくことができるよう、
「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」を育てる教育を推進し、子ども・家庭・学校・地域などが連携・協働しながら、感動す
る心と感謝の気持ちをもち、主体性や創造力にあふれる子どもの育成を目指します。

基本施策１

■取組2 既存施設の安全性の確保や利便性の向上

学校教育の充実

■施策1-1

魅力ある学校づくり
主体的・協働的・創造的に学ぶ授業づくりの推進と確かな学力の育成

■取組1 学校経営の充実 ■取組2 課題解決力を育てる授業の実践 ■取組3 確かな学力の育成

詳しくは、
「山形市教育振興基本計画 <全体版>」をご覧ください。
山形市公式 HP「なんたっすやまがた」（教育委員会）URL
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kyoikuiinkai/

■施策1-2

価値ある豊かな体験活動の充実

■取組1 発達段階に即した体験活動 ■取組2 地域や関係機関と連携した体験活動
■取組3 少年自然の家における学校教育への支援

■施策1-3

時代の変化に対応した教育の推進

■取組1 国際理解教育と郷土愛を育む教育の推進 ■取組2 ＩＣＴ教育の推進

山形市教育振興基本計画 <概要版>
平成３０年２月

発
編

行
集

山形市教育委員会
山形市教育委員会管理課

〒990−8540 山形市旅篭町二丁目 3 番 25 号
ＴＥＬ 023−641−1212（代表）
ＦＡＸ 023−641−2531

■取組3 科学・技術教育の推進

■取組4 環境・福祉教育の充実

■施策1-4

一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育の充実

■取組1 特別支援教育の推進 ■取組2 個別支援の充実

■施策1-5

■取組3 学校及び教職員の特別支援教育力の向上

教職員研修の充実と指導力の向上

■取組1 教職員研修の充実 ■取組2 校内研修の充実
■取組4 教職員の健康保持と働き方改革

■取組3 教員の指導力の向上

基本施策２

■取組5 子どもの年齢に応じた図書館サービス ■取組6 学校図書館との連携と学校教育活動への支援

安全・安心の学校づくり

■取組7 広報･広聴及び情報発信の充実

■施策2-1

■取組1 健康に関する教育の推進 ■取組2 食育の推進 ■取組3 学校体育の充実
■取組4 適切な運動部活動の推進と外部人材の活用

■取組5 山形市小学校体育連盟・山形市中学校体育連盟との連携

■施策2-3

■取組2 防災教育の徹底

■施策2-4

■施策6-1

恵まれた自然環境での体験活動を通した、心身ともに健全で豊かな人づくり
市内小中学生を対象とした自然体験活動を通して生きる力を育む自主事業の実施

■取組1 子ども自身による体験学習の場の提供 ■取組2 親子によるふれあいの場の提供の推進

いのちの教育の充実

■取組1 豊かな感性を育む教育の充実

社会教育事業の推進

■取組1 社会的要請学習と地域づくり学習の推進 ■取組2 公民館職員研修実施体制の充実

基本施策６

生命を守る安全教育と防災教育の徹底

■取組1 安全教育の徹底

■施策5-3

■取組3 学校・地域との連携協働 ■取組4 「成人の祝賀式」の開催

■取組6 健康診断・環境衛生検査等の保健管理の充実

■施策2-2

■取組8 市民参加による図書館運営 ■取組9 質の高いｻｰﾋﾞｽを支える体制の整備

健やかな心身の育成

■取組2 いのちの尊さと人間としての生き方を学ぶ学習の推進

■取組3 自然と共生する事業の充実

■施策6-2

生徒指導・教育相談体制の充実

広く市民が「自然と人間の共生」について学ぶ環境整備の推進

■取組1 子どもの自立を支える生徒指導の充実 ■取組2 生徒指導・相談体制の強化

■取組1 各種利用団体への支援

■取組3 いじめ等の問題行動や不登校の予防と対応

■取組4 施設環境の整備の推進 ■取組5 職員研修の充実

■施策2-5

■取組1 児童生徒理解に基づいた指導

■施策2-6

基本施策７

子どもの人格を大切にする学校づくりの推進
■取組2 体罰等の不適切な行為の絶無

■施策7-1

学校給食の充実

青少年の健全育成活動の充実
■取組2 青少年健全育成団体等への支援・協力

■取組3 青少年が抱える問題の相談機関・専門機関との連携・周知

■施策7-2

学校施設の整備と充実

■取組1 ＩＣＴ環境整備の推進

家庭・学校・地域と連携し、次代を担う健全な人づくり

■取組1 青少年の健全育成体制の充実

■取組1 安全・安心な給食の提供 ■取組2 学校給食における食育の推進 ■取組3 楽しい給食の実施

■施策2-7

■取組2 野外活動センターの事業の充実 ■取組3 社会貢献活動の推進

児童・生徒の登下校時等の安全・安心確保

■取組1 子どもの安全・安心対策の組織的推進 ■取組2 子どもの安全・安心を地域で守る体制の充実

■取組2 安全・安心な学校施設の整備と充実

■取組3 緊急情報の迅速な配信 ■取組4 一人にならない、一人にしないための仕組みの充実

基本施策３

連携による教育の充実

■施策7-3
■施策3-1

「チーム学校」による連携の充実

青少年を取り巻く環境の改善

■取組1 有害広告・有害図書等の監視・調査

■取組1 組織的に取り組む教職員の資質の向上 ■取組2 学校のマネジメント機能の強化

■取組2 青少年のインターネット適正使用の啓発

■取組3 薬物乱用防止の啓発

■取組3 専門性に基づくチーム体制の構築 ■取組4 学校と家庭や地域との連携・協働

■施策7-4

■取組5 地域で活動している団体との連携

青少年を見守る街頭指導・少年相談の充実

■取組1 街頭指導の実施

■施策3-2

■取組2 少年相談の実施 ■取組3 研修会の実施 ■取組4 広域連携の推進

学校間・校種間の連携の充実

■取組1 一貫性のある円滑な連携の推進

■施策3-3

施策の方向 ３

家庭、地域との連携の充実

■取組1 保護者と共に考える姿勢の重視 ■取組2 教育実践に関わる情報の積極的な発信
■取組3 家庭・地域との連携・協力の推進 ■取組4 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の設置

■施策3-4

■取組1 経済的に課題を抱えている子どもたちに対する支援 ■取組2 望ましい学校規模の実現についての検討
■取組3 学校法人への補助事業の実施

基本施策４
■施策4-1

史跡山形城跡や名勝史跡山寺をはじめとする数多くの文化財を保存・継承し、その価値をわかりやすく情報発信し、有効に活用す
ることにより、郷土への愛着を育み、文化財を正しく理解し、郷土に誇りをもつ人づくりを目指します。

基本施策８

良好な教育環境と教育の機会均等の推進

■施策8-1

■施策8-2

山形市立商業高等学校における教育内容の充実

これからの時代にふさわしい文化財の継承の推進

■取組1 文化財の総合的な保存・活用に係る計画の策定の検討

生涯学習の推進

生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい社会を築く人づくり

施策の方向 ４

■取組2 生涯学習に関する情報の提供

■取組3 市民の生涯学習活動への支援

■取組4 社会教育団体の育成及び支援

スポーツの推進

多くの市民が、年齢、性別、障がいの有無に関わらず、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことに関わることで、スポーツ
に参画する人口を拡大し、生涯にわたり心身共に健康を保ち続けようとする人づくりを目指します。

基本施策９

生涯学習支援体制の充実

■取組1 生涯学習に関する環境の整備

地域の特色ある文化財の活用

■取組1 文化財の活用と情報発信 ■取組2 郷土館の運営の充実 ■取組3 郷土資料収蔵所の運営の充実

市民一人ひとりが、学びを通して生き生きと自己実現を図り、学習成果を社会の中で適切に生かすことのできる「生涯学習社会」
の形成を目指すとともに、将来を担う青少年が、心身ともに健やかに成長できるように、行政はもとより、家庭・学校・地域が連携
し、時代に適応した青少年の健全育成を目指します。

■施策5-1

地域の特色ある文化財の保存

■取組5 その他文化財の保存

■施策8-3

基本施策５

文化財を正しく理解し、郷土に誇りをもつ人づくり

■取組1 有形文化財の保存 ■取組2 民俗文化財の保存 ■取組3 埋蔵文化財の保存 ■取組4 史跡名勝天然記念物の保存

将来の山形市を担う人財の育成

■取組1 学校教育内容の充実 ■取組2 充実した先進的な教育環境の整備

施策の方向 ２

地域の歴史・文化の継承

■施策9-1

生涯にわたってスポーツに親しむ健康な人づくり
スポーツ参画人口の拡大

■取組1 体育協会、山形市体育・スポーツ総合推進本部等との連携による各種スポーツ教室の開催

■施策5-2

市民の主体的学習を支援する図書館運営

■取組2 レクリエーションスポーツの育成 ■取組3 障がい者スポーツの理解と環境づくりの推進

■取組1 市民の立場に立った図書館サービスの充実

■取組2 ＩＣＴを活用した情報提供の推進

■取組4 幼児期におけるスポーツ機会の拡充

■取組3 資料の収集・整備・保存とその提供の充実

■取組4 多様な学習の機会や活動・発表の場の提供

■取組6 「山形市民スポーツフェスタ」の開催 ■取組7 プロスポーツの観戦や交流の機会の拡充

■取組5 「山形シティマラソン大会」の開催

