
 

 

 

 

 

山形市発展計画２０２５＜令和２年度 (2020 年 4 月 )～令和６年度（2025 年 3 月）＞ 

 山形市では、平成２７年度に山形市発展計画を策定し、世界に誇る健康・安心のまち『健康医療先進都市』に向けた取組を推進してきました。 

 これらの取組の成果や課題を踏まえ、第２期となる山形市発展計画２０２５は、中核市移行などを礎に『健康医療先進都市』の確立に向けて、健康寿命延伸をはじめ、まちの魅力を高めるための取組を加速していきます。 

 

 

日常的な健康づ

くりなど健康に対

する市民の意識

が高まっているこ

とから、健康寿命

の延伸が進んで

います。 

山形市発展計画（第１期）の振り返り ＜平成２７～令和元年度＞ 
 

 

 

 

基本方針１ 健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

 

 

 

 

 

概要版 

基本方針２ 持続的発展が可能な希望あるまちづくり 

 

 

 

 

 

基本方針３ 発展計画を推進するための共通基盤づくり 

 

 

 

 

 

山形市発展計画２０２５（第２期）の取組＜令和２～令和６年度＞ 

「健康」、「医療」、「福祉」、「子ども・子育て支援」などの施策の連携と充実を図ること

で、『年齢を重ねても健康で、いきいきと暮らすことができ、いざというときには質の高い医

療・介護が受けられるまち』を目指します。 

中心市街地の活性化や地元企業への支援、企業誘致や農林業の振興などによる地

域経済の活性化などに取り組むとともに、環境保全を図りながら道路や公園、下水道な

どの計画的な整備や住民ニーズに対応した交通手段の確保など、市民や企業等の活動

を支える基盤整備にも取り組みます。 

 また、山形ブランドや観光資源を活用した山形の魅力発信などを行いながら、移住・定

住、関係人口、交流人口の拡大を図るとともに、文化・芸術などを地域資源として、持続

的発展が可能な希望あるまちづくりを進めます。 

市民、事業者、行政それぞれが、新しいことにチャレンジできる環境を整備するととも

に、近隣市町や仙台市との連携の強化、市民等との協働、行財政改革を推進します。 

人
口
目
標 

進
捗
管
理 

毎年度 PDCA サイクル

による検証と改善に取り組

みます。 

 効果検証は重点政策目

標および施策目標を基に

行い、外部評価委員会に

よる評価も実施します。 

山形市発展計画（第１期）では、高い人口目標を掲げ、積極的な施策展開を図ったことにより、市街化調整区域の開

発許可規制の緩和、ふるさと納税の大幅な増加、戦略農産物の団地化、山形中央インター産業団地をはじめとする市内

全ての産業団地が完売するなど企業誘致の推進、仙台市や台南市などの大都市との連携・友好協定の締結、ユネスコ

創造都市ネットワーク加盟やリノベーションまちづくりの進展、ベニちゃんバス東くるりん西くるりんの開始、第三子以降の

保育料無料化や病児・病後児保育の充実、産後ケア事業の創設、我が事丸ごと地域づくり推進事業の進展による地域

福祉の拠点づくり、山形中山道路や山形ＰＡスマートインターチェンジなど国のビッグプロジェクトの決定など、これまで成

し得なかった数多くの成果が生まれました。 

一方で、人口目標は未達成であり、産業の活性化、まちの賑わい創出、移住促進、子育て・教育・福祉のサービス充

実などにより、山形市の魅力を更に向上させていくことが必要です。また、市民の健康志向が高まる中、健康寿命の延

伸に向けてＳＵＫＳＫ（スクスク）生活の普及とそれに向けた環境整備も重要です。 

山形市発展計画（第 1期）の成果である中核市移行、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟及び山形連携中枢都市圏形

成などを礎として、山形市発展計画２０２５では市民が健康でいきいきと暮らせ、持続的発展が可能な希望あるまちづくり

に取り組みます。 

保健所で調査して

いる食塩摂取量に

ついて、国の掲げ

る目標達成に向

け、今後、SUKSK

（スクスク）生活を

促進していく必要

があります。 

「目標」については引き続き３０万

人と定め、各種施策を総動員して魅

力あるまちづくりに全力で取り組ん

でいきます。 

高い目標を掲げ、全ての分野に

おいて前向きな政策を前進させてい

きます。 

首都圏やさまざ

まな媒体を活用

したＰＲ活動など

により、ふるさと

納税の寄附金額

が増加していま

す。 

街なか観光客数

が減少しているこ

とから、中心市街

地の魅力向上を強

化していく必要が

あります。 



（１）ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活の推進 施策目標 ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活の推進に向けた情報発信

（２）身近でスポーツに親しむことができる環境の整備 施策目標 既存の公共用施設等を活用した運動機会の創出

（３）疾病予防の充実・生活衛生の確保 施策目標 疾病の早期発見対策の充実

（４）安心して暮らせる医療体制の充実 施策目標 高度医療への支援

（１）教育環境の整備・次代を担う人材の育成 施策目標 新しい時代に必要な資質・能力の向上

（２）誰もが安心して子育てできる環境づくり 施策目標 保育環境の充実

（３）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援 施策目標 出産に向けた支援体制の充実

・

（１）地域福祉の充実 施策目標 地域における包括的な支援の充実

（２）高齢福祉の充実 施策目標 高齢者の健やかで生きがいある生活の実現

（３）障がい福祉の充実 施策目標 自立した生活支援の充実

４．創造都市の推進
重点政策
目　　標

（１）創造都市の推進 施策目標 文化創造都市の推進
・七日町歴史と文化活用街区整備事業
・山形市指定文化財現況調査事業

Q1プロジェクトがきっかけで
生まれたアイデアや商品、
サービス数（累計）

0 37

（１）中心市街地の賑わい向上 施策目標 中心市街地グランドデザインの推進

（２）企業誘致・創業支援を通じた魅力的な雇用の創出 施策目標 市内企業への就職促進による移住・定住者の確保

（３）地元企業の経営支援 施策目標 地元企業の競争力強化

（４）マーケットに対応した戦略的な農林業の振興 施策目標
農畜産物の高付加価値化や安定生産による消費拡大
に向けた支援

　 （１）山形ブランドの浸透と発信 施策目標 山形ブランドの認知度向上に向けた情報発信

（２）ニーズに対応した観光振興 施策目標 観光資源の魅力向上と情報発信

（３）移住定着・関係人口拡大 施策目標 関係人口の拡大

（４）国際化への対応 施策目標 海外との交流促進

（５）スポーツツーリズムの推進 施策目標 スポーツイベントによる交流拡大

（１）都市の活力向上を図るまちづくり 施策目標 景観形成の推進

（２）誰もが快適に利用できる公共交通網の構築 施策目標 ニーズに対応した公共交通網の検討

（３）利便性を高める道路網の整備 施策目標 東北中央自動車道を活用した地域活性化

（４）魅力ある公園の整備 施策目標 都市公園の機能向上に向けた環境整備

（５）健康で快適な住環境の整備 施策目標 暮らしやすい住環境の整備

（６）災害に強いまちづくり 施策目標 防災体制の強化

８．環境保全
重点政策
目　　標

（１）低炭素・循環型社会の推進 施策目標 低炭素社会の形成に向けた活動の推進
・（仮称）第4次山形市環境基本計画策定事業
・事業系一般廃棄物削減対策事業
・鳥獣生活環境被害対策事業

山形市におけるCO2排出量
（千ｔ-ＣＯ２）

1,575 1,448

（１）若者のチャレンジ支援 施策目標 （１）若者のチャレンジ支援

（２）市民や事業者のチャレンジ支援 施策目標 （２）市民や事業者のチャレンジ支援

（３）市職員の意識改革 施策目標 （３）市職員の意識改革

（１）連携中枢都市圏の推進 施策目標 （１）連携中枢都市圏の推進

（２）仙山連携の推進 施策目標 （２）仙山連携の推進

（１）地域自治の推進 施策目標 （１）地域自治の推進

（２）市民活動の推進 施策目標 （２）市民活動の推進

（３）男女共同参画の推進 施策目標 （３）男女共同参画の推進

D.行財政改革の推進
重点政策
目　　標

（１）行財政改革の推進 施策目標 （１）行財政改革の推進

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

重点政策
目　　標

・市道霞城公園東幹線御殿堰景観整備事業
・中心市街地賑わいイベントパワーアップ事業
・中心市街地歩行者空間創出等事業
・地域経済牽引事業者施設整備補助金交付事業
・小規模農家支援事業
・農業集落排水施設機能診断・最適整備構想策定事業

・若者定着促進事業
・スワンヒル地方市との交流事業
・在住外国人支援事業

・景観重点地区景観形成推進事業
・山寺地区景観形成（無電柱化）事業
・地域公共交通網形成計画策定推進事業
・（仮称）宮町南公園整備事業
・都市公園Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業
・河川緊急浚渫事業
・雪につよい消雪道路整備事業
・上下水道部災害対策強化事業

・若者定着促進事業（再掲）
・UIJターン就職応援事業（再掲）
・地域経済牽引事業者施設整備補助金交付事業（再掲）
・景観重点地区景観形成推進事業（再掲）
・政策提案チャレンジ事業
・第４次「いきいき山形男女共同参画プラン」策定推進事業
・性の多様性に関する理解促進事業

主な重点政策指標 （現在値） （目標値）

・地域福祉計画策定事業
・ひきこもり生活支援事業
・高齢者移動支援サービス検討事業
・障がい者地域生活支援拠点等整備事業

「健康医療先進都市」の確立に向けて

重点政策 施　　　策 主な新規主要事業主な今後の取組

・ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活普及啓発事業
・推定食塩摂取量検査事業
・健康増進ウォーキングロード及びサイクリング
　ロード整備検討事業
・胃がん検診（内視鏡検査）事業
・重粒子線がん治療費助成事業

・市立小・中学校タブレット導入事業
・退職教員の活用等による個に応じた学習支援事業
・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）設置事業
・1歳児受入促進支援事業
・子どもの貧困対策に係る計画策定事業

基本方針

健康でいきい
きと暮らせる
まちづくり

１．健康の保持・増進

２．健やかな子どもの育成

３．地域共生社会の実現

重点政策
目　　標

持続的発展
が可能な希
望あるまちづ
くり

５．地域経済の活性化

６．山形ブランドの浸透と交流の拡大

７．都市の活動を支える基盤整備

発展計画を
推進するため
の共通基盤
づくり

A.チャレンジできる環境の創出

B.広域連携の推進

C.協働の推進

19 41

合計特殊出生率 1.38 1.70

30

健康寿命の延伸
男性80.44年
女性84.43年

男性80.94年
女性84.93年

総生産額（百万円） 964,309 1,128,000

観光消費額（億円） 234 312

都市計画マスタープラン地域別
構想策定数

13 25

いきいき地域づくり実施地区数
（地区）

22

「我が事・丸ごと地域づくり推進
事業」における実施拠点数（ヶ
所）

〈SDGｓ（持続可能な開発目標）との関連について〉 山形市発展計画２０２５では、計画に掲げる施策ごとにＳＤＧｓにおける１７のゴールのうち、該当するゴールを整理し、表記しております。各施策を遂行

するにあたり、施策ごとに数値目標を定めておりますので、その到達具合により、ＰＤＣＡサイクルによる改善を図りながら、目標の達成と SDGｓの実現につなげていきます。詳細は市ホームページをご覧ください。 


