令和元年度米沢市教育委員会の
事務の点検･評価報告書

米沢市教育委員会
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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、令和元年度の教育委員会会議の
開催状況、審査議案、研修や各種大会参加状況を含め、事務の管理及び執行状況に
ついて点検及び評価を行いました。
その結果を米沢市議会に提出し、公表するとともに、事務の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、本市教育行政の主要施策を取りまとめた「第３期米沢市
教育・文化計画 主要施策」（２８施策）としています。
② 点検評価の方法
点検評価にあたり、施策ごとの目的、目標、及び施策の推進を図るため特に重要
と思われる事業の概要と効果・課題、そして施策の今後の方向性を示しています。
また、事業効果による施策の目標・目的の達成度により、４段階で自己評価を行い
ました。

総合評価

評価基準

Ａ

実施事業の効果が高く、施策の目標を達成し、目的を十分に果た
している。

Ｂ

実施事業の効果が一定程度あり、目標を概ね達成し、施策の目的
を概ね果たしている。

Ｃ

実施事業の効果が低いため、施策の目標を達成できず、施策の目
的を十分に果たしていない。

Ｄ

実施事業の効果が著しく低いため、施策の目標も大幅に下回り、
施策の目的を果たしていない。
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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副学部長 野々村美宗先生に依頼し、
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、「主要施策の点検評価個票」の最下
部「外部評委員による意見」欄にそれぞれ記載しています。

令和元年度米沢市教育委員会の事務の点検・評価における意見
山形大学工学部副学部長
野々村 美宗
〈総評〉
学校教育・社会教育・社会体育・文化に関する 28 の施策に関する各事業の目
標・概要・令和元年度の取組み実績及び成果について、各事業担当課によって記
載された報告内容に基づいて点検・評価を行った。すべての事業について一定の
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。令和 2 年
度はコロナ禍もあり、社会構造や学校教育・文化活動を取り巻く環境がドラス
ティックに変化することが予想される。長期的な視点に立ち、目標の再設定も含
めて抜本的な検討を行われたい。
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２ 令和元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

教育長

大河原真樹

委 員
(職務代理者）

土屋

宏

職 業

備 考

任 期

元中学校校長

H28.4.1～Ｒ2.3.31

二期中に退任

元小学校校長

Ｒ1.10.1～Ｒ2.3.31

一期中に退任

委 員

佐藤 晃代

フリーインストラクター

H28.10.1～Ｒ2.9.30

一期目

委 員

我妻

会社代表取締役

H29.10.1～Ｒ3.9.30

一期目

仁

委 員

渡邊美智子

ピアノ講師

H30.10.1～Ｒ4.9.30

一期目

委 員
(職務代理者）

島津 眞一

元中学校校長

H28.4.1～Ｒ1.9.30

一期満了で退任

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

名

議案番号等
-

称

会議
種別

会議録の承認

5月10日
議第17号

臨時代理による市長の権限に属する事務の委任の承認について

議第18号

令和元年度一般会計教育関係補正予算（６月補正）について

議第19号

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

議第20号
議第21号
議第22号
5月20日

議第23号
議第24号
議第25号
議第26号

6月11日

米沢市中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ
いて
米沢市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正につい
て
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
改正について
米沢市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて
米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
米沢市座の文化伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正
について
米沢市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて

議第27号

米沢市都市公園条例の一部改正について

議第28号

米沢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい
て

議第29号

米沢市教育委員会事務局職員の発令について
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非公開

議第30号

米沢市立小中学校管理規則等の一部改正について

議第31号

米沢市立小・中学校処務規程等の一部改正について

議第32号

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

議第33号

米沢市児童生徒就学援助要綱の一部改正について

7月12日

7月25日

会議録の承認

議第34号

米沢市教育振興基本計画検討委員会設置要綱の制定について

議第35号

令和２年度使用小中学校教科用図書の採択について

議第36号

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
改正について

議第37号

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

8月6日

-

教育長職務代理者の指名について

-

本議席の指定について

-

会議録の承認について

10月1日

議第38号

臨時代理による米沢市指定天然記念物の指定解除の承認につい
て

議第39号

置賜総合文化センターの指定管理者の指定について

議第40号

令和元年度一般会計教育関係補正予算（１２月補正）について

議第41号

平成３０年度教育委員会の事務の点検・評価について

11月27日

議第42号

令和２年度米沢市小・中学校教育課程基準について

12月23日

議第43号

教職員の処分について

1月10日

議第1号

米沢市学校給食検討委員会設置要綱の制定について

議第2号

令和元年度一般会計教育関係補正予算（３月補正）について

議第3号

令和２年度一般会計教育関係予算について

議第4号

第２期米沢市子ども読書活動推進計画の策定について

11月12日

2月6日

2月21日

3月10日

非公開

会議録の承認

議第5号

広幡小学校のコンクリート片剥離落下に伴う４月からの対応につい
て

議第6号

令和２年度教職員人事異動の内申について

議第7号

臨時代理による小・中学校の臨時休業の承認について

議第8号

令和元年度一般会計教育関係補正予算（３月補正第２号）につい
て
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非公開

3月10日

議第9号

米沢市立小・中学校処務規程の一部改正について

議第10号

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

議第11号

令和元年度一般会計教育関係補正予算（３月補正第３号）につい
て

議第12号

米沢市教育委員会教育長の辞職の同意について

非公開

議第13号

米沢市教育委員会委員の辞職の同意について

非公開

議第14号

米沢市教育委員会事務局等職員の発令について

非公開

3月12日

議第15号
議第16号
3月24日

議第１０号（米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正）の
取り下げについて
臨時代理による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

議第17号

議第１１号の修正について

議第18号

米沢市教育委員会処務規程の一部改正について

議第19号

米沢市教育委員会臨時職員取扱要綱等の廃止について

議第20号

米沢市立小中学校管理規則の一部改正について

議第21号

米沢市指定有形文化財の指定について

（３）教育委員会協議会の開催状況
開催日

協議事項（報告事項）
（1） 米沢市教育等に関する施策の大綱及び米沢市教育振興基本計画の策定と総合教育会
議の開催について
（2） 米沢市上杉博物館長の交代について
（3） 米沢市市民文化会館開館５０周年記念事業について
（4） 第６４回山形県縦断駅伝競走大会について

4月12日
（5） よねざわ鷹山大学の開講について
（6） 米沢市上杉博物館特別展について
（7） 令和元年度の小中学校入学生数について
（8） 南原中学校との統合後の第二中学校の状況について
（1） 令和２年度米沢市重要事業要望について

5月10日

① 公立学校施設整備に係る補助単価の引き上げ及び廃校校舎等の転用・解体に対する
財政支援について
② 県立中高一貫教育校の設置の検討について
（2） 北部小学校における灯油流出事故への対応について
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（3） ナセＢＡ内喫茶コーナー運営事業者の選考結果と今後の対応について
（4） スポーツイベントについて
5月10日
（5） 地方創生まちづくり人財養成講座について
（6） 街路樹桝美化推進事業について
（1） 専決処分事件について

5月20日

（2） 一般財団法人米沢市体育協会の平成３０年度経営状況及び令和元年度事業計画の報
告について
（3） 公益財団法人米沢上杉文化振興財団の平成３０年度経営状況及び令和元年度事業計
画の報告について
（4） コミュニティセンター建設の進捗状況について
（1） 米沢市教育等に関する施策の大綱並びに米沢市教育振興基本計画の策定について
（2） 米沢市立小中学校普通教室空調設備設置工事の発注状況ついて
（3） 第２期米沢市子ども読書活動推進計画の策定について
（4） 夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会米沢大会について
（5） 関根小学校・松川小学校並びに関小学校・南原小学校の統合準備について

7月12日
（6） スクールバスの運行状況と安全管理体制について
（7） 中学校の部活動の状況と課題対策について
（8） 市立学校適正規模・適正配置の予定について
（9） 中高一貫校に対する市の考え方について
（10） 教員の長時間勤務の改善、探究型学習の取組について
（1） 小中学校普通教室空調設備設置工事における実施校の見直しについて
7月25日
（2） 文化財の市指定について
（1） 第７回敬師のこころライトアップコンサートについて
（2） ナセＢＡ喫茶コーナー運営事業者の再募集について
8月6日
（3） 2019夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会について
（4） 東海市姉妹都市スポーツ交流事業について
（1） 平成３１年度全国学力・学習状況調査の実施結果について
8月23日

（2） 米沢市教育等に関する施策の大綱に係る意見交換について
（3） 管内・管外視察について
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10月1日

（1） ＦＵＮ+ＷＡＬＫ事業について
（1） 平成３０年度教育委員会事務の点検・評価について
（2） 生涯学習フェスティバルについて
（3） 第１３回秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞の審査結果について

10月15日

（4） ナセＢＡ喫茶コーナー運営事業者の再募集の結果について
（5） 米澤上杉城下町マラソン２０１９について
（6） 台風19号による被害について
（7） 学校教育専門員の交代について
（1） 米沢市教育振興基本計画の策定について

11月12日
（2） 第２期米沢市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリックコメントの実施について
（1） 平成３１年度全国学力・学習状況調査の実施結果について
11月27日
（2） 米沢市学校給食のあり方検討委員会の設置について
（1） 米沢市スポーツ推進計画後期改定計画（案）に係るパブリック・コメントの実施について
（2） スポーツイベントについて
1月10日

（3） 関小学校・南原小学校統合準備委員会の検討結果について
（4） 中学生議会の開催について
（5） 平成３１年度全国学力・学習状況調査の実施結果について
（1） 広幡小学校におけるコンクリート片の剥離落下について
（2） 旧南原中学校校舎利活用事業計画及び南原コミュニティセンターの移転新築事業につ
いて

2月6日

（3） バウヒニアワールドカップの開催報告について
（4） 米沢市スポーツ推進計画後期改定計画（案）に係るパブリック・コメントの延期について
（5） 市民総合体育大会スキー競技の中止について
（1） 米沢市窪田コミュニティセンター新設建築工事請負契約の締結について
（2） 中学校の部活動のあり方について

3月10日
（3） 旧南原中学校校舎利活用事業に係る補正予算の臨時代理について
（4） 新型コロナウィルス感染症対策について（図書館の小学生利用に対する配慮要望）
3月24日

（1） ホストタウンボランティア募集について
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（2） 新型コロナウィルス感染症に係る小中学校の今後の対応について
3月24日
（3） 国重要文化財指定の答申について

（４）教育長・教育委員の活動状況
① 各種行事等の出席
行 事 等 名

月 日

出 席 者

4月16日

第55回米沢市民芸術祭開幕式典

大河原教育長

4月26日
～28日

山形県縦断駅伝競走大会

大河原教育長

5月14日

米沢市中学校駅伝競走大会開会式

大河原教育長

5月17日

米沢市PTA連合会総会

大河原教育長

5月18日

米沢市私立幼稚園ＰＴＡ連合会総会

大河原教育長

5月28日

平成30年度退職米沢市小中学校校長感謝状贈呈式

6月26日

米沢教育会総会・講演会

7月30日

2019夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会

9月8日

米沢市民総合体育大会陸上競技開会式

9月11日

米沢市小学校連合音楽会

大河原教育長

10月5日

米沢市生涯学習フェスティバルオープニングセレモニー

大河原教育長

10月9日

ＦＵＮ+ＷＡＬＫ推進事業ウｫーキングコース完成除幕式

大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

10月19日

第13回秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞授賞式

大河原教育長

10月24日

第七中学校創立20周年記念式典・祝賀会

大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

11月1日

中央幼稚園創立70周年記念式典・祝賀会

大河原教育長

11月3日

米沢市表彰式（功績者・功労者）

大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

11月15日
～16日

嚶鳴協議会市長・教育長会議（岐阜県大野町）

大河原教育長

11月17日

米沢市青少年育成市民大会

大河原教育長
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大河原教育長
島津委員・我妻委員
渡邊委員
大河原教育長
島津委員・我妻委員
大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員

12月12日
2月1日

大河原教育長
少年少女交流事業・高鍋町冬季親善交流歓迎会（14日：送別会） （土屋委員・佐藤委員
渡邊委員）
第3回バウヒニア・フェンシングワールドカップメイン開会式

大河原教育長

② 視察・公開研究発表会等
行 事 等 名

月 日
8月6日

米沢市教育研究発表会

9月18日

管内視察（第二中学校）

10月4日

公開研究発表会（東部小学校･六郷小学校）

10月17日

公開研究発表会（第六中学校）

出 席 者
大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

③ 各種会議、大会、研修会等への参加
月 日

行 事 等 名

出 席 者

4月18日
～19日

東北都市教育長協議会定期総会・研修会（宮古市）

大河原教育長

4月23日

山形県市町村教育委員会教育長会議（山形市）

大河原教育長

5月23日
～24日

全国都市教育長協議会定期総会・研究大会（富山市）

大河原教育長

5月20日

東南置賜市町教育委員会協議会総会

大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

5月29日

山形県市町村教育委員会協議会定期総会・研修会（山形市）

大河原教育長・島津委員

7月4日

東北六県市町村教育委員会連合会総会（郡山市）

島津委員

7月5日

東北六県市町村教育委員会連合会研修会（郡山市）

大河原教育長・島津委員

7月9日

米沢市PTA連合会･市長･教育長との交流会

大河原教育長

8月2日

第63回山形県市町村教育委員会大会（酒田市）

大河原教育長
島津委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員
大河原教育長
土屋委員・佐藤委員
我妻委員・渡邊委員

10月25日

第１回米沢市総合教育会議

11月18日

県都市教育長会総会（山形市）

大河原教育長

1月30日

市長・教育長と米沢の教育を語る会

大河原教育長
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３ 第３期米沢市教育・文化計画 主要施策
基本方針
１ 児童生徒の学力の向上と自立に向
けた教育環境づくりの推進

主要施策

主管課

1 確かな学力の育成
2 学習習慣の定着と読書活動の推進
3 特別支援教育の充実

学校教育課

4 郷土愛を育む教育の推進
5 発達段階に応じたキャリア教育の充実
２ 生涯にわたり学べる環境づくりの
推進

1 生涯の各期における学習機会の充実
2 大学との交流や連携の促進
社会教育課

3 地域コミュニティ活動の支援
4 コミュニティ活動の拠点整備

３ 子どもたちが健やかに成長する環
境づくりの推進

5 図書館機能の充実と利用促進

文化課

1 いのちの教育・心の教育の推進

学校教育課
社会教育課

2 学校不適応の未然防止の推進
3 体力づくり・健康づくりの推進
学校教育課

4 安全教育の充実
5「米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画」の検討及び推進

４ 誰もがスポーツに親しめる環境づ
くりの推進

6 安全・安心な学校施設整備の推進

教育総務課

7 家庭・学校・地域との連携強化

社会教育課

1 生涯スポーツ活動の推進
2 スポーツ団体の育成
スポーツ課

3 競技力向上の推進
4 スポーツ施設の整備
５ 郷土の歴史を継承し、芸術文化を
創造するまちづくりの推進

1 芸術文化活動の推進
2 芸術文化団体等の活性化
文化課

3 歴史文化の継承と活用
4 文化財の保護、保存と活用
６ 多様な文化とつながり、交流する
まちづくりの推進

1 コミュニケーション能力の育成

学校教育課

2 国際交流・国際理解を促進する事業の拡充

社会教育課

3 豊かな文化活動の促進

文化課
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４ 主要施策の点検・評価個票
基本方針

1

児童生徒の学力の向上と自立に向けた教育環境づくりの推進

主要施策

1

確かな学力の育成

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
児童生徒の学力実態の調査及び各調査研究や、理科研修センター事業の充実を通して、児童生
徒の学力定着・学力向上を図る。
＜目標＞
全国標準診断的学力検査・知能検査の実施・分析、理科研修センターの円滑かつ効果的な事業
運営により、教員の指導力の向上と児童生徒の科学心の高揚につなげる。
令和元年度の主な事業の概要
（１）学力の実態把握と分析事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：8,143 千円、決算額：6,608 千円】
全市共通の学力検査を行い、児童・生徒の学力の実態を把握することにより、データに基づく
教育課題の洗い出し、授業改善の推進を図る。
（２）理科好きな子ども育成支援事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：3,118 千円、決算額：2,846 千円】
米沢市理科研修センターを中心に、理科関係団体との連携を密にして、科学教育に関する諸行
事・事業等を実施したり、理科センターに備品、消耗品を整備し、各学校等へ貸出しを行ったり
することで、科学振興と授業の充実を図る。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
標準診断的学力検査については、臨時休業により小学校の一部と中学校で実施できなかった。
調査は配付済みであるので、各校で個別に実施し、今後の授業改善につなげる必要がある。
理科教育振興のために教職員向け研修や児童生徒向けの科学教室等の多くの事業を実施し教員
の授業力を高め、児童生徒に理科への関心を持たせることができた。
＜課題＞
標準診断的学力検査のデータを分析することによって課題が明確になっているものの、学力向
上に結び付いていない学校がある。理科センターが計画・実施している事業への継続および新規
参加につながる具体的方策の検討が必要である。
自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
昨年度に引き続き標準診断的学力検査のデータ分析を行い、課題を明確にした上で
探究型の授業改善を行い、さらなる学力の向上を目指していく。
教職員・子どもの「理科離れ」解消、子どもの学力の向上や科学心の高揚につなが
る取組として大きな成果を上げている。一方、裾野を広げていく方策は今後も必要で
ある。

外部評価委員による意見
教員指導力と児童生徒の科学心の向上は極めて重要。標準診断的学力検査のデータ分析に基づ
き、米沢市の充実した理科センターを活用した教育事業を継続されたい。
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基本方針

1

児童生徒の学力の向上と自立に向けた教育環境づくりの推進

主要施策

2

学習習慣の定着と読書活動の推進

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
「生きる力」の育成のため、学習習慣の定着と読書活動を推進し、自ら学び、主体的に課題を
解決する力を養う。
＜目標＞
各小中学校において、授業等や保護者への啓蒙を通して学習習慣や学習への意欲を身に付け
る。また、学校図書館の活用や市立図書館との連携により、読書活動を推進する。

令和元年度の主な事業の概要
（１）リーフレット「米沢っ子学びの手引き」の作成・活用事業（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額： 0 円、決算額： 0 円】
家庭での学習習慣を身に付けるため、「米沢っ子学びの手引き」を作成し、保護者も学習習慣
の定着の大切さについて意識できるようにした。
（２）読書活動の推進事業（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額： 0 円、決算額： 0 円】
各小中学校において、図書を活用した授業を行ったり、朝読書の時間を設定したりした。
また、市立図書館との連携を図り、校外学習で市立図書館を活用したり、授業に関連する図書
を借りて授業を行った。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
読書活動については、図書を活用した国語等の授業の工夫が見られるようになっている。

＜課題＞
学習習慣の定着については、児童生徒が主体的に家庭学習に向かえるような取組を図る必要が
ある。

自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
学習習慣の定着については、特に、家庭学習の質を高める取組を検討する必要があ
る。読書活動については、より効果的な市立図書館と学校との連携のあり方や、学校

H30:Ｂ

司書の配置について検討する必要がある。

外部評価委員による意見
学習習慣定着のためのリーフレットの作成や朝読書の活動は評価できる。地道な取組が求めら
れる課題だけに、数値目標を設定し、長期的な視点に立って教育効果を評価しながら施策を続け
ることが必要と考える。
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基本方針

1

児童生徒の学力の向上と自立に向けた教育環境づくりの推進

主要施策

3

特別支援教育の充実

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
小中学校において特別支援教育を推進し、どの児童生徒も可能性を最大限に発揮し、自立・社
会参加に向けて生活できる力を育てる。
＜目標＞
教員への研修を通して、障がいを持つ児童生徒等、支援を要する児童生徒に適切な指導・支援
を行い、学習面・生活面において個々の力を発揮できるようにする。
令和元年度の主な事業の概要
（１）米沢市障がい児等教育支援事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額 254 千円、決算額： 141 千円】
障がいを持った児童生徒等、教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対する適正な教育の確
保に資するため、学習の場や支援のあり方を検討する。
（２）コーディネーター養成事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：37 千円、決算額： 36 千円】
教員が特別支援教育に関する研修を受けることで、児童生徒への個別の支援のあり方や学校と
しての支援体制について専門的な知識を身に付け、児童生徒によりよい指導・支援を行うことが
できるようにする。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
講師を招いて特別支援教育コーディネーター養成研修会を行い、特別支援学級に在籍する児童
生徒だけではなく、通常学級における支援のあり方について教員が学ぶことができた。

＜課題＞
個別の支援計画、指導計画を効果的に活用し、個々のニーズに応じて切れ目ない支援を行うこ
とができるような手立てをさらに図ることが必要である。

自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
教員の専門性の向上のため研修会を継続していく。小中学校が連携して切れ目ない
支援ができるように、個別の支援計画、指導計画を丁寧に引き継ぐことを研修等の内

H30:Ｂ

容に入れる。

外部評価委員による意見
障がいを持つ等、支援を要する児童生徒の教育は特に専門性の求められる重要課題である。専
門家との連携を続けながら、それぞれの児童生徒の教育を進め、効果を上げていくことが期待さ
れる。
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基本方針

1

児童生徒の学力の向上と自立に向けた教育環境づくりの推進

主要施策

4

郷土愛を育む教育の推進

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
郷土の過去と現在を学ぶ社会科や道徳の学習を通して、地域の一員として社会をよりよくする
心や、郷土を愛する心の育成を図る。
＜目標＞
社会科副読本「わたしたちの米沢」と郷土資料「歴史の道 萬世大路」の活用を推進し、地域
を知り、地域への誇りを養うことで豊かな心の育成を目指す。
令和元年度の主な事業の概要
（１）副読本や郷土資料の作成・活用事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：1,048 千円、決算額：858 千円】
小学校 3・4 年生が社会科で使用する副読本「わたしたちの米沢」の配付（3 年時に配付）を行
った。また、郷土資料「歴史の道 萬世大路」を新規に作成し、学年を問わず共用できるように
学校図書館に備え付けとし、小・中学校に 1,020 冊を配付した。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
社会科副読本「わたしたちの米沢」は、現在の学習内容に合わせて小改訂を繰り返して適切な
資料がまとめられ、地域に関する授業で大いに活用できている。
郷土資料「歴史の道 萬世大路」の活用が、郷土の歴史を知ることと同時に、郷土の歴史に興
味を持つきっかけとなっている。
＜課題＞
郷土資料「歴史の道 萬世大路」を歴史資料として活用できる場面と郷土を学ぶ読み物として
活用できる場面に分けて、効果的に指導できる教科や指導計画を検討していく。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
令和元年度から２年度にかけて、社会科副読本「わたしたちの米沢」の全面改訂作
業を行っている。新学習指導要領に合わせて、新設学習内容の原稿作成や資料の見直
しを行っており、令和３年度から改訂版の配付を行う。

外部評価委員による意見
オリジナルの社会科副読本と郷土資料を作成し、改訂をしながら教育を行ってきたことは高く
評価できる。郷土について学ぶことが、単に郷土愛を育むだけでなく、広く社会を知り、世界で
活躍するきっかけとなることを期待する。
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基本方針

１

児童生徒の学力の向上と自立に向けた教育環境づくりの推進

主要施策

５

発達段階に応じたキャリア教育の充実

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
地域学習や職業体験学習などを通して、児童生徒が社会人・職業人として自立していく力を育
成する。
＜目標＞
市内各中学校で、職場体験学習である「米沢チャレンジウィーク」を通した職業体験学習を行
うことで、将来に向かう自分の生き方を考える契機とする。
令和元年度の主な事業の概要
（１）米沢チャレンジウィーク事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：43 千円、決算額：38 千円】
中学生が、9 月の 4 日間、地域の事業所等で職業体験学習を行う。
事務局会（5 月、7 月、10 月）と、実施協議会（6 月、11 月）によって、計画・実施・報告を行
い、実施後にはリーフレットや市広報誌によって市民に取組状況を周知する。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
学校、保護者と連携し、生徒自身の職業に対する意識の向上を図ることができた。事業所にも
本事業の意図を理解してもらい、適切な指導を得た他、新たに職業体験受入れに協力いただける
事業所があった。
＜課題＞
職種の固定化や、受入事業所の入れ替わりの多さなどの課題がある。学校と地域、教育委員会
と関係団体との連携を図り、受入れの場を確保していく必要がある。

自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
生徒の職業に対する意識を、実体験を通して向上させることができることには大き
な意味がある。受入れに積極的な事業所や後継者育成の意向をもつ事業所も多い。
キャリア教育を推進するために、方法を検討しながら米沢チャレンジウィーク事業
を継続していきたい。

外部評価委員による意見
中学～高校時代の職業経験は、将来の進路にも影響を及ぼす重要なものとなるものと推察され
る。事業所との連携など難しい課題もあろうかと思われるが、なるべく多くの職種から生徒が自
由に選択できるようなものとして、より充実を図られたい。
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基本方針

2

生涯にわたり学べる環境づくりの推進

主要施策

1

生涯の各期における学習機会の充実

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
生涯の各期において、個人、地域、社会の各ニーズに沿った多様な学習機会を提供することに
より、生涯にわたり学び、学びを活かしてまちづくりに積極的に関わる市民を増やしていく。
＜目標＞
多様化する学習ニーズへの対応に努め、提供講座数及び受講者数の増加と講座受講後の満足度
を高める。
令和元年度の主な事業の概要
（１）中央公民館講座 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：436 千円、決算額：370 千円】
〇 家庭教育・子育て支援のための講座
親子 de チャレンジ☆ 5 講座全 7 回 101 組 244 人
1・2 歳の子を持つママへ贈る「とっておきのじかん」全 4 回 延べ 53 人 託児延べ 25 人
小さな子を持つママ達のいやしの時間 全 3 回 延べ 26 人 託児延べ 30 人
〇 地域課題解決のための講座
コミュニティセンターと合同開催！米沢地域力講座 6 講座 171 人
コミュニティセンター職員等研修会 3 回 延べ 82 人
（上記のほか、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 3 講座 4 回中止）
（２）米沢鷹山大学運営事業（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：500 千円、決算額：500 千円】
〇 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や米沢鷹山大学企画講座等に
よる市民が主体となった学習機会の提供を行った。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
年度末のコロナ禍の影響もあり講座数、受講者数とも増加はしていないが、生涯各期における
多彩な学習機会を提供し、受講者の満足度も非常に高く、実施事業の効果があった。
＜課題＞
定員を下回る講座もあり、社会変化やニーズを踏まえた新たな講座の実施や、受講率が低い年
代（10 代～40 代）に対して、学ぶ意欲を引き出すための方策を検討する必要がある。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
他課との連携をさらに深め、市民の関心を喚起する工夫をしながら、防災や健康長
寿などの地域課題を共有できる講座を継続して開催する。

外部評価委員による意見
本事業は地域のリカレント教育を支える重要なものであると考えられる。コロナ禍でも安全に
充実した講座を実施できるように工夫されたい。また、社会ニーズにあった講座を提供していく
ことは地域の活性化にもつながることが期待される。
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基本方針

2

生涯にわたり学べる環境づくりの推進

主要施策

2

大学との交流や連携の促進

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
学園都市という地域特性を活かし、大学と連携した専門性の高い学習機会を提供することによ
り、市民満足度の高い学びの環境づくりを推進する。
＜目標＞
子どもから成人まで幅広い年代の多くの市民に大学の持つ専門性を活かした学習機会と大学
との交流の機会を提供し、市民の学習意欲を高める。
令和元年度の主な事業の概要
（１）山形大学工学部市民公開講座

（新規・拡充・見直し・継続）

【予算額： 600 千円、決算額： 600 千円】
○ モバイルキッズケミラボ（小学生向け科学実験教室）
講座開催数 15 回
参加人数 延べ 993 人（児童 646 人、保護者 331 人、指導者養成 16 人）
（２）米沢女子短期大学市民公開講座

（新規・拡充・見直し・継続）

【予算額： 200 千円、決算額： 200 千円】
○ 総合教養講座
講座開催数 15 回 （女性のリーダー教育関連の講座）
参加人数 延べ 945 人（一般市民 89 人）
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
モバイルキッズケミラボは、子ども達に科学の楽しさを伝え、科学的な発想力、思考力を高め
る機会となり、総合教養講座は、女性のキャリア教育に関する学習機会を提供できた。両事業に
より、幅広い年代の多くの市民に学習機会を提供でき、大学との交流、連携が促進されている。
＜課題＞
米沢女子短期大学総合教養講座については、受講者の年齢層や性別に偏りがみられるので大学
の専門性を活かしながら、より幅広い年代の市民が受講できるような対策を講じる必要がある。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
山形大学工学部、米沢女子短期大学との連携を継続するとともに、米沢栄養大学と
連携した新たな事業の展開も検討し、大学との交流や連携をさらに促進していく。

外部評価委員による意見
学園都市の特徴を生かし、山形大学・米沢女子短期大学と連携した事業展開はさまざまな可能
性がある。既存の事業に加えて、社会ニーズの高い IT や食・健康に関する講座などを開設する
ことで、健康長寿や産業振興などの市全体の活性化にもつなげられたい。
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基本方針

2

生涯にわたり学べる環境づくりの推進

主要施策

3

地域コミュニティ活動の支援

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
学びの成果を活かして地域の人がいきいきと活躍できる元気な地域コミュニティの構築を図
る。
＜目標＞
コミュニティセンターの運営、講座、組織づくり等を支援し、機能を高めるとともに、地域で
活躍できる人材を育成して、地域づくりに関わる市民を増やす。
令和元年度の主な事業の概要
（１）コミュニティセンター等運営管理事業
【予算額： 299,124 千円、決算額：

（新規・拡充・見直し・継続）
297,148 千円】

（うちコミュニティセンター指定管理委託料（17 館） 273,618 千円）
○ 備品整備（ノートパソコン、紙折り機、ワイヤレスアンプ）を行った。
（２）まちづくり人財養成講座
【予算額： 500 千円、決算額：

（新規・拡充・見直し・継続）
500 千円】

○ まちづくり人財養成講座 全 7 回 受講者実人数 105 人 延べ人数 307 人
○ まちづくり人財養成講座ワークショップ 全 2 回 受講者実人数 35 人 延べ人数 54 人
※ワークショップは、追加講座として令和元年度に初めて開催
（３）中央公民館講座 （新規・拡充・見直し・継続） ※再掲
〇 地域課題解決のための講座
コミュニティセンターと合同開催！米沢地域力講座 6 講座 171 人
コミュニティセンター職員等研修会 3 回 延べ 82 人
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
各コミュニティセンターと連携しながら、地域コミュニティ活動の活性化を図ることができ
た。また、まちづくり人財養成講座により、人材育成に貢献できた。
＜課題＞
まちづくり人財養成講座は、修了生のネットワーク化とまちづくり活動へ参画が課題であり、
また、各コミュニティセンターの機能充実と併せて、地域課題解決につながる学習機会の提供に
ついて各コミュニティセンターと連携しながら推進する必要がある。
自己評価

Ａ

主要施策の今後の方向性
地域づくりの拠点となる各コミュニティセンターとの連携をさらに推進し、地域住
民が活躍できる機会の拡充や組織づくりをさらに進め、各地域の特性を活かして地域

H30:Ａ

資源が磨かれ活性化するように施策を強化していく。

外部評価委員による意見
コミュニティセンターは教育・文化活動に止まらず、地域社会のネットワークや防災活動にも
つながる重要な拠点である。センターの運営管理の永続性を担保するだけでなく、充実した活動
と人材育成を行うことで、地域の活性化につなげられたい。
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基本方針

2

生涯にわたり学べる環境づくりの推進

主要施策

4

コミュニティ活動の拠点整備

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
生涯学習や防災活動、地域づくり等の拠点となるコミュニティセンターを、安心・安全で快適
に利用できるよう計画的に整備し、地域活動の推進を図る。
＜目標＞
防災機能を兼ね備え、かつ利便性の高いコミュニティセンターを整備することにより、地区住
民の交流や学習活動、自主防災活動等を促進する。
令和元年度の主な事業の概要
（１）上郷コミュニティセンター建設事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：83,500 千円、決算額：79,553 千円】
平成 30 年度の本体棟建設に引き続き、車庫・倉庫棟の建設及び外構整備工事を行った。また、
開館に向けて備品等の購入を行った。
（２）窪田コミュニティセンター建設事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：70,000 千円、決算額：63,597 千円】
平成 30 年度に実施した設計に基づき、敷地造成工事等を行った。
（３）田沢コミュニティセンター建設事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：21,226 千円、決算額：18,955 千円】
令和 2 年度からの建設工事に向けて、本体建物の基本・実施設計を行うとともに、敷地造成・
外構実施設計を行った。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
令和元年度に新たな上郷コミュニティセンターが完成し、安全・安心で快適に利用できる地域
の拠点施設が整備されたことにより、生涯学習や防災活動等地域活動の推進につなげることがで
きた。
＜課題＞
今後も継続して整備していく予定ではあるが、コミュニティセンター建設を対象とした補助金
制度がないため、有利な財源を探しながら進めていかなければならない。
自己評価

Ａ

主要施策の今後の方向性
今回一連の建設事業は、緊急防災減災事業債(充当率 100％、交付税措置 70％)を活
用したが、これは令和 2 年度までの期限付きの地方債のため、今後整備すべきコミュ

H30:Ａ

ニティセンターについては有利な財源を探しながら進めていきたい。

外部評価委員による意見
防災機能を兼ね備えたコミュニティセンターの整備は地域の永続的な発展を図るうえで不可
欠のものである。財源の確保は困難な課題であるものと推察するが、地域の基盤を築く事業とし
て継続して推進されたい。
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基本方針

2

生涯にわたり学べる環境づくりの推進

主要施策

5

図書館機能の充実と利用促進

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
全ての人が読書に親しめるよう図書館の充実を図り、主体的な学びの場を提供する。
＜目標＞
図書館の蔵書充実や様々な事業を実施し、図書館の利用者拡大を図る。

令和元年度の主な事業の概要
（１） 市立米沢図書館等運営管理事業 （新規・拡充・見直し・継続）
市立米沢図書館等指定管理業務委託料
【予算額：136,439 千円、決算額：136,439 千円】
図書館及び市民ギャラリーの利用促進、読書・芸術等推進のため事業を実施した。
区分

平成 30 年

令和元年

図書館

入館者数

(人)

307,467

296,776

市民ギャラリー

入館者数

(人)

58,171

52,953

まちなか駐車場

利用台数

(台)

125,497

130,495

（２） 市立米沢図書館等運営管理事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：20,000 千円、決算額：19,999 千円】備品購入費
新しい取組として、英語多読資料を購入し、英語多読サロンを年 6 回開催した。
区分

平成 30 年

図書購入数 (冊)

10,273

令和元年
10,651

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
利用者数は図書館、ギャラリー共に当初の目標(図書館 28 万人、ギャラリー4 万人)を達成して
いる。また、英語多読や小学生対象読書スタンプラリー等の新しい企画に取り組み、利用者の幅
を広げている。
＜課題＞
社会や市民ニーズを把握しながら、新規利用者の拡大につながる取組が必要である。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
開館から 4 年経過し、認知度も利用者も定着化している。利用者拡大のため、英語
多読や読書スタンプラリーなど、新たな事業を取り入れたことは効果があった。今後
は、令和 2 年度からの第 2 期子ども読書活動推進計画に沿った事業展開を図り、市民
の読書意欲の向上と、まちの図書館としての役割を果たしていきたい。

外部評価委員による意見
図書館移転後、利用者数の目標も継続的に達成しており、成功した事業として高く評価できる。
米沢市の中心拠点として、IT を取り入れた教育・文化活動や産官学が連携したリカレント教育な
ど先導的な取組を推進されたい。
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

1

いのちの教育・心の教育の推進

担当：学校教育課・
社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
自他を尊重する心や豊かな人間性、社会性を身につけ、自信と誇りを持ちながら生涯にわたっ
て健やかに生き抜く力を持った子どもを育む。
＜目標＞
いのちの教育・心の教育の推進により、子どもたちに、いのちの尊さ、自他の大切さ、郷土へ
の誇りなど豊かな心を醸成する。
令和元年度の主な事業の概要
（１）郷土資料の作成・活用事業

（新規・拡充・見直し・継続）

【予算額：1,404 千円、決算額：1,404 千円】
小学生版（全 27 話）を 3 年時に、中学生版（全 13 話）を 1 年時に配付し、道徳の学習で活用
（２）赤ちゃんとのふれあい体験事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：500 千円、決算額：500 千円】 市内全中学校対象 全 20 回 計 693 人
第一中学校（2 年生）全 2 回

91 人

第五中学校（3 年生）全 3 回 80 人

第二中学校（2 年生）全 6 回 160 人

第六中学校（3 年生）全 2 回 57 人

第三中学校（3 年生）全 4 回 109 人

第七中学校（2 年生）全 1 回 76 人

第四中学校（1 年生）全 2 回 120 人
（３）赤ちゃんと遊ぼう出前講座事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：100 千円、決算額：82 千円】 山形県立米沢工業高等学校（1 学年）全 3 回 160 人
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
郷土資料「ふるさと米沢の心」を活用することにより、郷土への誇りの醸成につながり、効果
的に道徳教育を進めることができた。また、赤ちゃんとふれあう体験は、「いのちの尊さ」や育
ててくれた周囲の人への「感謝の気持ち」を再認識する機会となった。
＜課題＞
郷土への誇りとともに、地域の一員として、郷土をさらに発展させようとする見方や考え方を
さらに育成したい。赤ちゃんとのふれあい体験授業は、授業と連携し、体系的な学びにつなげる
ことが課題である。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
令和元年度の事業について、
課題を踏まえながら今後も継続し、
子どもたちへの「い
のちの教育・心の教育」を推進していく。

外部評価委員による意見
人間性・社会性を育む教育の重要性は広く認識されながらも、抽象性が高いために課題の抽出
と目標設定が難しい。定期的に米沢市としてどのような人間性を育むか具体的な目標を検討・設
定し、それに合わせた事業を構築することも必要かと考える
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

2

学校不適応の未然防止の推進

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
児童生徒個々に応じた指導・支援や保護者との相談を通して、児童生徒が自己肯定感を持ち、
学校生活に適応できるようにする。
＜目標＞
校内体制と相談支援体制の強化を図り、不登校・学校不適応の未然防止、早期発見、早期解決
を目指す。
令和元年度の主な事業の概要
（１）スクールガイダンスプロジェクトⅥ事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：44,030 千円、決算額：40,095 千円】
学校支援事業（教育相談員、適応指導補助員等の派遣）、適応指導教室の運営（学校復帰まで
の不登校児童生徒の通室）、適応指導関連調査事業（実態把握と対応策の検討）、不登校対策会
議の開催（5 月・1 月）の 4 つを主な事業として、学校不適応の未然防止、不登校児童生徒の学
校復帰に向けた支援、特別な支援を要する児童生徒への支援を行う。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
各校に教育相談員等を配置したことで、個別指導と校内指導との連携が図られた。適応指導教
室では、児童生徒の実態に応じて、段階的に学校復帰に向けた支援を行うことができた。
スクールソーシャルワーカーの配置により、適応指導教室や福祉関係機関との連携がスムーズ
にでき、不登校児童生徒の学校復帰や適応指導教室の通室につながった。
＜課題＞
不登校発生率が高い。その背景にある児童生徒が抱える問題が多様化、複雑化しており、今ま
で以上に学校や教育委員会との密な連絡が必要である。
自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
不登校が増加している状況だが、不登校を継続させないよう、適応指導教室の通室
や教育相談員の家庭訪問を通して学校復帰支援に一層力を入れる。また、各校では教

H30:Ｂ

育相談員等による個別支援の充実により、不登校未然防止に努める。

外部評価委員による意見
専門性の高い教育相談員・スクールソーシャルワーカーを配置することで不登校を防止する取
組は高く評価できる。さまざまな問題を抱える生徒の指導は現場の教職員にとっても大きな負担
となるものと推察される。人員配置の充実等を併せて行われたい。
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

3

体力づくり・健康づくりの推進

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
小中学生が健康に関する知識を身に付けることや適切な運動経験を通して、健康な生活を送る
ことのできる基礎を育む。
＜目標＞
小中学生が授業等を通して健康に関する知識を身につけるとともに、授業や学校行事、部活動
などを通して体力の向上を図り、健康の保持増進に対する意識を高める。
令和元年度の主な事業の概要
（１）食育マスター育成授業（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：250 千円、決算額：148 千円】
家庭科や特別活動、総合的な学習の時間等において米沢栄養大学と連携し、講師による講義、
実習等を行い、児童生徒がより良い食生活を送るための力を身に付けられるようにする。
（２）各学校における健康の保持増進に向けた取組 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：0 千円、決算額：0 千円】
小・中学校において、各教育段階に応じた健康の保持、体力の向上を図るため、スポーツテス
トの結果を参考にしながら、健康の保持増進に向けた取組の充実・改善を行う。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
食育マスター育成授業では、児童生徒が、食についての専門的知識を有する講師から食育につ
いて学ぶことができ、食生活に関する意欲と知識・技能を身に付けることができた。

＜課題＞
食育マスター育成授業を契機に、各校で継続的な食育の取組ができるようにしていく必要があ
る。

自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
食育マスター養成事業については、実践的な食生活に関する学習ができるため、今
後も継続させていきたい。体力づくりについては、各学校、各個人の実情に合わせた

H30:Ｂ

取組を集団として行うことで効果の高まりが期待できる。

外部評価委員による意見
体力の向上と健康の保持は生徒にとって一生の財産となる。健康診断・スポーツテストの結果
を参照して、エビデンスに基づいた指導を充実されたい。各学校、各個人の実情に合わせた取組
は高い効果が期待できる。
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

4

安全教育の充実

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
児童生徒一人一人が命を大切にし、自分の身を自分で守る力を育成するとともに、安心・安全
な環境で生活できるようにする。
＜目標＞
避難訓練の実施や、職員体制の充実を図ることを通し、児童生徒の安全への意識を高め、子ど
もの生命と安全を守る。

令和元年度の主な事業の概要
（１）各小中学校における避難訓練 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：0 円、決算額：0 円】
各小中学校では、年間 3 回程度の避難訓練を実施している。主な内容は、火災対応、地震対応、
不審者対応で、消防署、警察署、置賜教育事務所等と連携して実施している。
（２）普通救命講習事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：0 円、決算額：0 円】
各校の代表者に対して、心肺蘇生法および自動体外式除細動器を用いた応急手当、アナフィキ
ラシーへの対応に関する講習を行う。各校では、代表者によって全職員に対して伝達講習を行う。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
実際を想定した避難訓練を計画的に実施することで、安全への意識が高められている。普通救
命講習は毎年実施することで、全職員への周知がなされている。

＜課題＞
火災、地震、不審者対応の避難訓練に合わせて、保護者への児童生徒の引き渡しを訓練してい
る学校もある。各校で引き渡しの確認をしておく必要がある。

自己評価

Ａ

主要施策の今後の方向性
様々な災害を想定した避難訓練が予想される。避難経路、避難時の注意点を確認す
ることはもちろんであるが、安全への意識が高められるように、今後も計画的な実施

H30:Ａ

に努める。

外部評価委員による意見
災害が起こったときに適切に判断し、行動するためには、火災・地震などに対する安全教育を
定期的に行うことが不可欠である。児童・生徒の安全を守るために、家庭とも連携して計画的な
実施を期待する。
- 24 -

基本方針

3

主要施策

5

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進
「米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画」の検討 担当：学校教育課
及び推進

主要施策の目的・目標
＜目的＞
小中学校の小規模化が進む中、将来にわたり義務教育の水準の維持・向上を図り、より良い教
育環境の創出と教育の質の充実を図る。
＜目標＞
学校規模の適正化を図るため、小学校 8 校・中学校 3 校に再編統合し適正配置を進めていく。

令和元年度の主な事業の概要
（１）適正規模・適正配置事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：5,004 千円、決算額：4,297 千円】
適正規模・適正配置事業を推進するため嘱託職員を配置、また、市内小中学校における生徒指
導や保護者対応に対する指導・助言のため教育委員会内に学校教育専門員を配置した。

（２）学校統合推進事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：2,731 千円、決算額：2,646 千円】
南原中学校と第二中学校の統合にかかる生徒の支援を行うため、教育相談員を配置した。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
職員の配置により、統合後の第二中学校について円滑な運営や生徒支援ができた。

＜課題＞
（仮称）南西中学校以外の中学校統合スケジュールについて具体的に提示しなければならない。

自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に沿った取組を推進していくととも
に、今後の小中学校の統合に関するロードマップを示していく。

H30:Ｂ
外部評価委員による意見
学校規模の適正化のための再編統合と適正配置は、地域社会の将来構想とも関係するために、
様々な課題が生じることが予想される。児童生徒の教育効果の向上を最優先し、長期的な視点に
立って計画を立て、ロードマップを作成されたい。
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

6

安全・安心な学校施設整備の推進

担当：教育総務課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
よりよい教育環境づくりに向け、学校施設を整備する。
＜目標＞
学校施設及び環境の質的向上に努め、子どもたちの安全で安心な教育環境を確保する。

令和元年度の主な事業の概要
（１）小・中学校空調設備整備事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：1,348,247 千円、決算額：692,904 千円】
猛暑日の増加が著しい夏季の熱中症対策として、小・中学校の普通教室、特別支援教室、通
級学級に空調設備の整備を行い、教育環境の充実を図った。
・令和元年度：設計業務委託、空調設備設置工事
小学校 16 校中 6 校、中学校 7 校中 2 校が令和元年度の 3 月に工事完了。
その他の学校は令和２年度に実施（7 月完成）。 ＊広幡小のみ令和３年度に実施
（２）小・中学校施設整備事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：109,596 千円、決算額：101,187 千円】
主な工事 ・関根小学校板谷分校解体工事
・屋内運動場床改修工事（2 校：床板剥離による負傷事故防止）
・小学校遊具設置工事（7 校：点検により使用を禁止していた遊具の更新）
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
小・中学校空調設備設置工事や屋内運動場床改修工事によって教育環境が改善された。
＜課題＞
小・中学校の空調設備整備については、今後、特別教室等の暑さ対策を検討していく必要があ
る。また、経年により発生する学校施設の損耗、機能低下、及び老朽化への対応は今後も続いて
いくことが考えられるため、計画性のある対策が必要となる。
自己評価

Ａ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
令和元年度から引き続き空調設備設置工事を行い、暑さ対策を図るほか、施設整備
については児童等の安全確保を最優先し、安全安心な学校づくりを推進していく。

外部評価委員による意見
熱中症対策のための空調設備設置はコロナ禍において教育活動を継続するうえでも有効であ
ったものと推察され、生徒の安全を確保した点から高く評価できる。老朽化した設備への対応は
長期的な学校再編とも関連する難しい課題ではあるが、計画的に遂行されたい。
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基本方針

3

子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進

主要施策

7

家庭・学校・地域との連携強化

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
家庭・学校・地域が連携した協働活動を推進することにより、子育ての孤立化を防ぎ、地域の
教育力を高めて地域全体で子どもの健全な育成を図る。
＜目標＞
保育所、認定こども園、幼稚園、小中学校等と連携して子育て支援につながる学習機会を提供
するとともに、地域において子どもの育成に関わる大人を増やす。
令和元年度の主な事業の概要
（１）学校・家庭・地域の連携協働推進事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：464 千円、決算額：395 千円】
地域と学校が連携・協働の仕組みづくりの促進、地域のつながりの強化を行う。
放課後子ども教室 1 教室 関小学校
地域学校協働本部 1 本部 愛宕小学校
（２）やまがた子育ち講座・幼児共育ふれあい広場（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：350 千円、決算額：320 千円】
保護者に対して生活習慣、親子のかかわり方等の家庭教育講座を開催する。
やまがた子育ち講座（保護者向け家庭教育講座）
小学校 14 校、中学校 5 校、適応指導教室 1 施設、コミュニティセンター1 館 計 1,110 人
幼児共育ふれあい広場（保護者向け家庭教育講座、親子体験講座）
保育施設等 12 施設 計 473 人
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
（１） 放課後子ども教室での体験活動や学校の総合学習などで地域人材の活用が図られた。
（２） 保護者に対して子どもの発達段階に応じた関わり方の家庭教育講座が提供できた。
＜課題＞
（１） 学校で子どもたちと関わるボランティアスタッフが高齢化し、新たな人材確保が困難。
（２） 幼児共育ふれあい広場について、開催する保育施設等に偏りがある。
自己評価

Ａ

主要施策の今後の方向性
家庭・学校・地域との連携は、子どもの健全育成のみならず、市民が地域で活躍する
機会ともなり、地域づくりにも繋がるものである。より効果的な事業を模索しながら、

H30:Ａ

家庭・学校・地域の連携を推進していく。

外部評価委員による意見
地域全体で子どもの育成を図る試みは、今後ますます重要性が高まることが予想され、本事業
での取組は高く評価される。少子高齢化が進む昨今は、ボランティアスタッフの高齢化は避けら
れない課題であるため、抜本的な仕組みづくりが必要であろう。
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基本方針

4

誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進

主要施策

1

生涯スポーツ活動の推進

担当：スポーツ課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
市民が日常的にスポーツ活動に参加できる環境をつくり、健康で元気に活躍するまちづくりを
推進する。
＜目標＞
「1 市民 1 スポーツ」を推進し、週 1 回以上のスポーツ実施率 40％を目標とする。
また、プロスポーツ等の観戦による「観る」機会及び各種スポーツ活動のボランティアなど「支
える」機会を提供し、スポーツに気軽に関わることのできる環境をつくる。
令和元年度の主な事業の概要
（１）ホストタウン推進事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：18,000 千円、決算額：11,660 千円】
香港フェンシング協会ナショナルチームの事前合宿の実施の合意には至らなかった。一方、市
民と香港チームとの交流を推進する事業を行うとともに、東京 2020 大会に関する準備を行った。
（主な事業）
「Team Challenge 2019」大会への中高生フェンサーの派遣、香港フェンシング協会ナシ
ョナルチームが来市交流事業を開催、第 3 回バウヒニアフェンシングワールドカップの開催

（２）FUN+WALK 推進事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：1,250 千円、決算額：433 千円】
市民に気軽に運動をする機会を提供するため、スポーツ庁の進める「FUN+WALK PROJECT」へ本
市としても参画し、米沢総合公園ピクニックの丘にウォーキングコースを整備した。
（令和元年度実績）ウォーキングコース 3 コース、除幕式参加人数 80 名
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
（１） ホストタウン推進事業で地元小学生及び中学生や高校生などが、
国際交流を身近に体験す
るともに、香港企業による米沢への教育旅行が企画されるなど、スポーツ分野以外でも進展
があった。
＜課題＞
（１） 香港との連携を密にし、今後の交流の方向性について調整していくとともに、市民におけ
る機運醸成を図る必要がある。
（２） 新規事業のため、認知度が低い。取組の必要性を含め市民に広く周知する必要がある。
自己評価

Ｂ
H30:Ａ

主要施策の今後の方向性
新型コロナウイルス感染症での社会の動向を注視しながら、ホストタウンとして双方
の地域の交流を進めるとともに、市民によるホストタウンボランティア活動に取り組む
など、スポーツ活動を「支える」意識の醸成を図る。FUN+WALK 推進事業では、新しい生
活様式でも各自で取り組めるようなウォーキングに関する情報提供を行っていく。

外部評価委員による意見
ホストタウン推進は単なるスポーツ振興に止まらず、米沢市の国際交流や観光振興にも貢献す
ることが期待されるため、評価できる。コロナウイルス感染症の影響も考慮しつつ、今回の経験
を生かして新たな取組につなげられたい。
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基本方針

4

誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進

主要施策

2

スポーツ団体の育成

担当：スポーツ課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
スポーツ団体の自主的活動を支援し、各団体の活動の活性化を促すとともに、市民との協働に
よるスポーツを推進する。
＜目標＞
(一財)米沢市スポーツ協会と連携し、スポーツ少年団や各種スポーツ団体の加入者及び指導者
を増やす。
令和元年度の主な事業の概要
（１）スポーツ団体育成事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：4,721 千円、決算額：4,721 千円】
(一財)米沢市スポーツ協会の運営を支援し、加盟団体の選手及び指導者の育成につながる事業
を行った。
（２）米沢市スポーツ振興本部事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：1,174 千円、決算額：1,174 千円】
県大会以上に出場したスポーツ少年団に対して派遣費の補助を行った。また、スポーツ講演会
への補助を行った。
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
（１）市民スポーツ教室など市民が参加できる事業を実施し、スポーツに親しむ機会の創出及び
スポーツ少年団をはじめとする加盟団体の育成に寄与した。
（２）スポーツ少年団を支援し、競技力の向上及び指導者の育成に寄与した。一方、平成 30 年
度と比較し、少年団数は 63 団体で変わらないが、加入率は 1.05％の減少となった。
＜課題＞
（１）市民スポーツ教室では、種目による参加者数の偏りがみられる。
（２）スポーツ少年団は少子高齢化の影響で加入者が減少傾向となっている。
自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動できない状況であるが、各団体
が安心してスポーツに取り組めるような環境の整備と情報発信を行っていきたい。

H30:Ｂ
外部評価委員による意見
市民スポーツ教室やスポーツ少年団は市民、特に児童生徒たちにとっては生活の一部ともなっ
た重要な事業である。コロナウイルス感染症の影響下でも安全な活動ができるように新しい活動
様式を検討し、確立されたい。
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基本方針

4

誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進

主要施策

3

競技力向上の推進

担当：スポーツ課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
全国大会等で活躍できる選手の育成を図り、市民のスポーツへの関心の高まりと地域の活性化
を推進する。
＜目標＞
(一財)米沢市スポーツ協会と連携し、競技団体による選手の強化を図り、インターハイや国民
体育大会及び全国障がい者スポーツ大会などの全国大会等の出場者の増加と、大学運動部の合宿
誘致を促進し、市内の中学・高校運動部等との交流機会の増加を図る。
令和元年度の主な事業の概要
（１）競技力向上事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：3,800 千円、決算額：3,800 千円】
スポーツ選手の育成の為に 、(一財)米沢市スポーツ協会を通じて、中学生・高校生・一般社
会人の各スポーツ団体に強化費を交付した。
（２）合宿誘致事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：3,000 千円、決算額：855 千円】
本市で合宿する大学運動部に補助金を交付し合宿を誘致した。合宿期間中、大学運動部と市内
の中学・高校運動部等との交流を実施することで競技力の向上を図った。なお、天元台スキー場
を活用した合宿誘致を拡大するため予算を増額したが、ロープウェイの故障等により視察や交渉
を十分に行えず、今年度は合宿の実現に至らなかった。（令和元年度実績）5 件
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
（１） 国民体育大会及び全国障がい者スポーツ大会に本市出身の選手・コーチ 52 名が出場した。
（２） スポーツチームの交流により競技力の向上に寄与しているほか、経済活性化にもつなが
っている。また、合宿誘致した大学への地元高校生の進学にも寄与している。
＜課題＞
（２） 利用団体が固定化しており、更なる周知・誘致活動を行う必要がある。また、スキーなど
の個人競技種目では、少人数での合宿となり、現行の補助金の交付条件を満たすにはハード
ルが高い側面がある。
自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
今後も、各スポーツ団体に対して選手の育成に必要な支援を行っていく。また、合
宿誘致事業では、大学側のニーズを調査・把握し、要望に沿った補助内容としたうえ

H30:Ａ

での周知・誘致活動を検討していく。

外部評価委員による意見
全国大会の出場はスポーツに取り組む選手にとって大きな目標であるだけでなく、米沢市の知
名度を高める効果も期待される。合宿誘致は地域振興策の一つとして旅行代理店などとも連携し
て積極的に進められたい。
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基本方針

4

誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進

主要施策

4

スポーツ施設の整備

担当：スポーツ課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
市民が安心して快適にスポーツが行える環境を整える。
＜目標＞
市民のニーズに沿った施設管理を行い、計画的な施設整備及び修繕等を行う。
令和元年度の主な事業の概要
（１）指定管理による管理・運営 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：129,481 千円、決算額：130,900 千円】
市内 22 のスポーツ施設について、民間活力を活用し、指定管理による管理を行った。
（主な事業）各スポーツ施設の管理運営、自主事業（グラウンドゴルフ教室、大学サッカー
フェスティバル等）の実施
（２）施設改修及び備品の更新 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：34,205 千円、決算額：29,770 千円】
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。
（主な事業）西部野球場万年塀撤去工事、市営プールろ過機ろ材修繕、八幡原テニスコート
フェンス修繕、陸上競技場連発式スタート発信装置 7 ピストルの更新
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
西部野球場の万年塀は、地震の際に倒壊する恐れがあったことから撤去工事を行い、利用者及
び近隣住民の安全を確保した。

＜課題＞
施設の老朽化が進行しているため、長寿命化計画を策定し、計画的な修繕を行うとともに、ス
ポーツ施設全体の中での統廃合を含めた検討を行う必要がある。

自己評価

Ｂ

主要施策の今後の方向性
スポーツ施設全体を総合的に精査し、施設の統合を含めた検討を行っていく。

H30:Ｂ
外部評価委員による意見
スポーツ施設の維持管理は今後の米沢市の大きな課題の一つとなることが予想される。長期的
な視点に立って計画を策定し、予算の確保をしながら実施していくことが不可欠である。現在の
市民の声だけでなく、将来像も含めて検討されたい。
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基本方針

5

郷土の歴史を継承し、芸術文化を創造するまちづくりの推進

主要施策

1

芸術文化活動の推進

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
文化活動の振興施策を積極的に推進し、市民の創造性豊かな文化活動を支援するとともに、市
民生活にゆとりと潤いを醸成して生きがいのあるまちづくりを推進する。
＜目標＞
市民ギャラリーを拠点に市民芸術祭等の充実を図り、市民の芸術文化活動を促進する。
令和元年度の主な事業の概要
（１）市民芸術祭等事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：4,577 千円、決算額： 4,576 千円】
令和元年度市民芸術祭参加団体数 58 団体（昨年度 62 団体）
【主な実施事業】
第 74 回県美展・第 61 回こども県展米沢巡回展

9/18～9/23 2,219 人

第 27 回米沢市こども芸術祭
・第 74 回小学校書初め展・第 18 回中学校書道展

1/22～2/3 2,873 人

・第 27 回小中学校造形作品展

2/6～2/17 4,654 人

総合展（華道、書道、工芸、写真、絵画彫刻、文学歴史、各分野の公募展）
3,304 人
よねざわステージフェスティバル

12/1

500 人

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
芸術祭参加による特典（市施設使用料半額減免）等を広く周知し、また、毎年個展を開催して
いるような市民ギャラリー利用者への声掛けにより、市民芸術祭参加者数は定着し、多くの市民
の方にも鑑賞いただいた。
＜課題＞
近年、本市においても団体に属せず芸術文化活動を行っている個人が多くなっている。各分野
の公募展などを通じて活動家の把握に努め、市民芸術祭が活動家の芸術文化発信・交流の場とな
るような呼びかけが必要である。
自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
芸術文化活動推進の中心となる市民芸術祭を通じて、個人・団体の芸術文化活動へ
の意欲向上や交流機会の拡充、市民の芸術文化の鑑賞機会の拡充を関係団体と連携を
とりながら、更に推進していきたい。

外部評価委員による意見
芸術文化活動は今後の教育だけでなく産業創生においても重要な課題となることが予想され
る。児童生徒だけでなく、成人も含めた幅広い年代を対象とした活動のサポートをすることで、
地域の活性化にもつなげられたい。
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基本方針

5

郷土の歴史を継承し、芸術文化を創造するまちづくりの推進

主要施策

2

芸術文化団体等の活性化

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
芸術文化団体等の活性化を図り、市民の自主的な芸術文化活動を促進し、市民生活にゆとりと
潤いを醸成して生きがいのあるまちづくりを推進する。
＜目標＞
芸術文化団体との連携を強化し、活動の更なる活性化を図る。
令和元年度の主な事業の概要
（１）米沢市芸術文化協会補助金 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額： 426 千円、決算額： 426 千円】
市民の自主的な芸術文化活動の中心的役割を果たしている米沢市芸術文化協会を支援し、芸術
文化活動の推進を図った。
（２）各種助成、補助金申請への推薦
芸術文化活動、伝統文化の継承等の活動している団体等の活動支援を図るため、各種助成財団
等への推薦を行った。
（松坂世紀記念財団奨励者）・ささの里づくり推進協議会 ・綱木獅子踊り保存会
（伝統文化ポーラ賞・地域賞）・原方刺し子の制作：遠藤きよ子氏

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
市民主体の芸術文化活動や伝統文化の継承を行う団体、個人を側面的に支援することで、地域
に根ざした、継続的な活動支援に繋がった。
＜課題＞
市の補助金支援には限界があるので、広く地域文化活動を支援する様々な助成事業等の紹介を
行い、活動の側面的支援も図る必要がある。

自己評価

主要施策の今後の方向性
芸術文化活動や地域の伝統文化を継承している団体の共通の課題は、高齢化と後継

Ｂ

者不足、若手育成である。米沢市芸術文化協会については、NPO 法人となったことか
ら、更なる連携を図り芸術文化活動の活性化を推進する。また、様々な活動団体には
活用できる民間等の助成・補助金の情報提供を積極的に行い、活動の側面的支援を行

H30:Ｂ

っていく。

外部評価委員による意見
市民の芸術文化活動をサポートするだけでなく、若い芸術家を米沢に招いたり、芸術関連のイ
ベントを誘致することで新しい地域の特色とする試みも検討されたい。リモートワークの広まり
により、地方に転出するアーティストの増加が予想される中、新幹線で東京と 2 時間でつながる
米沢の地の利を生かされたい。
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基本方針

5

郷土の歴史を継承し、芸術文化を創造するまちづくりの推進

主要施策

3

歴史文化の継承と活用

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
上杉博物館を核として貴重な資料を次世代に継承、活用し、市民の郷土愛の醸成と交流人口の
増加による地域活性化のため、博物館等の展示、調査研究、教育普及事業等の事業を推進する。
＜目標＞
貴重な文化財や収蔵資料を博物館展示等で有効に活用し、市内外の方が歴史文化に触れる機会
を拡充する。
令和元年度の主な事業の概要
（１） 伝国の杜管理運営事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額： 317,280 千円、決算額： 311,431 千円】
（うち上杉博物館指定管理委託料

156,838 千円）

年間 5 本の企画展示を実施
常設展
61,535 人

企画展
47,942 人

合計
109,477 人

（２）上杉博物館事業（新規・拡充・見直し・継続）
【予算額： 20,235 千円、決算額： 9,756 千円】
博物館資料購入費（備品購入） 4,942 千円

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
上杉博物館の収集資料等を活用した常設展示や企画展を開催し、市内外の入館者に本市の歴史
や文化を理解していただく機会を提供することができた。
＜課題＞
新型コロナウイルス感染症の収束が予測できず、来館者の減少が懸念される。近年、インバウ
ンド誘客に期待し対応している部分もあるが、来館しなくても博物館の収蔵品などが見られる情
報発信方法等、新たな取組も必要となっている。
自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
当面、新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、博物館運営を行っていくこと
になる。これまで以上に SNS 等を活用し館内収蔵品紹介等の情報発信を図るなど、従
来の展示主体の博物館に併せて、新たな取組も工夫していきたい。

外部評価委員による意見
上杉博物館などに収蔵されている収集資料は米沢市が持つ無二の財産と言える。IT を駆使して
「来館しなくても博物館の収蔵品などが見られる情報発信方法」を検討いただき、新しい地域振
興のスタイルを確立されたい。
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基本方針

5

郷土の歴史を継承し、芸術文化を創造するまちづくりの推進

主要施策

4

文化財の保護、保存と活用

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
本市の貴重な歴史遺産である文化財の適切な保護、保存と活用を行い、市民の文化財への理解
と郷土愛の醸成や交流人口の増加など地域の活性化を推進する。
＜目標＞
指定文化財の計画的な保存修理の実施と市民の文化財を身近に感じる機会の提供を図る。
令和元年度の主な事業の概要
（１）上杉治憲敬師郊迎跡保存修理事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：33,000 千円、決算額：33,000 千円】
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開始している。本年度は、
普門院本堂保存修理工事 4 年計画の 1 年目にあたり、主に仮設・解体工事などを実施した。
保存修理設計監理業務委託料
保存修理工事

6,688 千円
23,651 千円

解体前の本堂を市民などに現場説明会を開催して公開した。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
普門院本堂保存修理工事現場説明会や学生等の見学により、文化財に対する理解を深めてもら
うことができた。
＜課題＞
国庫補助金の交付が抑制されていることから、保存修理工事に遅れがでて計画通りに進んでい
ない。

自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
継続して指定文化財の保存修理の計画的な実施及び支援を行う。また、計画的な文
化財の保存と活用によるまちづくりを推進するための指針となる中長期計画の策定
準備を進めて行きたい。

外部評価委員による意見
歴史の町米沢にとって様々な文化財は重要な資産と言える。新しい魅力的な文化財を積極的に
探索するとともに、保存や修理のための資金はクラウドファンディング等を活用して積極的に確
保されたい。
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基本方針

6

多様な文化とつながり、交流するまちづくりの推進

主要施策

1

コミュニケーション能力の育成

担当：学校教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
小中学校における英語教育の充実を通して、今求められている実践的コミュニケーション能力
を高める。
＜目標＞
外国語指導講師を小中学校に配置し、外国語教育の活性化を図るとともに、児童生徒のコミュ
ニケーション能力の向上を目指す。
令和元年度の主な事業の概要
（１）外国語教育充実事業 （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：19,505 千円、決算額：19,488 千円】
小学校には主として日本人講師 4 名を配置している。中学校には、外国人講師 3 名を配置して
いる。小学校については、講師とともに授業づくりがスムーズにできるように日本人講師にして
いる。中学校については、ネイティブな英語に触れる機会を重視するため、外国人講師にしてい
る。

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
小中それぞれのニーズに合わせて日本人講師と外国人講師を配置したことが、教員の授業改善
や、児童生徒の外国語への関心・意欲の高まりにつながってきている。
＜課題＞
外国語講師を有効に活用し、授業の質をさらに上げることで、児童生徒のコミュニケーション
能力を育成するとともに、中学校においては英語科の学力向上につなげていく必要がある。

自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
指導要領の完全実施に向け、効果的な指導の研究と準備を進めるために小学校では日
本人講師、中学校では外国人講師を配置してきた。英語によるコミュニケーション力を
さらに育成していくためには、小中連携を意識した外国人講師の配置を考えていく必要
性がある。今後も外国人講師をさらに効果的に活用した授業改善をしていく必要がある。

外部評価委員による意見
英語をはじめとする語学の習得は最も重要な教育課題といえる。単に学習指導要領を完全実施
するだけでなく、将来、ビジネスや生活の場面でも活用できる力をつけられるように、教員の増
員なども含めて積極的な取組を検討されたい。
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基本方針

6

多様な文化とつながり、交流するまちづくりの推進

主要施策

2

国際交流・国際理解を促進する事業の拡充

担当：社会教育課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
国際的な視野とコミュニケーション能力を持つ子どもを育む。
＜目標＞
中高校生に国際語である英語のコミュニケーション力を高める機会を提供するとともに、異文
化を尊重する心を醸成する。

令和元年度の主な事業の概要
イングリッシュ・キャンプ （新規・拡充・見直し・継続）
【予算額：104 千円、決算額：104 千円】※参加費 1 人 2,000 円
〇 7/15 プレ講座「英会話基礎講座」

中高生 5 名、ALT・留学生等 4 名

〇 7/20～7/21 イングリッシュ・キャンプ 中高生 21 名、ALT・留学生等 7 名

主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
日本語の使用を禁止したうえで、自ら外国人講師と話すことを重視したアクティビティ（タブ
レットで動画製作など）を取り入れたことで、学校で学んだ英語を「実践する」2 日間とできた。
＜課題＞
メイン講師であった米沢市国際交流員の任期が７月末で終了することから、例年 8 月上旬に開
催していた日程を 7 月に変更したところ、中高生の部活動の大会等と重なり、参加者が減少した。
中高生と講師間での日程調整が困難である。
自己評価

Ａ

主要施策の今後の方向性
イングリッシュ・キャンプを継続して実施するとともに、国際交流協会と連携しな
がら、異文化を尊重する心の醸成につながる国際交流・国際理解を促進する事業に取

H30:Ａ

り組んでいく。

外部評価委員による意見
学校で学んだ成果を実地で使うことの出来るイングリッシュ・キャンプを長期間継続されてい
ることは高く評価できる。多くの生徒が体験できるように実施時期などの課題を検討しつつ実施
されたい。
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基本方針

6

多様な文化とつながり、交流するまちづくりの推進

主要施策

3

豊かな文化活動の推進

担当： 文化課

主要施策の目的・目標
＜目的＞
多様な文化活動を通じて市民の豊かな心を育むため、様々な文化に触れる機会を市内外に発信
し、文化を通じた交流するまちづくりを推進する。
＜目標＞
広く本市の文化や魅力を発信する事業等を推進し、文化活動の創出と普及を図る。
令和元年度の主な事業の概要
（１）秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞事業 （新規・拡充・見直し・継続）
第 13 回秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞の実施
秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞実行委員会組織で実施
（市長、教育長、観光 CV 会会長、芸文協会長、有識者）
【予算額： 2,510 千円、決算額： 1,526 千円】
※予算額の内 1,950 千円は米沢市からの負担金
募集期間

6 月 1 日（土）～8 月 9 日（金）

区 分

花

自然・生き物

人物・スナップ

計

応募人数

150 人(31.8%)

173 人(36.7%)

149 人(31.6%)

延 472 人

応募点数

259 点(29.2%)

339 点(38.2%)

290 点(32.7%)

888 点

作品展 10 月 19 日（土）～10 月 27 日（日）
（よねざわ市民ギャラリー）
東京巡回展は、新型コロナウイルス感染防止のため中止
主な事業の効果・課題 （＊事業ごと、あるいは総括して記載）
＜効果＞
出品料を徴収しないため、誰でも出品可能な写真展として、写真愛好者に浸透している。また、
全国ネットのカメラ量販店の協賛もあり、全国各地から応募がある。
＜課題＞
60 歳以上応募者が半数以上を占めており、若い世代の応募の拡大方法を考えていく必要がある。
また、写真を取り巻く環境の変化等に伴い応募点数の減少が続いているが、本年度の落ち込み理
由がはっきり特定できない。
自己評価

Ｂ
H30:Ｂ

主要施策の今後の方向性
秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞の全国公募展の継続と、多様な文化に触れる
機会は、市民芸術祭や各地区文化祭等身近なところにもあるので、今後は、広く
市民の文化活動へ参加を促進する取組も進めて行きたい。

外部評価委員による意見
全国公募展を継続的に実施していることは高く評価される。応募者の高齢化や応募数の減少な
どの課題が挙げられているが、米沢市が映像文化の発信地となれるように工夫を凝らして継続さ
れたい。
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５ 点検・評価後の今後の対応
主要２８施策について、外部評価委員に点検・評価をいただきました。
総評においては、施策に係るすべての事業について一定の成果があげられて
いるとの評価をいただきました。
各施策についても、今後の施策の推進や事業の継続を期待する肯定的な評価
やアドバイスを数多くいただきました。
現在、人口減少や少子高齢化が進む一方、グローバル化や技術革新の進展な
ど、変化の著しい社会情勢において、教育をめぐる課題は多様化・複雑化して
います。このような中で、一人一人がいきいきと学び、活躍できるよう、市民
や学校、地域のニーズを的確に把握し、実効性の高い取組を推進していく必要
があります。
さらに、今後、新型コロナウィルス感染症により、社会構造や教育を取り巻
く環境が大きく変化することが予想される中、これまで以上に安全性の確保や
新しい活動のあり方が求められています。
教育委員会としては、時勢を踏まえながら、頂戴した御助言や御意見を積極
的に取り入れ、持続可能な社会に貢献できる人づくりや、本市全体の活性化に
結び付く施策及び事業を推進していきます。
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