令和４年度

夢を広げ 明日を拓く 庄内の教育

庄内教育事務所 社会教育課

いのちをつなぐ
◎家庭及び地域の教育力向上のため、家庭教育支援を推進します
◎本好きな子どもを育むために、家庭における「読育」を推進します
事 業 名

事 業 の 概 要

対象者

日時等

○学校・家庭・地域の連携協働推進事業：家庭の教育力及び地域の教育機能向上のために、保護者等を対象に家庭教育に関
（家庭教育支援の推進）
する学習機会や相談機会を提供するとともに、家庭教育支援者の資質向上のための
（幼児共育の推進）
研修会を実施するなど、家庭教育支援の充実を図ります。
家庭教育支援フォーラム

○家庭教育支援に関する先進的な実践事例に学 ○幼稚園教諭・ ➀６月３０日（木）
び、情報を交換し合う研修会です。
保育士・教員・
三川町テオトル
保護者・ 行政 ②９月７日（水）
担当者 等
三川町テオトル

やまがた子育ち講座

○多くの保護者に家庭教育に関する学習機会や個 ○各小中学校
別の相談機会を提供するために、小中学校を会
場に行う家庭教育講座です。

家庭教育出前講座

○事業所で開催する子育てに関する研修に、各事業所の ○各事業所
要望に合わせた内容で講師の派遣や情報を提供し、ト
ータルに家庭教育講座をプロデュースします。

幼児共育ふれあい広場

○「家庭」「地域」「幼稚園・保育所・認定こども園」 ○各幼稚園
が連携して幼児期の子どもを育む「幼児共育」の
保育所
講座を各幼稚園・保育所に提供します。
認定こども園

「やまがた子育ち５か条」の
普及啓発

○子どもの生活習慣改善に向けて、家庭教育に関
する講座や就学時健診等で活用します。

通年
（管内４７ヵ所開催予定）

通年
（管内２ヵ所予定）

通年
（管内６１ヵ所開催予定）

随時

○読育推進ネットワーク整備事業：子どもの健全な心身の発達を促し、本好きな子どもを育むために、乳幼児期からの絵本の読
み聞かせの普及・啓発を図り、家庭における「読育（どくいく）」を推進します。
読育推進ネットワーク研修会

○県と市町が連携した家庭における「読育」推進体 ○市町担当者、図書館・
制を構築します。
図書室職員、読み聞
・乳幼児期からの親子が絵本に親しむ機会を充実 かせサークル・幼稚
させる取組みをします。
園教諭・保育士等

1０月１８日（火）
三川町テオトル

読育推進連携講座

○自然体験等と組み合わせた魅力的な読み聞かせ ○小学生親子
講座を提供します。

1２月１０日（土）
酒田市美術館

学びを生かす
◎豊かで活力ある地域社会を形成するため、学習機会を充実させます
◎青年と中高生による地域づくりを支援し、青少年の主体的な社会参加を促進します
◎各市町のボランティアサークル活動を支援します
事 業 名

事 業 の 概 要

対象者

日時等

○学びと協働による地域コミュニティ活性化事業：公民館等住民の学びの拠点となる施設や社会教育行政に関わる職員が、近年の社会の変容
に対応できる力量を身につける機会を提供します。
指導者研修会

○成人期、高齢期における学習活動の今後の在り ○市町村行政職員、
方について学ぶための研修会です。
社会教育主事

２月１０日（金）
県庁

社会教育関係職員初任者講座
（財団主催）

○講師や県内社教 OB の経験から学び、社会教育 ○社教経験２年
職員としての実践力を高める研修会です。
未満職員

５月１９日（木）
山形市遊学館

社会教育関係職員地域づくり研
修会（財団主催）

○個人の要望や社会の要請にこたえる社会教育事 ○社会教育関係職
業の企画力を高める研修会です。
員、コミセン職員等

未定

市町村研修等支援事業
（出前講座：社教連主催）

○市町村の計画・要請に応じて社会教育関係職員
等の研修や相談を行います。

随時

○ ＰＴＡ指導者研修事業：ＰＴＡ指導者を対象とした領域的・体系的な研修を実施し、資質向上を図ると共に、地域と学校の連携・協働の体制
づくりを推進します。
山形県 PTA 指導者研修会

○ＰＴＡ活動の活性化をめざし、教育の今日的課題 〇県内ＰＴＡ指導者等
や、ＰＴＡ活動の課題等について研修を深めます。

１１月 1２日（土）
遊学館

○社会教育主事養成事業：県の社会教育指導体制を確立・充実するとともに、学校への有資格者の配置を促進し、社会教育主事の
専門性を生かした、学校・家庭・地域の連携や協働の取組等の一層の推進を図ります。
東北大学社会教育主事講習

○主事講習の派遣により、社会教育推進体制の充 ○教員及び
実と幅広い知識を身に付けた教員の養成を図り
市町職員
ます。

社会教育主事有資格教員等
研修会

〇研修を通し、社会教育関係の人材がより活きる学 ○社会教育主事有資格教員、
社連携方策の一層の促進を図ります。
市町社会教育行政関係者等

６月１５日（水）
～８月９日（火）

11 月２２日（火）
三川町テオトル

○次世代の地域づくり中核人材育成推進事業：地域活動に興味関心が高い中高生や青年が、青年ファシリテーターの指導・助言の下、講義や体験、企画・運営等
の実践を通じて、地域活動への理解を深め、地域づくりの次世代リーダーとしての資質を高めていきます。
中高生校生と青年が企画した ○中高生が、青年ファシリテーターが行っている地 ○中高校生・青年
地域活動プログラム
域活動の体験を経て、自ら企画して地域活動プロ
グラムを実施します。
未来の参画者養成
（中学生対象）

○中学生を対象に、地域づくりの知識習得やスキル ○中学生
アップに関する講座を開催します。

酒田市
通年

８月２日（火）
３日（水）

○地域青少年ボランティア活動推進事業：青少年に対し、意図的、計画的に「ボランティア活動」などの多様な体験活動の機会を提供し、交流を通して、コミュニケ
ーション能力や豊かな心の育成、望ましい人間形成を図るとともに、ボランティア活動に主体的に参加する児童生徒の
数を増やし、地域課題の解決に積極的に関わる「地域をつくる人」の育成を目指します。
中高生ボランティアサークル支援

○ボランティアサークルを訪問し、中高生が取り組む YY ○サークル会員
ボランティア活動を支援します。
中高生等

随時

地域をつくる
◎「学校を核とした地域づくり」と「地域とともにある学校づくり」の一体的推進を支援し、
「地域の教育力」を高める活動を総合的に推進します。
◎ふるさとの自然、歴史、文化等に誇りを持たせ、次世代につなぐ活動を支援します
事 業 名

事 業 の 概 要

対象者

日時等

○学校・家庭・地域の連携協働推進事業：学校・家庭・地域が連携協働する体制整備を進めることで、大人と子ども、地域と学校
（地域学校協働活動の推進）
の学びの好循環を創り出し、学校を核とした地域づくり、人づくりを推進します。
地域とともにある学校づくり
研修会

○未来につながる仕組みづくりのための研修会を ○市町社会教育行政 ➀ ６月２１日（火）
実施し、先進事例に学ぶ場を設けます。
関係者、教員、コーデ ②１１月２２日（火）
ィネーター等
三川町テオトル

地域学校協働活動推進員
養成講座

○地域学校協働活動推進員養成のための研修会
を実施し、意見交換や交流機会を設けます。

地域ボランティア等人材発掘

○地域活動協働活動推進員（地域コーディネータ
ー）や教育活動支援員として主体的に活動でき
る人材を発掘するため、説明と意向調査及び追
跡調査を実施します。

○地域学校協働活動 Ⅰ期（６月2４日）
推進員、地域コーデ Ⅱ期（９月３０日）事例発表
ィネーター、行政担当 Ⅲ期（１月25 日）
者、学校関係者
先進事例提供

地域と学校との連携協働推進 〇学校と地域の連携・協働した取り組みが組織的・ 〇学校、教育委員会、地
出前講座
継続的に行われるように支援します。
域住民等
学校、PTA、公民館、地域住民、教育委員会等各
種研修会、会議、会合などでコミュニティ・スクー
ルと地域学校協働活動の説明を行います。

随時

○学校・家庭・地域の連携協働推進事業：放課後や学校外活動における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進し
（放課後子ども総合プランの推進）
地域の教育力の向上を図ります。
放課後子ども総合プラン
指導者研修会（３回）

○講演会や情報交換会を通し、子どもへの理解を ○子供教室関係者
深め、接し方や、支援の仕方を学びます。
児童クラブ関係者
学校関係者等

①６月１０日（金）
三川町テオトル
②７月 １２日（火）
酒田市総合文化センター
７月１４日（木）
小真木原総合体育館
③１０月２０日（木）
酒田市総合文化センター

○伝統芸能育成事業子ども伝承活動ふるさと塾：子どもの郷土愛の醸成、地域コミュニティの活性化、地域文化の保存・伝承を通じて、親から子、子か
ら孫の代へ「ふるさと山形」のよき生活文化や知恵、伝統芸能などの素晴らしい地域文化を教え合

ふるさと塾アーカイブス

○ふるさと塾活動賛同団体を取材し、ふるさと塾ホ 管内１団体

い、学び合いながら、伝承していく活動を推進していきます。
ームページに活動映像を掲載します。

出前講座

○学校等で伝承活動をしている団体を支援します。 管内 10 団体程度

○視聴覚教材普及事業：自作の視聴覚教材の制作を奨励し、郷土の自然・歴史・文化・安全・健康等に関する学習に適した教材の提
供を可能にし、郷土を愛し、地域に誇りを持てる人材の育成に寄与します。

庄内地区自作視聴覚教材
発表会

○多様な教育的ニーズへの対応や郷土愛の育成
につながる自作のＤＶＤや紙芝居、デジタルコン
テンツを上映・実演し、制作技術の向上について
学び合います。

１０月２６日（水）
酒田市総合文化セ
ンター

スポーツ in ライフ
◎誰もが生涯を通して楽しめる「する」「みる」「ささえる」スポーツの機会の提供を支援します
◎スポーツに関わる人材の育成及び場の充実を支援します
◎スポーツを通して活力ある地域社会の実現を推進します
事 業 名

事 業 の 概 要

対象者

日時等

○地区広域スポーツセンター事業：地域住民が年齢、性別、障がい等を問わず生涯にわたり広くスポーツに親しむことができる環
境を整え、生涯スポーツの推進を図ります.
総合型地域スポーツクラブ
訪問

○クラブの運営状況を把握し、諸課題について話し ○クラブ関係者
合い、広域スポーツセンターや行政側からのサポ
ートについて意見交換や助言等を行います。

随時

市町訪問

○市町におけるクラブの現状や生涯スポーツ推進 ○市町クラブ主管課
に関わる課題等を互いに理解し、共有します。

随時

庄内地区総合型地域スポーツ
クラブ協議会への支援

○各クラブの代表者やクラブマネジャーの情報交換 ○地区総合型地域スポ
会及び各種事業などへの支援を行います。
ーツクラブ協議会

随時

○スポーツ少年団関連事業：一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供するとともに、スポーツを通して青少年のこころと
からだを育て、スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献します。
県スポーツ少年大会
（兼）ジュニア・リーダースクール

○県内スポーツ少年団員の交流とジュニア・リーダ ○スポーツ少年団員・指導者
ーの育成を図ります。

８月９日（火）～８月１１日（木）

県少年少女スポーツ交流大会

○種目別大会を開催し県内スポーツ少年団員同士 ○スポーツ少年団員・指導者
の交流を図ります。

10 月２日（日）
主会期

県スポーツ少年団指導者
・育成母集団研修会

○スポーツ少年団の指導者と育成母集団が会し、 ○スポーツ少年団指導者・
スポーツ少年団のあり方や活動について研修を 育成母集団
深めます。

11 月１２日（土）
酒田市

金峰少年自然の家
（鶴岡市）

○スポーツ推進委員関連事業：地域におけるスポーツの実践活動と研究成果を交流し、スポーツ推進員の資質の向上を図り、
スポーツのあるまちづくり、人づくり、くらしづくりに寄与します。
庄内地区スポーツ推進委員協議会
総会・研修会

○庄内管内のスポーツ推進委員が参集し、スポー ○庄内地区スポー
ツ振興のあり方や、これからのスポーツ推進委員 ツ推進委員
の役割等についての講演や、実践研修などを通
して資質の向上を図るとともに会員相互の親睦を
深めます。

６月１１日（土）
鶴岡市

