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【施策の目的と取り組み・現状分析】
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【裏面へ】

「最終目標」を実現する
ために必要な「直近の目
標」は何ですか？

施策の目的（最終目標）
は何ですか？

施策の対象（誰、何が）

施策の意図（どのようになることを
目指しますか）

施　　　策

27前期基本計画 ◆ 施策マネジメントシート

政　　　策

第２次総合計画 平成

基本事業

施策主管課

学校教育課

作成日

2-2：「生きる力」を育む学校教育の充実

重点施策

今後に影響するような、
大きな環境変化はありま
したか？

施策の「対象」の現状は
どのように変化しました
か？

「直近の目標」に対し、こ
の１年間にどのような取
り組みを行いましたか？
【行政経営方針等を踏ま
えて】

▼ 「最終目標」の実現に向けて、取り組んだことは何ですか？

▼　現状把握に努めましたか。　把握した現状とその変化、市民や議会の声などを記入してください。

　平成２７年度全国学力調査では、小学校国語、算数、理科はおおむね全国平均であった。中学校では全ての教科で全国平均を下回ってい
る。不登校児童生徒数も平成２６年度に比べて２名増加しており、不登校児童生徒数の増加も課題である。学校生活満足度調査は、小・中学
校とも満足度が上昇しており、学校での取組の成果が見られる。新体力テストも小学校で向上している。肥満傾向の児童生徒は平成２６年度
に比べて低い傾向にあり、運動時間の確保等各学校での取組の成果が現れている。

教職員の資質向上のための研修講座の開催、学校訪問

スクールカウンセラー等の配置による教育相談

Q-Uテスト（学校生活満足度、学級満足度）の実施と分析・改善

中学校区ごとの学力向上推進委員会の実施

適応指導教室の整備と充実

学校司書の配置による学校図書館の充実

▼　総合計画策定時には想定できなかった大きな環境の変化などを記入してください。

53.4,49.7 54.7,50.2

0.3,2.8 0.3,2.8 0.25,2.5 0.2,2.0

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度
（目標）

29年度
（目標）

目標値
（30年度）

更新日

54,50 54.5,51.5 54.5,51.5 55.0,52.0

児童、生徒

変化の激しい社会を生き抜くための、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を身に付けた児童・生徒を育
み、社会貢献する自立した人間を育成する

▼ 「最終目標」を実現するために必要なことは何ですか？（最終目標に向かって、今はどのようになることを目指すのか。【直近の目標】）
　　基本事業ごとに記入してください。

1　全国・県における学力調査結果において、伊達市の平均が全国・県の平均を上回るために、校内現職教育、学校訪問での指導についてわ
かる授業の実践と教職員の資質向上に努める。
２　学校生活満足度、学級満足度を高めるための学級経営を充実させるとともに、不登校児童生徒の発生率を平成２６年度より下回らせるた
めに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室の活用を増やす。また、生徒指導巡回訪問により生徒指導の問題を
共有するとともに、適切な指導をする。
３　新体力テストの総合評価上位２ランクの割合を平成２６年度より上回るように、授業での運動時間の確保と、日頃の運動習慣づくり、各校で
作成した体力つくり計画書にそって実践する。
４　各学校のホームページの更新と、スクールコミュニティの充実を図る。
５　教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育効果を上げるために学校の規模の適正化を図る。

単位
25年度
（実績）

A
全国学力調査の正答率 ％

（全国学力調査の正答率）

B
標準学力検査（NRT）の偏差値 ％

（標準学力検査（NRT）の偏差値）

C
不登校児童・生徒の発生率 ％

（各小・中学校からの調査報告）

D
学校生活における満足度調査 ％

E
新体力テストの総合評価で上位2ランク（A、B）の児童・生徒の割合 ％

（学校生活に関する調査）

（新体力テストの総合評価で上位2ランク（A、B）の児童・生徒の割合）

80.0,65.0

74.3,57.7 75.3,59,.5

79,64

39,43

（学校保健統計調査方式による肥満度の判定方法） 14.1,12.7 12.4,13.8 11.6,10.2

G
スクールコミュニティの設立団体数 団体

F
肥満及び肥満傾向にある児童・生徒の割合 ％

H
小中学校施設の耐震化率 ％

（スクールコミュニティの設立団体数）

（文部科学省「公立学校施設の耐震改修状況調査」） 73.2 73.2

4 5

70.1

0.38,3.01

2 3

1 21

34.0,36.0

37,39 38,41

0.3,2.8 0.4,3.5

40.0,45.0

35.65,33.45 40.33,33.25

77.7,58.5

75,59 76,62

平成

平成

1：確かな学力を育む教育の推進
2：豊かな心を育む教育の推進
3：健康でたくましい体を育む教育の推進
4：開かれた学校づくりと教育環境の整備

57.4,58.3

1ポイント増 1ポイント増 2ポイント増
対全国平均比
3ポイント高

66.3,51.0 62.4,52.6

２：豊かな心を育むまちづくり

表面年度の実績評価

　 成果指標の状況
　　※各欄の上段に目標値、下段に実績値を記入してください。

73.2 73.2 77.5 81.7

12.0,13.0  11.5,12.5  11.0,12.0  10.8,11.9

53.4,49.5

　平成27年9月17日の総合教育会議において、「伊達市教育大綱」に基づく「伊達市立小中学校適正規模・適正配置計画」が了承され、このこ
とについて該当地区・学校への説明を実施している。



【施策の振り返り】
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【結論】
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4の取り組みの問題点は
何ですか？

4の取り組みの成果は
何ですか？

1　各学校の学力向上への取組を市全体で３本の矢（授業、家庭との連携、教職員研修）として充実させる。また、土曜授業の実施により、若干
ゆとりのある教育課程が編成できることから、授業時数の確実な確保が期待でき、その点で学力の向上を図りたい。
2　SC,SSW、適応指導教室は今後も継続して配置し、学校と保護者との連携を密にし、不登校児童生徒の減少につなげたい。また、生徒指導
研修会も適宜開催したい。
3　運動好きな児童生徒にするためにまず体育等の授業で運動する楽しさを味わわせることと、各学校における日常的な運動の習慣づくりを行
い、着実な取組を指導する。
4　ホームページの継続による各学校の情報提供を行う。
５　統廃合に向けた保護者及び地域への丁寧な説明を行い、理解をもとめるようにする。統廃合、小中一貫教育実現に向けての諸準備を計画
的・組織的に行う。

▼　成果があった点を4の取り組みごとに原因を踏まえて記入してください。

▼　問題がある点を4の取り組みごとに原因を踏まえて記入してください。

教職員の指導力の向上。年間14回の学校訪問による授業指導と、
18回の研修講座開催

スクールカウンセラー等の活用の増加。児童生徒の他、保護者、教
職員も含め１５９８件の相談の実施。

児童生徒の人間関係の実態把握の充実。教員の観察だけでなく、ア
ンケート等からの分析により、多面的な実態把握

小学校での学力が向上。中学校区での協議など各学校ごとの
学力向上に対する取組の徹底。

伊達市適応指導教室（あおば教室）の浸透と不登校児童の適応
教室への登校

本の貸し出しの増加と、魅力ある図書室経営、学校司書研修会
の実施による図書館の充実

11

以上から、「伸ばすべき
成果」と「解決すべき問
題」をどう捉え、施策実
現のため今後はどのよう
な対策を行うのですか？

中学校における学力調査の全国平均との差を縮める。

施策における｢伸ばすべき成果」
または「解決すべき問題」

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応
指導教室の配置を継続する。

体育または保健体育の授業の他、日常的に運動に取り組
む環境をつくりだす。

開かれた学校のためのホームページの作成は全校で実施
されており、更新も適宜実施されている。

「伊達市立小中学校適正規模・適正鉢基本計画」及び「小
学校統合実施計画」をもとに速やかに統合及び小中一貫教
育を実現させる。

第２次総合計画 前期基本計画 ◆ 施策マネジメントシート 平成 27 年度の実績評価 裏面

日頃の授業が運動時間の十分な確保がされ、しかも楽しく行われている
か各学校ごとに指導する。また、体力向上推進計画書に基づいた実践
がされているか、定期的に確認する。

新しく転入した管理職の研修を実施するとともに、定期的に各校ごとにア
クセス数、記事の更新日時をチェックし、内容の充実を指導する。

該当校同士の教育課程の見直し作業、児童相互の交流活動、備品の搬
入・保管作業等を遺漏なく実施するとともに、保護者及び地域の意向を
十分に踏まえるために丁寧な説明に当たる。

問題

成果

問題

成果

その他

▼　施策を実現するために必要となる「伸ばすべき成果」と「解決すべき問題」を記入し、それらに対する今後の対策を具体的に記入してくださ
い。【直近での取り組み】

区分 具体的な対策

学力向上３本の矢（授業、家庭との連携、教職員研修）を、各学校ごと意
識して取り組むよう指導する。また、定着確認シートの確実な実施と分析
について促していくとともに、学力向上グランドデザインの進捗状況を適
宜確認していく

不登校にあった生徒が別室登校ではあるが学校に登校するようになるな
ど実績があるので、少なくとも現状の配置を維持したい。また、各学校の
相談に柔軟に対応できるような配置を進める。

さらに向上させる 現状維持とする

施策全体の今後の
方向性は？

▼　上記「9」の選択を受け、今後の方向性をどう考えますか。【中長期的視点から、基本事業ごとに記入してください】

1　小学校においては、学力調査結果において全国平均を超えること、中学校については全国平均に近づくようにするために、校内現職教育、
学校訪問での指導についてわかる授業の実践と教職員の資質向上に一層努める。
２　学校生活満足度、学級満足度を高めるための学級経営を充実させるとともに、不登校児童生徒の発生率を平成２７年度より下回らせるた
めに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室の活用をさらに学校と連携して行う。また、生徒指導巡回訪問により
生徒指導の問題を共有するとともに、適切な指導をする。
３　新体力テストの総合評価上位２ランクの割合を平成２７年度より上回るように、授業での運動時間を確保することと、業間等日頃から運動す
る習慣づくりを充実させる。
４　各学校のホームページの更新と、スクールコミュニティの充実を図る。
５　教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育効果を上げるために学校の規模の適正化を図る。

「7」及び「8」の振り返りを
踏まえ、「2」の「直近の
目標」を向上させます
か？

▼　選択した理由を記入してください。（さらに向上させる場合、見直し後の「直近の目標」を記入してください。)

研修の必要性と、児童生徒に向き合う時間の確保のジレンマ

カウンセラー等の勤務関係（週１回）の改善

Q-U検査結果の分析と、実態把握をもとにした改善の強化

小・中の連携（学び方）の強化と、中学校の学力向上

適応指導教室へ登校する児童生徒の増加と学校との連携

配置校から近隣の未配置校への拡充と、学校司書のさらなる配
置


