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１．点検・評価制度の概要 
 

 

(１) 経緯及び目的 

 

平成19年６月に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「地教行法」という。）が改正され、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の改正目的である「教育委員会の説明責任体制の明確化」の一つとして、

同法第27条の規定に基づき、本市教育委員会は、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、公表することとなっています。 

本市教育委員会としては、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に、教育委員会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ました。 

 

(２) 点検評価の対象 

 

点検・評価の対象は、本市が平成26年度の行政経営方針の中で重点事業として掲

げた事務事業を対象としています。 

点検評価は、《まちづくりの視点Ⅰ：人づくり》の体系に基づき、４つの施策であ

る「こどもの健やかな育ちの支援」「生きる力」を育む学校教育の充実「心を育む

生涯学習の推進」「文化財の保護と芸術文化の振興」を実現するために、施策を構

成する12基本事業の中から施策の具現化のため特に必要な重点事業を対象として

います。 

 

(３) 学識経験者の知見の活用 

 

地教行法第27条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活

用については、委員５人で構成する『伊達市教育委員会事務事業点検評価委員会』

を設置し、本市教育委員会が実施した点検・評価の結果についてそれぞれの立場か

ら意見を聴いています。 

 

(４) 点検評価の方法 

 

点検・評価にあたっては、事務事業の内容、成果を明らかにするとともに、課題

や事業の目的妥当性、有効性、効率性、公平性などを分析し、今後の対応方向を示

しています。 

なお、具体的な点検・評価の手法については、「伊達市行政評価」の手法を全面

的に活用しています。 

 

 



 

 

(５) 伊達市教育委員会事務事業点検評価委員 

(敬称略、順不同) 

 

   会 長 

   安 倍 幸 夫 （学校教育関係者） 

 

   副会長 

   小 野 孝 雄 （生涯学習・社会教育関係者） 

 

   委 員 

   三 浦 秀 勝 （保健体育・スポーツ関係者） 

 

   委 員 

   木 村 清四郎 （芸術文化・文化財関係者） 

 

   委 員 

   渡 辺 里 加 （その他） 

 

 

 

 

 

２．点検評価委員会の開催状況等 
 

伊達市教育委員会事務事業点検評価委員会の開催状況 

 

  次のとおり点検評価委員会を開催し、５人の有識者からご意見をいただきました。 

 

（1） 第１回委員会 委員４名出席 

平成27年７月３日(金)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 

 

（2） 第２回委員会 委員５名出席  

平成27年７月14日(火)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 

 

（3） 第３回委員会 委員５名出席  

平成27年７月27日(月)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 

 

 

 



 

３．点検評価結果について 
 

(１) 事務事業点検・評価結果の構成 

 

   点検・評価の対象は、先に述べたように、平成26年度に教育委員会が行った事

務事業のうち、平成26年度伊達市行政経営方針の中で重点事業として掲げた事務

事業を対象としています。 

  点検評価委員会においては、行政評価に基づく「マネジメントシート」も活用

しています。 

 

 

(２) 点検評価委員の意見等 

 

点検評価委員会の中で各委員から頂いたご意見は、伊達市教育委員会事務事業

点検・評価結果とあわせて、次ページ以降に掲載しました。 

 また、平成26年度の事務事業点検評価については、決算議会前に実施して、事

務事業点検評価結果報告書を作成し、議会に提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．平成 26年度事務事業点検評価対象事業 

 
伊達市教育委員会事務事業点検評価結果 
《まちづくりの視点Ⅰ：人づくり》 

 

施策：こどもの健やかな育ちの支援 
≪重点基本事業≫ 健やかな成長への支援 

 １ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 

 ２ 梁川認定こども園整備事業 

 ３ 伊達認定こども園整備事業 

 ４ やながわ放課後児童クラブ建設事業 

 

施策：「生きる力」を育む学校教育の充実 
≪重点基本事業≫ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 教育相談事業 

≪重点基本事業≫ 望ましい教育環境の充実 

１ 梁川小学校改築事業 

 

施策：心を育む生涯学習の推進 
≪重点基本事業≫ 学習機会の充実と成果の活用 

１ 生涯学習推進会議運営・推進事業 

２ 図書館運営事業 

≪重点基本事業≫ スポーツ・レクリェーションの振興 

１ スポーツ振興事業 

 

施策：文化財の保護と芸術文化の振興 
≪重点基本事業≫ 文化財の保護保存 

１ 文化財保護事業 

２ 埋蔵文化財保護事業 

  
 

 



伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 子ども・子育て支援事業計画策定事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 こども支援課政策３　豊かな心を育むまちづくり

施策名 こどもの健やかな育ちの支援 総事業費 千円

施策を目指す姿 こどもが、心も体も健康的に成長する。 24年度

基本事業名 ①健やかな成長への支援 25年度

基本事業目的 幼児や児童が集団で仲良く遊び豊かな心を育んで成長できる。 26年度 3,889

・子ども・子育て会議及び庁内調整会議を開催し、事業進捗等をPDCAサイクルによって管理する。
・障がいや発達に不安のある子どもを持つ家庭への支援として、子育ての不安や悩みを解消できるような相談
体制や適切な子育て環境の整備を進める考えである。
・教育・保育環境の充実を図るため、学校・幼稚園・保育所等の職員の研修や連携が図れる体制づくりに努め
る。

26年度の取り組み内容

　平成24年8月に、子ども子育て支援法等による新制度が創設され、平成27年度から平成31年度までの5年間に
おける質の高い幼児期の教育・保育の一体的な提供と地域の子ども・子育て支援の充実等を図るための子ど
も・子育て支援事業計画を策定することとなった。
　子ども・子育て会議において、平成25年度に実施したニーズ調査の分析、教育・保育の量の見込の調査審議
と支援事業計画の素案の意見聴取を行った。（平成26年度開催回数　6回）
　

（１）事業概要

（２）事業費内訳

26年度事業費（単位：千円）
　　報酬…596千円（子ども・子育て会議委員報酬　13人）
　　需用費…10千円（図書購入等）
　　委託料…3,283千円（子ども・子育て支援事業計画策定業務委託）

（３）事後評価結果

・着実な事業計画を進めるために、各年度毎に進捗管理に努めること
・特別支援教育を就学前の幼稚園・保育園児に対しても考えること
・認定こども園が幼保一体となっているが、保幼小一体の連携も考えること

（４）点検評価委員会の意見

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

　子ども・子育て会議を6回開催し、丁寧な調査審議と子どもと子育てに関した多くの意見を聴取したことか
ら、伊達市の実情の沿った3歳からのすべての子どもの幼児教育、認定こども園の推進と放課後児童クラブの充
実による「心の義務教育」を発展させ、市民ニーズに対応した「伊達市子ども・子育て支援事業計画」を策定
することができた。
　平成27年度は、支援事業計画の内容を広く市民に周知するとともに計画に網羅いした事業の展開を図り、子
ども・子育て会議や庁内プロジェクト会議における点検・評価を28年度における事業の見直し等を検討する。



（４）点検評価委員会の意見

・職員の配置計画について、保護者の配慮に努めること
・公設公営と民設民営のコストの差の問題について（保育料と運営費）
・認定こども園を整備して、使用しなくなった施設の取扱いについて

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・梁川認定こども園開園のため新規採用募集を行ったが、梁川幼稚園の職員はそのまま認定こども園に配置さ
れるとともに、他の園からも経験のある職員が配置されるので、保護者に対しても充分な配慮がなされると考
える。
・民設民営は、民間活力による創意工夫を期待しているところであり、結果して運営費等の効率化に繋がると
考える。
・保育料は、国が定めた基準により徴収することになるので、公立、私立を問わず一律となってる。なお、幼
稚園保育料は、平成27年度より市が一部補助することで一律の保育料としている。
・梁川幼稚園は、耐震性の問題もあり今後取壊しをする方針であるが、その他の施設については未定である。

（１）事業概要

26年度の取り組み内容
・幼稚園と保育所を一体化した認定こども園を整備し、就学前教育保育を行う環境の整備した。
・新築の梁川小学校と梁川放課後児童クラブの南側に整備し、スクールコミュニティーゾーンの位置づけとし
た。
・公設公営による初めての設置運営の手法とした。
・平成27年４月開園に向けて建設事業を推進した。
　
　
　

（２）事業費内訳

26年度事業費（単位：千円）
　　役務費…7千円（設計審査等手数料）委託料…6,480千円（設計・工事監理業務委託）
　　工事請負費…368,170千円（建築本体工事外）備品購入費…7,528千円（屋外遊具等購入）
　　負担金…1,080千円（上水道加入負担金）

（３）事後評価結果

・当該地が市街化調整区域であるため、平成２５年度末に開発許可申請と敷地造成工事の発注をしたが、開発
許可が遅れたことや資材製品調達に通常納期での調達困難等があり、現場着手が５月となった。
・造成工事の遅れに伴い、建築本体工事も６月に発注したが現場着手は８月となり、年度末までの完成が困難
となった。
・このことは、認定こども園の開園を４月と予定していたことが不可能となった。
・結果して、建築工事は平成27年６月30日までに工期を延長することとした。
・要因としては、開発許可の遅れと資材製品や建設作業員の確保の難しさがあると考える。

基本事業名 ①健やかな成長への支援 25年度

基本事業目的 幼児や児童が集団で仲良く遊び豊かな心を育んで成長できる。 26年度 383,265

施策名 こどもの健やかな育ちの支援 総事業費 千円

施策を目指す姿 こどもが、心も体も健康的に成長する。 24年度

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 梁川認定こども園整備事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 こども支援課政策３　豊かな心を育むまちづくり



伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 伊達認定こども園整備事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 こども支援課政策３　豊かな心を育むまちづくり

施策名 こどもの健やかな育ちの支援 総事業費 千円

施策を目指す姿 こどもが、心も体も健康的に成長する。 24年度

基本事業名 ①健やかな成長への支援 25年度

基本事業目的 幼児や児童が集団で仲良く遊び豊かな心を育んで成長できる。 26年度 2,226

（４）点検評価委員会の意見

・伏黒幼稚園と伊達認定こども園整備事業の関連について
・園舎敷地周辺の道路等の整備について
・認定こども園設置運営業者の選定について
・認定こども園のしくみを理解されていないところがあるので周知広報に努めること

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・伊達認定こども園は、伊達幼稚園と伊達保育園の統合であり、現時点での伏黒幼稚園の統合は想定していな
い。
・園舎敷地に接する市道については、開発区域の一部として拡幅して市道改良するが、その延長については土
木課と協議をしながら市道改良工事を進めていく方針である。
・設置運営業者の選定に際しては、伊達市ホームページ等で公募を行い、１事業者から関係書類の提出があ
り、書類審査及びヒヤリング調査を実施、財務審査も行ったうえで、選定したところである。
・認定こども園の周知については、利用する際のメリット等を広報誌やホームページ等または様々な機会を通
じて行う考えである。

（１）事業概要

26年度の取り組み内容
・幼稚園と保育所を一体化した認定こども園を整備し、就学前教育保育を行う環境の整備する。
・先に整備した大田及び上保原の認定こども園と同様の条件により整備する。
・民設民営による民間事業者が設置運営する手法とする。
・平成29年4月開園に向けて事業推進する。
　
　
　

（２）事業費内訳

26年度事業費（単位：千円）
　　委託料…2,226千円（地質調査業務委託）
　

（３）事後評価結果

・認定こども園設置運営事業者選定
　10/24事業者選定委員会設置、10/30設置運営法人募集要項公告、11/19応募事業者ヒヤリング、11/26事業者
選定通知
・認定こども園建設用地交渉経過
　11/30～12/15　地権者４名に用地交渉し、売買契約等の同意書を取り付ける。
　（平成27年２月２日付、平成27年度公有地取得計画書提出　公有地の拡大の推進に関する法律の適用を受け
るため）
・地質調査業務
　平成27年２月25日付、当該地の地質調査（ボーリング調査）を発注、３月30日付業務委託完了届。



（４）点検評価委員会の意見

・施設の設置目的に沿って有効利用が図られるよう取り組みを進めてほしい。
・子どもの健全育成を図るため、イベントの企画も含め施設の利用促進を図ってほしい。
・素晴らしい施設であり、多世代交流など今後どのように利用していくのか工夫しながら取り組んでほしい。

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

　やながわ放課後児童クラブ館は、平成27年3月2日開館した施設であり、児童クラブの利用については平成27
年4月1日時点での登録児童数が106人となっている。また、児童クラブ以外の利用については、子育て中の親子
の交流を目的とした子育て広場や一般の幼児・児童を対象とした遊びの広場を開設するなど、施設の有効活用
に努めている。
　平成27年度からは、子どもの健全育成を目的に国が策定した「放課後子ども総合プラン」の推進のための活
動にも利用しているが、さらに施設の利用促進が図られるよう検討していきたい。

（１）事業概要

26年度の取り組み内容
　・子どもが犠牲となる犯罪・凶悪事件が発生し社会問題化したことや、子どもを取り巻く家庭や地域環境の
変化により、児童の健全育成が重要な課題となっており、児童に放課後における適切な遊び及び生活の場を提
供するため、やながわ放課後児童クラブ館を学校敷地内に建設した。
　
　①工事名　　　やながわ放課後児童クラブ新築工事
　②建設場所　　伊達市梁川町字下川原
　③工　期　　　平成25年3月25日～平成27年1月31日
　④定　員　　　１２０名

（２）事業費内訳

26年度事業費　171,023千円
　　工事請負費159,174千円　　委託料9,720千円　備品購入費1,074千円　役務費127千円　需用費928千円

（３）事後評価結果

　施設整備を進めた結果、児童の放課後健全育成対策の拠点となる「やながわ放課後児童クラブ館」が完成し
た。今後は児童の生活の場の提供と保護者の就労支援という放課後児童クラブとしての利用はもとより、次世
代を担う児童に対する健全育成の場として十分な活用を図っていかなければならない。

基本事業名 ②子育て家庭への支援 25年度 150,658

基本事業目的
中学生以下のこどもを育てる親が子育て支援サービスの提供を受け、
ゆとりを持って子育てができる。

26年度 171,023

施策名 Ⅰ-１　こどもの健やかな育ちの支援 総事業費 千円

施策を目指す姿 こどもが、心も体も健康的に成長する。 24年度 6,630

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 やながわ放課後児童クラブ建設事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 こども育成課政策３　豊かな心を育むまちづくり



まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 学校教育課政策３豊かな心を育むまちづくり

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

№１ 事務事業名 　教育相談事業 平成26年度主要事業　

施策名 Ⅰー２　「生きる力」を育む学校教育の充実 総事業費 千円

施策を目指す姿 児童や生徒が、知・徳・体のバランス良く成長する。

基本事業名 ①知識や技術の習得と活用

24年度 15,092

基本事業目的
児童や生徒が「知識・理解」に加え、「学ぶ意欲」や「思考力・判断
力・表現力」などを身に付ける。

25年度 18,857

26年度 18,077

（４）点検評価委員会の意見
・　スクールカウンセラー（SC)、スクールソーシャルワーカー（SSW)の仕事は大切な仕事であり、よく対応している。小中学校の校
長からは人材不足で配置ができない状況との話を聞いている。避難している子ども、元の学校に戻ってきた子どもの中にはなじめな
い子どももいることをきく。親に関しても問題があり、これらを含めた教育相談が大切である。
・　SSWを多く配置することを望みたい。ある不登校の子どもはSSWが訪問する水曜日だけは登校する例があり、SSWの力は大きい。増
員することで、この不登校の子どもは週2回登校できるようになる。
・　SC等による相談件数は多いが、不登校、いじめの件数が少なく、その内容の調査結果も示されていない。これらの問題は学校の
管理上の問題もあるが、児童生徒と学校との信頼関係の問題である。セクハラやいじめが起きた場合のマニュアルの存在についても
問いたい。
・　特別支援教育についてもよく対応している。SCやSSWの配置も必要だが、今学校にある人材、特別支援コーディネーター、特別支
援介助員など、常に児童生徒と接している人材を活用することにより、SCやSSWの不足を補える工夫が必要である。

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針
・　教育相談において、SCやSSWの担う役割は重要であり、配置については少なくとも今年度の数を確保したい。さらに、県教育委員
会主催のSCやSSWの研修会には積極的に参加させ、資質の向上を目指し、適切な教育相談業務ができるようにしたい。しかし、最終的
には学級担任等の教員の関わりが大きいので、研修等の充実により教員の資質向上を図りたい。
・　不登校の子どもが実際にSSWに促され、その都度登校することはあることから、該当する学校の教員も家庭訪問をし、SSWとの連
携をさらに強化し、不登校の子どもに登校のきっかけを多く提供したい。
・　学校には、各学校ごとに学校生活上のきまりについて具体的に示され、児童生徒にもその内容を示されている。また、いじめや
セクハラに関連する内容も盛り込まれているので、徹底して指導するようにしたい、
・　学校にある資源、一番は人材であるので、これを有効に活用することで、児童生徒とのコミュニケーションの機会を数多くつく
ることで、これまで知りえなかった情報を入手することも可能になり、事が大きくなる前に未然に生徒指導上の問題を解決すること
にもつながるものと考える。さらに、学校で定期的に実施している生徒指導協議会、職員会議、PTAとの話合い等を活用することによ
り、教育相談を充実させたい。
・　教育相談関連の教職員研修講座は多々あるので、これらの研修会を実態に沿った内容で展開することで、各学校の現状にあった
研修としたい。

（１）事業概要

・不登校への対応や教育相談を通じて保護者や教職員への指導助言を行うため、スクールカウンセラーを８校
に配置した。スクールソーシャルワーカー１名を教育委員会に配置した。
・不登校の児童生徒を支援するため、指導員３名を配置し、適応指導教室（あおば教室）を開設している。
（H23.11開設）梁川分庁舎内→借家

（２）事業費内訳

・総事業費　18,077千円
　　報酬2,920千円　賃金4,168千円　報償費9,003千円　旅費155千円　需用費313千円　役務費385千円　委託
料5千円
　　借上料1123千円　負担金5千円

（３）事後評価結果

・スクールカウンセラーの日程が過密状態（年間相談件数1,218件）であり、他の教育機関とも連携を図りなが
ら進めていく必要があったため、スクールソーシャルワーカーを配置し、相談体制の充実を図った。
・不登校日が年間30日を超える児童生徒については、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーと
の連携を深め改善に努めた結果、復帰傾向児童生徒数が32名に増加した。学校や保護者から、不登校児童が月
に何度か登校できるようになってきた等の声が寄せられている。
・適応指導教室では、小学生5名と中学生７名の適応指導を行った。
（課題等）
・教育相談件数、問題を抱える学校の増加により、スクールカウンセラー等の増員が必要である。
・子どもの学習や生活に関する相談や特別支援教育の体制整備が必要である。



（４）点検評価委員会の意見

・開放施設の一般開放を早くしてほしい。
・スクールコミュニティが進められているが、統廃合も視野に入れて他地区も考えてほしい。
・開放施設に靴を脱いで利用することは大変なので改善してほしい。

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・開放施設については、講堂、和室、洋室は７月から、アリーナは８月から、校庭は９月から開放する予定
で、利用団体等に説明し予約の受け付けを始めた。
・他地域のスクールコミュニティについて、地域、学校等と協議しながら設立に向けて進めていく。
・学校施設は、児童生徒、教師は靴を履き替えて学校生活を送っているので、一般開放施設も原則として、上
履きで利用していただきたい。

（１）事業概要

・3.11東日本大震災により被災し、施設の使用ができなくなりプレハブ仮校舎にて授業を行っている環境を早
急に解消するため、校舎、屋体、プール等を完成させ開校に努めた。
　・梁川小学校改築建築主体工事（継続事業）
　・梁川小学校改築電気設備工事（継続事業）
　・梁川小学校改築機械設備工事（継続事業）
　・梁川小学校プール建設工事
　・梁川小学校改築工事設計意図伝達・工事監理業務委託（継続事業）
　・梁川小学校プール建設工事設計意図伝達・工事監理業務委託
　・旧梁川小学校解体工事（繰越明許）等

（２）事業費内訳

総事業費　2,063,464千円
　・需用費24,234千円　　　　　委託料51,512千円　　　　　　工事請負費1,939,683千円
　・土地購入費4,571千円　　 　備品購入費42,674千円

（３）事後評価結果

・工事入札関係については、概ね順調に落札し工事に着手することができた。しかし、震災復興の影響の煽り
を受け、現場においては常に職人不足（特に熟練職人）また資材調達の困難、資材価格及び人件費の大幅な改
正により、全国的に工事価格の上昇が依然、継続している状況。その結果、建設工事費用が当初より増大して
しまった。
・非常に厳しい状況下であったが、請負業者をはじめ、職員一人ひとりが開校を目標に一丸となって連携し、
お互いに協力し合いながら現場を進め、無事に開校することができた。
（課題等）
・震災復興、オリンピック等の建設需要により、職人不足、労務単価及び資材高騰は継続すると思われる。そ
の結果、予算の大幅な増額、工事の遅延等懸念されるため、建設計画については、十分に社会情勢等を考慮し
なければならない。

基本事業名 ③望ましい教育環境の充実 25年度 1,630,082

基本事業目的
小中学校や給食センターが、計画的に適正な規模で整備され、安全に
管理・運営される

26年度 2,063,464

施策名 Ⅰ－２　「生きる力」を育む学校教育の充実 総事業費 千円

施策を目指す姿 児童や生徒が、知・徳・体のバランス良く成長する 24年度 210,757

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 梁川小学校改築事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 教育総務課政策３　豊かな心を育むまちづくり



（４）点検評価委員会の意見

・地域自治組織と社会教育事業について、地域と市が一緒にできるようにしてほしい。
・旧公民館事業のイメージがまだ残っているので、事業へのサポート、教育委員会の支援が必要で是非残して
ほしい。
・ＮＰＯ、民間事業者に委託検討とあるが、各町で活動している組織とも連携してはどうか。
・土曜体験事業などは、参加者募集のパンフレット渡すだけでなく、団体などにも声をかけて協力してやれば
いいと思う。

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・地域自治組織内に生涯学習部会や文化部会など作って、将来は自分たちで生涯学習を実施できるようになっ
ていただきたいが、教育委員会の支援は続けていく。
・土曜日体験活動などは、地域団体や個人などから協力を得ながら実施し、地域全体で子どもの土曜日の過ご
し方を考えていきたい。
・参加申込書を配付するだけでなく、各種団体などと連携していくことも検討していきたい。

（１）事業概要

26年度の取り組み内容
　26年度は旧公民館事業で実施していた高齢者講座、女性講座等を教育総務課で継承実施した。
　家庭教育講座など地域ごとにも講座等を実施した。
　いきいき土曜日体験活動を保原小学校、梁川小学校を会場にすべての児童を対象に希望者により実施した。
　職員及び生涯学習指導員は、地域別担当及び事業別担当を決め各事業にあたった。

（２）事業費内訳

26年度事業費 3,104千円
　・報償費1,837千円、旅費48千円、需用費489千円、役務費347千円、委託料92千円、使用料及び賃借料292千
円

（３）事後評価結果

　26年度の公民館が交流館になり、公民館事業が社会教育係で実施することになった。事業を実施する職員及
び指導員も減少し、今までのような手厚い支援はできなかったが、各地区交流館単位で地域の協力を得ながら
事業を実施した。
　家庭教育講座やいきいき土曜日体験活動など、新たな事業にも取り組んだが、更に事業を拡大していくに
は、ＮＰＯや民間事業者に委託等を検討する必要がある。

　27年度は、地域自治組織が設立されたところが多くなってきたので、自治組織と連携しながら事業を進めて
いきたい。
旧町単位の講座や市全域を対象とした事業も展開する。
いきいき土曜日体験事業は、新規事業として別予算で実施する。

基本事業名 ①学習機会の充実と成果の活用 25年度 1,000

基本事業目的
市民が自ら学び、家庭や地域で成果を発揮し、生きがいとなる活動を
行う。

26年度 3,104

施策名 Ⅰ－３　心を育む生涯学習の推進 総事業費 千円

施策を目指す姿 市民が、積極的に学び活動し生きがいを持って生活することができる。 24年度 0

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 生涯学習推進会議運営・推進事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 教育総務課政策３　豊かな心を育むまちづくり



伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 図書館運営事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 市立図書館政策３　豊かな心を育むまちづくり

施策名 心を育む生涯学習の推進 総事業費 千円

施策を目指す姿 豊かな心を持って生きる人づくり 24年度 13,771

基本事業名 図書館運営事業 25年度 13,876

基本事業目的 市民に生涯学習の機会を提供する 26年度 14,100

・中央交流館図書室の管理運営については、関係部や地域自治組織と協議しながら、図書室のあり方を検討し
ていく。
・図書館司書が今後とも各中央交流館と連携しながら、図書の配置、環境整備等より良い図書室づくりを支援
していく。

26年度の取り組み内容
　図書館法第10条及び16条に基づき、伊達市立図書館を運営する。

　市立図書館では、図書資料（本、ＣＤなど）の貸出、複写サービス、レファレンス、資料整備等の図書館業
務全般、学習室・会議室・視聴覚室などの館内設備の管理・利用受付を行っている。
　保原中央交流館図書室はＮＰＯ法人へ業務委託、梁川・霊山・月舘中央交流館図書室は交流館運営とあわせ
て、本の貸出・返却等も委託している。
　読み聞かせボランティアさんと協力しながら学校等での読み聞かせ、団体貸出等で読書活動を支援してい
る。また、利用者拡大のため、ホームページ上への新刊情報や読み聞かせボランティアによるおはなし会等の
情報をアップしている。

（１）事業概要

（２）事業費内訳

26年度事業費（26年度総事業費と連動）
　・図書館運営事業　　　14,100,069円
　　　臨時嘱託職員賃金　　2,105,768円
　　　委託料　10,817,189円　（伊達市立図書館運営一部業務委託　7,624,800円
　　　　　　　　　　　　　　　保原中央交流館図書室業務委託　　3,192,389円）

（３）事後評価結果

・伊達中央交流館には図書室がない。交流館に児童が来るので図書のある環境をつくってほしい。
・中央交流館図書室の機能分担を充実してほしい。
・読書離れが言われているので、対策をとること。
・図書館には司書がいるが交流館には司書がいないので、配置してほしい。
・月舘交流館は図書室が１階になったが、子どもが本を読む環境をつくってほしい。
・季節ごとに図書室の模様替えに力を入れてほしい。

（４）点検評価委員会の意見

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

　市立図書館の利用者は増加したが、交流館図書室の貸出数は減っている。27年度は、様々な種類の図書にふ
れてもらうため、展示等の工夫をしながら、利用推進拡大のための企画を展開をしていく。
　28年度、図書館・図書システムの一括更新時期なので、今後の交流館図書室の運営について検討する。



伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 スポーツ振興事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 教育総務課政策３　豊かな心を育むまちづくり

施策名 Ⅰ－３　心を育む生涯学習の推進 総事業費 千円

施策を目指す姿 市民が、積極的に学び活動し生きがいを持って生活することができる。 24年度 0

基本事業名 ③スポーツ・レクリエーションの振興 25年度 0

基本事業目的
市民一人ひとりが、生涯にわたって積極的にスポーツ・レクリエー
ション活動に取り組む。

26年度 14,073

（４）点検評価委員会の意見

・体育協会に対しバックアップ体制を強化してほしい。
・スポーツ振興公社が拠点としていろいろな活動がスムーズにいくようにしてほしい。平成26年度は戸惑いが
あったと思う。
・保原体育館改修や保原市民プール改築が予定されているが、保原中央交流館のところは文化施設にして、体
育館やプールは総合公園にまとめるようにしてほしい。

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・スポーツ振興公社は、地域住民の心身の健全な発達と健康で活力ある生活形成に寄与するため、体育・ス
ポーツの振興に関する各種事業の実施やスポーツ団体の支援・育成などを計画しており、教育委員会でもその
活動を支援していく。
・体育施設の耐震化や老朽化による改築は早期の解決すべき課題であり、総合公園に施設を集約していくこと
は、将来の課題として検討していく。

（１）事業概要

26年度の取り組み内容
　・スポーツ振興事業は26年度新規事業でスポーツ振興公社への委託及び補助を実施した。
　　　スポーツ振興事業として、伊達市が主催する大会及び旧公民館事業として実施していたスポーツ事業を
     伊達市スポーツ振興公社に業務委託した。（17事業実施）
　　　スポーツ振興公社法人管理事業として、公社の法人管理運営に係る補助金を交付した。
　　　スポーツ振興公社スポーツ事業として、ももの里マラソン大会等大会実行委員会の支援、体育協会等団
     体の支援に係る補助金を交付した。
　・各事業は、スポーツ振興公社が中心となって、事業の実施及び実行委員会の支援にあたった。

（２）事業費内訳

26年度事業費 14,073千円
　　スポーツ振興事業業務委託　2,269千円、スポーツ振興公社法人管理事業補助金　7,239千円
　　スポーツ振興公社スポーツ事業補助金　4,565千円

（３）事後評価結果

・26年度は、伊達市スポーツ振興公社が設立され実質初年度の事業展開であった。スポーツ振興事業について
は、大会等の支援をしたが、例年以上の参加者を得て運営することができた。27年度指定管理にあたっては、
公社と協議しながらより良い事業実施を検討する必要がある。

・27年度から体育施設の管理運営を公社に指定管理した。施設管理の他に、体育・スポーツの振興に関する各
種事業及び支援事業を推進できるようスポーツ振興公社を支援していく。
　霊山交流館改修に伴う霊山体育館の利用できない期間が発生するが、なるべく市民の施設利用サービスの低
下にならないよう協議してきた。また、28年度以降も保原体育館の改修や保原プールの改築などが予定されて
いる。



・今回の養蚕展示室開設は、資料整理を進めている中の部分的な展示であり、予約をもって観覧希望者に公開
としている。
　不特定多数の観覧者への公開は、養蚕関係資料を一堂に展示できる施設が整備された後に計画している。
　新たな資料館（仮称）整備については、施設建設検討委員会を設置し、今後規模等、内容を検討してゆく。

26年度の取り組み内容
　・市内に所在する指定文化財の保存記録管理に努めた。
　①伊達地方の養蚕関係道具の国重要文化財指定を目指し、台帳・図面作成に取り組んだ。
　②市指定文化財保存・管理団体への助成を行った。
　

（１）事業概要

（２）事業費内訳

26年度事業費　9,951千円

　・臨時職員賃金4,686千円　・需用費878千円　・養蚕道具整理作業委託料1,391千円　・施設管理委託料360千円

　・指定文化財図面等作成委託347千円

　・文化財保護団体育成補助金540千円　・市指定文化財保存管理費補助金288千円

（３）事後評価結果

・養蚕展示室、を多くの人に見てもらうために、もっとＰＲすべき。

（４）点検評価委員会の意見

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・成果
　①分散して保存されていた養蚕関係道具がほぼ泉原に集約され、国指定文化財指定へ向けての作業が容易に
　　なった。
　　国登録養蚕関係道具2,530点の内、台帳1,081件、図面37枚を作成した。
　②無形民俗文化財保存団体等へ補助金を交付し活動を支援した。
　　指定文化財の修繕、修理に補助金を交付し保存管理が図られた。
・課題
　①養蚕関係道具の図面作成に時間がかかる。
　②獅子舞等の後継者不足により活動が停滞している団体が散見される。
・27年度への反映
　①養蚕関係道具整理作業　臨時職員を3名から4名に1名増し図面作成等スピードアップを図りたい。
　②獅子舞保存活動を支援できるよう、民俗芸能記録保存事業を活用し団体代表に働きかける。
・28年度に向けて
　①養蚕関係道具図面作成の平成27年度中の実績に基づき、図面作成を委託すべきか検討する。

基本事業名 ①文化財の保護と保存 25年度 15,693

基本事業目的
文化財の重要性が広く認識され、市民に親しまれながら、後世に伝え
られる。

26年度 9,951

施策名 Ⅰ－４　文化財の保護と芸術文化の振興 総事業費 千円

施策を目指す姿 市民が、芸術・文化に親しみ豊かな生活を送ることができる 24年度 3,322

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 文化財保護事業 平成26年度重点事業　

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 文化課政策３　豊かな心を育むまちづくり



・梁川城跡及び本丸庭園は県指定史跡・名勝となっているが現在、平成30年度を目途に国史跡認定を受けるべ
　く調査を継続実施していきたい。
・旧梁川小学校敷地は、過去に校庭などの発掘調査が実施され、建物の遺構や素焼き土器などが確認され、
　更に心字の池が復元されるなどしている。現在、校舎等解体に立会い特に基礎部分の取壊しには慎重に対応
　しており今後、本格的な調査を検討している。
・国、県指定史跡の維持管理は毎年2～3回の草刈りを実施している。今年も同様に適宜実施する。

26年度の取り組み内容
　・伊達市の歴史について市民の理解が深まるよう、市内に所在する埋蔵文化財の保護及び内容確認を目的と
　　した調査を進めるとともに、調査結果の市民への紹介に努めた。
　①国史跡を目指し梁川城跡発掘調査の継続実施と現地説明会を行った。
　②埋蔵文化財発掘調査報告書を発行した。　（第23集～第24集）
　③開発等に伴う調査を実施した。
　④歴史文化講演会を開催した。

（１）事業概要

（２）事業費内訳

26年度事業費　16,997千円

　・臨時職員賃金8,639千円　・需用費2,058千円　・遺跡発掘作業委託料2,815千円　・機械借上料1,622千円

　・自動車借上料400千円

（３）事後評価結果

・梁川城跡は伊達市の財産である。継続して調査を実施してほしい。
・梁川城跡遺跡の環境美化（草刈り）を適宜実施してほしい。

（４）点検評価委員会の意見

（５）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・成果
　①梁川城跡発掘調査により掘立柱建物跡を構成すると考えられる柱穴や４条の溝跡が重複した状態で確認
　　され、また方形状に石が配されていることが確認できた。
　③開発に伴う調査は12件、調査面積379㎡を確認し、住宅建設等盛土をすることで保存することができた。
　④歴史文化講演会を開催し約300人に「伊達稙宗と「塵芥集」の世界」について周知することができた。
・課題
　①③発掘調査により収集された出土品や、収蔵資料が増加し、保存・保管施設が手狭になっている。
　④より多くの人に歴史文化に興味を持ってもらうための講演内容と開催場所の選定。
・27年度への反映
　①梁川城跡発掘調査の継続実施や梁川城跡調査指導委員会の開催。
　④歴史文化講演会の継続開催。（歴史への関心を高めるため）
・28年度に向けて
　①旧梁川小学校跡地（梁川城本丸）の調査、梁川城跡調査指導委員会の開催。

基本事業名 ①文化財の保護と保存 25年度 17,401

基本事業目的
文化財の重要性が広く認識され、市民に親しまれながら、後世に伝え
られる。

26年度 16,997

施策名 Ⅰ－４　文化財の保護と芸術文化の振興 総事業費 千円

施策を目指す姿 市民が、芸術・文化に親しみ豊かな生活を送ることができる 24年度 27,509

まちづくりの視点Ⅰ 人づくり 担当課 文化課政策３　豊かな心を育むまちづくり

伊達市教育委員会事務事業点検評価結果

事務事業名 埋蔵文化財保護事業 平成26年度重点事業　



 

５．資 料 

 
(１) 伊達市教育委員会事務事業点検評価実施要綱 

 
（目的） 

第１条  この訓令は、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）第 27条の規定に基づき、伊達市行政評価実施要綱（平成 20年伊達市

訓令第 28号）に定めるもののほか、伊達市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（外部有識者からの意見聴取） 

第２条  教育委員会は、事務事業の点検及び評価を実施するにあたり、客観性及

び公平性を確保するため、外部有識者で組織する委員会を設置し、意見を聴取す

るものとする。 

 

（議会への報告） 

第３条 教育委員会は、毎年、事務事業の点検及び評価に関する報告書を作成し、

伊達市議会に報告するとともに、公表するものとする。 

２ 前項に規定する報告書には、前条の規定に基づき聴取した委員会の意見を

添付するものとする。 

 

（庶務） 

第３条  点検及び評価の実施に関する庶務は、教育委員会教育総務課において行

う。 

（委任） 

第５条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 21年４月１日教委訓令第５号） 

この訓令は、平成 21年４月１日から施行する 



 

(２) 伊達市教育委員会事務事業点検評価委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 教育委員会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

評価を行うにあたり、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）第27条第２項の規定に基づく外部有識者の知見の活用を図るため、伊

達市教育委員会事務事業点検評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関し、意見を述

べること。 

(２) その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、５人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから伊達市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が委嘱する。 

(１) 学校教育関係者 

(２) 生涯学習・社会教育関係者 

(３) 保健体育・スポーツ関係者 

(４) 芸術文化・文化財関係者 

(５) その他教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 



 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、伊達市教育委員会教育長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 委員会は、必要に応じて関係職員に出席を求め、意見を徴することができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日教委告示第１号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (抜粋) 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第27条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第1項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第3項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）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、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

伊達市教育委員会 

〒960-0792 

福島県伊達市梁川町青葉町１番地 

TEL.024-577-3245 FAX.024-577-7203 

Ｅ-mail：education@city.date.fukushima.jp 


