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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 

 点検評価の対象事業については、施策の具現化のため重要と思われる事業を

対象とし、第１回目の委員会で選定していただきました。 

事業の選定において、政策《豊かな心を育むまちづくり》を構成する４つの

施策「子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実」、「『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」の基本事業ごとに、重要と思われる事業をそれぞれ１つずつ選定し、加

えて放射能対策の取組の特別対策の中から１事業を選定し、全部で１２事業を

選定しました。 

 

 

(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、本市教育委員会事務局が検討した成果と課題について、それ

ぞれの立場から意見・助言を頂くこととしました。 

 

 

(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、目的と手段、成果を明らかにすると

ともに、事務者が内部評価の一次評価として①必要性②有効性③効率性につい

て評価したのち、総合評価を実施しました。委員会では、事務者が実施した内

部評価について検証し、事務事業についての課題や今後の対応方針について、

ご意見等をいただきました。 
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(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 

   小 野 孝 雄 （生涯学習・社会教育関係者）  

 

 

   副会長 

   木 村 清四郎 （芸術文化・文化財関係者） 

 

 

   委 員 

   安 藤 哲 朗 （学校教育関係者） 

 

 

   委 員 

   齋 藤   睦 （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） 

 

 

   

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５名出席 

平成29年７月27日(木)   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29年８月18日(金)   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29年８月31日(木)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 
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３ 平成 28年度事務事業点検評価対象事業 

 

政策 《豊かな心を育むまちづくり》 

施策：子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実 
 １ 放課後児童健全育成事業（担当：こども育成課） 

 ２ 子ども・子育て支援事業（担当：こども支援課） 

 ３ 児童虐待等相談事業（担当：こども支援課） 

  

 

施策：「生きる力」を育む学校教育の充実 
１ 小・中連携学力向上推進事業（担当：学校教育課） 

２ 教育相談事業（担当：学校教育課） 

 ３ 食育推進事業（担当：学校給食センター） 

 ４ 小中一貫校推進事業（担当：教育総務課） 

 

 

施策：心を育む生涯学習の推進 
１ 図書館運営事業（担当：教育総務課） 

２ スポーツ施設指定管理事業（担当：教育総務課） 

 

 

施策：文化財の保護と芸術文化の振興 
１ 埋蔵文化財保護事業（担当：文化課） 

２ 文化財保護事業（担当：文化課） 

 

 

政策《放射能対策の取組》 

施策：特別対策 
 １ 放射線教育推進事業（担当：学校教育課） 
 



平成28年度事務事業点検評価　評価一覧

一次評価 総合評価

1
放課後児童健全育成事業
（放課後児童健全育成事業、
　　　　　　　　　放課後支援事業）

①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

2 子ども・子育て支援事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

3 児童虐待等相談事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

4 小・中連携学力向上推進事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

5 教育相談事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

6 食育推進事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　適切
③効率性・・・２　見直しの余地がある

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

7 小中一貫校推進事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・１　適切
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・
                １　現行どおり継続

適切

8 図書館運営事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　適切
③効率性・・・２　見直しの余地がある

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

9 スポーツ施設指定管理事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・１　適切
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・
                １　現行どおり継続

適切

10 埋蔵文化財保護事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・１　適切
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・
                １　現行どおり継続

適切

11 美術館自主文化事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・１　適切

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

12 放射線教育推進事業
①必要性・・・１　適切
②有効性・・・２　見直しの余地がある
③効率性・・・２　見直しの余地がある

今後の方向性・・・２　改善し、継続 適切

委員会評価
内部評価

番号  事　業　名　称
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 １　放課後健全育成事業 担当課 こども育成課

施策 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実
事業費

（予算）
千円

施策の目的 地域社会全体で子育て・子育ちをしっかりと見守り・支える環境づくりを推進する。 27年度 117,978

基本事業 子どもが健やかに育つ環境づくり 28年度 131,747

基本事業目的 子どもたちが地域社会の中で健やかに成長できる環境づくりを推進する。 29年度 176,600

（１）事業概要

　保護者が労働等により日中家庭にいない小学生児童に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え
て、児童の健全な育成を図ることを目的に、市内11カ所に放課後児童クラブを設置し運営を行っている。

・実施箇所　１1箇所（クラブ数19）
 だて児童クラブ（3）、ふしぐろ児童クラブ、やながわ児童クラブ（3）、あわの児童クラブ、せきもと児童ク
ラブ、ほばら児童クラブ（4）、かみほばら児童クラブ（2）、はしらざわ児童クラブ、おおた児童クラブ、かけ
だ児童クラブ、つきだて児童クラブ
・登録児童　  663 人
・開設時間   月～金曜日　　　　　児童の下校時間から午後7時まで
             土曜日、学校休業日　午前7時30分から午後7時まで

（２）目的と手段

【対象】　登録児童（小学1年生～6年生）及びその保護者
【意図】　子どもたちが安全で安心して生活できるとともに、適切な遊びにより健やかに成長できる。
　　　　　保護者が仕事と子育ての両立ができる。
【目指す状態】希望者全員が放課後児童クラブを利用できる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

Ａ 開設日 日
見込値 294 294 294 294 294

実績値 294 293

B クラブ数
見込値 17 19 19 19 19

実績値 17 19

内
部
評
価

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
　共働き世帯の増加や核家族化により日中保護者自宅にいない家庭が増えており、
放課後児童クラブの必要性はますます高くなってきている。

内部評価は適切である。

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

　安全・安心な居場所を確保するという点では、待機がなく利用できる状況になっ
ている。クラブ運営については、共通の保育目標を定め児童の健全育成に努めてい
るが、さらに保育の質の向上を図っていく必要がある。

③効率性 １．適切
　クラブ運営を担う職員として嘱託職員を雇用し配置している。職員数は配置基準
を基づき必要な人員を配置しており効率的に運営されている。

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・児童クラブの運営実態を適切に把握し、児童が安心して利用できる運営を改善してほしい。そのた
めにも保護者にアンケートを実施してはどうか。
⇒クラブ運営に関する保護者の意見を聴取するため、アンケートを実施しており、今後も継続して実
施したい。
・子どもたちの遊ぶ時間が減っている中で、児童クラブは縦割りで遊べる場として重要である。
・子育て支援という点で親の育成も大切であり、児童クラブのあり方も検討すべき。
⇒親子のつながりを深める行事や職員と保護者との連携を通して、親子がともに成長できる子育て支
援を実施していく。
・発達障害の児童が増えており、適切な支援が必要である。
・円滑なクラブ運営を行っていくためには、学校との連携強化が重要。
・児童の適切な支援には、職員の質の向上が重要であり、資格者の確保や処遇の改善が必要。
・児童クラブを社会教育の範疇に位置づけ、しっかりとしたシステム作りをしていくべき。
　⇒児童が児童クラブでの生活や遊びを通して、生活習慣を確立するとともに健やかに成長できるよ
　　う共通の保育目標に基づき、クラブ運営の充実を図りたい。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

　現在児童クラブの利用に関し待機は発生していないが、年々利用児童が増加して
いる。また、一部のクラブにおいてはプレハブ施設の利用や老朽化等もあり、施設
整備や保育環境の改善が求められている。
　クラブ運営については、子どもたちの健やかな育成に向けクラブ職員の研修やプ
ログラム実践をNPO法人に委託するとともに、コーディネーターによる巡回指導によ
り改善に努めており、さらに充実を図っていく必要がある。

委員会評価

内部評価の検証
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・家庭で保育をしている子育て世帯にとって、子どもの交流の場や相談できる場所である子育
て支援センターの役割は、今後も重要である。今後、そのような場所につながっていない孤立
している親子の現状把握について、関係機関との更なる連携により改善を図りながら、継続し
ていただきたい。

⇒ 4月から子育て世代包括支援センター（伊達市ネウボラにこにこ）を設置したことから、さ
らに各地域の子育て支援センターとの連絡を密にしながら、支援が必要な親子の把握に努めて
まいりたい。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

平成29年４月より伊達地域に新たな子育て支援センターが開園する。今後は、子育て親子の
現状把握に努め、子育て支援センターが連携し事業展開していく必要がある。

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

平成27年に梁川認定こども園内に支援センターが開設され、市内の施設が5か所となり気軽に
立ち寄れる施設が増えたことで、利用者が増え、安心して子育てができる環境となった。さ
らに孤立化している親子の現状把握が必要とされている。

③効率性 １．適切 関係部署との連携により現状把握を進めている。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
安心してこどもを産み、地域の中で子育てする喜びを実感できることは、市の方針に合致し
ている。

実績値
B

見込値

実績値 12,206 16,719

31年度

Ａ 子育て支援センター利用者数 人
見込値 13,000 14,000 15,000 16,000 16,000

（１）事業概要

　平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートし、教育・保育の環境整備および地域における子育て支援事業の充
実が図られることとなった。新制度における地域子ども・子育て支援事業として13事業が指定され地域の実情に応じて事業
を展開できることとなった。
　当市においては、核家族化の進展により孤立する親子が増える中、親子が交流し、身近に相談できる場所の確保が必要な
ことから、地域子育て支援拠点事業として各地域に子育て支援センターを整備し、親子で自由に過ごせる広場を設けたり、
子育てに関する情報提供や相談の受付も行っている。
　そのほか、乳児家庭全戸訪問事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ事業等を併せて実
施している。
　なお、自治体における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関して必要な事項及び実施状況につ
いて調査、審議するため、子ども・子育て会議を開催している。

（２）目的と手段
【対象】　子育て中の保護者
【意図】　子育て中の保護者が気軽に立ち寄れる場所を作ることにより孤立化を防ぐことができる。また子育てに関する情報や相談機会を
          提供することで不安感、負担感を緩和する。
【目指す状態】
　　　　　速やかな情報提供により子育て中の保護者が必要なサービスをスムーズに利用できる。保護者が支援センターでの相談や他の保
          護者との交流により不安や育児ストレスから解放される。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 安心して子育てができる環境づくり 28年度 9,367

基本事業目的
子育て中の保護者が気軽に立ち寄れる場所を作ることにより、孤立化を防ぐことができる。ま
た、子育てに関する情報や相談機会を提供することで不安感、負担感を緩和する。 29年度 4,578

施策 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
子育て世帯へのきめ細かい支援を行い、子育てがしやすい環境を整備
する。

27年度 9,092

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ２　子ども・子育て支援事業 担当課 こども支援課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・対象案件について、きめ細かな連携により問題解決にあたっていただけるのは非常にありが
たい。
・平成29年度より専門職（社会福祉士）の配置がなされたことで、専門職の指導の下で関係機
関が解決に向けた取り組みを行えるのは非常に効果的である。
・今後、さらに各機関との連携を密に取りながら、専門性の高い職員のもとに充実に努めてい
ただきたい。

⇒ 平成29年度より社会福祉士が配置され専門性が向上したが、フルタイムの配置となってい
ないことから、専門職が常に配置できるよう人材確保を追求してまいりたい。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

児童福祉法の改正により、要保護児童等への対応を強化するため専門性の向上を図る必要が
ある。（専門職員の配置など）

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

要保護児童等への適切な支援を行う上で関係機関との連絡調整が重要であるが、要保護児童
対策地域協議会の調整機関として、専門職を配置しながら関係機関の対応を統括することが
求められている。

③効率性 １．適切
それぞれの相談に対しケース検討会等を随時行いながら援助の流れを整理し、室内で方針を
共有しながら相談に対応している。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切 児童福祉法において児童相談に応じることが市町村の役割として明示されている。

実績値
B

見込値

実績値 94 115

31年度

Ａ 相談件数 人
見込値 110 110 110 110 110

（１）事業概要

　こども相談員や担当市職員を配置し、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童の福祉向上を図るための相談、指導
及び援助を行う。また、平成21年度より要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関と連携を図りながら児童虐待をはじ
め要保護児童等の早期発見・対応に努め、適切な支援等を行っている。
・こども相談員（４名）、担当市職員による相談援助活動
・要保護児童対策地域協議会の各種会議の開催（代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議）
・児童相談所との連携（定期・巡回相談会への参加、要保護児童の送致等）

※要保護児童等
　①要保護児童～保護者のいない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。
　②要支援児童～保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者。
　③特定妊婦　～出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。

（２）目的と手段

【対象】　　　要保護児童等とその家庭
【意図】　　　児童虐待等の防止に向け、関係機関との連携を図り早期発見と早期支援を行う。
【目指す状態】児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 支援が必要な子どもに対する体制づくり 28年度 3,362

基本事業目的
児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される
こと。

29年度 10,246

施策 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
子育て世帯へのきめ細かい支援を行い、子育てがしやすい環境を整備
する。

27年度 6,672

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ３　児童虐待等相談事業 担当課 こども支援課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（平成２８年度事業）

委員会評価

具体的な授業づくり、家庭学習の在り方、教職員研修の充実等、今後も事業の
在り方を改善しながら、児童生徒の学力向上に取り組んでいく。

一
次
評
価

１．適切

２．見直し
の余地があ
る

１．適切

２．改善
し、継続

区分 評価

総
合
評
価

評価理由

学力向上に関する各学校の取組とともに、各中学校区ごとに取組を連携しなが
ら推進しており、効率性は適切である。

内
部
評
価

①必要性

②有効性

③効率性

④今後の方向性

0.0 0.5 1.0

実績値 -7.9 -4.8
B

全国学力調査正答率（中学校）全国
との比較

人
見込値 0.0 0.0

2.0 2.5 3.0

実績値 -1.1 1.6
Ａ

全国学力調査正答率（小学校）全国
との比較

人
見込値 0.0 0.0

（２）目的と手段

【対象】伊達市立小・中学校児童生徒及び教職員
【意図】中学校区ごとの学力向上の課題を把握し、具体的な改善策の検討や授業力の向上を図ることができるよ
うにする。
【目指す状態】教職員が各中学校区ごとに研修を深め、児童生徒の知識や技能、そして思考力、判断力、表現力
が高まる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業目的
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、学校訪問等での指導で、わかる授業の実践と教職員の資質向上に努める。 29年度 5,753

（１）事業概要

・小・中学校の児童生徒の知識や技能の習得と、思考力、判断力、表現力を育成するとともに、学習意欲を高
め、確かな学力の向上を図ることをねらいとしている。そのため、学力の実態を分析し、学習指導改善に資する
ため、全ての小・中学生を対象に学力調査を実施している。
・平成２８年度の全国・県の学力調査の結果、小学校では全国・県平均を上回ることができた。中学校では全
国・県平均に近づいてきている。
・６つの中学校区ごとに、小・中学校が連携して児童生徒の学力向上に取り組んでいる。具体的には、中学校区
ごとに、研究推進委員会を組織し、実態に応じて義務教育９年間を見通した授業づくり、授業研究会、読書活動
の充実、家庭学習の在り方等の研究に取り組んでいる。

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。 27年度 5,992

基本事業 確かな学力を育む教育の推進 28年度 5,760

内部評価は適切である。

事務事業名 ４　小中連携学力向上推進事業 担当課 学校教育課

施策 「生きる力」育む学校教育の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・他の市町村では、民間の塾との連携を行っているところもある。伊達市も検討の余地はある
のではないか。
⇒ 今後検討していきたい。
・研修が必要なことは理解できる。しかし、子どもたちとのふれあいも大切にして欲しい。
⇒ 研修の充実と子どもたちと向き合う時間の確保については、今後検討していきたい。
・先生方があまりにも忙しい。そのためには、多忙化の解消が必要である。多忙化が解消され
なければ本来の研修も成果が出ない。
⇒ 多忙化の解消については、様々な会議等でも話題とし、具体的な対応をしていきたい。
・伊達市では、アクティブ・ラーニングの研修を行っていた。今後も大切にして欲しい。
⇒ 今年度もアクティブ・ラーニングの授業研究会を実施する。

内部評価の検証

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

児童生徒の学力向上、教職員の授業力向上を意図しており、事業を継続する必
要性がある。

日々の授業の充実、家庭学習の在り方、現職教育の進め方など、具体的な取組
については見直しの余地がある。
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・児童生徒数が減っている中、不登校児童生徒数が増えている。特に、中学校になると増えて
いるがどのような取組をしているか。
⇒ いわゆる「中１ギャップ」が見られるので、小・中それぞれの学校の状況を互いに理解し
ていただくようにしている。具体的には、小・中の授業を見合ったり、生徒指導について話し
合ったりするなど、連携に力を入れている。また、小６では中学校体験入学を実施し、授業体
験、部活動見学、校長先生から中学校についての説明など、少しでも不適応をなくすよう努め
ている。
・不登校児童生徒は、本人への支援だけでなく、保護者への支援が必要である。伊達市ではス
クールソーシャルワーカーに保護者への支援をお願いしているが、今後も継続して欲しい。
⇒ 今後も継続していく。

内部評価の検証

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

人間関係の改善や学校生活への適応を意図しており、事業を継続する必要性
がある。

不登校児童生徒への対応とともに、新たな不登校児童生徒出さない方策や他
部局（こども相談室）との連携など、見直しの余地はある。

内部評価は適切である。

事務事業名 ５　教育相談事業 担当課 学校教育課

施策 「生きる力」育む学校教育の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
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。 27年度 18,129

基本事業 豊かな心を育む教育の推進 28年度 21,048

基本事業目的
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる教育相談を行ったり、適応指導教
室（あおば教室）を開設したりして、人間関係の改善や学校生活への適応ができるようにす
る。

29年度 21,980

（１）事業概要

・平成２８年度末現在、不登校児童生徒数は、小学校で１８名、中学校で５７名、合計７５名である。また、小
学校６年から中学校１年になると不登校生徒が増加する、いわゆる「中１ギャップ」の傾向が見られる。教科担
任制や部活動等、学校生活の違いが影響している。さらに、伊達市においては震災と原発事故による影響もある
と考える。
・不登校等児童生徒の問題行動を解決するため、スクールカウンセラーを小・中学校に配置する。また、伊達市
教育委員会へスクールソーシャルワーカーを配置し、生徒指導の充実を図る。さらに、不登校児童生徒のための
市適応指導教室（あおば教室）を充実させ、小・中学生の不登校対応を行う。
・具体的には、児童生徒、保護者、教職員が抱える様々な生徒指導上の課題を解決するために、豊富な知識と経
験のあるスクールカウンセラーが相談し、適切な助言を行う。また、スクールソーシャルワーカーは福祉的な支
援方法を取り入れ関係機関と連携した指導援助を行う。さらに、適応指導教室では、教科指導や体験的学習を通
して基礎学力を補うとともに、集団への適応性を高め、学校復帰への手助けを行う。

（２）目的と手段

【対象】学校生活不適応児童生徒（不登校児童生徒を含む）やその保護者及び教職員
【意図】スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる教育相談を行ったり、適応指導教室（あお
        ば教室）を開設したりして、人間関係の改善や学校生活への適応ができるようにする。
【目指す状態】不登校児童生徒数の減少

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

Ａ 不登校児童生徒数 人
見込値 60 55 70 65 60

実績値 63 75

B 復帰傾向児童生徒数 人
見込値 30 35 40 45 50

実績値 30 35

総
合
評
価

評価理由

現在の事業についての事業費の削減や業務時間の削減は考えられず、必要な
取組に対する効率性は適切である。

内
部
評
価

①必要性

②有効性

③効率性

④今後の方向性

（平成２８年度事業）

委員会評価

不登校の増加や、生徒指導上の問題の多様化に対応するため、今後も事業の
在り方を改善しながら、不登校の減少に取り組んでいく。

一
次
評
価

１．適切

２．見直し
の余地があ
る

１．適切

２．改善
し、継続

区分 評価
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・給食のレシピを公開してほしい。
⇒  献立表や食育だよりの紙面、ホームページを活用し、公開したい。
・試食会を開いていただき、給食を理解する機会となったとの声を聞いた。⇒ 今後も継続し
ていく。
・アレルギー児童生徒保護者へ献立表にアレルギーに関する記載があり、アレルギー児の保護
者から子供が安心して給食を食べているという話を聞いた。⇒ 今後も継続していく。
・食器の改善を望む。⇒ 保原Ｃ梁川Ｃについて、新センター稼働時に新食器に更新する。
・栄養教諭・技師の資質によって給食の味が変わる。調理員の意欲も味に影響するので、いい
人材を配置してほしい。⇒ ご要望として承る。
・家庭の食生活の改善にもつながるので、食育の推進に関しやり方を改善し、継続していく必
要がある。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

食育の講話や授業をとおして児童生徒から家庭に向けてバランスの取れた食事の周知
を図り、給食を生きた教材としてとらえ、学校と連携をとりながら進めていく必要が
ある。

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である。

②有効性 １．適切
児童生徒のバランスの取れた食事の効果は児童の肥満度に表れ、肥満児童の減
少につながり、児童の健康保持に有効である。

③効率性
２．見直し
の余地があ
る

給食時間の学校訪問は食育の現場を知るいい機会であり、ミニ食育講話は子供たちに食育の
大切さが伝わっているものと思われるが、肥満度が昨年度アップし、今後推進していくうえ
で工夫の余地がある。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
幼稚園、小中学校の時期に基本的なバランスの取れた食事習慣を身に付けるこ
とは、心身の健康保持に必要なことである。

100 100 100

実績値 60 89
B

食育講話・給食時間訪問・試食会の
実施回数

回
見込値

実績値 10.9 12.3

31年度

Ａ 児童生徒の肥満度 ％
見込値 11.5 11 10

（１）事業概要

　「「食」の現場から「食育」の現場へ、安心、安全でおいしい給食をお届けします」を年間スローガンに、学校給食セン
ターでは小中学校幼稚園の児童生徒の健全な発達のため、バランスの取れた給食提供を行い、栄養職員が食育の現場に出向
き、食に関する講話や実習等を行い、健全な食生活を実践できる人間を育てる食育を推進している。
１　食育だよりの発行・・・毎月発行する給食献立表の紙面において食育だより、栄養教諭の訪問日誌等、各センター工夫
し広報活動を通して、食育の意義や必要性を児童生徒と保護者に伝えている。
２　給食時間訪問・・・管内小中学校、幼稚園の給食時間に栄養職員が訪問し、給食喫食状況を視察し、食育に関するミニ
講話を行い、ふくしまっ子食育指針にある「食べる力　感謝の心　郷土愛」の3つの目標を中心に指導している。
３　食育講話・給食試食会・・・管内小中学校やＰＴＡの要請に応じ、授業参観、学習会、試食会、家庭教育学級等におい
て食育講話を行い、家庭における食育について啓発活動を行っている。
４　統一献立の実施・・・伊達市内３センターで統一献立を年３回各学期に設定し、和食文化保護の視点から食育推進を
行っている。

（２）目的と手段

【対象】　伊達市内小中学校、幼稚園の児童生徒と保護者
【意図】　バランスの取れた食事をすることで、児童生徒の体力向上と心身の健康保持を図ることができること
を
          対象者に知ってもらう。
【目指す状態】食育の大切さを理解し、正しい食生活習慣を身に付け、心身ともに健康な児童生徒を育てる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 ③健やかな体を育む教育の推進 28年度 113

基本事業目的
自分の体の健康や身近な環境の安全に関心を持ち、よりよくかかわりながら生活する児童生徒
を育成するため、健康教育を推進する。 29年度 114

施策 「生きる力」を育む学校教育の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
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。 27年度 120

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ６　食育推進事業 担当課 学校給食センター
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 ■現行どおり継続　□改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・地域も、小中一貫校への関心は高く、期待をしている。各委員会等で協議されていることと
思うが、その内容や進捗などについて地域住民まで伝わらないので、月舘地域の広報誌への掲
載など、周知に努めてほしい。
⇒　月舘小中一貫校設立の進捗状況等の情報について、月舘地域の広報誌「やまゆり」や広
報、ホームページなどを活用し、積極的に情報を発信して参りたい。

・伊達市初めての小中一貫校なので、期待している。今後、他の地域にも広がっていくことも
考えられるので、先駆けとして成功してほしい。

・地域住民に丁寧に説明をし、理解を頂きながら進めてほしい。

総
合
評
価

④今後の方向性
１．現行ど
おり継続

今後も設立準備委員会を開催し、検討委員や小中学校教員の声を取り入れながら、教育機会
の均等と教育水準の維持向上を図るため、月舘小中一貫校の設立を進める。

委員会評価

内部評価の検証 ・内部評価は適切である。

②有効性 １．適切
学校の先生、保護者、地域住民代表、市職員等で構成する検討委員会や設立準備委員会を設
置し協議することで、月舘地域の特性や特色ある一貫教育校を地域全体で検討することか
ら、検討推進の方法は適切。初めてのことであり、見直しを加えながら進めていく。

③効率性 １．適切
学校施設整備においても市職員も加わった施設検討委員会や設立準備委員会において、後戻
りの無い協議、補助金・交付金の活用検討など事業費低減（一般財源の低減）や事務処理の
効率化が可能である。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
月舘地域の児童生徒に、学校教育活動の充実と特色ある教育の推進に結びつくもの。また、
公立小中学校のことであり、地域の理解を深めてもらうことが必要であり、市しか行えない
もの。

実績値
B

見込値

実績値 3 3

31年度

Ａ 月舘地域の公立小中学校の数 件
見込値 3 3 3 3 1

（１）事業概要

　月舘地域の小中学校を、地域の特色ある一体的な小中一貫校とする。環境整備においては、不足する校舎を増
築し、既存校舎の大規模改修を実施する。
【28年度】
・平成29年5月～10月に月舘地域小中一貫教育意見等委員会を７回開催し、「月舘小中学校設立基本理念と指針」
　を策定し、その基本理念を受け、平成28年11月～平成29年３月に月舘小中学校施設等検討委員会を５回開催し
  、「月舘小中学校施設等検討結果報告書」を市長に答申。
・月舘小中学校施設等検討結果報告作成業務（基本計画作成業務）を委託。
・平成29年度基本設計・実施設計・地質調査実施に向けた、月舘中学校敷地測量業務を委託。

（２）目的と手段

【対象】月舘地域の児童生徒(又は、小中学校）
【意図】小学校と中学校を統合し、地域の特色を生かした特色ある一貫教育を提供する。
【目指す状態】月舘地域の特色を生かした特色ある小中一貫教育を受けることができる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 開かれた学校づくりと教育環境の整備 28年度 7,356

基本事業目的
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。 29年度 68,106

施策 「生きる力」を育む学校教育の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
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。 27年度

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ７　小中一貫校推進 事業 担当課 教育総務課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ８　図書館運営事業 担当課 市立図書館

施策 心を育む生涯学習の推進
事業費
（予算）

千円

施策の目的
自ら積極的に学び、活動し、生きがいを持って充実した生活を送るこ
とができる

27年度 15,534

基本事業 学習機会の充実と成果の活用 28年度 14,061

基本事業の目的
子どもから大人まですべての市民が読書に親しめるよう、多様な読書
活動の支援に努める

29年度 14,472

（１）事業概要

　生涯学習の場として多くの市民に利用される図書館・図書室づくりに努めた。
　また、子ども読書活動推進のため、市立図書館や中央交流館図書室の展示を工夫したり、学校司書と連携し
学校図書室等の図書活動を支援した。
　　・子ども読書活動推進計画に基づいて事業を実施
　　（希望校への読み聞かせ6校・13回、　多読支援：読書通帳の配布 希望校　10校へ配布、館内でも配布)
　　・読み聞かせボランティア研修会を開催（１回）
　　・開館日数：　301日、来館者数：　107,972人（市立図書館のみ）
　　・施設等の利用状況：学習室　3,531人、閲覧机　1,173人（市立図書館のみ）
　　・貸出冊数（個人）127,239冊 （団体） 5,996冊（合計）133,235冊
  　・予約冊数4,635冊（ｗｅｂ予約 2,003冊を含む）

（２）目的と手段

【対象】市民、利用者
【意図】生涯学習を支え、子どもの生きる力を育み、市民の情報基地となる図書館運営をする。
【目指す状態】市立図書館や中央交流館図書室が利用されやすい環境をつくる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

Ａ 市立図書館来館者数 人
見込値 97,500 114,000 114,000 114,000 114,000

実績値 112,000 107,972

B 貸出冊数 冊・点
見込値 125,000 133,000 133,000 133,000 133,000

実績値 137,691 133,235

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
すべての市民を対象に、読書活動・生涯学習の機会を提供する市立図書館を目
指すものであり、市が関わる事業である。

・内部評価は適切である

②有効性 １．適切
子どもの読書推進において、学校司書との連携によって学校等への団体貸出数
が増加した。

③効率性
２．見直し
の余地があ
る

読書活動の推進に向け、各中央交流館図書館の図書環境や運営体制等の見直し
検討する。

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・図書館で借りるよりも、スマホで読書したり、近くのコンビニでも本が買えたりと便利かつ
多様化している社会状況の中、図書館運営について、頑張っていると感じる。

・子どものうちから読書習慣をつけることが大切。まさに、社会教育領域の読書活動、家庭教
育の中の読書活動として、部課をあげて考えていかなければいけない課題だと考える。
⇒　子どもの読書活動推進のため、本に親しむ機会の充実、読書環境の整備、読書活動の理解
と促進など、学校や市立図書館、社会教育所管など関係部署と連携し、取り組む。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

こども部や学校教育課（学校）と連携した子ども読書活動推進を図りながら、
市民全体の読書活動推進を図っていく。

委員会評価

内部評価の検証
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 ■現行どおり継続　□改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・伊達な太鼓祭りの１週間前から、会場である保原総合公園の全施設が使用できなくなった
が、テニスコートは祭り準備には関係ないと思われる。市民の運動機会のことを考えれば、す
べての施設を簡単に閉鎖しないでほしい。
⇒　ご指摘を踏まえ、適正な施設貸出管理に努める。

総
合
評
価

④今後の方向性
１．現行ど
おり継続

平成27年度からの指定管理であり、これまでの施設管理の経験を活かし、次年
度において更なるスポーツ施設の適正な運営維持管理を行う。

委員会評価

内部評価の検証 ・内部評価は適切である

②有効性 １．適切
スポーツ振興業務に特化した公社に施設の維持管理を委託することで、施設利
用者数も増えている。

③効率性 １．適切
指定管理の期間は3年だが、毎年、指定管理経費を見直し、必要最低限の経費
で実施できるようにしている。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
市と一緒にスポーツ振興を担っている振興公社が、スポーツ施設を適正に維持
管理することで、より良いスポーツ活動の環境を提供できる。

実績値
B

見込値

実績値 188,993 206,605

31年度

Ａ スポーツ施設の利用者数 人
見込値 200,000 180,000 220,000 230,000 240,000

（１）事業概要

　市民がより良い体育施設環境のもとで、スポーツ活動に取り組めるよう、体育館（伊達、梁川、保原、保原第
２、霊山、月舘）、グラウンド（伊達、中瀬、柏町、霊山、月舘）テニスコート（伊達、梁川）、プール（梁
川、保原）、梁川弓道場、月舘屋内ゲートボール場の17施設を、スポーツ振興公社に指定管理している。

　伊達市スポーツ振興公社は、生涯スポーツ活動を推進するため、体育・スポーツ振興に関する各種事業（卓
球・テニス・バドミントン教室、グランドゴルフ大会、水泳教室、各バレーボール大会、ふくしま駅伝などの開
催）及び支援事業（体育協会スポ少などの支援）などを実施し、スポーツ振興のノウハウ等を有しておることか
ら、スポーツ施設の管理運営も適切に行える。また、施設管理とスポーツ事業を担うことで効率的にスポーツ活
動の普及と促進ができる。

（２）目的と手段

【対象】　市民
【意図】　市民が、スポーツを通して心身共に健康で活力ある生活を行なえる。
【目指す状態】　市民がいつでも気軽に、安全に安心してスポーツ施設を利用できる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 スポーツ・レクリエーションの振興 28年度 93,134

基本事業目的
スポーツ活動の普及と促進に努める。競技力の向上を図るため各種事業への支援を行うととも
に、市民がより良い環境のもとでスポーツ活動に取り組めるよう、施設の整備充実に努める。 29年度 148,053

施策 心を育む生涯学習の推進
事業費
（予算）

千円

施策の目的
自ら積極的に学び、活動し、生きがいを持って充実した生活を送るこ
とができる

27年度 100,117

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 ９　スポーツ施設指定管理事業 担当課 教育総務課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 ■現行どおり継続　□改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・伊達市は豊かな歴史を持っている。地方にありながら都との交流が深く、興味深い歴史が
沢山あると感じている。梁川城跡が国史跡指定を受け、市民に公開されることを期待してい
る。
⇒ 着実に事業を推進し、伊達市の豊かな歴史を市民に広めていく。
・県内の国史跡指定を目指している箇所数が多いと聞いている。時期を逸しないよう調整さ
れたい。
⇒ 文化庁調査官と具申時期の調整を行っている。

総
合
評
価

④今後の方向性
１．現行ど
おり継続

目指す状態となる史跡の公開・活用を進めるため、現行どおり事業を進めていく必
要がある。

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である。

②有効性 １．適切
史跡の適切な保存及び活用を図るため、史跡宮脇廃寺跡については、保存活用計画
の策定、梁川城跡については、国史跡化を目的とした内容確認調査を実施し効果的
な事業運営を実施することができた。

③効率性 １．適切
宮脇廃寺跡、梁川城跡ともに国庫補助を得ながらの事業実施であり効率化が図られ
ている。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
史跡及び埋蔵文化財の歴史的価値を調査・発信することは、行政が主体となって行
うものであり適切である。

15 15 15

実績値 12 15
B 開発等に係る調査保存件数 件

見込値 12 15

実績値 2 2 2

31年度

Ａ 市内の国指定史跡（合計） 件
見込値 2 2 2 3 3

（１）事業概要

　市内に所在する埋蔵文化財の保護及び調査の実施
　・梁川城跡の国史跡指定に向けた発掘調査の継続（840㎡）
  ・堂庭遺跡の国史跡指定に向けた発掘調査の実施（212㎡）
　・個人住宅等開発に伴う調査（17件　195㎡）
　・埋蔵文化財調査報告書の発行（第27～29集）

（２）目的と手段

【対象】　市民、伊達市内の埋蔵文化財
【意図】　１．埋蔵文化財（遺跡）を通して伊達市固有の歴史や文化に触れてもらうことにより、ふるさとを
　　　　　　愛する心が育まれる。
　　　　　２．市民が遺跡の価値やその重要性を意識することにより、伊達市固有の歴史・文化を示す遺跡が
　　　　　　着実に後世に伝わる。
【目指す状態】１．埋蔵文化財の適切な保存・管理が進む。
　　　　　　　２．埋蔵文化財（遺跡）の調査・研究および整理を進め、その価値が明らかになる。
　　　　　　　３．価値が明確になった埋蔵文化財については、史跡指定化や公開・活用が進む。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 文化財の保護と保存 28年度 23,762

基本事業目的
伊達市固有の貴重な歴史・文化遺産を守り、育て、活かし、次代に継
承する

29年度 21,849

施策 文化財の保護と芸術文化の振興
事業費

（予算）
千円

施策の目的
ふるさとを愛する心を育み、地域の一体感や誇りの醸成につながるよ
う、地域固有の文化財を守り、継承し、活用する。

27年度 18,872

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 10　埋蔵文化財保護事業 担当課 文化課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・収益、入館料に重きを置かなくても良いのではないか。市民の立場に沿った料金設定を検討
されたい。(小中学生の無料化、シルバー料金の設定など)
⇒ 県内の公立美術館の状況も参考にしながら検討する。
・市立美術館であり、市内の芸術家(日展入選者など)を掘り起こすのも美術館の仕事と考え
る。
⇒ 郷土作家(若手を含む)の展示は毎年開催したい考え。郷土への誇りや愛着心の醸成を図
る。
・企画展の中身を工夫しながら、一層の充実を図られたい。
⇒ 地域に根ざした企画、多くの市民に親しんでもられる企画を検討する。
・常設展も更に整備し、常に子だもたちに来てもらえるような教育・美術環境を整えてほし
い。
⇒ 展示替えや展示スペースの活用について検討する。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善し、
継続

既存の考え方にとらわれない親しみの持てる企画実施や、市民の文化意識向上と市
民来館者の新たな開拓に努める。また、他館との交流を積極的に行い、連携可能な
分野の情報共有事業実施を行っていく。

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である。

②有効性
２．見直しの
余地がある

事業継続により美術館の認知度が上がりつつあるものの、入館者増のためには更に
取り組みを継続させる必要がある。また、県内には類似施設があり、今後、連携し
た事業（企画展の開催や作品の借用）を展開することも検討したい。

③効率性 １．適切
事業費と入館者の増減が連動している点が見受けられる。一定程度のに事業予算を
確保するとともに、効率的な事業運営に努める必要がある。民間団体との共催展を
開催するなど、積極的に民間の力を取り入れるよう努めている。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １．適切
市民が芸術に親しみ、またワークショップなどを通じ市民の自主的な芸術文化活動
を推進するため、市立美術館を拠点に文化振興資する事業を行っており適切であ
る。

7,000 8,000 9,000

実績値 6,967 4,736 0 0 0
B

梁川美術館が主催（共催）する自主
文化事業来場者数

人
見込値 5,000 6,000

実績値 9 8 0 0 0

31年度

Ａ
梁川美術館が主催（共催）する自主
文化事業件数

件
見込値 7 7 7 7 7

（１）事業概要

市民に芸術に親しむ場を提供するため、企画展を美術館の主催・共催で実施する
【企画展】(主催・共催含む)　８事業
　　　内訳　①片平仁展
　　　　　　②緑の写真展
　　　　　　③きくちちき展
　　　　　　④第46回世界児童画展
　　　　　　⑤浮世絵展(合併10周年事業)
　　　　　　⑥野坂徹夫展
　　　　　　⑦ＮＨＫ桜フォトコンテスト展
　　　　　　⑧わたしたちの高子二十境展
【その他】ギャラリートーク・ギャラリーコンサート・ライブペイントの開催

（２）目的と手段

【対象】　市民
【意図】　芸術文化に触れる機会を市民に提供し、文化意識を高め感性豊かな人づくりを目指す
【目指す状態】　市民に「芸術」や「文化」に触れる機会を提供し、心豊かで潤いのある人生づくりに資する

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 芸術文化活動の推進 28年度 2,106

基本事業目的
市民の自主的な芸術文化活動の推進につながるよう、芸術文化の鑑賞
機会を充実させるとともに、芸術文化団体の活動を支援する。

29年度 2,030

施策 文化財の保護と芸術文化の振興
事業費

（予算）
千円

施策の目的
市民に「芸術」や「文化」に触れる機会を提供し、心豊かで潤いのあ
る人生づくりに資する。

27年度 2,170

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 11　美術館自主文化事業 担当課 文化課
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

今後の方向性 □現行どおり継続　■改善し、継続　□休止　□廃止

事務事業点検評
価委員会の意見
と担当課の対応
方針

・授業研究の参加者数を成果指標としているが、これは指標にならないのではないか。教材の
貸し出し数の方がよいのではないか。
⇒　指標を検討していく。
・伊達市で放射線教育副読本を作成しているが、これですぐ授業ができるわけではない。教材
をかみ砕いて児童生徒に指導できるようにするためには、先生方には大きな負担になってい
る。例えば、アドバイザーに授業をしていただくことなども重要である。
⇒　授業の在り方を今後検討していきたい。
・震災後６年が経過し、放射線に対する意識が低くなってきている。だからこそ、福島県の復
興を担う児童生徒に対する放射線教育は必要である。今後、福島県の食の安全など情報の発信
をして欲しい。
⇒　放射線教育は内容を見直しながら継続していきたい。

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

　副読本の資料を新しい資料に改訂した副読本を作成するなど、改善を図りな
がら継続していく。

委員会評価

内部評価の検証 内部評価は適切である。

②有効性
２．見直しの
余地がある

　現状として使用している副読本の資料が作成時（平成24年）の資料であり、
見直しの必要性がある。

③効率性
２．見直しの
余地がある

　授業研究会ではすべての学校から１名以上の参加をもとめて実施しているた
め、効率性は高い。教材は物品を貸し出している現状であるので改善の余地が
ある。

内
部
評
価

一次評価　１．適切　２．見直しの余地がある　３．向上、維持は見込めない

総合評価　１．現行どおり継続　２．改善し、継続　３．休止　・廃止

一
次
評
価

区分 評価 評価理由

①必要性 １.適切
　伊達市の現状と安全・安心な環境で子どもを育てる観点から、取り組む必要
のある事業である。

実績値
B

見込値

実績値 30 32

31年度

Ａ 研究授業の参加者数 人
見込値 30 32 27 27 27

（１）事業概要

・各学校の放射線教育の授業時数は、小学校では各学年の学級活動で３時間、５年６年の総合的な学習の時間で
１０時間、中学校では各学年の学級活動で３時間、理科で３時間学習している現状がある。教材としては、伊達
市の放射線教育の副読本や文部科学省からの副読本を使用している。
・放射線に関する授業の質的向上を目指し、梁川小学校を会場に授業研究会を開催した。すべての小中学校から
教職員が１名以上の参加で開催した。
・放射線教育の中で使える教材として、視聴覚教材（ビデオ教材）を購入した。使用を希望する小中学校に貸し
出しをしすべての学校で使用できるよう配慮した。

（２）目的と手段

【対象】小学生、中学生、教職員
【意図】伊達市の実態にあった放射線教育を推進し、放射線の正しい知識と身を守る方法について理解を深め
る。
【目指す状態】放射線の正しい知識と身を守る方法を知り、生活の中での危険や安全性について科学的な根拠を
元に判断することができる。また、根拠をもとに農産物等の安全性について発信することができる。

単位 数値区分 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業 健やかな体を育む教育の推進 28年度 108

基本事業目的
伊達市の実態にあった放射線教育を推進し、放射線の正しい知識と身を守る
方法について理解を深める。

29年度 786

施策 「生きる力」育む学校教育の充実
事業費
（予算）

千円

施策の目的
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。 27年度 108

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成２８年度事業）

事務事業名 12　放射線教育推進事業 担当課 学校教育課
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４ 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４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 
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（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。 
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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。 

 

（３）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 


