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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27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、《豊かな心を育むまちづくり》の体系に基づき、４つの施策であ

る「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」を実現するための施策の中から施策の具現化のため特に必要と判断した事

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・助言を頂きました。 

 

 

(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、成果を明らかにするとともに、課

題や今後の対応方針をふまえ、事務事業点検評価委員からの評価とご意見等を

いただきました。 

評価 Ａ・・・十分な成果が見られる 

  Ｂ・・・おおむね成果が見られる 

  Ｃ・・・成果も見られるが、今後検討し、さらなる取組みが必要である 

  Ｄ・・・成果がみられない 
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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 

   古 宮 睦 男 （学校教育関係者） 

 

 

   委 員 

   三 浦 秀 勝 （保健体育・スポーツ関係者） 

 

 

   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５名出席 

平成28年８月３日(水)   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28年８月24日(水)   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28年９月15日(木)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 
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３ 平成 27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 出産祝金支給事業 

 ２ 月舘認定こども園整備事業 

 ３ 放課後児童健全育成事業 

  

 

施策：「生きる力」を育む学校教育の充実 
１ 教育相談事業 

２ 小学校適正規模・適正配置事業 

 ３ 学校給食センター建設事業 

 

 

施策：心を育む生涯学習の推進 
１ スポーツ施設指定管理事業 

２ 図書館運営事業 

 

 

施策：文化財の保護と芸術文化の振興 
１ 文化財保護事業 

２ 埋蔵文化財保護事業 

  
 



番号 事業名 評価 意見

1 出産祝金支給事業 B
・定住化に向けた事業への連携を図るため、関係部署と
の横断的な取組みを望む.
・今後検討を重ねながら、よりよい方向に進めてほし
い。

2 月舘認定こども園整備事業 A
・計画通り設立でき、開園できていることを評価する。
・運営等については、次年度以降への課題はあるが、目
的を達成できるようお願いしたい。

3 放課後児童健全育成事業 B
・放課後児童クラブの職員の資質及び指導力の向上に、
尚一層努めてほしい。
・こども育成課だけでなく、各課で横断的に取り組ん
で、安心して子育てができる伊達市にしてほしい。

4 教育相談事業 A
・難しい内容だが、目的達成のために様々な取組みをし
ている。
・個々人に適切に対応できるよう、地域の連携とサポー
トを受けながら、迅速な対応がとれる体制づくりを望
む。

5 小学校適正規模・適正配置事業 B
・伊達市のうち梁川地域は進んでいるが、他の地域は進
んでいない。
・統合する学校の子どもたちと保護者の不安を少なくす
る対応をしてほしい。
・説明会での市民の声をよく聴いてほしい。

6 スポーツ施設指定管理事業 B
・成果指標の利用者数だけを見ると、十分な成果が見ら
れるといえる。
・教育委員会は、指定管理者に対して、健幸都市づくり
や体育協会と連携を図りながら、体育・スポーツの振興
に関する各種事業を支援してほしい。

7 図書館運営事業 A
・読書に親しみやすい環境作りについて、市立図書館を
はじめ各交流館も努力していて、成果がみられる。
・学校図書館のオンライン化を望む。

8 学校給食センター建設事業 A
・建設にむけて事業が確実に進んでいる。
・地産地消を生かした安心安全でおいしい給食の提供を
期待している。

9 文化財保護事業 B
・無形民俗文化財の後継者育成は、非常に難しい問題。
・学校教育に文化財に接する時間を取り組むことを検討
してほしい。

10 埋蔵文化財保護事業 A
・梁川城跡の国史跡指定にむけて、継続的に努力を続け
てほしい。
・子どもからお年寄りまで、文化財にふれる機会を考え
てほしい。

評価
A・・・十分な成果が見られる
B・・・おおむね成果が見られる
C・・・成果も見られるが、今後検討し、さらなる取組みが必要である
D・・・成果がみられない

平成27年度事務事業点検評価対象事業　評価一覧

-4-



（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シート                 

事務事業名 (1)出産祝金支給事業 担当課 こども支援課

施策 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実 事業費 千円

施策の目的 安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが心身ともに健やかに育ち成長する 26年度 0

基本事業 安心して子育てができる環境づくり 27年度 34,000

基本事業目的
就労する保護者への保育サービスの充実と子育てに対する心理的・経済的負
担軽減のために、情報提供や財政的な支援をする

28年度
(予算）

37,500

（１）事業概要

伊達市内に居住する多子世帯への経済的支援として、第３子以降の子どもの出産に対し出産祝金を支給する。
・支給額：第３子以降　５０万円
・対象児：平成27年４月１日以降に生まれ市内に住民登録をした第3子以降の子ども
・受給資格者
　　①対象児の出産の日まで1年以上市内に居住（住民登録）する父または母
　　②同一世帯内の全員が市税を滞納していないこと
　　③対象児を含めて3人以上の児童と同居し養育していること
　　　（※児童：18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども）

（２）事業費内訳

・支給世帯数　68世帯
・支給金額　34,000千円（報償費）

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

Ａ 第3子以降出生数 人
見込値 75 75 75 75

実績値 71 68

B 子ども3人世帯の割合（未設定） ％
見込値

実績値

（４）成果と課題

・平成27年度は事業スタートの年度であり、事業の内容により事業効果を望むことはできないが、単に第3子の出
生数を26年度（71人）と比較すると減少（3人）している。
・事業効果として出生数の向上を目的とするには、現金給付事業(50万円)では難しい課題と考える。
・子育て世帯を経済的に支援することで、伊達市が子育てしやすい環境にあり当該世帯から居住地として選択さ
れる効果に期待する。

（５）点検評価委員会の意見

・出産祝金支給金額を増額し、子育てしやすい環境づくりと子育てサービスの充実を図ること。
・この事業は継続することが必要であり、事業内容を記載したパンフレットを作成し広く市民へ周知すること。
・第3子以降の支給から支給単価を引き下げて、第2子から支給することがより事業効果があると考える。
・現金支給も必要だが、紙おむつ、ミルク等の子育て支援用物品の現物支給の検討が必要と考える。
・事業継続による定住化を図ることが必要であるが、そのためには関係部署の横断的な施策の検討が必要である

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

事業効果を判断する場合に、単に第3子以降の出生数の比較では困難であると考える。
この事業は多子世帯に対する経済的支援として子育てしやすい環境づくりの施策であるが、定住化に向けた事業
への連携を図るため、多層的な子育て支援の施策の展開が必要と考える。
今後は、第2子からの支給や子育て用グッズの現物支給により事業のあり方を再検討する。
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

Ａ ％

％
85

実績値 80.4 80.4

見込値 85 85 85

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

就学前児就園率（3歳児～5歳児）：月舘B

・月舘認定こども園には、月舘保健福祉センター「やまゆり」の広場があり、今年度は子育て相談センター（マ
マピヨ）を運営している。今後はやまゆりの広場を活用して子育て支援事業の展開を検討する。
・市の方針として民間活力による認定こども園整備としているが、今後の認定こども園整備は公立の役割と民間
活力のバランスを考慮し運営方式を検討する。

（４）成果と課題

・成果指標は、市全体では97％という高い就園率となっているが、月舘地域では80.4％で平成26年度と同率と
なっている。ただし、数値は月舘地域内での就園率であり、他地域への就園する児童が多いことが要因と考えら
れる。
・平成28年4月に月舘認定こども園が開園したことと他地域への就園児を勘案して試算すると、平成28年4月現在
でおおよそ90％となっている。
・平成28年度からは梁川認定こども園に続き、2番目の公設公営での運営形態であることから、公立としての役
割を果たしながら、新たな保育サービスの掘り起しにより、他地域の待機児童の取り込みなどの検討が必要と思
われる。

（５）点検評価委員会の意見

・月舘認定こども園には、子育て支援センターの設置がなく、子育て相談室が仮設置の状態にある。地域の子育
ての中心となる支援センターが必要と考える。
・梁川認定こども園に引き続き２つ目の公設公営であるが、公立の役割を検討し今後は保原地域において地域の
実情を踏まえた事業推進を図ること。

就学前児就園率（3歳児～5歳児）：全市
99 99 99

実績値 91.1 97.0

見込値 93

（２）事業費内訳

・保育室増設工事　21,657千円
・建築設計業務委託（設計監理含む）　2,808千円
・総額　24,521千円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業目的
就学前児童に対して、小学校との連携による教育・保育の充実と質の向上を
図るとともに、児童の健全育成を支援する

28年度
(予算）

0

（１）事業概要

　老朽化した月舘幼稚園と月舘保育園を統合し幼保連携型認定こども園を整備するため、施設整備として保育室
増設工事をし、平成28年4月から月舘認定こども園として公設公営で運営する

施策の目的 安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが心身ともに健やかに育ち成長する 26年度 0

基本事業 子どもが健やかに育つ環境づくり 27年度 24,521

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (2)月舘認定こども園整備事業 担当課 こども支援課

施策 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実 事業費 千円
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

・保護者が安心して就労できるよう、放課後における児童の安全安心な居場所を確保するという点では、利用希
望者が待機がなく利用できる状況になっているが、共働き世帯の増加や核家族化により年々利用児童が増えてい
るため、開設場所の確保が今後の課題である。
・クラブでの遊びや生活を通し子どもたちの健やかな成長が図られるよう、各クラブを巡回指導するコーディ
ネーターの配置や教育プログラムの開発を行うとともに、クラブ職員（指導員）の研修・プログラムの実践を民
間委託するなど、職員の資質向上に努めながらクラブ運営の改善に努めている。
　

（５）点検評価委員会の意見

・働く保護者にとって、とても大切な事業であり今後も継続してほしい。また、クラブ運営の充実を図るために
は、職員の資質及び指導力の向上が必要である。
・保護者アンケートを実施するなど、保護者の意見を聞く機会を設けるべきである。
・放課後の居場所である児童クラブで過ごす時間が、子供の成長に大きく影響する。教育のプログラムを定める
など各クラブが統一的な運営を行ってほしい。
・地域との連携や多世代の交流を図ることが子どもの健やかな育成につながる。
・現在待機児童はない状況であるが、今後も施設環境の整備・充実に努めてほしい。

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・児童クラブの円滑な運営を行っていくためには、教育プログラムの実践や職員の資質及び指導力の向上が重要
であり、クラブ共通の保育方針を定めるとともに職員の研修強化や巡回による現場での実践指導を行っている。
今後も引き続きその充実に努めていく。
・クラブ運営に利用者の意見を反映していくため、保護者アンケートを実施している。子どもの健やかな育成の
ためには家庭との連携が必要であり、様々な機会を通じて保護者の意見を把握していくよう努める。
・子どもの成長にとって大人や年齢の違う子どもたちとのかかわりが大切であり、地域の方々と連携した取り組
みの実施や集団遊びの充実に努めていく。
・利用児童の増加に対応した施設整備を進めるとともに、今後も保育環境の改善に努めていく。

18 18 18

実績値 14 17
B クラブ数 数

見込値 14 17

294 294 294

実績値 293 294
Ａ 開設日 日

見込値 293 294

（２）事業費内訳

27年度事業費　117,978千円
　主な支出内容　指導員等賃金81,269千円  需用費8,077千円 役務費1,049千円 委託料23,888千円 備品購入費
1,242千円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

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。
28年度
(予算）

148,434

（１）事業概要

27年度の取り組み内容
　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10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　１0箇所（クラブ数17）
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、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　634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

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。

26年度 108,786

基本事業 子どもが健やかに育つ環境づくり 27年度 117,978

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (3)放課後児童健全育成事業 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 千円
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

・これまで学校にほとんど来れなかった不登校の児童生徒が、週１回、２回と少しずつ学校に来れるようにな
る。また、教室には入れなくても保健室等の別室に入ることができる。あるいは、学校には入れなくても市適応
指導教室（あおば教室）に通級することができるようになるなど、復帰傾向の児童生徒数が平成２６年度と比較
し、わずかではあるが増えている。
・しかし、不登校児童生徒数は平成２６年度と比較し、２名増加している。これまでも各学校で、児童生徒本
人、保護者、家庭との連携を大切にして復帰に向けた働きかけをしている。また、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー、こども相談室、あおば教室等との連携を図り、改善に向けて取り組んできたが、依
然として不登校児童生徒数は減少していない。
・今後とも、継続的な取り組みを行うとともに、今年度はさらに、不登校の未然防止（居場所づくり）、不登校
の初期対応に力を入れていきたい。

（５）点検評価委員会の意見

・不登校の児童生徒が通うことができる、市のあおば教室があるのはよいことである。また、あおば教室は出席
扱いとなることも大切なことであると思う。
・本人の生きる力を育むためには、家庭・学校・地域の協力が必要である。ひきこもりは課題である。
・学校は楽しいところであって欲しい。不登校を減少させることも重要であるが、まずは、学校が楽しいところ
であることが最優先であると考える。
・幼稚園から小学校、小学校から中学校、中学校から高校など、小１・中１・高１などの区切り、いわゆる中１
ギャップと言われるところがポイントであると思う。環境が変わり、そこで不登校となる場合が多い。スムーズ
に引き継げる環境づくりをお願いしたい。
・多様な環境で、多様な子どもがいるのは確かである。先生方には問題を抱え込まないでいただきたい。また、
震災関係で避難先から戻る児童生徒もいるが、温かな対応をお願いしたい。

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・ご指摘いただいたように、学校は楽しいところであることを大事にしていきたい。一人一人の児童生徒の居場
所づくりに各学校でさらに取り組み、不登校の未然防止に力を入れるよう指示していきたい。
・中１ギャップへの対応については、小学校６年生の中学校での体験入学の実施や、中学校へ入学する際の生徒
指導関係の引き継ぎを十分に行うようにしていく。これによって、少しでも中学校生活に戸惑いがなくなるよう
に環境づくりをしていきたい。
・学校で様々な努力をしているが、それでも、不登校が出てきた場合には、学校で抱え込まないで関係機関と連
携するようにしていく。具体的には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、あおば教室、こど
も相談室等とも情報を交換しながら、少しでも不登校が改善に向かうよう働きかけていきたい。

55 50 45

実績値 61 63
B 不登校児童生徒数 人

見込値 65 60

35 40 45

実績値 29 30
Ａ 復帰傾向児童生徒数 人

見込値 30 30

（２）事業費内訳

・27年度総事業費 18,129千円
・内訳（報酬　2,778千円、報償費　9,528千円、賃金　4,138千円、旅費　164千円、需用費　257千円、
　　　　役務費　352千円、借上料　907千円、負担金　5千円）

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

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。

28年度
(予算）

21,048

（１）事業概要

・平成２７年度末現在、不登校児童生徒数は、小学校で１２名、中学校で５１名、合計６３名である。また、小
学校６年が３名であったが、中学校１年になると１５名に増え、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。

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。 26年度 18,076

基本事業 豊かな心を育む教育の推進 27年度 18,129

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (4)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 千円
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

成果
　説明会を実施していく中で、月舘地域においては小学校中学校３校による小中一貫教育推進への同意、教育委
員会への要望書の提出があり、小中一貫教育を推進していくこととなった。
　梁川地域においては、ＰＴＡ及び自治組織への説明会を実施していく中で、統廃合について理解が深まって
いった。

課題
　月舘地域については、小中一貫教育の基本的な理念及び方針を策定する必要がある。
　梁川地域については、統廃合の具体的な課題を解決、低減するため、検討していく。
　保原及び霊山地域については、統廃合に理解をいただくため、説明会を実施していく。

（５）点検評価委員会の意見

・住民の思いを除けば統廃合は進めるべき。
・地域の課題は増える。地域との関わりを考えるとマイナス面が多い。地域の問題を市が対応してくれればよ
い。
・跡地利用は総合的な施策の中での地域振興を考えていくことが大切である。
・跡地利用は、市と自治組織と相談しながら決定し、地域振興を図ってほしい。
・小中一貫教育は中１ギャップの解消にもなり、進めてほしい。

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・児童生徒が、小中学校において一定の集団規模を確保し、教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育
的効果を上げるため、保護者、地域に統廃合の説明会を開催していく。
・統廃合が決定した小学校は、各課題を解消、軽減していくため、検討委員会を設置して統廃合の準備を進めて
いく。
・小中一貫教育について、学校、保護者、地域と検討していく。

実績値
B

見込値

実績値
Ａ

見込値

（２）事業費内訳

　平成27年度事業費なし

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業目的
家庭・地域との連携のもと、学校が教育機能を十分に発揮し、保護者や地域住民の期待や信頼
に応えるとともに、子ども達が安心して学ぶことができる、より良い教育環境の整備を図る

28年度
(予算）

1,217

（１）事業概要

　少子高齢化の進行に伴い、児童数及び学級数の減少が進み、多くの学校が小規模校となってきた。このような
現状から、教育機会の均等と教育水準の維持向上を図り、教育的効果を上げることを考えた学校の規模及び配置
の適正化を図るため、伊達市立小中学校適正規模・適正配置基本計画及び伊達市立小学校統合実施計画を策定
し、該当する小学校ＰＴＡ及び地域自治組織に説明会を実施した。
 各地域の説明会は、梁川地域25回、保原地域２回、霊山地域３回、月舘地域６回開催した。

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 26年度 0

基本事業 開かれた学校づくりと教育環境の整備 27年度 0

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (5)小学校適正規模・適正配置 担当課 学校教育課・教育総務課

施策 「生きる力」を育む学校教育の充実 事業費 千円
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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シート

事務事業名 (6)スポーツ施設指定管理事業 担当課 教育総務課

施策 心を育む生涯学習の推進 事業費 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

26年度 0

基本事業 スポーツ・レクリエーションの振興 27年度 100,117

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。

28年度
(予算）

93,134

（１）事業概要

　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
公社に指定管理した。
　公社へ指定管理する目的は、生涯スポーツ活動を推進するため、体育・スポーツの振興に関する各種事業及び
支援事業を実施するとともに普及啓発に努め、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。さらには、元気な住民による、元気な地域づくりをめざし、市民それぞれの生涯にわたるスポーツとの関わ
りを創出・支援するするため、スポーツ施設を指定管理し、有効活用を図る。

（２）事業費内訳

　委託料（指定管理料）100,117千円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

167,000 170,000

実績値 178,722 187,836

見込値 162,000

・施設管理については、市民がより使いやすい、親しめる施設となるよう協議していく。
・指定管理施設の有効利用を図り、市民がいつでもどこでもスポーツに親しめるよう、スポーツ教室の開催、指
導者の研修などを実施し、市民のスポーツ環境整備を行っていく。
・スポーツ教室の受講者が継続しスポーツができるような仕組みづくりを行っていく。
・スポーツ振興公社は、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。

（４）成果と課題

　施設の管理については、26年度伊達体育館、梁川体育館管理委託していたこともあり、適正に引き継げた。
　スポーツ講座については、教育委員会所管事業のほか、公社自主事業として、吹矢教室、卓球教室、月間チャ
レンジデーを開催したが、今後、様々な事業に取り組んでスポーツ人口の増加に努めていく。
　各スポーツ大会の支援については、前年以上の参加者により開催することができた。
　スポーツ団体の支援を実施したが、さらにスポーツ団体と協議を進めながら、より良い支援を検討していく。

（５）点検評価委員会の意見

・スポーツ振興公社と市のつながりがよくわからない。
・公社ができて３年目になったが、前は公民館が窓口でいろいろとやってもらったが不便になった。
・体育協会と公社の関わりで動きにくくなった。システムや利用しやすい環境を整えてほしい。
・スポーツをどうしていくのかが見えない。
・優秀な指導者がいる団体、子どもから高齢者までスポーツに親しめる環境を作ってほしい。

スポーツ施設の利用者数
165,000

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

B

Ａ 人

実績値

見込値
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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シート

事務事業名 (7)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 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

26年度 14,105

基本事業 学習機会の充実と成果の活用 27年度 15,534

基本事業目的
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

28年度
(予算）

14,061

（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7校　27回、多読支援：読書通帳の配布 希望校　8校へ配布、館内でも配布)
　　読み聞かせボランティア研修会の開催（１回）
　　開館日数　304日、来館者数　111,490人（市立図書館のみ）
　　施設等の利用状況：学習室　3,354人、閲覧机　1,390人（市立図書館のみ）
　　貸出冊数　（個人）130,406冊　 （団体） 7,280冊　合計 137,686冊　　予約冊数　4,279冊（ｗｅｂ予約 1,610
冊を含む）

（２）事業費内訳

図書館運営費　15,359,796円
　　　伊達市立図書館運営一部業務委託  7,737,120円　保原中央交流館図書室業務委託 3,192,389円
      臨時嘱託賃金1名　2,167,524円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

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

実績値 104,025 112,000

B 貸出冊数 冊・点
見込値 100,000 125,000 133,000 133,000 133,000

実績値 126,057 137,691

（４）成果と課題

　市立図書館の来館者と貸出冊数は増加しているので、中央交流館図書室の利用率も増加するような環境整備が
必要である。また、市全体の読書活動推進のため関係部署と連携を図り、市民が心豊かな生活を送れるように努
める。
　平成27年12月議会において、伊達市立図書館条例の議決を得た。中央交流館図書室を市立図書館の分室とし
て、管理運営を明確にしたが、今後、図書館分室の図書の整理やレイアウトなど積極的に実施し、利用しやすい
環境を作っていく。

（５）点検評価委員会の意見

・保原中央交流館図書室に子どもたちが出入りしている。身近に図書がある環境を維持してほしい。人数が少な
くても継続してほしい。
・梁川中央交流館図書室がどこにあるのかよくわからない。工夫してほしい。
・月舘中央交流館図書室はレイアウトが良くなりった。好きな格好で本を読むことも必要である。
・伊達中央交流館には図書室がない。小学校も近く子どもたちがよく来るので図書館分室を検討してほしい。自
治会で図書コーナーを作り、図書を購入したり、だて文庫を設置したり本に親しむ環境づくりをしている。
・本に親しむことは家庭環境も重要で自宅の居間に100冊の本があるとよい。広報誌等でＰＲしてはどうか。

（６）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、学校、地域と連携して子どもたちが読書に親しむ環境を整えていく。
・中央交流館図書室の管理運営については、関係部や自治組織と協議しながら、図書室の図書の配置、環境整備
に努め、市民が利用しやすい環境を作っていく。
・伊達中央交流館に図書室を設置することは、施設の関係で難しいところであるが、図書館の団体貸出など利用
していただいて、図書コーナー充実を支援していく。
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

成果
　平成２６年度　　建設用地確定、地権者説明、予定地測量、用地買収、基本設計委託、用地地質調査を行い、
建設事業を開始した。
　平成２７年度　　基本設計完了、実施・造成設計委託、プロポーザルによる優先交渉民間給食業者選定を行っ
た。
実施設計に民間給食業者の意見を反映し、調理場内の調理員の作業動線が効率のよい設計となった。平成３０年
１月稼働を目標に、事務執行している。
　平成２８年度は、実施・造成設計が完了し、工事着工に向け事務手続きを行う。

（５）点検評価委員会の意見

・おいしい給食づくりをしてほしい。
・いい給食センターを建設し、公設民営のメリットを生かしてほしい。
・一日も早く完成し、おいしい給食を児童生徒に提供してほしい。
・子供たちは給食を楽しみにしている。食べることの大切さを給食を通して体験させたい。おいしい給食を素敵
な食器で味わってほしい。
・給食の試食会を開いて、子どもたちと同じ給食を体験できるようにしてほしい。

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

・老朽化した施設での調理は、給食事故（異物混入、作業員労災、食中毒）の起因リスクが高い状態にあるが、
細心の注意を払い市内の小中学校、幼稚園の児童生徒においしい学校給食を提供している。この状態を改善する
ため、新給食センターの一日も早い完成が望まれるところであり、その事務事業を推進していきたい。

実績値
B

見込値

実績値
Ａ

見込値

（２）事業費内訳

・平成２７年度決算額　29,635,001円

　・繰越明許費（基本設計委託・地質調査委託）　　　13,396,800円（26年度予算繰り越し明許分）
　・需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 496,526円
　・委託料（実施・造成設計委託、給食事業助言委託）15,741,675円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

基本事業目的
家庭・地域との連携のもと、学校が教育機能を十分に発揮し、保護者や地域住民の期待や信頼
に応えるとともに、子ども達が安全で安心して学ぶことができる、より良い教育環境の整備を
図ります。

28年度
(予算）

108,618

（１）事業概要

・老朽化した保原・梁川両学校給食センターを統合し、新たに最新設備を兼ね備えた学校給食センターを建設
し、公設民営による給食事業を行い、事業費の効率化を図る。

・平成２６年度
　①用地買収（24,336千円）②基本設計・地質調査業務委託（12,137千円）③登記その他（662千円）

・平成２７年度
　①造成・実施設計業務委託　②民間給食業者選定にかかる優先交渉権業者プロポーザル　③開発許可に伴う道
路拡幅のための測量　④優先交渉権給食業者との事業助言等業務委託

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。 26年度 37,134

基本事業 開かれた学校づくりと教育環境の整備 27年度 29,635

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (8)学校給食センター建設事業 担当課 学校給食センター

施　策 「生きる力」を育む学校教育の充実 事業費 千円
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

　「伊達地方の養蚕用具」について、台帳整理・図面作成作業は27年度末で約60％の進捗となり、平成30年度の
国重要文化財指定に向けて更なる作業のスピードアップが必要である。
　無形民俗文化財保護団体への活動助成や指定文化財の修繕への助成を行うことで保存管理が図られたが、後継
者不足の課題を抱える団体も出ててきた。

（28年度への反映と29年度に向けて）
　「伊達地方の養蚕用具」整理作業については、29年度内の完了に向けて、業者委託の導入
　指定文化財の保護継承のために、修繕や活動に伴う補助金を各団体に適正に執行

（５）点検評価委員会の意見

①獅子舞等の後継者不足

②市内の指定文化財の増加

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

①少子化により獅子舞等の保存継承に影響を及ぼしている。今後も映像による記録保存や保存継承団体へ後継者
育成のための活動への補助金を交付することで支援をしていく。

②伊達市合併後の指定文化財がまだないことから、指定に向けた調査を進めたい。

20 20 20

実績値 17 21
B 補助金交付団体 団体

見込値 17 21

118 118 118

実績値 119 118
Ａ 市内の指定文化財（合計） 件

見込値 119 118

（２）事業費内訳

　27年度の主な事業費
　　嘱託職員賃金　6,491千円
　　養蚕用具整理作業委託　960千円
　　指定文化財保存事業等補助金　6,451千円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

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
28年度
(予算）

13,568

（１）事業概要

　市内にある指定文化財保護・管理・保存の実施
　　・「伊達地方の養蚕用具」の国重要文化財指定を目指し、台帳・図面作成
　　・文化財保存管理団体への助成（21団体）

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。

26年度 9,952

基本事業 文化財の保護と保存 27年度 16,640

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (9)文化財保護事業 担当課 教育部文化課

施策 文化財の保護と芸術文化の振興 事業費 千円
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（３）成果指標（意図の達成度を表す指標）

（４）成果と課題

　梁川城跡について、平成30年度の国指定に向けた内容確認作業の進捗が図られた。また、個人住宅等開発に
伴って失われる恐れのある遺跡について、保護することができた。

（28年度への反映と29年度に向けて）
　28年度は調査範囲に八幡神社周辺を加えた。さらに梁川城本丸跡を発掘調査する。
　市民の理解が深まるように現地説明会の実施
　29年度はこれまでの調査成果をもとに平成30年度の意見具申に向けた作業を行う。

（５）点検評価委員会の意見

①伊達市の歴史・文化財のPR

（６）点検評価委員会の意見に対する教育委員会の対応方針

①今後も国指定に向けた調査を着実に継続していくとともに、歴史文化講演会の開催や観光部門と連携したPRを
行っていく。また、近隣市町（桑折町、国見町、福島市など）とともに広域連携も図っていきたい。

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

2 2 3

実績値 2 2
Ａ 市内の国指定史跡（合計） 件

見込値 2 2

（２）事業費内訳

　27年度の主な事業費
　　嘱託職員賃金　7,446千円
　　発掘作業業務委託　2,830千円
　　空中撮影業務委託　　396千円
　　埋蔵文化財調査報告書発行　604千円

単位 数値区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

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

28年度
(予算）

23,762

（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（124㎡）
　　個人住宅等開発に伴う調査（15件　110㎡）
　　埋蔵文化財調査報告書の発行

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。

26年度 16,997

基本事業 文化財の保護と保存 27年度 16,298

伊達市教育委員会事務事業点検評価シート

事務事業名 (10)埋蔵文化財保護事業 担当課 教育部文化課

施策 文化財の保護と芸術文化の振興 事業費 千円
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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項（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 
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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。 

 

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 


