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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26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、全

部で１１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26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 

   福 原 太一郎 （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 

   大 戸 ひ で （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30年７月31日(火)   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30年８月20日(月)   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30年９月18日(火)   市役所梁川分庁舎 ２階202会議室 
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３ 平成 29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 子育てアプリ事業（担当：こども支援課） 

 ３ 幼児発達支援事業（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 読書活動推進事業（担当：学校教育課） 

 

 

施策：心を育む生涯学習の推進 
１ 地域学習活動支援事業（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 文化財保護事業（担当：文化課） 

２ 美術館自主文化事業（担当：文化課） 

 

 
 



平成29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

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

2 子育てアプリ事業
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・・・２　改善し、継続 適切

3 幼児発達支援事業
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・・・２　見直しの余地がある

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・・・１　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
読書活動推進事業
（学校図書館充実事業）

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

8
地域学習活動支援事業

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

今後の方向性・・・１ 現行どおり継続 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 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

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）

・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。

・施設整備、保育環境については、計画的に進めなければならない。

⇒子どもたちの健やかな成長を支援するためには、学校との連携が必要不可欠であるため、連携強化をしていきたい。

・放課後児童クラブの支援員・補助員の確保に努め、ゆとりを持った運営が必要。

・児童の支援には、支援員・補助員の質が重要であり、適正な人材の確保には処遇改善が必要。

⇒支援員・補助員を確保するため処遇改善を行うとともに、短時間労働の設定なども慎重に検討していきたい。

・支援員・補助員の研修を充実させ、児童の個性に合わせた指導等保育の向上に努めてほしい。

・児童の特性・性格を保護者の方と話し合い見守り活動に生かしてほしい。

⇒支援員・補助員と保護者との連携を通じて、児童の個性を伸ばし健やかな成長ができるよう支援していきたい。

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

総
合
評
価 ④今後の方向性

２．改善
し、継続

　30年度一部のクラブで定員超過により入所申請を中止している。老朽化し
た施設の更新と併せて利用定員の増加も図れるように施設整備を検討する。
　クラブ運営は、子どもの健全な育成に向けて、指導員の研修や遊びのプロ
グラム実践をNPO法人に委託するとともに、コーディネータによる巡回指導に
より向上に努めている。今後、更なる充実を図っていく必要がある。

外部評価

内部評価は適切である。内部評価の検証

②有効性
２．見直
しの余地
ががある

　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、更に保育の質の向上を図っていく必要がある。

③効率性
２．見直
しの余地
ががある

　クラブ運営のため指導員（嘱託）を雇用し配置している。しかし、必要人
数が確保できずシルバー人材を活用し運営している。今後、指導員確保に向
けて処遇改善等を含めて、検討を進める。

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
　共働き世帯の増加や核家族化により、日中保護者が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。

19 19 20

実績値 19 19
B クラブ数

見込値 19 19

実績値 293 293

32年度

Ａ 開設日 日
見込値 294 294 294 294 294

（１）事業概要

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に通う児童に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全
な育成を図ることを目的として、市内11箇所に公立の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）
　①だて児童クラブ(3)、②ふしぐろ児童クラブ(1)、③やながわ児童クラブ(3)、④あわの児童クラブ(1)、
　⑤せきもと児童クラブ(1)、⑥ほばら児童クラブ(4)、⑦かみほばら児童クラブ(2)、
　⑧はしらざわ児童クラブ(1)、⑨おおた児童クラブ(1)、⑩かけだ児童クラブ(1)、⑪つきだて児童クラブ（1）
・登録児童数‐730人（平成29年5月1日現在）
・開設時間‐①月～金曜日　　　　　児童の下校時間～午後7時まで
　　　　　　②土曜日、学校休業日　午前7時30分～午後7時まで

（２）目的と手段

【対象】登録児童（小学1～6年生）及びその保護者
【意図】子ども達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 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 子どもが健やかに育つ環境づくり 29年度 176,600

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。

30年度 192,704

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
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

28年度 131,747

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 １　放課後児童健全育成事業 担当課 こども育成課
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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

総
合
評
価

④今後の方向性
改善し、
継続

子育てに係る基本的な情報はもとより、保護者のニーズにマッチした情報を提
供し続けることが求められ、保護者ニーズの把握を常に行うことが必要。

外部評価

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

子育て世代の９割以上が所有するスマートフォンのアプリケーションによる情
報発信は、効果がある。

③効率性 適切
プッシュ通信機能を用いて必要な方へ必要な情報が提供できるなど、効率的に
情報を届けることができる。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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 適切
子育て中の保護者にとって子育てに係る疑問や不安は当然であり、安心して子
育てを楽しむために情報提供は必要である。

②有効性 適切

実績値
B

見込値

実績値 498 709（７月末）

32年度

Ａ 子育てアプリダウンロード件数（累計） 件
見込値 500 650 800 950

（１）事業概要

　スマートフォンアプリを活用し、年齢に合わせたイベント情報や子育てコラムをプッシュ通知で届けるなど、
利便性の高いサービスを受けられるようサポートを図る。
　また、子どもの成長記録に関する管理ツールを提供することで、個々人に適した情報の一元化を図る。

（２）目的と手段

【対象】　　　　子育て中の保護者
【意図】　　　　子育て世代の90％以上が所有しているスマートフォンのアプリケーションを構築し、子育てに係る様々
　　　　　　　　な情報を積極的に提供することにより、子育てしている保護者の疑問、不安を解消する。
【目指す状態】　子育ての情報が容易に取得できて、自身にとって必要な情報が届くことで、子育てが安心してできる。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 安心して子育てができる環境づくり 29年度 7,016

基本事業目的
子育て世代の90％以上が所有しているスマートフォンのアプリケーションを構築し、子育てに
係る様々な情報を積極的に提供することにより、子育てしている保護者の疑問、不安を解消す
る。

30年度 2,339

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
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

28年度 0

□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

・保護者のニーズを把握し、新しい情報を提供できるよう努める。
・情報発信はきっかけに過ぎない。その情報をいかに利用できるか、また対面サポートの充実
も心掛けてほしい。
・まだまだこの事業について知らない人が多いので、内容の充実はもとより事業の周知にも注
力していただきたい。

⇒子育てをする上で必要な基本情報を発信することはもとより、必要とされる情報の掘り起こ
しや情報を活かした取り組みを各施設で実施していきたい。

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 ２　子育てアプリ事業 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）

□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

・発達が気になる子どもの数の増加、併せて早期支援の必要性がある中で、ハード（支援ス
ペース）、ソフト（専門職配置を含めたスタッフの増員）両面での拡充が求められる。
・早期からの適正就学を意識した指導の強化が求められる。
・かねてから検討されていた伊達市総合教育実践センターの設置が急務。

⇒支援が必要な子どもとその保護者への適切なサポートを行うため、組織体制の強化が求めら
れる。また伊達市ネウボラの考えの下、切れ目ない支援を各関係部署との密接な連携により維
持していきたい。

総
合
評
価

④今後の方向性 改善し継続
一人一人のニーズに応じた相談，支援を実施するための事業拡大が必要であり、専門職の配
置によるさらにきめ細やかな支援が必要になっている。そのためのスタッフ体制の整備や相
談・支援スペースの拡充は必要である。

外部評価

内部評価の検証

②有効性
見直しの余
地がある

相談数の増加により、アドバイザーによる小集団支援や臨床心理士・言語聴覚士などによる
保護者や幼児のニーズに応じた支援の実施や専門的な助言が求められてるが、体制的に不十
分。

③効率性
見直しの余
地がある

当該事業は効率化を図る事業ではないが、限られたスタッフ・施設利用の工夫により、一人
一人のニーズに応えられるように努めたい。

内部評価は適切である。

今後の方向性

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 適切
発達や言語に障がいのある幼児やその保護者に対し、様々な形での相談や支援，指導を実施
することで、生活場面での困り感の軽減と発音の改善が図られている。

実績値
B

見込値

実績値 175 177 167(7月末)

32年度

Ａ 相談支援人数 人
見込値 140 140 140 140 140

（１）事業概要

・発音や吃音など言語に障がいのある未就学児の言語指導
・発達障がいのある幼児、保護者に対して生活や遊び面での困難を軽減するための指導や教育相談を幼児の所属
園と連携して実施
・「子どもの健やかな育ちの支援」として子育てに不安を抱える保護者に対する早期からの発達支援や就学に関
する相談助言の実施

（２）目的と手段

【対象】　　　発達に障がいのある未就学児や言語に障がいのある幼児と保護者
【意図】　　　こどもの成長と発達を理解し、健やかな発達と成長を促す。
【目指す状態】健診結果や生活の中での専門的相談・助言を行い、ニーズに応じた支援方法により小集団での
               親支援などを実施することで、安心して子育てができるようになる。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 支援が必要な子どもに対する体制づくり 29年度 9,335

基本事業目的 こどもの成長と発達を理解し、健やかな発達と成長を促す。 30年度 12,832

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
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。

28年度 8,888

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 ３　幼児発達支援事業 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）

□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

・児童・生徒の家庭学習の習慣化の確立、教師の多忙化解消、校務のスリム化による児童・生
徒とふれあう時間の確保が課題。⇒県の「家庭学習スタンダード」等を活用して、保護者、児
童生徒に周知、啓発を図るとともに、「教師の多忙化解消プログラム」を参考に、校務のスリ
ム化を図る。
・学力向上には教員の意識化が大切。わかる授業の構築。（特に中学校）
・一人一人の学力を少しでも上げていくことそのための工夫が大切。
　⇒学校訪問、授業研究会等に授業スタンダード等を活用して、授業改善が図られるよう、協
議、助言する。
・学力だけでなく、人間性、音楽、スポーツ、美術、科学的思考など、広い範囲での活動が必
要。⇒部活動指導員派遣や伊達市吹奏楽きらめき事業等により、伊達市の子どもたちの人間
性、体育的技能、芸術性が高まる事業を推進する。

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

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」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。 28年度 5,760

基本事業 確かな学力を育む教育の推進 29年度 5,753

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。 30年度 5,750

（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２９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２８年度よりもさらに上回ることがで
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。

（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 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

Ａ
全国学力・学習状況調査正答率（小
学校）全国との比較

人
見込値 0.0 2.0 2.5 3.0

実績値 1.6 2.8

B
全国学力・学習状況調査正答率（中
学校）全国との比較

人
見込値 0.0 0.0

１．適切
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。

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

0.5 1.0

実績値 -4.8 -2.8

１．適切
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。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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

今後の方向性

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

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。

外部評価

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

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。

③効率性
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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

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

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。

外部評価

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

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。

③効率性 １．適切
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。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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
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。

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

45 50

実績値 35 45
B 復帰傾向児童生徒数 人

見込値 35 40

実績値 75 77

32年度

Ａ 不登校児童生徒数 人
見込値 55 70 65 60

（１）事業概要

・平成２９年度末現在、不登校児童生徒数は小学校で１０名、中学校で６７名、合計７７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、学校生活の違いに加え、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 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 豊かな心を育む教育の推進 29年度 21,980

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。

30年度 22,570

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。 28年度 21,048

□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

・ＳＣ（スクールカウンセラー）に加えて、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の役割が
重要。数を増やしていく必要がある。⇒平成30年度は2名から3名に増加。福島県で十分養成で
きていない現状も問題。
・こども相談員との連携が大切。（社会福祉的な観点からの支援が必要）⇒今後はＳＳＷの活
用を一層図りながら、学校教育課とこども支援課（こども相談室）との連携を進めていく。
・原発の影響等､国からの予算確保も含め、今後の見取り、検討が必要。⇒伊達市独自のＳ
Ｃ、ＳＳＷの任用を含め、検討していく。
・不登校が減らない原因を追究し、対応等の改善の工夫が必要。⇒適応指導教室、不登校対応
の教職員指導員のさらなる活用を含め、学校と連携を図りながら不登校児童生徒の改善を図
る。

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 ５　教育相談事業 担当課 学校教育課
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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29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

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。 28年度 119

基本事業 健やかな体を育む教育の推進 29年度 114

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。 30年度 109

（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 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

Ａ 児童生徒の肥満度 ％
見込値 11.5 11 10 10

実績値 12.3 12.1

B
食育講話・給食時間訪問・試食会の
実施回数

回
見込値 100

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 89 71

内部評価は適切である。

今後の方向性

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

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、H28年度に肥満度がアップし29年度もほぼ同水準で
推移していることから、今後推進していくうえで工夫の余地がある。

□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

・学校給食を通して児童生徒に対して食育教育は意義が深い。さらに保護者に対する理解と啓
発も深化させたい。
⇒食育は、家庭・学校・地域で行っていくもの。保護者や祖父母が食育に関わってもらうこと
が一番の教育となり、そのための情報発信もしていく必要がある。
・食育だよりを出しただけではダメで、これを活用して食育を進めなければならない。学級担
任との協力が必要。
⇒学校（学級担任）と情報を共有し、連携しながら食育を進めていく。
・基本を知り実践できる子（将来の親）を育てたい。
⇒食育基本法の基本理念の一つに、食に関する適切な判断力と生涯にわたる健全な食生活の実
現とあり、まさに食育の目指すところである。
・こども食堂（フードバンク）の必要性が出てきている。
⇒まともな食事が給食のみという子どももおり、今後も食の大切さを教えるとともに、栄養バ
ランスの取れたおいしい給食づくりに取り組んでいきたい。

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。

外部評価

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）

□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

・読書は､学力向上だけでなく、人間形成にも影響が大きい。
・学校司書の配置により図書館機能の充実がなされ、読書量が多くなって現状が素晴らしい。
・文章が読めない（読解力が不足）している子どもが多くなっている現状から､小さい頃から
本に親しむ環境が大切。⇒読解力の不足については、学校においても喫緊の課題と認識し、各
学年の発達段階に対応した指導を展開していく。
・学校司書を増やして、担当学校数を減らす検討が必要。⇒最終的に小・中学校２校に１名の
割合で学校司書が配置できるよう、予算確保､配置要望をしていく。（現在２２校に対して７
名なので、あと４名増やしていくよう要望していく。）

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 ７　読書活動推進事業(学校図書館充実事業） 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
児童生徒の感性や想像力を豊かにする読書活動を推進するとともに､学校図書館を積極的に授
業に活用するなど、学校図書館の充実を図る。 28年度 14,480

基本事業 開かれた学校づくりと教育環境の充実 29年度 15,610

基本事業目的 ２１世紀にふさわしい学びの実現のために読書活動の充実を図る。 30年度 17,580

（１）事業概要

　専門的知識を有する学校司書を配置し、図書館の本を積極的に利用しながら、児童生徒の読書活動を推進し
た。
・学校司書を大規模小学校２カ所、中学校４カ所、合計６カ所に配置し、各中学校区の小・中学校に対して、日
替わりあるいは午前・午後で巡回し、図書館整備を行った。
・県の「学校図書館の活性化実践事業」の委託を受け、学校司書・読書活動を活かした授業研究の実施、図書館
事業の先進地視察、読書活動に関する各種研修会に参加するなどして、学校司書の資質向上と学校図書館の活性
化を図った。
・学校司書が参加した研修等
　・保原小学校、伊達中学校においての学校司書を活用した研究授業公開
　・千葉県市川市学校図書館支援センター、冨貴島小学校視察
　・東北地区学校図書館研究大会岩手大会参加

【対象】　　　　学校図書館ならびに児童・生徒、教職員、学校図書司書
【意図】　　　　学校司書の全校適正配置を行い、学校図書館機能を充実させることで、児童・生徒
　　　　　　　の学力の向上、豊かな心の育成を図る。
【目指す状態】　学校司書の配置数を、全小中学校２２校に対して１１名任用し、２校に一名の配置
　　　　　　　をめざす。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

Ａ 学校司書配置人数 人
見込値 6 6 7 9 11

実績値 5 6 7

B 人
見込値

１．適切
学力向上、豊かな心の育成には読書活動の充実は大変重要であり、事業継続は
必須と考える。

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

実績値

２．見直し
の余地があ
る

中学校区割り、学校規模の関係で、学校司書のかけ持ちが３校を一人から５校
を一人と開きがある。受け持ち学校数の適正化が急務である。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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

今後の方向性

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続 さらに学校司書が適正配置できるよう、人材、予算確保も含め取り組んでいく。

外部評価

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

県からの事業委託として予算措置があり､事業実施上も大変有効であったが、
次年度以降は事業委託がないため、工夫が必要である。

③効率性
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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

内部評価の検証 内部評価は適切である。

・先進的に活動している自治組織の情報を発信して、各自治組織の自発的な学習につなげてい
く必要があると考える。
⇒生涯学習の情報発信の手段として「生涯学習だより」を年間50～60回ホームページ更新と紙
面で各交流館、学校、各支所等公共施設に発行している。自発的な学習となるよう、内容等を
見直し、更なる情報発信に努める。
・教育委員会に配置の生涯学習指導員を、各中央館に配置することを前向きに検討して欲し
い。
⇒自発的な生涯学習への取り組みを効果的に支援できるよう、検討して参りたい。
・市が目指す生涯学習の目標を、教育委員会から自治組織にも示して欲しい。
⇒わかりやすい事業計画として自治組織にもお示ししていきたい。
・各自治組織の活動の実態をきちんと把握し、予算の面など市民協働課と連携を図って欲し
い。
⇒自治組織交付金において、生涯学習の費用を事業費として獲得できる仕組みを検討しなが
ら、地域において自発的な生涯学習ができるよう市民協働課と連絡調整を図る。

今後の方向性 ■現行どおり継続　□改善し、継続　□休止　□廃止

総
合
評
価

④今後の方向性 1.現行どおり継続
将来的には、地域自ら、生涯学習事業を進められるようにしていきたいが、予算・人
材面での課題解決を要すため、現行とおりで継続していきたい。

外部評価

②有効性 1.適切
生涯学習指導員が各地域の担当者と連携を図りながら、事業を進めている。また、講
座参加者も増えている。

③効率性 2.見直しの余地がある
現状、生涯学習指導員が梁川分庁舎に配置されているが、地域とより密接な生涯学習を推進
していくためには、各中央交流館等への配置も検討する余地がある。

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
市民が自主的に学習するための環境整備の充実を図ることは、市の責務であり必要で
ある。

3,700 3,700 3,700

実績値 4,154 3,645
B 高齢者を対象とした事業　参加人数 人

見込値 3,700 3,700

実績値 2,599 2,496

32年度

Ａ 女性を対象とした事業　参加人数 人
見込値 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

（１）事業概要

  市民が自主的に学習を行えるよう、生涯学習指導員が中心となって、主に地域自治組織への生涯学習相談業務
を行っている。また、人材バンクを活用し、各種講座への講師派遣の支援を行っている。
　さらに、市民自らで、生涯学習を推進できる体制づくりのため、地域自治組織の担当者を集め、リーダー養成
研修会を実施している。

　

【対象】市民
【意図】自主的に生涯学習や社会教育に取り組むことができる環境を提供する。
【目指す状態】市民の自主的な学びを推進するとともに、市民が主体的に学ぶ機会を提供できる。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 学習機会の充実と成果の活用 29年度 3,572

基本事業目的
自発的に学習活動する市民の増加を図るととともに、その成果をより良い地域社会づくりに活
かせるよう、関係団体や市民との連携強化に努める。市民の学習ニーズの多様化・高度化に対
応するため、事業の充実に努める。

30年度 2,356

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。

28年度 3,723

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 ８　地域学習活動支援事業 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29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

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

28年度 93,134

基本事業 スポーツ・レクリエーションの振興 29年度 148,053

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。 30年度 148,053

（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】市民がいつでも気軽に、安全に安心して施設を利用できる。
【目指す状態】市民が気軽に、安全に安心して使用できる施設環境を提供する。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

Ａ スポーツ施設の利用者数 人
見込値 180,000 220,000 230,000 240,000 250,000

実績値 198,128 177,799

B
見込値

1.適切
指定管理制度を活用し、施設を適正に運営管理することで、より良いスポーツ
活動環境を提供できている。

実績値

内部評価は適切である。

今後の方向性

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

②有効性 1.適切
保原体育館大規模改修工事により利用ができず、施設利用者が前年比で減少し
ているが、市の社会体育施設を一括指定管理し施設の適正な運用管理によっ
て、利用者数を維持している。（平成28年度保原体育館利用者数25,499人）

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、適正な経費で指定
管理している。

■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

・スポーツ施設の利用者数が平成28年度から平成29年度で約２万人の減となっている。減少し
た理由を記入することで今後の対策がわかってくるので理由を明記すべき。
⇒　平成29年度は保原体育館改修工事による使用不可が要因であった。2020年オリンピック・
パラリンピックもあり、指定管理制度による施設環境の充実をはじめ、各施設で行うスポーツ
情報の発信などスポーツ始めるきっかけづくりの周知なども行いながら、施設利用者数の目標
値達成に向け取り組む。
・市内、特に梁川地域は希望の森や市民プールとの連携など、スポーツにいろいろと活用でき
る可能性がある。工夫する努力を。（例：希望の森でトライアスロン大会が開催されたが、市
内の休憩する施設にバイクスタンドを置いたりする等）
⇒　市内の様々な施設を利用したスポーツ関連イベント等も開かれており、スポーツ振興に結
び付くように施設の充実・整備に努める。

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による管理運営の経験を活かし、更なるスポーツ施
設の適正な運営維持管理を行う。

外部評価

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

総
合
評
価

④今後の方向性
１．現行ど
おり継続

指定文化財の維持管理に困窮する所有者が多いため補助金の交付は必須であ
り、事業の継続は妥当である。

外部評価

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

予算範囲内において要望のあった所有者に対し補助金を交付することができ
た。また、養蚕用具の整理についても、年次計画に沿った業務は完了できた。

③効率性 １．適切 年次計画に基づいて遂行しており効率的である。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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 市内文化財の適切な管理は条例に定められた行政の責務である。

②有効性 １．適切

20 20 20

実績値 17 20
B 補助金交付団体 件

見込値 20 20

実績値 118 118

32年度

Ａ 市内の指定文化財（合計） 件
見込値 118 118 120 120 120

（１）事業概要

指定文化財の保存、修理に対し補助を行う。特に、旧梁川八幡宮の本殿修繕については、３ヵ年計画の初年度と
なる。修繕に関する詳細計画の策定を有識者の指導を得ながら進めていく。また、国登録文化財となっている養
蚕用具の国重要文化財指定に向け、資料の調査、整理を進め、報告書を刊行する。

（２）目的と手段

【対象】１．市内の指定文化財件数　　２．文化財に親しんだ市民の割合
【意図】１．指定文化財の価値を顕在化させる　　２．市内の指定文化財の本質的価値を理解し、市固有の歴史
に触れる
【目指す状態】１．文化財の価値を顕在化させ県、国指定を目指す。
　　　　　　　２．市固有の歴史に触れることで、ふるさとを愛する心や一体感を育む。

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度

基本事業 文化財の保護と保存 29年度 22,734

基本事業目的 市内に所在する指定文化財を保護し、周知・活用を図る。 30年度 23,309

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結びつくよう、先人たちから大切に
引き継がれてきた地域固有の貴重な文化財を守り、活用し、次代に継承する。 28年度 13,568

■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 ・市指定文化財の増加に努力してほしい。

⇒文化財保護の観点からも努力したい。

・市指定文化財の実態調査や維持管理のための指導をお願いしたい。
⇒文化財保護の観点からも努力したい。

・学校と連携し、子供たちに伊達の養蚕の歴史を伝えてほしい。
⇒養蚕用具の国重要文化財指定を目指している。国庫補助等を活用しながら各種整備を進め、
学校との連携強化も図りたい。

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29年度事業）

事務事業名 １０　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）

□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

・学校と連携し、移動教室などで子供たちの鑑賞機会を増やしてほしい。
⇒年間スケジュールを早めに計画し、学校との連携強化を図りたい。

・ＰＲ活動の充実が必要。
⇒予算を確保し、マスメディア(新聞、テレビ、ラジオ)ＰＲ活動の充実を図りたい。

・子どもや高齢者の利用を促すような観覧料の見直し。
⇒市内施設とのバランスを考慮し、また、他館の例も参考にしながら観覧者増加に向けて見直
しを図りたい。

・市を代表する作家の展示を充実してほしい。
⇒郷土作家の展示や若手作家の発掘に努め、郷土愛の醸成や芸術文化の活性化を図りたい。

　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会事務事業点検評価結果　　　　　　　　　　（平成29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

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
る人生づくり地域づくりに資する。

28年度 2,106

基本事業 芸術文化活動の推進 29年度 2,030

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。

30年度 2,341

（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】８事業
　　　内訳　①カッキーとカッキーナのゆめ　～五十沢のあんぽ柿物語～
　　　　　　②米倉兌墨彩展　～郷土玩具コレクションとともに～
　　　　　　③ふくしま緑の写真展
　　　　　　④西巻茅子展　絵をたのしむ絵本たち
　　　　　　⑤第47回世界児童画展
　　　　　　⑥美しい切り絵の世界　～藤乃優里展～
　　　　　　⑦第6回ＮＨＫ福島の桜　フォトコンテスト写真展伊達展
　　　　　　⑧特別展示　政宗ダテニクル
【その他】ギャラリートーク・ワークショップの開催

（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、地域づくりを目指す
【目指す状態】　芸術に関心を持つ市民層の拡大と創作活動の活発化

単位 数値区分 28年度 29年度 30年度 31年度 32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

実績値 8 8 0 0 0

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 6,000 7,000

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て市民の自主的な芸術文化活動
を推進するため、美術館を拠点に文化意識を高める事業を行っており、適切である。

②有効性
２．見直し
の余地があ
る

8,000 9,000 9,000

実績値 4,736 5,822

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。恒常的に事業予算を確保す
る一方、低コストで効率的な事業運営に努める必要がある。また民間団体との共催企
画展を開催するなど、積極的に民間の力を取り入れる努力をしている。

内部評価の検証 内部評価は適切である。

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

今後の方向性

総
合
評
価

④今後の方向性
２．改善
し、継続

現在の事業の方向性を維持しつつ、さらに魅力的かつ低コストで効率の良い企画を行
い、引き続き入館者の増加と新たな来館者の開拓を行う。

外部評価

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

継続的な自主企画展の実施により認知度が向上しているものの、入館者増のためには
更に取り組みを継続していく必要がある。また、近隣の類似施設との交流を積極的に
行い、連携可能な事業の展開も検討する必要がある。

③効率性
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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 26 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 

附 則（平成 30年 10月１日教委訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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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26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、
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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。 

附 則（平成30年10月１日教委告示第８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

（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26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4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 


