
第２期

伊達市教育振興基本計画 

心豊かに 未来を拓く 

活力あふれる 人づくり 

平成 31年 4月 



福島県伊達市教育委員会 

目 次 

第１章 計画策定にあたって １ 

１ 計画策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３ 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

第２章 計画策定の背景   ４ 

１ 社会の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ４ 

２ 伊達市の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ６ 

３ これまでの取組み成果と課題 ・・・・・・・・・・・・・・ ・７ 

第３章 伊達市の教育がめざす姿 １５ 

１ 伊達市将来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

２ 教育基本理念 

３ めざす姿 

４ 指針（進め方） 

５ 教育基本理念の実現に向けた教育大綱・・・・・・・・・・・１６ 

第４章 施策の展開   １７ 

【施策１ 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実】 ・・・・ １７ 

  ≪施策の方針 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実≫ 

   【心の義務教育】 

   【切れ目ない支えによる子育て支援】 

（基本事業１） 子どもが健やかに育つ環境づくり 17 

（基本事業２） 安心して子育てができる環境づくり  19 

（基本事業３） 支援が必要な子どもに対する体制づくり 20 



 

 【施策２ 「生きる力」を育む学校教育の充実】・・・・・・・・２１ 

  ≪施策の方針 「生きる力」を育む学校教育の充実≫ 

   【生きる力】 

   【開かれた教育課程とカリキュラムマネジメントの確立】 

   【適正規模、適正配置】 

    （基本事業１） 確かな学力を育む教育の推進  22 

    （基本事業２） 豊かなこころを育む教育の推進  23 

    （基本事業３） 健康でたくましい体を育む教育の推進  24 

    （基本事業４） 開かれた学校づくりと教育環境の整備  25 

 

【施策３ 心を育む生涯学習の推進】・・・・・・・・・・・２７ 

  ≪施策の方針 学ぶ心を育む生涯学習の推進≫ 

   【生涯に亘って学び、地域社会で活躍できる生涯学習の充実】 

  ≪施策の方針 スポーツ・レクリエーションによる健幸づくりの推進≫ 

   【スポーツ・レクリエーションの普及と促進】 

    （基本事業１） 学習機会の充実と成果の活用  27 

    （基本事業２） スポーツ・レクリエーションの振興  28 

 

【施策４ 文化財の保護と芸術文化の振興】・・・・・・・・・・３０ 

  ≪施策の方針 歴史・文化遺産の継承と心豊かな文化の創造≫ 

   【貴重な文化財の継承と活用】 

   【芸術文化活動の充実・支援】 

    （基本事業１） 文化財の保護と保存  30 

    （基本事業２） 芸術・文化活動の推進  31 

 

第５章 計画推進のために                          ３２ 

 １ 関係部署との連携・協力による計画の推進・・・・ ・・・・３２ 

 ２ 重点的に連携を推進する事業・・・・ ・・・・ ・・・・ ・３２ 

   【重点連携施策１ 幼小中連携の推進】  32 

   【重点連携施策２ 総合教育センター構想の推進】  33 

   【重点連携施策３ 市民の自主的、自発的スポーツ活動の推進】34 

   【特別対策 放射線教育・防災教育の推進】  35 

 ３ PDCAサイクルに基づく計画の推進・・・・・・・・・・・・３６ 

 



1 

 

第１章 計画改定にあたって 

 

１ 計画改定の趣旨 

 近年急速に進む少子高齢化、情報通信技術の発達などの高度情報化、社会や

経済のグローバル化などにより、人々の価値観やライフスタイルが多様化して

います。さらに、人口減少と少子高齢化が同時進行するとともに人口や税収が

増え続けることを前提とした制度や仕組みが機能しなくなるなど抜本的改革が

求められる中、家庭や地域社会の教育力の低下が懸念されており、子どもたち

の学力低迷をはじめ、基本的な生活習慣の乱れやいじめ、不登校など、教育の

分野においても様々な問題が生じています。 

  

 伊達市教育委員会では、平成 27 年に「伊達市教育振興基本計画」を策定し、

伊達市の教育理念「心豊かに 未来を拓く 活力あふれる 人づくり」の実現

のため、様々な教育施策に取り組んできました。 

  

 就学前教育・保育では安心して子どもを産み育てることができ、子どもたち

が健やかで安心して過ごせる環境整備を進めてきました。 

 学校教育では、指導方法の一貫性と系統性を意識した指導が定着するよう、

小中学校の連携を進めてきました。 

 また、人と人とのつながりや、人と地域の結びつきを大切にし、豊かな心を

持って社会を生きる「豊かな心を育むまちづくり」を視点とした学校教育と地

域自治組織等による主体的な地域づくりを推進し、日常生活の中でスポーツや

芸術文化活動に親しむ教育環境の整備を進めてきました。 

 

 このような中、「伊達市教育振興基本計画」の策定期間の５年が経過すること

から、これまでの教育施策の進捗状況や現状課題を踏まえながら、2030 年以降

の社会の変化を見据え、基本理念や目指す教育の方向性及び目標や内容を明確

にするため、「伊達市教育振興基本計画」を改定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

教育基本法第 17条第２項に基づき、国の教育振興基本計画を参酌するととも

に、第６次福島県総合教育計画を参考にしつつ、本市の第２次総合計画後期計

画の「政策２ 豊かな心を育むまちづくり」を推進する子育て・教育分野の個

別計画として位置づけます。 

 

 

  教育基本法（平成 18年法律第 120号） 

  第 17条 

          政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する 

施策についての基本的な方針及び構ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、 

これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

  ２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における 

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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３ 計画期間 

 計画期間は、平成 31年度から令和５年度までの５年間とします。 
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第２章 計画策定の背景 

 

１ 社会の現状 

 （１）人口減少・高齢化の進展 

  日本の人口は、2008年をピークとして減少傾向にあり、2030年に掛けて20

代、30代の若い世代が約２割減少するほか、65歳以上が総人口の３割を超え

るなど生産年齢人口の減少が加速することが予測されています。また、65歳

以上の中でも、75歳以上が多数を占め、現在よりも寿命がさらに延びていく

という指摘もあります。 

  小・中・高等学校の児童生徒数はいずれも近年減少傾向にあり、2017年度 

 の調査結果では、小学校及び中学校において過去最少となっています。 

 

 （２）急速な技術革新 

  2030年頃には、第４次産業革命といわれる、IoT１やビッグデータ２、AI等を 

はじめとする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変えていく超スマ

ート社会の到来が予想されています。 

  今後10～20年後には、日本の労働人口の相当規模が技術的にはAIやロボッ

ト等により代替できるようになる指摘がされている一方で、これまでにな 

 かった仕事が新たに生まれることが考えられます。今後、いわゆるメンバー 

 シップ型雇用３からジョブ型雇用４への移行や労働市場の流動化が一層進展す

ることも予想されています。 

 

 （３）子どもの貧困など社会経済的な課題 

  子どもの貧困は、相対的貧困率について改善が見られるものの、引き続き 

 大きな課題であります。また、学歴等により生涯賃金にも差が見られます。 

 子どもの貧困や格差問題に対して対策を講じなければ、2030年以降も貧困の 

 連鎖、格差の拡大・固定化が生じる可能性があります。 

 

 （４）子どもをめぐる課題 

  幼児の発育に関しては、社会状況の変化等による幼児の生活体験の不足等 

 から、基本的な技能等が十分に身に付いていないという課題が指摘されてい 

 ます。 

  小・中学校の児童生徒の学力に関しては、国内外の学力調査結果が近年改 

 善傾向にあり、学習時間についても増加傾向にあるとの調査結果があります。 

 一方、学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら、自らの能 

 力を引き出し、学習したことを活用して、生活や社会の中で出会う課題の解 
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 決に主体的に生かしていくという面に課題があると考えられています。また、 

 直近の国際学力調査では、読解力が有意に低下しているとの課題があります。 

 このほか、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合が横ばいであること 

 や、子どもたちの自己肯定感が諸外国と比べて低いという調査結果がありま 

 す。また、子どもが自然の中で豊かな体験をしたり、文化芸術を体験して感 

 性を豊かにしたりする機会が限られており、地域・家庭と連携・協働しつつ、 

 体験活動の機会を確保してく必要性について指摘がなされています。 

  障害のある子どもの教育に関しては、障害者の権利に関する条約の批准や 

 障害者差別解消法の施行を踏まえ、障害のある子どもが合理的配慮の提供を 

 受けつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた指導が受けられるよう、子ども 

 の就学先が本人・保護者の意向を踏まえた総合的な観点から決定されるよう 

 になり、近年は発達障害を含めた障害のある子どもの幼・小・中・高等学校 

 への就学も増えています。こうした状況を踏まえ、一人一人の子どもの障害 

 の状態や発達の段階に応じた指導や支援を行っていく必要があります。 

 

 （５）家庭の状況変化 

  三世代世帯の割合が低下するとともに、一人親世帯の割合が上昇傾向にあ 

 ります。家庭教育は全ての教育の出発点であることを踏まえ、子どもの社会

性や自立心などの育ちをめぐる課題に社会全体で向き合い、親子の育ちを支

えていくことが重要ですが、このような世帯構造の変化や地域社会の変化に

伴い、子育てについての悩みや不安を多くの家庭が抱えながらも、身近に相

談できる相手がいないといった家庭教育を行う上での課題が指摘されていま

す。 

 
                                                   
１  Internet of Thingsの略。あらゆる物がインターネットを通じてつながることによっ

て実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。 
２ 膨大かつ多様で複雑なデータのこと。スマートホンを通じて個人が発する情報、コンビ

ニエンスストアの購買情報、カーナビゲーションシステムの走行記録、医療機関の電子

カルテなど、日々生成されるデータの集合を指し、単に膨大なだけではなく、非定形で

リアルタイムに増加・変化するという特徴を持ち合わせている。このようなデータを扱

う新たな手法の開発により、2010年前後から、産業・学術・行政・防災などさまざまな

分野で利活用が進み、意思決定や将来予測、事象分析が行われている。 
３ 日本型雇用とも呼ばれる新卒一括採用型の雇用システム。 
４ 自分自身の専門スキルを活かして、職務や勤務場所を絞り込むことができる欧米で主流

な雇用システム 
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２ 伊達市の現状 

 伊達市の平成 30年 10 月１日現在の人口は 60,164 人、昭和 60 年の 74,626 人

と比べ 19.4％減少しており、特に減少率は昭和 60年から平成２年が 0.5％（426

人減）であったのに対し、平成 22年から平成 27年では 5.5％（3,627人減）に

上昇するなど、近年、減少傾向が拡大しています。 

 

本市の子どもの人口も減少傾向にありますが、障がいのある子どもの人口は 

横ばいで推移しています。障がいのある子どもや発達に遅れのある子ども等へ 

の早期支援が必要となっています。また、経済的格差を背景とした貧困問題は、 

貧困世帯に属する子どもへ様々な複合的な影響が生じており、かかる子どもへ

の支援と居場所の確保が必要となっています。 

また、子どもたちを取り巻く社会の状況が急激に変化し、幼児の育ちにも様々

な変化が現れています。特に、基本的な生活習慣の身に付きにくさや運動能力

等の低下が見られたり、自分で考えて判断し相手のことも考えて主体的に行動

したりすることが苦手な子どもも増えてきています。 

 

児童生徒については、生徒指導上の課題の背景が多様化・複雑化し、不登校

やいじめの発生などが大きな問題になっています。自己肯定感の向上や他者を

認め合える温かい教育環境づくりにより、生命尊重や思いやりの心を育成する

ことが必要です。 

 平成３０年度の全国学力・学習状況調査では、小・中学校ともに、知識・技 

能を活用して課題を解決する力が身に付いてきているものの、平均正答率を全 

国平均と比較すると、中学校がやや落ち込んでおり、学力向上は喫緊の課題で 

す。理解していることやできることをどう使うかといった学習を展開するとと 

もに、授業と連携した家庭学習を推進することで児童生徒に学習習慣を身に付 

けさせることが必要です。 
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３ これまでの取り組み成果と課題 

□これまでの取り組み成果 

■課題や今後の方向性 

 

【施策１ 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実】 

（基本事業１ 子どもが健やかに育つ環境づくり） 

 

□公設園では平成 27 年度に梁川認定こども園、平成 28 年度に月舘認定こども

園を整備しました。また、民設園については、平成 29年度に認定こども園伊達

こども園の整備、平成 30年度に霊山三育認定こども園及び認定こども園神愛幼

稚園の定員増のための増築工事が行われました。これらは市の補助事業として

実施されました。認定こども園の整備により、親の就労に関わらない一体的な

幼児教育を提供する環境を整えることができました。 

■令和元年度は認定こども園伊達こども園の定員増のための増築工事が市の補

助事業として行われます。基本的な生活習慣の欠如など、子どもたちの育ちの

変化の顕在化に対して、就学前の３年間から小学校６年生までの「心の義務教

育」の期間を重視し、３歳児から幼稚園、保育園、及び認定こども園への全員

就園を目指します。 

 

□働きながら子育てをする親たちが安心して子どもを預けることができるよう、

放課後児童クラブで、遊びを通した健全育成を図るプログラムを構築しました。

■今後は、支援員・補助員の待遇改善と研修を実施することで、適正な人材を

確保します。 

 

 

 

（基本事業２ 安心して子育てができる環境づくり） 

 

□梁川認定こども園、認定こども園伊達こども園等に子育て支援センターを設

置し、本市全体で６箇所の設置とするとともに、平成 29年度から開始した伊達

市版ネウボラ事業との連携を図りました。 

■核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育て家庭の孤立化も心配され

る中、保護者同士の交流が図れ、身近に悩みを相談できる場所である子育て支

援センター機能の充実を図ります。 
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□令和元年度に「すべての子どもの幸せの実現に向けて、地域のすべての人が

子どもと子育て家庭を支援していくまちづくり」の推進を基本理念とする第２

期こども・子育て支援事業計画を策定します。 

■第２期計画を令和２年４月にスタートし、毎年度進捗評価を行います。また、

計画期間の中間年にあたる令和４年度に必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

 

 

（基本事業３ 支援が必要な子どもに対する体制づくり） 

 

□子どもを取り巻く環境が目まぐるしく変化する中で、子どもへの虐待、貧困

状態などさまざまな要因による相談が増加しており、児童虐待等をふくめた支

援が必要な子どもへの支援のため、要保護児童対策協議会を設置し、専門職（社

会福祉士）を配置しました。 

■平成 28年の児童福祉法の改正を受け、今後、在宅支援を十分に行えるように

こども家庭総合支援拠点としての機能を備え、子育て世代包括支援センターと

の更なる連携を進めます。 

 

□子どもの貧困対策について総合的に推進するため、伊達市こども支援ネット

ワーク会議を設置しました。 

■伊達市こども支援ネットワーク会議では、子どもの貧困等について議論をし、

対策として、こどもの居場所であるこども食堂、学習支援を推進します。 
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【施策２ 「生きる力」を育む学校教育の充実】 

（基本事業 １ 確かな学力を育む教育の推進） 

 

□小中学校の全学年を対象に学力検査を実施し、実態を把握して成果や課題を

明確にし、各学校で対応を講じた結果、小学校国語・算数とも全国平均を上回

ることができました。 

■無解答率については、ほぼ全国平均と同じですが、授業の中で児童生徒に興

味を持たせたり、自分の考えなどを書かせたりすることを意識した授業を行い

ます。 

■今後は、子どもが変わる授業実践と学習の基盤づくり、教職員研修の充実を、

市全体の取組みとし浸透させるため、継続していきます。 

 

□各中学校区に１名ずつ学校司書を配置し、学校図書館機能の充実に努め、本

に親しむ環境づくりを整えることができました。 

■学校図書館機能のより一層の充実を図ります。 

 

 

（基本事業 ２ 豊かな心を育む教育の推進） 

 

□スクールカウンセラーを小中学校に配置し、またスクールソーシャルワーカ

ーを増員して、不登校児童生徒とその家族に迅速に対応する環境を整備するこ

とができました。 

■今後も、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

室等、関係機関の連携を一層強化し、児童生徒指導上の問題解決に努めます。 

 

 

 

（基本事業 ３ 健康でたくましい体を育む教育の推進） 

 

□新体力テスト、健康診断等の結果や実態を踏まえて、運動不足や肥満傾向の

解消に向けた指導、活動を推進した結果、児童生徒の体力の向上が見られ、中

学生の肥満及び肥満傾向にある生徒の割合が減少しました。 

■「自分手帳」を活用しながら、教職員と保護者が連携し、児童生徒が健康へ

の保持増進の意識をさらに高めることに努めます。 
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（基本事業 ４ 開かれた学校づくりと教育環境の整備） 

 

□平成 26年度に策定した適正規模・適正配置基本計画に基づき、学級数が５学

級以下になる場合は学校の統合を進め、対象校 10校のうち６校が統合し、小規

模校による学習や集団活動における制約がなくなり、互いに切磋琢磨する教育

環境で教育を受けることができました。 

■今後は、基本的な方針を受け継ぎつつ、互いに切磋琢磨する教育環境で教育

を受けることができるように調整していきます。 

 

□学校施設の耐震化及び大規模改修による長寿命化を進めることができました。 

■安全で快適な学習環境を整備するため、公立学校施設に係る個別施設計画を

策定していきます。 
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【施策３ 学ぶ心を育む生涯学習の推進】 

（基本事業 １ 学習機会の充実と成果の活用） 

 

□地域自治組織等による主体的な地域づくりを推進するため公民館から交流館

へシフトし、生涯学習指導員を配置して地域でのスムーズな学習活動の支援や

指導など行いました。地域団体による自発的な生涯学習活動が実施されるよう

になりました。 

■今後も市民一人ひとりが充実した毎日を送れるよう生涯学習に取り組み、そ

の学習の成果が、より一層地域づくりの活動や地域課題の解決に結び付くよう

地域の学習活動を支援します。また、地域において学習活動を推進できる人の

育成、確保に努めます。更に人材バンクの利用促進のため、積極的に人材バン

クの周知・情報発信を行います。 

 

□地域もいっしょに、子どもたちのより良い学習環境づくりを支援するため、

生涯学習人材バンクに登録している講師や外部の講師を招きながら多様な学び

と体験活動をしてもらう学習支援を実施してきました。また、地域全体で学校

教育を支援し学校を中心とした地域づくりを行うスクールコミュニティについ

て、保原、梁川に開所しました。運営協議会等を整備し、ボランティア登録者

および利用者共に増加し、多様な結びつき（子どもと大人、大人と大人）が生

まれています。 

■地域においても、地域の将来を担う子どもたちや若者が郷土の魅力に気づき、

より一層愛着を持って暮らすことができるよう、子どもたちの学びと豊かな心

を育む教育環境づくりのより一層の充実を図ります。 

 

□自発的な学習活動には読書活動が必要不可欠であり、図書情報の提供の場所

として図書館の利用促進はもとより、読書が習慣化するよう読書活動の支援を

図りました。 

■図書室の利用促進のための図書館機能の充実や図書館活動の市民参加、子ど

もの読書活動を推進するため、読み聞かせや読書活動支援ボランティアの育成

を引き続き支援します。 

 

□青少年や若者が、行事に参加して自主性や社会性を育み、積極的に地域社会

において地域づくりに関われるような人材および青少年の健全育成に取り組ん

できました。 

■青少年や若者が、社会の一員として積極的に地域活動に参加し地域づくりに

関われる人材となるよう、地域と連携して推進します。 
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（基本事業 ２  スポーツ・レクリエーションの振興） 

 

□ももの里マラソン大会や三浦弥平杯マラソン大会などスポーツに参加する機

会の提供やスポーツ推進員の委嘱、全国大会出場への激励、体育協会やスポー

ツ少年団など各種スポーツ団体の活動支援を行い、スポーツに親しみ、スポー

ツに取り組む人口を増やすことに努めました。 

■オリンピックを契機として、今後も様々なスポーツの普及、競技スポーツ以

外のスポーツ人口の増加を図るため、総合型地域スポーツクラブ設立の支援を

します。地域のスポーツ活動を盛り上げることで、地域コミュニティの活性化

や健康な長寿社会の実現、地域課題の解決を目指します。 

 

□市内のスポーツ施設 16施設を伊達市スポーツ振興公社に指定管理することで、

施設の適正な運営及び維持管理を行いました。また、耐震性が不足し老朽化が

著しい保原体育館の耐震化改修工事を実施し、安全安心で市民ニーズに対応し

た体育施設を整備しました。 

■施設の適正な維持管理や耐震補強などの施設整備等を計画的に進めるととも

に、更なる施設の効率的な管理運営に努めます。 
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【施策４ 文化財の保護と芸術文化の振興】 

（基本事業 １  文化財の保護と保存） 

 

□旧亀岡住宅が国指定重要文化財に、養蚕用具が国の重要有形民俗文化財に指

定されました。 

■伊達市で発展した蚕業の歴史に触れる機会の提供について、伊達市保原歴史

文化資料館を中心に進めます。 

 

□国指定史跡宮脇廃寺跡の適正な管理方法に関して専門的な指導助言を得て、

宮脇廃寺跡保存活用計画書を策定しました。 

■史跡宮脇廃寺跡の魅力ある歴史を体感できる活用の方法について検討を進め

ます。 

 

□指定文化財について案内及び説明看板等の設置を進めました。 

■文化財を守り、活かし、伝えるために、関係機関と連携・協力のもと、各文

化財を観光資源として有効活用を図るための周辺整備を推進します。 

 

 

（基本事業 ２  芸術・文化活動の推進） 

 

□梁川美術館で積極的に自主事業を開催したことによって、利用件数・利用者

数が増加傾向にあります。 

■小学生のための芸術文化鑑賞など、世代ごとに芸術文化に親しむ機会の提供

に努めます。 

 

□旧町単位の文化団体連絡協議会が一つとなり、伊達市文化団体連絡協議会が

発足、活動支援を行いました。 

■自主活動の推進を支援し、文化の醸成と人材育成を図ります。 
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【施策５ 放射能対策】 

（基本事業 １ 放射能対策） 

 

□給食の食材食品モニタリングを毎食行い、安全安心な学校給食を提供するこ

とができています。 

■今後も、県の方針を基に、必要に応じて検査体制も見直しを図りながら、継

続します。 

 

□放射能事故に対する子どもの健康対策として整備された遊び場は、当初の指

標を大きく上回っており、現在は子育て支援の拠点としても多くの方に利用い

ただいている状況です。 

■維持管理費の財源確保について、検討していきます。 

 

□放射線の低い地域で、夏休みなど利用した野外活動として、自然体験や交流

活動を行い、心身ともにリフレッシュすることができました。 

■放射線量は、平成 23 年８月と比較して 70％低減したことが確認されており、

幼児・児童・生徒の教育活動が野外で行われていることから、事業目的や有効

性を検証し、取組みについて検討していきます。 
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第３章 伊達市の教育がめざす姿 

 

１ 伊達市将来像 

 「健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷
ふるさと

 伊達市」 

２ 教育基本理念 

「心豊かに 未来を拓く 活力あふれる 人づくり」 

 

３ めざす姿 

基本理念である「心豊かに 未来を拓く 活力あふれる 人づくり」に基づ

き、次の３つの基本目標を掲げ、それぞれの目標について各施策、事業を展開

することにより、目標の達成をめざします。 

 

基本目標 

１ 知・徳・体のバランスよく成長する幼児・児童・生徒の育成 

 

 ２ 積極的に学び、活動し、体を動かし、生きがいを持って生活することが

できる市民の育成 

 

 ３ 芸術・文化に親しみ心豊かな生活を送ることができる市民の育成 

 

４ 指針（進め方） 

 各施策、事業を次の３つの指針に沿って進めていきます。 

  

１ 人をつなぎます 

   幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校が、あるべき伊達市の 

  子どもの姿を共有し、人づくりをつないでいきます。 

 

  ２ 組織をつなぎます 

   未来を担う子ども達のための活動を行うことで、学校と地域がつながり 

  を深め、協働を発展させ、元気な地域をつくります。 
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  ３ 未来へつなぎます 

   すべての子どもが育った環境や社会情勢に左右されることなく健やかに 

  成長できる仕組みを作ります。また、子どもの目標となる、生きがいを持

ち人のために行動する市民があふれる伊達市をつくります。 

 

５ 教育基本理念の実現に向けた教育大綱 

 大綱は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目

標や施策の根本となる方針を定めるものです。本市では、平成31年４月に改定

し、対象期間は平成31年度から令和４年度までの４年間です。 

 本計画の第４章 施策の展開で、施策の方針として掲載しました。 
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第４章 施策の展開 

 

【施策１ 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実】 

《施策の方針》 

１ 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実 

（そだてましょう 支えあいと思いやりの気持ちを） 

 〔心の義務教育〕 

  自我が目覚めるのは３歳頃であり、幼児期の経験がその後の豊かな感性に

大きく影響するといわれている。 

  例えば異年齢で群れ遊ぶ経験は、思いやる気持ち、挑戦意欲、他者と協力 

 する気持ち等の豊かな心や社会性を育み、読み聞かせを含めた本（絵本）と 

 の出会いは、感受性や想像力を育む。 

  そこで就学前の３年間から小学校６年生までの９年間を「心の義務教育」 

 と位置づけ、子どもたちが健やかに成長できるよう必要な教育を行う。 

 

 〔切れ目ない支えによる子育て支援〕 

  少子化と核家族化が進行し、また親たちが働きながら子育てをする現在は、

様々な課題が生じており、支援が必要な子どもたちや社会的自立に困難を抱

えている青少年が増えている。その状況の中で、次代を担う子どもたちを多

くの大人が見守り、触れ合う機会を増やすことで切れ目のない支援に繋げる。 

  地域社会全体でお互いを支え合い安心な子育てを実現する環境づくりと、 

 支援が必要な子どもの早期発見・早期対応を推進することで、すべての子ど 

 もが健やかに自分らしく成長できる社会づくりをめざす。 

 

 

（基本事業１）子どもが健やかに育つ環境づくり 

〈目的〉 

就学前の子どもに対し、学びと育ちの連続性を考慮した教育及び保育機能の

充実と質の向上を図るとともに、小学校との連携を深め、児童の健全な育成を

支援することで、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

を推進します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆教育及び保育の一体的な提供により保育の質を高め、就学前の子どもを心 

 身ともに健やかに育成するため、幼保連携型認定こども園の整備促進に取り 
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 組みます。 

 ◆異年齢交流や群れ遊ぶ環境を提供する放課後児童クラブ（児童館）を整備 

 し、既存の遊び場とともに活用することで、子どもたちの「生きる力」を育 

 むとともに社会性や人間性を豊かにする取組みを推進します。 

 ◆学びと育ちの連続性を確保するため、幼稚園、認定こども園及び保育園と 

 小学校の連携に努めます。 

 

〈主要事業〉 

 １ 認定こども園整備事業≪こども支援課≫ 

  子どもが豊かな心を育んで成長できる「心の義務教育」を推進するため、

幼稚園と保育園を一元化した「保原認定こども園（仮称）」及び「伏黒認定

こども園（仮称）」の整備を進めます。 

２ 認定こども園維持管理事業、認定こども園運営費負担金事務 

                        ≪こども育成課≫ 

  梁川認定こども園及び月舘認定こども園の管理運営を実施するとともに、

私立認定こども園に対して、利用定員や入所児童数に応じて国の基準により

運営費等を支給し、学びや発達の連続性と一日の生活の流れ等に配慮した心

身両面の育ちを支える教育・保育の充実を進めます。 

３ 保原保育園運営維持管理事業、保育園運営費負担金事務、私立保育園補助

金交付事業≪こども育成課≫ 

  保原保育園の運営管理を実施するとともに、私立保育園に対して、利用定

員や入所児童数に応じて国の基準により運営費等を支給し、乳幼児期にふさ

わしい保育についての理解を深めながら、子ども一人一人の望ましい心身の

発達を促すための保育の充実を進めます。 

４ 幼稚園管理運営事務、幼稚園預かり保育事業、私立幼稚園運営費負担金事 

  務≪こども育成課≫ 

  公立幼稚園の教育環境を整備するとともに、私立幼稚園に対して、利用定 

 員や入所児童数に応じて国の基準により運営費等を支給し、教育内容に基づ 

 いた計画的な環境の中で、遊びを中心とした指導を行い、直接的・具体的な 

 体験や他者との関わりを深める教育の充実を進めます。（３歳からの心の義務 

 教育） 

５ 放課後児童クラブ建設事業≪こども育成課≫ 

  だて児童クラブの利用児童増加と使用施設の老朽化に対応するため、伊達

小学校の改築に併せ児童クラブ施設の整備を進めます。 

６ 放課後児童健全育成事業、民営放課後児童クラブ活動支援事業 

≪こども育成課≫ 

  放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動が行えるよう放課後児

童クラブを実施し、運営の充実に取り組みます。 
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（基本事業２）安心して子育てができる環境づくり 

〈目的〉 

働きながら子育てをする親たちが安心して子どもを預けることができるよ

う、保育サービスの充実を図ります。また、子育てに関する知識と情報、学べ

る機会を提供するとともに、地域社会全体で子育てを支援できる環境づくりを

推進します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆妊娠時から就学までのすべての親子に対して切れ目なく対応する伊達市版 

 ネウボラ事業の推進により、保健と保育の一体化を図り、子どもが健やかに 

 成長し安心して就学できる環境を整えます。 

 ◆延長保育や休日保育、一時保育、預かり保育、放課後児童クラブなど、保 

 護者のさまざまなニーズと幼児・児童の状況に応じた適切な子育てサービス 

 を提供します。 

 ◆地域の身近な場所において、乳幼児のいる子育て中の親子が気軽に集い、 

 相互交流や不安・悩みを相談できるよう、地域全体で子育て家庭を支援する 

 ネットワークづくりを推進します。 

 ◆核家族化の進行により、父母が祖父母世代からの知識・経験の継承などを 

 含めた子育て支援が受けにくい状況に対し、積極的な情報発信により子育て 

 に係る不安解消に努めます。 

 

〈主要事業〉 

１ 地域子育て支援拠点事業≪こども支援課≫ 

  親子が交流し、身近に相談できる場所として子育て支援センターを運営し

ます。 

２ ファミリー・サポートセンター事業≪こども支援課≫ 

  一時的な子どもの預かりなど地域において子育ての援助を受けたい方と、

援助に協力できる方がそれぞれ会員となり、子育てについて助け合う事業を

進めます。 

３ 子育てアプリ事業≪こども支援課≫ 

スマートフォン向けアプリケーションにより、子育て支援イベントのリアル

タイム発信や子育て支援施策の案内など、より利便性を高めた子育て関連の情

報発信を行います。 
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（基本事業３）支援が必要な子どもに対する体制づくり 

〈目的〉 

子どもに関するさまざまな問題への迅速な対応や、障がいのある子どもと障

がいのない子どもが可能な限り同じ場でともに学ぶことを目的とした地域に

おけるインクルーシブ教育1の理解啓発に努め、総合的で専門的な相談支援体

制を整備します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆支援が必要な就学前の子どもに対し、専門的な見地から必要な助言・指導 

 等の早期発達支援を推進します。 

 ◆児童虐待の防止に向け、関係機関等との連携強化を図り、早期発見と早期 

 解決に努めます。 

 ◆家庭児童相談や教育相談等子どもに関する総合的な相談に対応できる体制 

 の強化を図ります。 

 ◆子どもを取り巻くさまざまな環境に左右されず、健やかに成長できるよう、 

 子どもの居場所づくりや子ども食堂等運営の支援に努めます。 

 

〈主要事業〉 

 １ 児童虐待等相談事業≪こども支援課≫ 

  こども相談員を配置し、児童養育その他の家庭児童福祉の向上を図るため

の相談、指導及び援助を行います。また、要保護児童対策地域協議会の調整

機関として関係機関との調整を図りながら、児童虐待をはじめ要保護児童等

の早期発見・対応に努め、適切な支援を行います。 

２ 子どもの未来応援ネットワーク事業≪こども支援課≫ 

  市を中心に関係機関が集まる場を設け、官民一体となって貧困家庭を守り、

支援するための情報共有やつなぎを行います。 

３ 養育支援訪問事業≪こども支援課≫ 

  養育支援が特に必要とされる家庭を訪問して養育に関する相談、指導、助

言その他必要な養育支援を行います。 

 

 

 

 

 

                                                   
1  障がいのある子と障がいのない子が同じ場所で学びあうことで、公共性を確保しつつと

もに生きる力を身につけていくための教育 
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【施策２  「生きる力」を育む学校教育の充実】 

≪施策の方針≫ 

「生きる力」を育む学校教育の充実 

（きずきましょう 学ぶ心と豊かな文化を） 

 

〔生きる力〕 

 次代の伊達市を担う子どもたちに必要な、自ら課題を発見し解決する力、周 

囲と対話し協調できるコミュニケーション能力、読書力を向上させることで養 

える多様な考察力、必要な情報を取捨選択できる情報活用力等、困難な状況に 

あっても、たくましく、しなやかに生きぬくことのできる「生きる力」を身に 

つけさせる。 

そのために、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業の質的改善を図り、 

自ら考え、自ら学ぶ態度を育て、学びを人生や社会に生かそうとする思考力、

判断力､表現力を養う。 

また、自然に親しむ活動や農業はじめ様々な体験活動を通して、自然の大切

さや人々の生活・産業について学び、豊かな人間性、社会性の育成を目指すと

ともに、生きていくために必要な食に関すること、さらには食物の背景にある

「いのち」について学ぶ機会を設ける。 

 

〔開かれた教育課程とカリキュラムマネジメントの確立〕 

学校が、教育機能を十分に発揮し、子どもたちが安全で安心して学ぶことの

できる教育環境とするには、家庭や地域と連携を図り、望ましい信頼関係を築

くことが重要である。このため、学校としての教育機能を確保するだけでなく、

家庭や地域社会とともに児童生徒を育む協働の場として、地域に開かれた教育

課程とカリキュラムマネジメントの確立が必要であり、地域の学習・交流の拠

点として創意ある取組みの充実を図る。 

 

〔適正規模、適正配置〕 

少子高齢化の進行により、小・中学校の児童生徒数の減少が著しく、複式学

級となる学校が続出している。これにより、スポーツや学校行事などの集団に

よる教育活動に制約が生じたり、豊かな社会性やコミュニケーション能力が十

分に育成されない問題がある。一方、復興道路の整備等による新たな都市計画

や住宅開発によって児童生徒数が急激に増加することも見込まれ、施設整備な

ど十分に果たせない状況が想定される。 

児童生徒が、集団生活の中で切磋琢磨することを通じて資質や能力を伸ばし

ていくことは重要であり、小・中学校において一定の集団規模を確保するため、

学校規模の適正化や適正配置、及び小中一貫教育の推進などに取り組む。 
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（基本事業１）確かな学力を育む教育の推進 

〈目的〉 

児童・生徒が基礎的かつ基本的な知識・技能を確実に習得するとともに、こ

れらを活用して自ら課題を見つけ、主体的な判断のもと解決していくために必

要な思考力・判断力・表現力と主体的に学習に取り組む意欲の醸成等を通じ、

確かな学力を育成します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆各学校における学力の現状・課題を明らかにしたうえで必要な対策を検討 

 し、これに基づく小・中学校間の連携による取組みを推進し、全市的な学力 

 向上を図ります。 

◆各学校の実態や要望に応じた指導・助言等を行い、学力向上に向けた各学

校の取組みの推進や充実を支援します。 

◆児童・生徒の知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力を育成するため、

教職員研修の充実を図ります。あわせて、特別支援教育や教育相談・適応指

導の充実を図るため、総合教育センターの設置を目指します。 

◆関係機関との連携により、実態に即した本市独自の研修を推進し、教職員

の指導力向上を図ります。 

◆学校図書館について、児童・生徒の自由な読書活動等の場である「読書セ

ンター」機能と自発的かつ主体的な学習活動の支援や、情報の収集・選択・

活用能力を育成する場である「学習・情報センター」機能の充実を図ります。 

 

〈主要事業〉 

 １ 小中連携学力向上推進事業《学校教育課》 

全国学力・学習状況調査とふくしま学力調査、伊達市学力調査結果の分析や

自校の学力の課題を明確にするという学校の組織を生かした対応で授業改善

を図りながら、小・中連携を核とした取組みにより、確かな学力を身に付くよ

うにします。 

２ ICT 教育の充実《学校教育課》 

  小・中学校において ICT 機器の導入を進め、情報化社会に対応できる児童 

 生徒の育成に努めます。そのため ICT を活用した授業、プログラミング教育 

 の実践充実のための教員研修を進め、本市において ICT 教育を積極的に推進 

 できる教員を育成していきます。 

  また、ICT 支援員を配置し、授業サポート体制の構築ができるよう検討し 

 ていきます。 
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３ 国際理解教育支援《学校教育課》 

  これからのグローバル社会を生き抜く力を育成するため、中学校卒業まで 

 に英語で日常会話ができる力の育成を目指します。そのために小学校低学  

年からの９年間の切れ目のない英語学習の実施、教員の英語指導力向上の取

組を行います。 

  また、各中学校に ALT を配置し、各小学校を巡回するなど、積極的に活用

して小学校外国語活動及び小・中学校外国語科の授業の充実を進めます。 

４ 教職員研修事業《学校教育課》 

実態やニーズに沿った教職員研修講座の実施や校内現職教育への講師派遣

等を行い、教職員の指導力の向上に取り組みます。 

 ５ 学校図書館機能活性化事業《学校教育課》 

  本が好きな児童生徒を育成するため、小・中学校に学校司書を配置し、学 

 校図書館の図書の整備・運営、児童生徒の読書活動の充実を進めます。 

また、学校と家庭が連携し、家庭での読書習慣形成のため「家読」を推進 

するとともに、ノーゲームデーなどを定着させていきます。これらの取組を 

広く市民にも呼びかけ本市全体として読書に親しむ環境を作ります。 

６ 総合教育センター設置に向けた取組み《学校教育課》 

教職員の指導力向上、特別支援教育や教育相談・適応指導の充実を図るため、

教育支援に特化した事業を推進する総合教育センターの設置に向けた取組み

を進めます。 

 

 

（基本事業２）豊かな心を育む教育の推進 

〈目的〉 

 生活に必要な約束やルール等を身に付け、自らを律しながら、他人と協調す

るとともに、他人を思いやる気持ちや感動する心などを兼ね備えた「豊かな人

間性」を育みます。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆教育活動全体を通じた道徳教育の質の向上を図り、常日頃からのあいさつ 

 の励行、命の大切さに対する理解を深めるとともに、家族愛や感謝の心を育 

 みます。 

 ◆吹奏楽きらめき事業・ヤングアメリカンズ等の体験活動を通して、表現力 

 や自主・自立の心を育みます。 

 ◆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）、 

 適応指導教室との連携のもと、児童・生徒の心のケアやサポートに努め、い 

 じめや不登校児童・生徒の減少を図ります。 
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 ◆児童・生徒の社会的・職業的自立に結び付くよう、必要な基盤となる能力 

 や態度の育成を通じ、キャリア発達を促すことを狙いとしたキャリア教育2を 

 推進します。 

 ◆家庭から離れ、共同生活をしながら通学する合宿活動を通じて、家族のあ 

 りがたみを知るとともに、集団の中で自己を律しながら生きる力を育みます。 

 

〈主要事業〉 

 １ 教育相談事業≪学校教育課≫ 

  不登校、いじめの解消、特別支援教育の充実のため、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーの確保、適応指導教室の充実を進めます。 

２ 中１福祉施設ボランティア体験事業≪学校教育課≫ 

  市立中学１年生全員が、市内及び近隣の介護施設等でのボランティア体験、

学校内での福祉学習を３～５日間行います。 

３ 中２職場体験事業≪学校教育課≫  

  市立中学２年生全員が、市内及び近隣の事業所等において３～５日間の実

習体験学習を実施します。 

４ 通学合宿体験事業≪生涯学習課・学校教育課≫ 

  市立小学５年生が、通学合宿所において５日間の共同生活を送りながら、

学校に通学する通学合宿を実施します。 

５ 吹奏楽きらめき事業≪学校教育課≫ 

伊達市復興のシンボルとして、心を豊かにする表現活動や自立を促す体験活

動を音楽で実施します。 

 

 

（基本事業３）健康でたくましい体を育む教育の推進 

〈目的〉 

子どもたち一人ひとりが将来にわたって健康な生活を送り、たくましく生き

抜くための一助となるよう、「健康でたくましい体」を育みます。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆新体力テストの実施により、児童・生徒の体力・運動能力の実態を把握し、 

 その結果を踏まえ、自主的かつ継続的な体力づくりに取り組めるよう、必要 

 な支援・指導を推進し､肥満傾向の児童・生徒の改善を進めます。 

 ◆放射線に対する正しい知識と理解のもと、児童・生徒一人ひとりが正しく 

 判断し、適切に対応していくための放射線教育を継続します。 

                                                   
2 キャリア（経験）を活かして、現在や将来を見据えることなどを主眼として行われる教育

のこと。 
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 ◆食物アレルギーのある児童生徒が安心して学校生活が過ごせるよう、アレ 

 ルギーに対応した学校給食の提供を推進します。 

 ◆児童・生徒が給食や農業体験等を通して、食事の大切さやマナーを学び、 

 地域の自然や文化、産業に関心を寄せ、生産に携わる人々に対する感謝の気 

 持ちを育むための食育教育・食農教育3を推進します。  

 

〈主要事業〉 

 １ 児童・生徒の体力・運動能力向上事業《学校教育課》  

  放射能の影響や感染症予防対策のために活動の制限を受けた児童・生徒の

運動不足や肥満傾向を改善するため、日常的に運動に親しむ習慣を身に付け、

体力の向上を図る事業を実施します。 

２ 食育推進事業《学校給食センター》 

栄養教諭等による食育指導や保護者を対象とした給食試食会を学校と連携

して積極的に実施します。 

 

 

（基本事業４）開かれた学校づくりと教育環境の整備 

〈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。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆学校と地域住民が学校の持つ「学び」と「施設」の機能を共有しつつ、より 

 良い地域社会の形成に向けて協働で取り組みます。 

 ◆福島大学との連携により、各学校のニーズに応じた支援を推進します。 

◆保護者や地域住民の意向等を踏まえつつ、小学校の適正規模・適正配置を

進めます。 

◆学校施設の耐震化や老朽化した施設・設備の改修を推進し、安全で快適な

学習環境の整備に努めます。 

 

〈主要事業〉 

１ 学校支援地域連携推進事業《生涯学習課》 

保原小学校・梁川小学校のスクールコミュニティ4の自主的・自律的運営を 

                                                   
3 食べるという行為そのものだけでなく、その背景にある動物や植物の「いのち」も感じ、

子どもはもちろん大人にも日本の豊かな自然や四季の尊さ、農業の果たす役割を学ぶこと。 
4 学校を地域に開放し、地域・学校・家庭が連携して子どもたちの健やかな成長を支援する

活動をし、学校を拠点に地域の活性化を目指すもの。 



26 

支援します。また、月舘学園に設置するスクールコミュニティの開設後、掛

田小学校・伊達小学校のスクールコミュニティの開設準備を進めます。 

２ 伊達小学校改築事業《教育総務課》 

  伊達小学校の大規模改修事業を進めます。 

３ 月舘小中一貫校整備事業《教育総務課・学校教育課》 

  伊達市初となる小中一貫教育校の開設を進めます。また、英語教育、ICT教

育、ふるさと学習を掲げた伊達市の小中連携教育をリードする学校の実現に

取り組みます。 

４ 適正規模・適正配置推進事業《教育総務課・学校教育課》 

  伊達市立小中学校適正規模・適正配置基本計画に基づき、霊山地域３小学

校（小国小・大石小・石田小）の状況に応じて掛田小学校への統合を進めま

す。 

５ 学校施設整備事業《教育総務課》 

  小・中学校施設等の耐震補強工事、長寿命化計画策定を進めます。 

６ 学校給食センター運営事業《学校給食センター》 

  『「食」の現場から「食育」の現場へ、安全安心でおいしい給食をお届けし 

ます。』を年間テーマに、小・中学校児童生徒、幼稚園児の健全な発達のため、 

安心安全な食材を使用して、バランスの取れたおいしい給食を提供します。 
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【施策３ 心を育む生涯学習の推進】 

≪施策の方針≫ 

 学ぶ心を育む生涯学習の推進 

（きずきましょう 学ぶ心と豊かな文化を） 

（つなぎましょう 世代の絆とたしかな信頼を） 

〔生涯に亘って学び、地域社会で活躍できる生涯学習の充実〕 

人生100年時代において、生涯学習は地域社会の活力の維持と発展にとって極

めて大切である。市民一人ひとりが生涯に亘って様々な学習に取り組み、生き

がいを持って充実した毎日を送ることができるよう、ライフステージに応じた

多様な学習機会の提供や読書活動など自発的学習活動を推進していく必要があ

る。また仲間とつながりながら楽しく学び活動できる環境や組織体制を充実さ

せるため、地元の交流館等との連携を更に深めていく必要もある。地域コミュ

ニティの維持・活性化へ貢献できるよう、地域の諸問題を学習課題として捉え、

地域活性化に資する人づくりと地域の学習活動を支援する。 

 

スポーツ・レクリエーションによる健幸づくりの推進 

（めざしましょう すこやかで活力のあるまちを） 

〔スポーツ・レクリエーションの普及と促進〕 

子どもから大人まで、あらゆる世代が、スポーツ・レクリエーションに親し

むことは心身の健康保持増進とともに、地域の融和、交流促進にもつながるも

のである。そのため、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができる「市民一人１スポーツ」を推進するため、子どもや地域の人々、初め

ての人でも身近で気軽に、スポーツ活動に参加しやすい場づくりを図る。また、

多様なスポーツへのニーズや指導者の育成、限られた指導人材の有効活用など、

今後のスポーツ・レクリエーションの活動について関係団体が議論し共有でき

る推進体制やネットワークなど、環境の整備を図る。 

 

 

（基本事業１） 学習機会の充実と成果の活用 

〈目的〉 

 自発的に学習活動する市民の増加を図るとともに、その成果をより良い地域 

社会づくりに活かせるよう、地域自治組織等関係団体との連携強化に努めます。

また、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 

めます。 

さらに、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 

活動の支援に努めます。 
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〈取組み方針〉 

 ◆学習機会の充実と成果の活用を推進するため、関係機関との連携を強化し、 

 学習の成果を地域社会に活かせるよう生涯学習を推進します。また、人材バ 

 ンクの利用促進のため、ジャンルの拡大、利便性及び会員のスキルの向上、 

 周知方法の充実を図ります。 

 ◆家庭教育の推進のため、学校での取組みに加え、地域や企業との連携を強 

 化し、さまざまな場所で家庭教育講座を開催します。 

◆図書室の利用促進のための支援や図書館活動への市民参加を促すとともに、

子どもの読書活動を促進するため、読み聞かせなど、読書活動支援ボランテ

ィアの育成を支援します。 

 ◆家庭と学校・行政の連携のもと、青少年が行事に参加して自主性や社会性 

 を育み、積極的に地域社会に参加し、地域づくりに関われるような人材及び

青少年の健全な育成を図ります。 

 

〈主要事業〉 

１ 生涯学習指導員配置事業、生涯学習推進会議運営・推進事業 

《生涯学習課》 

市民が自主的に学習活動を行えるよう、相談業務や人材バンクによる講師 

派遣の支援を行います。また、自治組織の社会教育・生涯学習推進のためにリ

ーダー育成を推進します。 

２ 家庭教育支援事業《生涯学習課》 

保育園、幼稚園や小・中学校と連携し、相談支援、研修講師派遣及び教育 

委員会主催の講座を開催し、家庭教育事業を推進します。 

３ 図書館運営事業《生涯学習課》 

おすすめの本やテーマを決めた本の展示、読み聞かせ会の開催など、多く 

 の方々が利用しやすい市民のための図書館づくりを行います。また、各地域

の図書館読書ボランティアや小・中学校と連携を図りながら、子どもの読書

活動推進の強化に努めます。 

 

 

（基本事業２） スポーツ・レクリエーションの振興 

〈目的〉 

 スポーツ活動の普及と促進に努めます。さらに、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ます。 
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〈取組み方針〉 

◆健康への関心が高まる中、市民が年代層に合わせたスポーツ活動に親しめ 

るよう、伊達市スポーツ振興公社や体育協会等の関係団体の育成に力を注ぎ 

ます。 

◆競技スポーツ以外にもスポーツ人口の増加を図るため、総合型地域スポー

ツクラブ5の設立を支援します。 

◆施設の適切な維持管理に努め、耐震補強など施設の整備・改修を年次計画

で進めるとともに、施設の効率的な管理運営に努めます。 

 

〈主要事業〉 

１ スポーツ施設指定管理事業《生涯学習課》 

市民が気軽にスポーツに親しむことができるよう、生涯スポーツ活動の普 

及と支援を行う一般財団法人伊達市スポーツ振興公社に、社会体育施設16か所

の管理運営を指定管理します。また、スポーツ人口の増加を図るため総合型地

域スポーツクラブの設立を目指し、母体となる伊達市スポーツ振興公社へ指

導・支援を行います 

２ 体育施設維持管理事業《生涯学習課》 

計画的な施設修繕や指定管理以外の施設の維持管理を適切に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 子どもから高齢者までの地域の人々が会員となり、地域のスポーツ施設を用いて、誰もが

スポーツに親しみ、豊かなふれあいが生まれることを目的にしたスポーツクラブ。 
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【施策４ 文化財の保護と芸術文化の振興】 

≪施策の方針≫ 

歴史・文化遺産の継承と心豊かな文化の創造 

（まもりましょう ふるさとの自然と歴史を） 

（きずきましょう 学ぶ心と豊かな文化を） 

〔貴重な文化財の継承と活用〕 

先人たちから大切に引き継がれてきた地域の貴重な歴史・文化遺産と豊かな

自然環境を守り次代に継承していくことは、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。したがって、先人が残した優れた歴史遺産

や文化資源を活用し、地域づくりや歴史観光の発信に努める。 

 

〔芸術文化活動の充実・支援〕 

感性をみがき心を豊かにする芸術文化活動の充実・支援に取り組み、地域も

人も輝く風土や地域を活性化できる創造的な人材の育成に努める。 

  

 

（基本事業１）文化財の保護と保存 

〈目的〉 

貴重な文化財や地域固有の伝統文化を大切に守り、活かし、伝えることで、

地域を愛する心を育むとともに、地域の一体感や誇りを醸成し、地域コミュニ

ティの維持・再生に結び付けます。さらに、関係機関と連携し、史跡名勝等に

テーマ性を持たせたルートづくりを進め、観光資源としての整備を図ります。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆既存の指定文化財の適正な保存と活用を図るとともに、未指定の歴史的遺 

 跡や伝統的建造物の市指定化に取り組みます。 

◆継承が危ぶまれる無形民俗文化財の保存・継承活動を支援します。 

 ◆歴史的資料の保存と活用に関する調査研究を推進します。 

 ◆関係機関との連携・協力のもと、各文化財にテーマ性を持たせた文化財の 

 散策ルートづくりや、観光資源として有効活用を図るための周辺整備を推進 

 します。 

◆多くの市民、来訪者が貴重な文化財や優れた伝統文化に関心を持ち、気軽 

にふれあうことができるよう、さまざまな媒体を活用した周知活動を推進し 

ます。 
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〈主要事業〉 

１ 歴史を活用した地域創生事業《生涯学習課》 

  貴重な歴史資料を適切に保管するための施設整備と魅力ある歴史発信のた

めの公開活用施設の整備を進めます。 

２ 史跡整備保存活用事業《生涯学習課》 

  国指定史跡「伊達市梁川遺跡群」を保存・活用するための計画作成を進め

ます。 

  国史跡化を目指し、梁川八幡神社周辺の調査を進めます。 

３ 文化財保護事業《生涯学習課》 

  伊達市が所有する資料の整理、目録化を図り公開を進めます。 

魅力ある歴史文化について、理解を深めるための事業を進めます。 

 

 

（基本事業２）芸術文化活動の推進 

〈目的〉 

市民の芸術文化に対する関心を高めるとともに、幅広い世代が主体的に芸術

文化活動に取り組める環境づくりを推進します。さらに、多様な芸術・文化を

魅力ある企画や情報で市民へ広く提供し、あわせて市民文化団体の自主活動を

支援します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆市民が質の高い芸術文化に直接ふれ、親しむことができる機会の充実を図 

 ります。 

◆文化関連施設の機能充実や利用者の利便性及び鑑賞環境の向上を図ります。 

◆市民や各種団体が行う文化活動を支援し、活動機会や発表機会の充実を図

ります。 

 

〈主要事業〉 

１ 文化振興事業《生涯学習課》 

  市民の生涯学習活動意識の高揚を目指し、市内の文化団体の活動を支援し

ます。 

２ 美術館自主文化事業《生涯学習課》 

市民が芸術に親しめるよう、梁川美術館において自主企画展やワークショ 

ップ等を開催します。 

３ ふるさと会館管理運営事業《生涯学習課》 

ふるさと会館の自主事業を充実し、質の高い芸術文化を気軽に親しむこと 

ができる環境を整えます。 
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第５章 計画推進のために 

１ 関係部署との連携・協力による計画の推進  

本計画を実行性のあるものとするためには、教育行政に関わるすべての部署

や施設が、それぞれの役割を自覚しながら、互いに連携し協力していくことが

不可欠です。本計画の推進にあたっては、教育委員会を中心に、全庁が一体と

なり、また、家庭や地域の理解と協力のもとに、取り組んでいきます。 

 

２ 重点的に連携を推進する事業 

【重点連携施策１ 幼小中連携の推進】 

〈目的〉 

 次代の伊達市を担う子どもたちに「生きる力」をしっかりと身につけさせる 

ために、幼稚園・保育園・認定こども園における幼児教育、小学校教育、中学

校教育を連読した教育期間ととらえ、それぞれの円滑な移行を支援します。 

 

〈取組み方針〉 

◆「義務教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か」という観点を 

共有し、幼児教育、小学校教育、中学校教育それぞれの在り方を考えてい 

きます。 

◆園・学校・家庭・地域の連携による、一体となった教育の実現を進めま 

す。 

 

〈主要事業〉 

 １ 幼小中連携学力向上推進事業≪学校教育課・こども育成課≫ 

  幼稚園・保育園・認定こども園においてはアプローチカリキュラム、小学校

においてはスタートカリキュラムを作成し、互いに共有します。 

  小・中学校においては各教科等の系統、「学び方」の蓄積を重視して指導 

 します。 

  キャリア教育の視点から、幼稚園・保育園・認定こども園と中学校の連携 

 や乳幼児と中学生の交流等の体験活動を実施します。 
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【重点連携施策２ 総合教育センター構想の推進】 

〈目的〉 

 研修体制の整備、特別支援教育の充実、教育相談・適応指導体制の整備を図る

ため、総合教育センターの設立を目指します。 

 

〈取組み方針〉 

◆平成 26年度に作成した「伊達市総合教育センター整備基本構想」を元に、 

 現在の状況を踏まえてセンター機能に必要な内容を整理し、改定します。 

 ◆関係部署との連携を密にするため、教育委員会関係部署内プロジェクトチ

ームを作成します。 

 

〈主要事業〉 

 １ 幼小中連携学力向上推進事業≪学校教育課・こども育成課≫ 

幼稚園・保育園・認定こども園の職員と小・中学校の教員の情報共有の場を

増やします。 

 ２ 教職員研修事業≪学校教育課・こども支援課・こども育成課≫ 

  幼児教育、小学校教育、中学校教育が目指している内容と各発達段階を共

有する研修を実施します。 

 ３ 教育相談事業≪学校教育課・こども支援課・こども育成課≫ 

  支援を要する子どもについて、幼稚園・保育園・認定こども園の職員と小・

中学校の教員で共通理解を図ります。 
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【重点連携施策３ 市民の自主的、自発的スポーツ活動の推進】 

〈目的〉 

 生涯を通じ心身ともに健やかに生活するためには、ライフステージに応じた健

康的な生活習慣を身に着けていくことが大切です。 

 子どもから大人まで、あらゆる世代の市民が、スポーツ・レクリエーション、

文化活動に親しむことができるよう、伊達市スポーツ振興公社で実施している 

スポーツ教室など、身近で気軽に参加しやすい環境の整備を目指します。 

 

〈取組み方針〉 

 ◆気軽に参加できるプログラムの提供を通じて、市民の心身の健康増進と元気

で明るい地域づくりに貢献します。 

 ◆子どもから大人まで、より良い環境で自主的・自発的に活動できる機会の 

 確保と充実を目指します。 

 

〈主要事業〉 

 １ スポーツ振興事業《生涯学習課・学校教育課》 

  市民が自主的・自発的にスポーツ活動に参加できるようにするため、健幸 

 都市づくり課及び市民協働課と連携し、だれでも取組みやすいスポーツの普 

 及啓発や参加しやすいプログラムの提供を行います。 

  市民の活動企画の確保と充実を図るため、地域のスポーツ・文化活動を実 

 施できる環境の整備を進めます。 
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【特別対策 放射線教育・防災教育の推進】 

〈目的〉 

  放射線等の基礎的な性質について理解を深め、自ら考え、判断する力、情報

を発信する力を育みます。また、 災害に対し、児童生徒が主体的に考え判断し

行動する態度や能力を高めます。 

 

〈取組み方針〉 

◆地域や関係機関と連携した避難訓練、防災マップづくりや登下校中や自宅等 

で災害に遭ったときなど多様な場面を想定した指導など実効的な教育を推進 

します。 

◆福島県教育委員会や文部科学省発行の資料及び伊達市教育委員会で作成 

 した副読本や指導資料、実践事例集等を参考にして児童生徒が放射線につい 

 て学び、伊達市の現状について科学的な裏付けをもって自分の考えをまとめ、 

発信する力を育む教育を進めます。 

◆「防災学習指導資料」を活用し、自然災害に関する基本的な知識を習得さ 

せ、防災に関する意識を高めるための学習活動を実施します。 

 

〈主要事業〉 

１ 放射線・防災教育推進事業《学校教育課》 

   児童・生徒や教職員の放射線・防災への理解を図るため、小・中学校におい

て、放射線・防災教育副読本などを使用して放射線・防災教育を推進します。 
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３ PDCAサイクルに基づく計画の推進 

計画を効果的かつ着実に推進するためには、「ＰＤＣＡサイクル」[計画（Plan）

→実行（Do）→点検・評価（Check）→改善（Act）]を確立し、継続的に計画の

進行管理を実施していく必要があります。 

本市では、毎年教育委員会の権限に属する事務について、客観性及び公平性

を確保するため、外部評価委員の審議を経て点検評価報告書の作成を行ってお

ります。この計画の進行管理にあたっては、計画で設定した目標や取組内容を

もとに、事務事業点検評価報告書を作成し、事務事業の点検・評価を行い、そ

の結果を踏まえて工夫・改善しながら計画の推進を図ります。 

 点検及び評価は、教育に関する学識経験を有する５人の委員で構成する「伊

達市教育委員会事務事業点検評価委員会」で、各施策の具現化のため重要と思

われる事業を選定していただき、その事業について、教育員会事務局が内部評

価（①現行どおり継続②改善し、継続③休止・廃止）をします。「伊達市教育委

員会事務事業点検評価委員会」は、その内部評価について検証し、かつ事務事

業についての課題や今後の対応方針について意見を付します。 
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