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３ 「伊達市教育振興基本計画」に基づく管理及び執行状況の評価 

「伊達市教育振興基本計画」で掲げた取り組むべき主な施策、推進方策に基づいて実施した事

業及び取組について、各主管課及び教育委員会による内部評価を行い、今後の課題と方向を示し

ました。 

(1)  学校教育 

①社会で活きる実践的な力の育成 

取り組むべき主な施策 確かな学力の向上をめざす教育の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 
学力向上をめざす教育課程の編成・実施・評価、学習指導の工夫・改善、

授業の改善に生かす評価の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

・学力調査により児童生徒の学力や学習状況を把握しその結果の検証を図る。 

・一人一人が確かな学力を身に付けることを目的として学習指導の工夫・改善を図る。 

・児童生徒や保護者による授業評価を実施し、授業の改善と充実を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・４月に全国学力・学習状況調査、12月に伊達市学力テストを実施 

・７月に伊達市教育実践交流・研修会を実施 

・児童生徒による授業評価と学習指導についての保護者評価を全ての小・中学校で実施 

≪平成28年度の評価≫ 

・学力・学習改善プランを全ての学校で策定することにより学習指導の工夫改善が図られ、学力

向上に資することができた。 

・全国学力・学習状況調査の平均正答率について、小学校では実施した４教科のうち国語Ｂが全

国平均以上、国語Ａが全国と同程度で、算数Ａ、Ｂが全国を下回っていた。中学校では実施し

た４教科のうち国語Ａが全国を上回っていたが、国語Ｂ、数学Ａ、Ｂが全国を下回っていた。 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

小学校 
国語の授業がよく解かると答えた児童 ％ 75.0 79.7 95.0 

算数の授業がよく解かると答えた児童 ％ 73.6 79.0 85.0 

中学校 
国語の授業がよく解かると答えた生徒 ％ 72.2 80.9 95.0 

数学の授業がよく解かると答えた生徒 ％ 59.7 70.6 80.0 

    (全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙)   

≪今後の課題と対応方向≫ 

・全国学力・学習状況調査結果および伊達市学力テストの結果を分析することで、学校ごとに学

力・学習改善プランを作成し、継続して指導を行う必要がある。 

・今後も、教職員の授業に対する自己評価と、児童生徒や保護者による授業評価を比較分析する

ことで学習指導の工夫・改善を図る必要がある。 

・授業評価について、項目の見直しを実態に応じて行なう必要がある。 
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取り組むべき主な施策 特別支援教育の充実 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 
一貫した支援をめざした特別支援教育の推進、特別支援教育推進体制の

充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

・乳幼児から中学校卒業まで一貫した支援のため幼稚園・保育所、学校、医療機関、関係する行

政機関と連携しながら特別支援教育の推進を図る。 

・伊達市特別支援コーディネーターや伊達市専門家チーム会議の委員の知見を活用し特別支援教

育体制の充実を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・障がいのある児童生徒の適正な就学措置 

・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を活用し、校種間における個別の教育支援計画等の

円滑かつ効果的な引継ぎ 

・障がいのある児童生徒の支援のための体制整備 

・伊達市特別支援コーディネーターによる学校訪問や伊達市専門家チーム会議による専門的助言 

・各学校に特別支援教育支援員17名・介護員18名を配置 

≪平成28年度の評価≫ 

・伊達市特別支援教育推進委員会からの答申に基づき、伊達市特別支援コーディネーターや伊達

市専門家チーム会議を活用することで、適正な措置決定をすることができた。 

・幼稚園・保育所、学校、医療機関、関係する行政機関と連携することで、教育的ニーズに対応

した教育的支援を図ることができた。 

・必要に応じて、特別支援教育支援員・介護員を配置することで、児童生徒に学習支援や生活支

援を行うことができた。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

個別の教育支援計画、指導
計画を策定している割合 

小学校 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

中学校 ％ 60.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・特別支援教育支援員及び介護員の措置については、より適正な措置となるよう計画的に学校と

連携していく必要がある。 

・教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を推進するため、今後とも、関係機関の連携を

図る。 

・伊達市特別支援コーディネーターや伊達市専門家チーム会議の委員の知見を活用し、適正な措

置決定をすることで、障がいのある児童生徒の自立や社会参加のための支援を継続する。 
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取り組むべき主な施策 情報教育の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 情報教育の充実、情報教育設備の整備 

≪事業目的・取組事項≫ 

・情報化の進展等に伴い子どもたちが有害情報に適切に対応できる情報活用能力の育成と、発

達段階に応じて情報機器を利用する際の情報モラルを身につけさせるための取組を推進する。 

・教育用コンピュータ等の機器及び教育用ソフトウェアの整備充実を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・コンピュータ等の情報通信機器の正しい利用方法についての指導を実施 

・各種パンフレットや学校便り等を通じて保護者への啓発を実施 

・北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動を活用 

≪平成28年度の評価≫ 

・児童生徒に対する情報活用能力の育成や情報モラルの指導、情報機器活用のマナーなどネット

トラブルの未然防止に向けた指導をすることができた。 

・北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動を行うことにより、ネットトラブルの未

然防止に向けた指導をすることができた。 

 

成果指標 単位 
計画策定時 

(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

コンピュータ 1 台当たりの
児童、生徒数 

小学校 人/台 12.6 11.4 8.0 

中学校 人/台 8.0 6.8 9.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・ネットトラブルや犯罪が増加しているため、保護者と連携した情報モラル教育を継続して行

う。 

・インターネットを通じて行われる誹謗・中傷等については、北海道児童生徒ネットコミュニ

ケーション見守り活動を継続することにより、早期発見・早期対応に努める。 

・教育用コンピュータについては、計画的かつ継続的な機器の更新を行う。 
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取り組むべき主な施策 環境教育の推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 環境問題への理解の促進、環境に対し行動する意欲や態度の育成 

≪事業目的・取組事項≫ 

・自然体験や社会体験活動を通じて、環境問題について総合的に考えることができるよう環境教

育の取組を促進する。 

・日常生活のなかで日常的に省エネルギー問題に取組むことの大切さを理解させるための学習機

会を提供する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、教育活動全体を通して環境教育に関する学

習を実施 

≪平成28年度の評価≫ 

・環境教育に関する学習を全ての学校で取り入れており、児童生徒が環境問題について考えるこ

とができた。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

教科の学習以外において環
境教育に取り組んでいる学
校の割合 

小学校 ％ 70.0 60.0 100.0 100.0 100.0 

中学校 ％ 14.3 40.0 100.0 100.0 50.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・教育活動全体を通して計画的に実施していくとともに、コミュニティ・スクール等を活用しな

がら継続する。 
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取り組むべき主な施策 キャリア教育の推進 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 望ましい勤労観・職業観の育成 

≪事業目的・取組事項≫ 

・児童生徒の発達段階に応じて、将来の社会的、職業的自立のための、必要な基盤となる能力や

態度を育成する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・全ての小学校でキャリア教育の全体計画を作成 

・全ての中学校で教育課程に位置づけ、進路指導の全体計画を作成 

≪平成28年度の評価≫ 

・社会科や総合的な学習の時間において、地域や事業所の見学、家族・身近な人の仕事調べ、職

場体験学習を実施した。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

「将来の夢や目標をもってい
る」と回答した児童、生徒の割
合 

小学校 ％ 89.6 79.4 95.0 

中学校 ％ 70.0 63.1 80.0 

(全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙)    

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・小学校においては、地域の見学や家族・身近な人の仕事調べ等、発達段階に応じたキャリア教

育を継続する。 

・中学校においては、小学校におけるキャリア教育の課題を踏まえ、教職員間で共通理解を図り、

キャリア教育を継続する。 

・全ての学校が「伊達地区学校ネットワーク会議」に参加し、キャリア教育の情報収集や意見交

換を行う。 

・中学校における職業見学や職業体験学習の充実を図り、進路に向けて意識の向上を図る。 

・小、中学校間のスムーズな接続を図る取り組みを充実する。 
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取り組むべき主な施策 国際理解教育の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 外国語教育の充実、国際理解教育の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

 小学校では、学習指導要領に外国語活動が導入されたことを踏まえ、児童の興味・関心を高める指 

導方法の充実に取り組む。また、中学校では、外国語を通じてコミュニケーション能力の育成に取り 

組む。 

 国際社会において主体的に行動できる能力を育成するため、姉妹都市との交流を通じて、異なる文 

化や習慣をもつ人々と協調して生きていく態度を培う。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・ＡＬＴの学校派遣 

  小学校 240回、中学校 216回、その他 137回 

・レイクカウチン中学生派遣事業 

  派遣期間：平成28年10月５日～平成28年10月12日 

  派遣人数：19名（中学生13名、引率教員３名、行政職員３名） 

≪平成28年度の評価≫ 

 ＡＬＴの学校派遣回数については、前年度と比較し若干ではあるが増加しており、伊達市の学校教

育の場において重要な役割となってきている。放課後児童クラブへの派遣など国際理解教育の場を広

げている。 

 レイクカウチン中学生派遣事業については、現地でのホームステイ等を通じて、大滝中学校生徒を

中心とした派遣団が現地で交流することが出来た。 

成果指標 
計画策定時 実績値 Ｈ30 

目標値 （H21） H28 

英語の授業における英

語指導助手の派遣回数 

小学校 103回 240回 300回 

中学校 293回 216回 200回 

     
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・ＡＬＴの学校派遣については、今後も小学校において児童の興味・関心を高めるよう内容の工夫を 

図る。 

また、ＡＬＴの空き時間を利用し、放課後児童クラブや放課後子ども教室への派遣や、小学校から 

の英語教育の準備期間として保育所・幼稚園への派遣など検討を続ける。 

・中学校においては、高校受験に向けた英語授業が中心となっているため、授業回数の検討が必要と

なる。 

・レイクカウチンとの交流事業については、コミュニケーションを通し、レイクカウチン町との 

連携、協力を密にし、双方にとって意義のある交流になるよう今後も努力を続ける。 
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取り組むべき主な施策 社会の変化に応じた高等学校教育の推進 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 高等学校の在り方の検討 

≪事業目的・取組事項≫ 

・伊達市の特色に応じた新しいタイプの学校の設置や特色ある教育課程の編成に向けて、北海道

教育委員会に対して要望活動を行う。 

 

成果指標 
計画策定時 実績値 Ｈ30 

目標値 （H21） H28 

市内高等学校 

への進学率 
54.4％ 53.4％ 60.0％ 

 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・北海道教育委員会が決定する「公立学校配置計画」に対しての継続的な要望活動には限界があ

ることから、今後も公立高等学校配置計画地域別検討協議会において意見交換や情報収集に努め

る。 

・今後の急激な人口減少と少子高齢化を迎えることから、地域が将来を担う人材育成をする

ため、市立中等教育学校の設置の考え方を整理する。 

・道立高等学校長と市立学校長がそれぞれの課題について、意見交換や情報交換を行う。 
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②豊かな心と健やかな体の育成 

 

取り組むべき主な施策 幼稚園教育の充実 達成度の評価 － 

推 進 方 策 保護者負担の軽減 

≪事業目的・取組事項≫ 

私立幼稚園に通園する保護者の負担軽減を図り、幼児教育の振興に寄与するため、就園奨励費の

補助を実施する。 

≪今後の課題と対応方向≫ 

平成28年度から子育て支援課へ事業は移行し、市長部局において引き続き、各家庭の所得状況

に対し経済的負担軽減を図るよう適切な交付を行う。 
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取り組むべき主な施策 豊かな心を育む教育の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 道徳教育の充実、読書活動の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

・家庭や地域との連携を図り、地域の人材や本市が有する自然や歴史的風土等の多様な教育資

源を活用して道徳教育の充実を図る。 

・想像力や考える習慣を身に付け、豊かな感性、情操、思いやりの心を育む上で重要な読書活動

を推進する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・道徳教育全体計画を全ての学校で見直し、学年単位の道徳の年間指導計画を小学校８校、中学

校３校で作成 

・「朝の読書」等の読書活動を星の丘小・中学校を除く13校で実施。 

≪平成28年度の評価≫ 

・「道徳の時間」の授業改善に向けた校内研修を小学校７校と全ての中学校で実施した。 

・「道徳の時間」の授業公開を小学校８校、中学校４校で実施した。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

人が困っているときは進んで助けて
いると答えた児童生徒の割合 

小学校 ％ 75.0 84.1 80.0 

中学校 ％ 71.6 76.6 80.0 

(全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙)    

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・道徳の教科化に向け、道徳教育推進教師を中心とした計画的な研修の推進が必要である。 

・全ての学校において、学年単位の「道徳の時間」の年間指導計画を作成する。 

・道徳教育用教材「私たちの道徳」は、地域や家庭においても重要と考えられるので、授業公開

等の機会を活用し保護者等に啓発するとともに、家庭と連携した活用を図る。 
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取り組むべき主な施策 健やかな体を育てる教育の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 体育学習の充実、運動部活動、スポーツ少年団活動の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

・子どもの体力・運動能力調査結果を客観的に把握し、体育の授業を中心とした学校教育活動を

通じて児童生徒の体力・運動能力を伸ばす。 

・中学校における運動部活動の円滑な実施と学校の枠を超えて行うスポーツ少年団活動の育成を

図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・７月までに小学校５年、中学校２年を対象とした全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施。 

・小学校１年から中学校２年までの全学年で体力テストを実施し、全ての学校において児童生徒

の実態に応じた「体力向上プラン」を作成し、体力・運動能力の向上に向けた指導を実施。 

≪平成28年度の評価≫ 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査においては、小学校５年生では全８項目中、男子で５項

目、女子で４項目、中学校２年生では全９項目中、男子で３項目、女子は２項目で全国平均を

上回った。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

スポーツをすることが好きと答え
た児童生徒数の割合 

小学校 ％ 76.4 90.7 95.0 

中学校 ％ 84.6 84.8 95.0 

 (全国運動能力・運動習慣等調査 児童・生徒質問紙)  

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・引き続き、全ての学校において、児童生徒の実態に応じた「体力向上プラン」を作成し、指導

を実施する。 

・次期学習指導要領改訂の内容をふまえ、心身の健康、保持増進や豊かなスポーツライフの実現

に向けた指導の在り方について研修を深める。 
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取り組むべき主な施策 体験的な学習・活動の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 体験的学習の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

・児童生徒が本物に触れることができる体験的な学習を充実させ、学校の教育活動全体を通して

取組む。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・特別活動や総合的な学習の時間等において、体験活動を重視した授業を全ての学校で行い、自

然、勤労生産、社会奉仕にかかわる体験活動を実施 

≪平成28年度の評価≫ 

・キャリア教育の視点を取り入れた職業や就業にかかわる体験的学習を実施することができた。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

総合的な学習の時間において地域
の人材や自然環境など教育資源を
活かした授業の割合 

小学校 ％ 21.4 29.5 36.4 36.4 40.0 

中学校 ％ 14.7 22.2 25.3 27.5 30.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・学校の教育活動全体を通した体験的学習を継続する。 

 

  



- 22 - 

 

取り組むべき主な施策 食育・健康教育の推進 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 食育の推進、健康教育の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

 児童生徒の発達段階に応じ健全な食生活を実践できる資質・能力を身につけさせるため、食に関す 

る指導を推進するとともに、体育や特別活動等を通じて各種感染症の予防やストレスへの対処法な 

ど、健康に関する知識を高め、学習指導の充実を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・栄養教諭による食育指導の実施 

  小学校6校、中学校１校 

・健康診断の結果を全ての学校で活用 

・健康・安全教育を全ての学校で実施 

・アレルギーに係る研修会（エピペン実習）の実施 

  小学校10校、中学校5校（28人参加） 

≪平成28年度の評価≫ 

栄養教諭による食育指導については、市内小中学校への派遣を実施することができた。 

 全ての学校において、各校の養護教諭や栄養教諭を中心に各種保健指導やフッ化物洗口を実施して 

おり、児童生徒の健康な身体の保持と増進のため、今後も継続したい。 

 朝食を毎日食べている児童生徒の割合は更に低くなり、目標達成は厳しい状況であるが、引き続き 

保護者等の理解と協力が不可欠であることから、保護者向け学校だより等による啓発活動を実施す 

る。 

成果指標 
計画策定時 

（H21） 

実績値 Ｈ30 

目標値 H26 H27 H28 

朝食を毎日食べている児

童生徒の割合 

小 96.5% 

中 94.4% 

小 93.2% 

中 94.1% 

小 91.8% 

中 92.9% 

小 91.5% 

中 90.8% 

小学校100% 

中学校100% 
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・朝食を毎日食べている児童生徒の割合は計画策定時より低くなっており、学校での取組だけでなく 

保護者の理解と協力が必要であり、保護者向けの学校だより等を活用し「早寝早起き朝ごはん」など 

の健康に関する意識啓発を推進する。 

・児童生徒の食育の充実を図るため、栄養教諭による食育指導を全学校において実施する。 

・平成30年1月から稼動するふれあいだて歴史の杜食育センターを活用し、食育に関する取り組 

みを検討する。 

・北海道教育委員会において「学校における食物アレルギー対応の進め方」が策定されたことから、 

学校や学校給食センターを中心にアレルギー有病児童生徒への対応の徹底を進める。 

・教職員向けに感染症予防研修を実施し、予防や対処法などの知識を高め、学習指導の充実を図る。 
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取り組むべき主な施策 生徒指導・教育相談の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 生徒指導の充実、いじめへの取組の充実、不登校への取組の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

・学校全体で取組む生徒指導体制を充実させる。 

・いじめの実態把握や相談・指導のための校内体制の充実と地域と連携した解決に向けた取組を

充実させる。 

・不登校児童生徒へのきめ細やかな支援体制を充実させる。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・教育相談の実施、生徒指導全体計画の見直しを全ての学校で実施 

・北海道教育委員会によるいじめアンケート調査を市内の全児童生徒を対象に２回実施。 

・いじめの早期発見・解決に向けた校内研修を全ての学校で開催し、校内体制の充実を図り、取

り組みを実施 

・全校体制による不登校対策の取組として、教育相談、家庭訪問等を全ての学校で実施 

・不登校対策訪問アドバイザーによる学校訪問と家庭訪問 

・不登校児童生徒サポートハウスの運営（対象者13名） 

≪平成28年度の評価≫ 

・日常的に子どもの様子や動きを注意深く見守り、生徒指導・教育相談を行うことができた。 

・北海道教育委員会によるいじめアンケート調査のほかに学校独自のいじめ調査を小学校６校、

全ての中学校で実施した。 

・長期欠席児童生徒は、前年度に比べ小学校では３名増の７名、中学校は同数の20名であった。 

・平成28年度から、いじめの認知方法を変更している、「いじめにあった割合」が増となってい

る。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

不登校児童生徒の割合 
小学校 ％ 0.3 0.0 0.2 0.4 0.0 

中学校 ％ 2.9 3.0 2.3 2.3 0.0 

いじめにあった児童生

徒の割合 

小学校 ％ 1.8 0.1 0.1 8.4 0.0 

中学校 ％ 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・校長を中心とした全校体制による生徒指導・教育相談を充実強化する。 

・伊達市いじめ防止基本方針に則り、市全体で、いじめの未然防止や早期発見・早期解決のため

の取組を効果的に行う。 

・いじめ防止の根幹となる人権教育を推進する。 

・不登校児童生徒への関わりを不登校児童生徒サポートハウスを有効活用しながら進める。 
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③信頼される学校づくりの推進 

 

取り組むべき主な施策 開かれた学校づくりの推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 学校評価・情報提供の促進、学校支援ボランティアなど地域人材の活用 

≪事業目的・取組事項≫ 

・保護者や地域への教育活動への参画を促進するとともに、積極的な情報の発信等、開かれた学

校づくりを図る。 

・学校支援ボランティアなど地域人材の活用を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・児童生徒・保護者・教職員・学校評議員のアンケートによる学校関係者評価を実施 

・学校評価を学校便りやホームページを使って公表 

・地域に向けた公開授業を小学校８校、中学校４校で実施 

・地域人材を活用した教育活動を全ての学校で実施 

・学校評議員制度の目的や役割が定着し、学校運営協議会を通して地域へ情報発信する開かれた

学校づくりの推進 

≪平成28年度の評価≫ 

・客観的で信頼性の高い学校関係者による学校評価を全ての学校で導入している。 

・学校評価の分析・公表が定着し、その結果について、全ての学校で次年度の学校経営計画に反

映させている。 

・小学校３校、中学校２校がコミュニティ・スクールを先行導入し、地域や保護者の意見を学校

運営に反映させることができた。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

学校を支援する地域組織を
設置している学校の割合 

小学校 ％ 40.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

中学校 ％ 28.6 60.0 60.0 60.0 60.0 

学校評議員を設置している
学校の割合 

小学校 ％ 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

中学校 ％ 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・コミュニティ・スクールの導入に伴い、地域人材の活用を目指す。 

・学校運営協議会による、学校関係者評価等の充実、改善に向けた活動を行う。 
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取り組むべき主な施策 特色ある学校づくりの推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 地域に関する学習活動の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

・本市の歴史的風土、伝統、文化など特色のある優れた歴史文化資源を活用した授業を展開する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・地域の人材を活用した学習活動が行われ、地域の歴史、伝統や文化に触れる学習活動を実施 

≪平成28年度の評価≫ 

・地域の特色ある教育資源を活用した授業により、地域への理解につながった。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

総合的な学習の時間において地域
の人材や自然環境など教育資源を
活かした授業の割合 

小学校 ％ 21.4 29.5 36.4 36.4 40.0 

中学校 ％ 14.7 22.2 25.3 27.5 30.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・学校ごとに地域の特色ある教育資源を活用した授業を継続する。 

・地域の歴史的風土、伝統、文化などを学ぶ授業を継続する。 
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取り組むべき主な施策 学校間の連携・接続の推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 
幼稚園・保育所と小学校との連携に向けた取組、小学校と中学校との連

携に向けた取組 

≪事業目的・取組事項≫ 

・幼稚園から中学校までの子どもの発達段階にある子どもの小学校入学時、中学校入学時におけ

る学習のつまずき解消を目的に学校種間の連携・接続を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・幼稚園、保育所との交流、幼児の小学校への体験入学、指導要録等の引継ぎ時に情報交換を星

の丘小学校を除く全ての小学校で実施 

・小学校との学習指導や生徒指導、授業研究会の交流を全ての中学校で実施 

・進学先の高等学校との情報交換を全ての中学校で実施 

≪平成28年度の評価≫ 

・幼稚園、保育所と小学校、小学校と中学校との連携により、教職員相互の児童生徒理解が深ま

り、発達段階に応じた子どもへの対応につながった。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

小中学校間での授業研究
会・参観日を実施している
学校の割合 

小学校 ％ 40.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

中学校 ％ 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・市内の道立学校を含めた学校種間の連携・接続を通して、教職員相互の児童生徒理解を深め、

子どもの学習意欲を高めるとともに、学習のつまずきの解消等を目的とした効果的な引継ぎを

促進する。 
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取り組むべき主な施策 教職員の資質向上 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 
管理職のリーダーシップによる学校組織の活性化、教職員の資質・能力

の向上 

≪事業目的・取組事項≫ 

・学校運営の責任者としてリーダーシップを発揮する校長や教頭の管理職としての資質・能力を

高め、学校組織の活性化を図る。 

・信頼され、優れた資質・能力を有する教職員の育成を図る。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・定例校長会・定例教頭会を毎月１回開催、校長会・教頭会合同研修会を１回開催 

・胆振教育局義務教育指導監や指導主事と指導室指導員の学校訪問を実施 

・７月に伊達市教育実践交流・研修会での、学校管理職による助言 

・伊達市教育実践交流・研修会における分科会の開催(７分科会) 

・東小学校を研究指定校に指定し、全教職員を対象に公開研究会を開催 

≪平成28年度の評価≫ 

・研修会や公開研究会等に参加することで、他の学校の取り組みについて交流することにより、

資質・能力の向上を図ることができた。 

 

成果指標 
単

位 

計画策定時 
(H21) 

実績値 H30 
目標値 H26 H27 H28 

伊達市教育実践交流・研修会に参加した
教員の割合 

％ 27.6 52.3 51.8 63.3 80.0 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

・教職員の資質・能力の育成・向上を図ることを目的として、研修会等や学校訪問による指導・

助言を通し、本市における教育課題の共有化、教職員の資質向上を図っていく。 

・今後も、研究指定校を輪番制で指定し、研究成果を公開研究会で発表することで学校の教育力

を高める。 
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④安全・安心な教育環境づくりの推進 

 

取り組むべき主な施策 耐震化、防災機能の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 耐震性の確保を図る整備、学校施設の安全性の確保を図る整備 

≪事業目的・取組事項≫ 

学校施設の耐震診断、耐震補強等を計画的に実施し、耐震性の確保と子どもたちや地域住民が

安心して学校施設を利用できるよう施設の安全管理に努める。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

学校施設の安全性を高めるために、老朽化に対し改修工事や修繕を進め、過ごしやすい環境を

整える。 

長和小学校屋体外壁等改修工事、伊達西小学校校門移設工事、光陵中学校校舎外壁改修工事、

光陵中学校法面補修工事、光陵中学校玄関扉等改修工事、他各箇所修繕を実施 

 ※耐震化率 小学校72％ 中学校100％ 

 

 

≪平成28年度の評価≫ 

老朽化している施設・設備の改修工事や修繕の実施により、児童生徒の安全と、安心して学べ

る環境を確保できた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

耐震化率 
小学校40.0% 

中学校92.0% 

小学校72.0% 

中学校100% 

小学校75.0% 

中学校100% 

 

 
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・伊達小学校体育館については耐震強度不足であることから、学校給食センター移転後の平成30

年度に向け増改築を計画する。 

・非構造部材の耐震点検を進めるとともに、必要な修繕、改修を行う。 

・各学校とも施設、設備の老朽化が進んでいることから、学校統廃合の進捗状況を踏まえながら

学校施設の耐震化や老朽化した施設の設備について、計画的な改修を行う。 
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取り組むべき主な施策 学校の安全対策の充実 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 安全管理の徹底、地域ぐるみの学校安全体制整備の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

災害による事故や通学路における交通事故を含めた学校事故防止のため、学校、家庭、地域と連携 

を図り、警察や消防の協力のもと訓練や指導を行うことで学校安全の徹底を図る。 

 また、学校安全対策の充実のため、地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・交通安全教室、防災・防犯教室を全ての学校（星の丘小中学校を除く）開催 

・地域ボランティアとの連携 

・スクールガードリーダーによる通学路等の巡回指導の実施 

  88回実施（星の丘小を除く市内小学校） 

・伊達市通学路安全推進会議の設置 

  伊達市通学路安全推進会議を開催し、通学路における危険箇所の合同点検を実施 

≪平成28年度の評価≫ 

 日常的な指導や保護者向けの学校便り等による情報提供のほか、星の丘小中学校を除く全学校で交 

通安全教室や防災・防犯教室が実施されたことにより、児童生徒の意識啓発が図られた。 

 スクールガードリーダーの巡回指導により、不審者情報や危険箇所についての学校への迅速な情報 

提供、通学路パトロールボランティア等の活動といった地域ぐるみで児童生徒を見守る取組が広がり 

を見せている。 

 また、関係機関を構成員とする伊達市通学路安全推進会議を開催し、伊達市通学路交通安全プログ

ラムに基づき、通学路における危険箇所の合同点検を実施し、改善に向けた対策内容を決定した。 

 

成果指標 単位 
計画策定時 

(H21) 

実績値 H30 
目標値 H28 

スクールガードリーダーの派遣指導回数 回 24 88 88 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・犯罪から子どもを守るための対策として国が掲げた「緊急対策６項目」や大規模災害を教訓に策定 

された「学校安全の推進に関する計画」を参考にしながら、有珠山に近接する本市の地域特性を踏  

まえつつ、地域社会全体で学校安全に取り組む体制整備を引き続き推進する。 

・学校、保護者、関係機関を構成員とする伊達市通学路安全推進会議を開催し、通学路交通安全プロ

グラムに基づく通学路の交通安全に関する取組を継続する。 

また、児童生徒の安全を図るため、黄金地区・稀府地区の通学路の一部に防犯灯の設置を予定して

いる。 
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取り組むべき主な施策 少子化に対応した学校適正配置の推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 小学校、中学校の適正配置の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

少子化の状況、保護者や地域の意見等を踏まえた学校の適正配置を行い、活力ある学習環境を 

創出する。 

 

 

 

 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・学校適正配置基本方針及び実施計画に基づき、児童生徒数の推移を見ながら統廃合の対象と 

なる学校関係者との意見交換の実施及び統廃合に向けた統合準備協議会における具体的な協議 

検討。 

・達南中の閉校については、円滑な統合に向けて２回統合準備会を開催。 

・平成28年度については、達南中学校が閉校となり伊達中学校と統合。 

≪平成28年度の評価≫ 

中学校の学校適正については、計画通りに進むことが出来た。 

達南中・伊達中学校に向けて、統合準備会の中で、スクールバスの運行や閉校記念事業等基

本的な考え方の確認を行いながら円滑に統合が進んだ。 

  小学校の統合については、順次、保護者の考え方を聞くための意見交換会を開催したが、引

き続き意見交換会を続ける必要がある。 

   

   

成果指標 
計画策定時 

（H21） 

実績値 H30 

目標値 H26 H27 H28 

小学校数 10校 10校 10校 10校 10校 

中学校数 ７校 ５校 ５校 ４校 ４校 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・小学校は、子どもの教育環境の改善のため、望ましい学校規模について、保護者等との意見 

交換・協議を継続する。 

・大滝区の小中学校については、通学時間の問題など、他の学校との統合は難しいため、義務 

教育の９年間のカリキュラムを行う義務教育学校の設置を目指す。 

 

 


