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４ 外部評価 

 

 平成29年度（平成28年度対象）教育委員会事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価

にあたって、客観性を確保するため、点検評価の方法や結果などについて学識経験を有する者の

意見を聴きました。 

 

(1) 学識経験者                              （敬称略） 

氏 名 所 属 等 

成 田 浩 司 伊達市校長会会長（伊達市立伊達小学校長） 

青 木 一 也 伊達市ＰＴＡ連合会会長（伊達市立有珠小学校ＰＴＡ会長） 

小 林 浩 路 伊達市社会教育委員の会議長 

 

(2) 主な意見 

平成29年度（平成28年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               成 田 浩 司 

 

１ 教育委員会の活動状況 

   教育委員会会議について、定例会においては各委員の高い関心と問題意識のもと、

教育に関する様々な案件について検討・議決されていることと思う。 

これまで協議が重ねられてきた「伊達市いじめ防止基本方針」が、平成 28 年 11

月に策定されたことを受けて、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の連携

協力の下、地域総がかりでいじめ問題を克服したいと考える。また、学校訪問や伊

達市教育実践交流・研修会視察は、本市における学校教育の現状を把握する上で、

大変重要なことと考えるので、今後の更なる充実に期待する。 

 

２ 「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 

（１）学校教育 

①社会で活きる実践的な力の育成 

   伊達市学力テストの実施は、学力向上に向けた教育課程の編成・実施・評価、学

習指導の工夫改善、授業改善につながる評価の充実を図る上で、大変効果的である。

個別の学力到達状況を把握し、実態に応じた指導を可能にする。また、実施結果を

もとに、各校では学力・学習改善プランを作成し、例年、検証・改善に取り組んで

いるところである。今後は、教頭及び教務主任等を核として、「伊達市学力向上検討

委員会」（仮称）を立ち上げる等、市全体としての取組に期待したい。 

   特別支援教育の充実については、一貫した支援のための幼稚園・保育所、学校、

医療機関、行政機関の連携が図られ、教育的ニーズに適切に対応している。各校に
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支援員 17 名、介護員 18 名が配置され、配慮を要する児童生徒に手厚い対応がなさ

れている。今後はますます、通常学級に在籍しながら配慮を要する児童生徒の増加

が予想されるので、支援員数・介護員数の現状維持に期待するところである。 

   情報教育の充実については、情報活用能力の育成、情報モラル向上の指導がなさ

れていることは大切なことである。新しい学習指導要領においては、ますます情報

活用能力が重視され、プログラミング教育が位置付けられることから、情報教育設

備の充実が課題と考えられる。 

   キャリア教育については、各校が作成した全体計画に基づいて、実践がなされて

いるところである。今後は、学校で学ぶことと社会とのつながりを児童生徒に意識

させ、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けること

ができるように、より一層の充実を図らなければならない。 

 

 ②豊かな心と健やかな体の育成 

   豊かな心を育む教育の推進については、各校で道徳教育全体計画や道徳の時間の

年間指導計画の見直しが図られていることはよいことである。平成 30 年から先行実

施される教科道徳について、「考え、議論する」授業のあり方とともに、評価につい

ても理解を深めたいところである。各校の道徳教育推進教師を中心とした計画的な

研修に期待するところである。 

   健やかな体を育てる教育の推進については、全国体力・運動能力、運動習慣等調

査や体力テストの結果をもとに、全ての学校で「体力向上プラン」を作成し、体力・

運動能力向上に向けた指導が、確実に成果を上げてきている。更なる取組の充実に

期待する。 

   体験的な学習・活動の充実については、地域人材や教育資源の活用実績が着実に

伸びてきている。キャリア教育を充実させる視点からも、今後、ますます学校の教

育活動全体を通じた体験的な学習・活動の実施に期待するところである 

   食育・健康教育の推進については、栄養教諭による食育指導が効果的であること

から、更に浸透させたい。また、アレルギー対応については、全学校対象の研修と

してエピペン実習が実施されていることは大切なことである。今後は、朝食のあり

方に関する保護者啓発をどのように図るかが課題である。 

   生徒指導・教育相談の充実については、伊達市いじめ防止基本方針の策定により、

地域社会総がかかりでいじめの未然防止や早期発見・早期解決に取り組むことが重

要である。 

 

 ③信頼される学校づくりの推進 

   開かれた学校づくりの推進については、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たことで、次年度の市内全校一斉実施にスムーズにつながっ

たものと考える。今後は実のある学校運営協議会の活動に期待する。 



- 55 - 

 

   学校間の連携・接続の推進については、全ての中学校区で、小学校との学習指導

や生徒指導、授業研究の交流が実施されていることは、児童生徒理解を深める上で

大きな成果を上げている。幼稚園・保育所と小学校間の引継ぎについては、就学時

簡易テストの実施について検討する必要があるのではないかと考える。 

 

 ④安全・安心な教育環境づくりの推進 

耐震化、防災機能の充実について、学校統廃合を見据えた上で、特に老朽化が進

んでいる施設・設備を優先的に改修してほしいと考える。 

   学校の安全対策の充実については、各校の取組はもとより、スクールガードリー

ダー、通学路パトロールボランティアによる通学路等の巡回指導、伊達市通学路安

全推進会議の実施もまた大きな成果を上げているものと考えられる。 

 

（２）社会教育 

 ⑤ふるさと意識を育て地域づくりに参加する青少年教育の推進 

心を育む体験活動の推進については、青少年を対象とした各種事業や研修が行わ

れ、それらへの参加者が前年度比約 100 名減の 324 名であったことから、次年度へ

向けた工夫改善が必要である。 

 

 ⑥主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくりの推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供については、市民講座・市民カレッジの受

講者数が 400 名を超えたことは、多様なニーズに応じながら、市民の学習意欲を喚

起する取組となっているものと考える。 

   高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、長生大学において、男性学

生数の伸びに課題があることから、興味・関心を引くテーマやプログラムの設定、

周知方法等に工夫改善が必要であると考えられる。 

   家庭・地位の教育力の向上については、伊達市ＰＴＡ連合会の活動に対する財政

的支援は、ＰＴＡ活動の充実を図る上で、大きな役割を果たしているものと考える。

市全体として、ＰＴＡ活動を活性化させるために、継続的な支援及び理解・協力に

期待する。また、家庭の教育力向上に資する学習会の実施や情報提供等、若い世代

を対象とした取組が望まれる。 

   図書館機能の充実については、図書館登録者数及び蔵書冊数が指標を上回ってい

ることから、図書館機能を充実させるための環境づくりは整えられているものと考

えられる。今後は、貸出冊数増を見込んだ周知活動等に期待するところである。 
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（３）芸術文化 

 ⑦個性あふれ、潤いのある地域文化の創造 

芸術・文化活動の充実については、児童・生徒に優れた芸術文化を鑑賞させるた

めの貴重な機会として、巡回小劇場事業の実施は大切にしていただきたいと考える。 

 

 ⑧芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進 

受託美術品等の保管と有効活用については、有効な展示方法により、一般公開す

る割合を伸ばしてほしいと願う。 

 

 ⑨歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

文化財の展示保管環境の整備について、現在建設中の「だて歴史文化ミュージア

ム」の完成に大きな期待が寄せられるところである。より良好な環境で、市が所有

する貴重な文化財を後世に伝えることが可能となる。 

文化財の保存と積極的活用については、史跡北黄金貝塚公園における多様なイベ

ントが、史跡活用の先進事例として評価され、来訪者も１万人を超えていることは

喜ばしいことである。PR 活動の工夫改善により、利用者数の増につながることを期

待する。 

 

（４）スポーツ振興 

 ⑩スポーツ・レクリエーション活動の振興 

スポーツ施設の整備・充実については、体育館、プール・トレーニング室、館山

野球場及びパークゴルフ場などの計画的な整備は、市民の健康づくりを推進する上

で欠くことのできないことである。今後も充実させてほしいと願う。併せて、施設

の改修及び備品等の更新は、魅力ある施設運営に大きなウエートを占めるので、引

き続き検討を進めてほしいと考える。 
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平成29年度（平成28年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               青 木 一 也 

 

１ 教育委員会の活動状況 

教育委員会会議については、定例会において各委員とも高い関心と問題意識のも

と、伊達市の教育に関する様々な案件に関して検討・協議されていることと思う。 

  また、学校運営協議会の設置に関わっての条件整備や運営方法など学校と地域が

より連携を図るように努められたことが良かったと思う。さらに、市内の小中学校

を訪問し、子どもの学びの様子や学校課題等を知る機会を得ることや各学校の課題

把握に努めたことは継続してほしい。教職員の専門性を高めるための教育実践交

流・研修会の開催も意義あるものと感じる。今後もより一層、学校との連携を密に

し、各学校の要望や課題等を適切に把握して、教育活動が効果的に推進されますこ

とを期待する。 

 

２ 「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 

（１）学校教育 

①社会で活きる実践的な力の育成 

学力向上に向けた取組として「全国学力学習状況調査」や「伊達市学力テスト」

の実施は、大変有効であり、結果分析をもとに学力・学習改善プランを作成し目標

値を定めることで児童生徒の学力向上や教員の資質向上にも役だつと考えられる。

平成28年度の分析結果でも具体的な数値が示されたことで各学校とも学習指導の工

夫・改善を図る指針として活用できる。 

特別支援教育については、伊達市特別支援コーディネーターや専門家チーム会議

により乳幼児から中学校卒業まで一貫した支援が行われている。各学校において特

別支援教育支援員 17 名、介助員 18 名を配置することで手厚い指導ができていると

共に教員の負担軽減にも繋がっていると考えられる。 

情報教育の充実については、教育用コンピューターの整備ができたことや情報モ

ラルを身につけさせるための保護者への啓発など環境整備に関して充実していたと

考えられる。今後とも学校だけでなく家庭への理解を得られるよう環境を整備して

もらいたい。 

 環境教育の推進については、教育活動全体を通じて各学校が取り組んでおり、伊

達市の自然や施設・人材を生かした教育を推進してもらいたい。 

 キャリア教育の推進については、児童生徒の発達段階に応じて将来の夢や目標を

もつために、職場見学や体験学習など地域人材や施設を活用して学習している。今

後は、小中学校が連携した活動なども視野に入れながら取り組むことも必要である。

また、国際理解協力の視点からＡＬＴの外国語活動の充実も図られており、学習指
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導要領の改定にともない積極的に外国人との交流や教職員の英語力の向上に向けた

研修会や交流活動などが必須になると思われる。 

 高等学校のあり方の検討については、伊達市においては高等学校が２校あり各校

とも特色ある教育を進めていることは理解している。生徒の将来に向けた教育活動

や進路指導の取組をお願いしたい。 

 幼稚園教育の充実については、保護者の負担軽減を図られるよう努力してもらい

たい。 

 

②豊かな心と健やかな体の育成 

道徳教育全体計画を見直し、各学校においては授業改善に向けた研修を行ってい

ることは良い実践である。道徳の教科化に向けて、教職員のより一層の研修が必要

であり計画的な取組が必要と考える。また、地域公開など学校での取組を理解して

もらえるように工夫してもらいたい。 

 読書活動の推進に関しては、ボランティアサークルの支援や伊達市図書館の活用

など読書に興味を持ってもらえる活動が見られるので今後も継続してもらいたい。 

 健やかな体を育てる教育については、各学校で「体力向上改善プラン」を策定し、

体力テストを児童生徒に取り組ませ、その結果を家庭・個人へ知らせていることは

良いことである。結果を参考に運動部活動やスポーツ少年団活動の参加など、日頃

から運動する習慣を身につけるように取り組んでもらいたい。 

 キャリア教育では、体験学習を取り入れた学習を実施することができている。教

育活動においても計画的に取り組めるよう地域人材や施設、自然を利用できる環境

整備をしてもらいたい。 

 食育・健康教育の推進については、各学校の養護教諭や栄養教諭を指導している

ことはとても有効的である。ただ、朝食をとらない児童生徒もいることから、家庭

への理解と協力を得てバランスの良い食事をとるように啓発していただきたい。平

成 30 年１月から食育センターが開設されるに当たり、なお一層児童生徒の健康のた

めに給食を充実させてほしい。また、食物アレルギーについては、各校とも教職員

全員が児童生徒について把握しアレルギー児童への対応方法の研修やエピペン実習

など危機管理への対応研修なども良いと思う。 

 生徒指導・教育相談の充実については、北海道教育委員会によるいじめアンケー

ト調査を行い把握し指導し、公表している。深刻な事態にならないように各校・教

育委員会・医療機関など保護者の理解を得ながら早期発見・早期解決に向けて取り

組んでもらいたい。また、教育相談においても早期発見をする上では大切な取組で

あるので積極的に行ってほしい。 
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③信頼される学校づくりの推進 

開かれた学校づくりの推進については、学校評価や学校便りの公表・ＨＰへの掲

載、地域へ向けた公開参観日の実施など各校で様々な取組を進めている。また、コ

ミュニティスクールを本年度中に全小中学校での導入を図ることで、地域や保護者

の意見を反映される基盤ができたことは良いことである。今後は、学校運営協議会

を活用するし、学校改善に生かしてもらいたい。 

 特色ある学校づくりの推進については、各校ともその地域の自然・施設・歴史・

人材を活用し計画的・効果的に教育活動を進めている。 

 学校間の連携・接続の推進については、全ての中学校区で小中学校との学習指導・

生徒指導・授業研究・児童交流など計画的に進めている。小中学校の連携を進める

ことで、教職員も発達段階に応じた学習や体験の意義が研修でき児童理解や授業改

善にも繋がっている。また、幼稚園・保育園との連携においても、低学年と幼稚園・

保育所との交流の機会を持ちスムーズな接続に繋がっているので今後とも教職員同

士で連携し計画してもらいたい。 

 教職員の資質向上については、各種研修会や実践交流会の参加・個人研修を通し

て資質向上を図ることが子どもに還元できることになるので積極的な参加を奨励す

ることが大切である。 

 

④安全・安心な教育環境づくりの推進 

望ましい教育環境を整備するために老朽化している施設・設備の改修工事や補修

を進めることは大変重要なことである。耐震化率が小学校 72％となっているので

100％に近づくようにお願いしたい。 

学校の安全対策の充実については、各校とも交通安全教室・防災、防犯教室の実

施など計画的に実践されている。また、スクールガードリーダーの通学路等の巡回

指導・危険箇所の点検と児童生徒の安全のため対策がとられているので良い。 

 少子化に対応した学校適正配置の推進では、保護者や地域との意見交換や協議を

行い理解が得られるよう慎重に進めていただきたい 

 

（２）社会教育 

⑤ふるさと意識を育て地域づくりに参加する青少年教育の推進 

心を育む体験活動の推進については、各種事業等で子どもや異世代とふれあう企

画が多く良い。また、青少年教育事業においても 324 名の参加者で関心が高く、今

後とも様々なアイディアを出し楽しい企画を展開してもらいたい。 

青少年団体活動の推進では、各種リーダー養成講習会への派遣されたことは今後

の活動を推進する上で大切なことであり、今後も積極的に派遣要請を行い地域に還

元できるような人材を育成してほしい。 
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⑥主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくりの推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供については、市民の多様な学習ニーズに対

しての宅配講座や市民講座など充実していると思われる。実績率も 411 名の参加と

高く、今後もより魅力的な講座の開設や人材発掘など企画してもらいたい。 

高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、長生大学での講義や実技講

座の実施など、生きがいをもって参加している高齢者の方も多いと思う。男性の参

加者が少ないとの反省もあるので、気軽に参加できる内容や運営面での検討が必要

である。 

家庭・地域の教育力の向上については、伊達市ＰＴＡ連合会が行う研究大会に対

する財政支援は、更なるＰＴＡ活動をする上で、大きな役割を果たしている。また、

研究大会や各種研修会において、「広報だより」に開催予定を掲載したことは、参加

者への啓発にもつながったので今後とも継続した取組をしてほしい。 

図書館機能の充実については、市民の意見や要望を反映した図書館運営の会議を

行うことでより利用しやすい機能になることは良いことである。また、ボランティ

ア団体による読み聞かせ、お話会、イベントなどの開催、読書感想文・感想画事業

など、本が好きになる環境がつくられることは今後とも継続してもらいたい。 

男女共同参画社会の推進については、講演会事業において参加者が 70 名となり事

前の啓発や講演内容が、市民にも関心が持たれてものだと考えられる。今後も市民

のニーズを考慮した企画をお願いしたい。 

 

（３）芸術文化 

⑦個性あふれ、潤いのある地域文化の創造 

芸術・文化活動の充実については、小中学生を対象とした巡回小劇場において本

物の芸術に触れる機会として大切にしていきたいと考える。市民向けの定期的な芸

術鑑賞会（舞台・音楽など）は、財政的な負担はあるが、市民が楽しみしているも

のであり可能な限り継続してほしい。 

市民による創造型文化活動の推進については、市民の文化活動への参加意欲の向

上を図る上で大切なものであり、サークル活動・文化芸術団体活動など財政面での

負担助成や啓発活動など継続的に支援してほしい。 

 

⑧芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進 

芸術家育成としての機会を得る窓口としての役割が大きいと考えられる。音楽・

絵画だけでなく人材発掘にも取り組んでもらいたい。 

受託美術品等の保管と有効活用については、寄贈及び寄託された作品の展示・紹

介を引き続きお願いしたい。 
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⑨歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

文化財の展示保管環境の整備については、だて歴史文化ミュージアムが平成３０

年秋以降の開館を目指して整備改修されており、文化財を保護する上で大切な事業

である。伊達市の歴史や文化財をより一層アピールし来館者が増えることを期待す

る。 

文化財の保存と活用については、北黄金貝塚・開拓記念館など市民ボランティア

の会の協力により、身近に学べる機会としては有効であると考えられる。 

指定文化財の保護対策と指定化の推進については、伊達市にある数々の歴史的な

財産を維持管理しながら、専門家による研究の推進や国や道による補助が必要不可

欠と思われる。 

広域的な文化資源の活用の推進については、世界遺産の登録に向けた各種講演や

事業に向けて努力が必要と考える。また、世界遺産に登録されれば伊達市だけでな

く周辺地域の活性化につながるので期待したい。 

 

（４）スポーツ振興 

⑩スポーツ・レクリエーション活動の振興 

スポーツ活動の場・機会の確保・スポーツ指導体制の整備促進については、伊達

市体育協会やスポーツ推進委員会の連携のもと、市民がスポーツに親しむ機会を提

供することは健康づくりや生きがいをもたらす意味でも有意義なものであるため、

今後とも充実させてほしいと思う。また、「伊達市ハーフマラソン」「ノルディック

ウォーキング」「スキーマラソン」などは、市民だけでなく全国・全道から参加する

人も多く知名度も高いので運営面での工夫をしながら継続してほしい。後継者育成

としてのリーダー育成に関しては、各種団体へ働きかけ指導技術を高めるために研

修会なども積極的に取り組んでもらいたい。 

スポーツ施設の整備、運営については、伊達市体育館・プール・パークゴルフ場・

市民球場と利用者も多く。利用者促進の意味でも運営方法について、より一層の取

組をお願いしたい。   
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平成29年度（平成28年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               小 林 浩 路 

 

１ 教育委員会の活動状況 

教育委員会会議については、定例会及び必要に応じて開催される臨時会において、

各委員の高い関心と問題意識のもと、教育に関する様々な案件について検討・議決

されていることと思う。 

   定例会の開催予定や傍聴の案内、会議録等をホームページに掲載するなど、透明

性を示している。また、定例会の開催に合わせて行われている学校訪問や学校行事

の視察等を通して、子どもたちの学校生活の様子、各学校の要望や課題等を的確に

把握することは大変重要なことであり、是非、効果的な教育活動に反映されるよう

期待する。 

 

２ 「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 

（１）学校教育 

①社会で活きる実践的な力の育成 

伊達市独自に実施している学力テストにおいて、その成果が表れていることが伺

われる。今後とも、一人一人の子どもの特性に沿った指導プランに基づいた継続的

な指導が大切であると考える。 

   特別支援教育の充実については、支援体制や内容が充実しており、今後とも教育

的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援活動が大いに期待される。 

   情報教育の充実については、情報化の進展が益々加速化することが予想され、情

報活用能力の育成とともに、情報モラルの向上とネットトラブルやネット犯罪に巻

き込まれないための指導が重要と考える。 

   環境教育の推進については、教育活動全体を通して計画的に取り組んでいること

が伺われる。 

キャリア教育の推進については、児童生徒の発達段階に応じて、将来の社会的・

職業的自立のためには、小学校段階から全教育課程に位置付けることが必要と考え

る。 

国際理解教育の充実については、ＡＬＴの学校派遣が効果を上げている。今後は、

小学校で外国語活動が導入されたことを踏まえ、児童生徒の興味・関心を高める指

導方法の充実と異なる文化や習慣をもった人々と協調して生きていく態度の育成が

重要と考える。 
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②豊かな心と健やかな体の育成 

豊かな心を育む教育の推進については、道徳教育全体計画及び道徳の年間指導計

画の見直しが図られ、「道徳の時間」の授業改善に向けた校内研修が実施されている。

今後の道徳の教科化に向けて、道徳教育推進教師を中心とした計画的な研修の推進

が必要と考える。 

   健やかな体を育てる教育の推進については、体力テストの結果をもとに、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

導が期待される。 

   体験的な学習・活動の充実については、特別活動や総合的な学習の時間等におい

て、自然、勤労生産、社会奉仕に関わる体験活動を継続することが大切と考える。 

   食育・健康教育の推進については、朝食を毎日食べている児童生徒の割合が低下

しており、引き続き、養護教諭や栄養教諭を中心とした食育指導とともに、保護者

の理解と協力を得る必要があると考える。 

   生徒指導・教育相談の充実については、長期欠席児童生徒が微増しており、不登

校児童生徒サポートハウスの活用とともに、不登校対策訪問アドバイザーやスクー

ルカウンセラーと協力して教育相談・家庭訪問等のきめ細やかな支援体制が必要と

考える。また、いじめの認知方法の変更により、「いじめにあった割合」が増加して

おり、いじめの未然防止や早期発見、早期解決のための効果的な取組が必要と考え

る。 

 

③信頼される学校づくりの推進 

開かれた学校づくりの推進については、全ての学校で学校関係者評価を導入し、

学校経営に反映させている。また、学校運営協議会を通して地域への情報発信や学

校支援ボランティアなどの地域人材の活用に努めている。 

   特色ある学校づくりの推進については、学校ごとに地域の歴史や文化資源を活用

した授業や、地域の人材を活用した学習活動が行われており、地域理解につながっ

ているものと考える。 

   学校間の連携・接続の推進については、中学校区を中心に小学校との学習指導、

生徒指導、授業研究会の交流を実施して児童生徒理解を深め、子どもの学習意欲の

向上や学習のつまずきに対応していることは「効果的な引継ぎ」を行っていること

の大きな成果と考える。 

   教職員の資質向上については、研修会や公開研究会等への参加により、実践交流

を通した指導方法の工夫改善を図るとともに、本市における教育課題の共有化に結

びつくものと考える。 
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④安全・安心な教育環境づくりの推進 

   耐震化、防災機能の充実については、老朽化した施設・設備の改修や修繕の実施

により、児童生徒の安全と安心して学べる環境が確保されたことは大切なことであ

る。今後も計画的な取組を期待する。 

   学校の安全対策の充実については、各校の取組はもとより、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などの迅速な情報提供、通学路パト

ロールボランティアの活動等、地域ぐるみで児童生徒を見守る取組が広がりを見せ

ているものと考える。 

 

（２）社会教育 

⑤ふるさと意識を育て地域づくりに参加する青少年教育の推進 

心を育む体験活動の推進については、青少年を対象とした各種事業や研修が行わ

れ、子ども同士や異世代等とふれあう貴重な機会となり、参加者が 324 名に達した

ことは青少年の健やかな成長を形成する上で効果的であったと考える。 

   青少年団体活動の推進については、道教委が主催する各種ジュニアリーダー養成

講習会や姉妹都市、友好都市シニアリーダー研修交流会に青少年を派遣したことに

よって、リーダー養成とともに、団体相互の交流や各団体の活性化が期待できる。

少子化に伴い青少年団体が減少している中で、伊達市の次代を担うリーダーの養成

は、財政的な支援も含めて、今後も継続していくべき大切な事業の一つと考える。 

 

⑥主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくりの推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供については、多様な学習ニーズに対応して、

市民講座・市民カレッジに 411 人が受講し、生涯学習の活性化につながっているも

のと考える。 

   高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、長生大学の学生 242 名が相

互の研鑽と交流を通して、心身の健康と生きがいづくりの役割を果たしているもの

と考える。 

   家庭・地域の教育力の向上については、親同士、親子交流の場をつくり、子育て

の指導・支援を行うとともに、子育ての悩みに対応できる環境の充実を図っている。

また、今年度、伊達西小学校に「放課後子ども教室」を設置するとともに、実施校

の拡大を進めている。 

   図書館機能の充実については、ボランティア団体の協力により、絵本の読み聞か

せ会、おはなし会などの行事・イベントの開催や、寄贈図書の小学校巡回事業など

で読書活動の推進や図書館の利用促進の役割を果たしている。また、今年度、市民

の意見や要望を反映した図書館運営を行うため、「伊達市立図書館あり方検討委員

会」を開催し提言を行った。更には、伊達市立図書館運営協力会でも図書館機能の

充実について提言を行っている。 
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   男女共同参画社会の推進については、講演会事業を開催し男女共同参画意識の高

揚を図るとともに、女性国内派遣研修会にリーダー派遣を行って人材育成と研修内

容の環流を図っている。 

 

（３）芸術文化 

⑦個性あふれ、潤いのある地域文化の創造 

芸術・文化活動の充実については、小中学生に優れた舞台芸術を鑑賞させるため

巡回小劇場事業を実施し、貴重な体験機会となっており、今後も継続実施が望まれ

る。また、文化関係団体と伊達メセナ協会による連携事業では、市民に芸術・文化

を鑑賞する機会や作品展を提供している。 

   市民による創造型文化活動の推進については、伊達市文化協会との共催で市民総

合文化祭を開催し、市民サークルまつりでは、サークル活動の育成と発表の場、更

には、小規模文化サークル等の作品展示を行っている。今後も文化団体・文化サー

クルの育成のため、引き続き、財政的支援が必要と考える。 

 

⑧芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進 

芸術家の育成については、絵画と音楽の２分野で国際的に活躍している講師陣の

協力を得て、「絵画教室」と「伊達音楽アカデミー」を開催し、高度な育成事業を展

開し、人材発掘・育成に大きな役割を果たしているものと考える。 

   受託美術品等の保管と有効活用については、受託品を良好な状態で保管するとと

もに、展示活用についての検討が必要と考える。 

 

⑨歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

文化財の展示保管環境の整備については、伊達市開拓記念館の老朽化に伴い、現

在建設中の「だて歴史文化ミュージアム」での美術品や文化財等の効果的な展示活

用が期待される。 

   文化財の保存と積極的活用については、史跡北黄金貝塚公園の来訪者が１万人を

超えたほか、多様なイベントを実施し高い評価を得ている。今後は、解説ボランテ

ィア団体の高齢化が進んでいるため、新規会員の発掘・養成が必要と考える。 

   指定文化財の保護対策と指定化の推進については、有珠モシリ遺跡、若生貝塚、

旧伊達邸跡の指定化の推進とともに、国・道・市指定文化財の保存と維持管理を計

画的に進めることが必要と考える。 

   広域的な文化資源の活用の推進については、北海道・北東北縄文遺跡群の世界遺

産登録に向けた気運を高めるための更なるＰＲが必要と考える。 
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（４）スポーツ振興 

⑩スポーツ・レクリェーション活動の振興 

スポーツ活動の促進については、年齢や体力、健康志向等に応じた各種スポーツ

活動の機会の提供や各種スポーツ教室が開催されており、青少年から幅広い年齢層

を対象としたスポーツ活動の普及促進が図られている。 

   スポーツ施設の整備・充実については、総合体育館、温水プール、パークゴルフ

場、サッカー場などのスポーツ施設が充実しており、市民の健康・体力づくりに大

きく寄与しているものと考える。 

 

 

 

 


