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４ 外部評価 

 

 平成30年度（平成29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 

葛 西 正 敏 伊達市校長会会長（伊達市立長和小学校長） 

山 木 広 幸 伊達市ＰＴＡ連合会会長（伊達市立関内小学校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30年度（平成29年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               葛 西 正 敏 

 

１ 教育委員会の活動状況 

   教育委員会会議については、定例会において今日的な教育課題の対応等、様々な

教育に関する案件について、各委員の高い関心と問題意識のもと検討・協議されて

いる。 

市内学校の行事や伊達市教育実践研修会視察は本市における学校教育の現状を把

握するうえで大変有意義と考えるので継続を期待する。また、学校訪問は学校の良

さや課題を把握するうえで重要であり、昨年度は１校と少ない。短時間でかまわな

いので２・３年に一度は、すべての学校を周り学校経営について助言してほしい。 

 

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、確かな学力の定着状況の把握、授業改善の方向性を

みるうえで大変有効である。各学校では、学力・学習プランを作成し取り組んでい

るが、今後、家庭との連携による学習時間の確保等生活習慣の改善を市全体として

の取組に期待したい。 

 特別支援教育については、特別支援教育コーディネータや伊達市専門家チームを

活用し、乳幼児から中学校卒業まで一貫した教育が進められている。今後とも関係

機関との更なる連携を期待する。各校に特別支援教育支援員 15 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支援がなされている。今後は、通常学級
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にいながら支援を必要とする児童生徒が増えてくると予想されるので、適切な特別

支援教育支援員、介護員の配置を期待する。 

 情報教育の充実について、保護者と連携した情報モラル教育の継続は必要である。

新しい学習指導要領においては、小学校においてのプログラミング教育や小学校中

学年からの外国語教育が必修となる。また、主体的・対話的で深い学びのためにも、

他市町と比べて遅れているＩＣＴ環境整備（無線ＬＡＮ，電子黒板、デジタル教科

書、タブレット・・・）の充実を期待する。 

 環境教育の推進について、小中すべての学校で教育活動全体を通して取り組んで

おり、今後もコミュニティ・スクール等を活用して推進してもらいたい。 

 キャリア教育については、小中の教職員間の共通理解を図り、新学習指導要領に

対応したキャリア教育計画の整備を進め、将来の夢や目標をもつ児童生徒を増やし

てほしい。 

社会に応じた高等学校教育の推進について、市内高等学校のあり方検討委員会に

おいて、魅力ある学校、市内の中学生が市内の高等学校に通いたい学校を考え、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、市全体の考えとして要

望してほしい。 

 

 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、各校で全体計画の見直しを行い、特別の

教科「道徳」の研修が進められているところである。教科書が位置づけられ、「考え・

議論する道徳」への授業改善、道徳の評価について、道徳推進教師を中心とした計

画的な研修に期待する。読書については、「朝の読書」がすべての学校で実施される

など、各学校では読書活動の推進が図られている。今後、テレビやビデオの視聴時

間を減らし、家族全員で読書する時間をもうける「家読」の奨励を市全体として行

ってもらいたい。 

健やかな体を育てる教育の推進については、小中学校全学年で体力テストを実施

し、その結果をもとに「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。中学校女子の体力向上を重点に更なる取組の

充実に期待する。 

 体験的な学習・活動の充実については、すべての学校で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、社会奉仕にかかわる体験活動を実施している。

更なる活動の充実に期待する。 

 食育・健康教育の推進については、養護教諭や栄養教諭による保健指導、食育指

導がすべての学校で進められている。朝食を毎日食べる児童生徒の割合が高くなっ

てきているが、更なる健康に関する意識啓発の推進に期待している。また、アレル

ギー対応についてエピペンの研修が実施されている。継続するとともに食育センタ

ーと学校の連携を密に、アレルギー対応給食の導入を期待する。 
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 生徒指導・教育相談の充実については、いじめの早期発見・解決に向けた校内研

修をすべての学校で開催し、校内体制の充実を図っている。「いじめは、どんな所で

もおきる。」を念頭におき、「いじめは絶対にゆるされない。」ということを児童生徒

に浸透させ、伊達市いじめ基本方針に則った、市全体としての取組に期待する。 

 

 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、すべての学校でコミュニティ・スクール

を導入し、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ている。今後も

学校運営協議会を十分に機能させ、地域人材の活用や情報発信等、開かれた学校づ

くりの推進に期待する。 

 特色ある学校づくりの推進については、学校ごとに地域の人、ものを活用した学

習活動が行われている。今後も地域の歴史、伝統や文化に触れる学習活動を継続し

てもらいたい。 

 学校間の連携・継続の推進については、幼稚園、保育所と小学校、中学校区ごと

の小学校、中学校の交流や授業参観が行われ連携が図られている。接続する学校間

では、文書や面談によって効果的な引継ぎが行われているが、他の市町で行なわれ

ている就学時簡易テストが実施されていない。特別支援を必要とする児童に対して

の対応や入学時の学級措置面談のためにも必要であると考える。 

 

 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、小学校の耐震化率が 100％となっていない。各

学校で施設、設備の老朽化が進んでいるが、学校統廃合の進捗状況をみながら計画

的な改修をお願いしたい。 

 学校安全対策の充実については、交通安全、防災・防犯の各学校の取組や地域ボ

ランティア・スクールガードリーダーの巡回指導及び伊達市通学路安全推進会議の

開催や危険箇所の合同点検により大きな成果を上げていると思われる。また、有珠

山に近接する本市の地域特性を踏まえつつ、長和小学校の学校と保護者が連携した

ひき渡し訓練や地域合同の避難訓練の実施など地域社会全体で取り組む体制作りを

推進してもらいたい。 

 少子化に対応した学校適正配置の推進については、活力ある学習環境を創出する

ため、大滝区の義務教育学校、黄金小学校の東小学校への統合を保護者、地域との

複数回における協議のあと円滑に統合するため交流事業を積極的に行ったことは評

価することができる。今後も新たな課題を解決することを期待する。 

 

（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、「だてっ子遊び学び教室」、「親子クッキング」
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の開催により、昨年度より若干参加者が増加した。青少年団体の協力をお願いしつ

つ、子どものニーズを把握した体験活動を期待する。 

 

 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、だて市民カレッジ、

マイプラン・マイスタディ事業、市職員による宅配講座で市民の多様な学習ニーズ

に対し学習機会を提供している。更なる生涯学習の活性化に繋がるよう情報収集や

情報発信が必要である。 

 高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、高齢社会において、心身の

健康と生きがいは必要不可欠であるので学生のニーズを考慮し講義内容を検討して

ほしい。 

 家庭・地域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支援は、

ＰＴＡ活動の充実を図る上でも重要であるため継続した支援をお願いしたい。伊達

市ＰＴＡ連合会の研究大会の内容は、子育ての支援を行う素晴らしい内容であるが、

参加数が増えていない。日程設定や情報発信を工夫してほしい。新しい学習指導要

領では、社会に開かれた教育課程は強く言われている。学校が家庭や地域と連携す

るだけでなく、一体となった教育活動が求められている。伊達市すべての学校で導

入されているコミュニティ・スクールの活性化を期待する。 

 図書館機能の充実については、室蘭、登別の図書館ネットワークサービス広域化

事業の継続や絵本読み聞かせ会、おはなし会、大人も楽しむおはなし会等、充実し

た取り組みを行っている。しかし、図書館登録者数は増加しているが年間貸出数が

減少している。今後も利用者のニーズにあった図書資料の整備を期待する。子ども

に本を読ませるうえで最も有効な手立ては「家読」である。大人が本を読む大切さ

や必要性をもっとアピールしてほしい。 

 

（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、児童・生徒に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提

供するため巡回小劇場を継続して実施している。触れる機会が少ない伊達の子ども

たちにとって貴重な機会であるので継続してほしい。市やメセナ協会などによる定

期的な舞台・音楽公演を開催することで、芸術文化を鑑賞することが定着してきて

いる。今後もニーズに対応した開催を期待する。 

 

 ⑧芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進 

芸術家の育成及び受託美術品等の保管と有効活用について、二つの施策の達成度

の評価がＣ（着手したが遅滞している、期待ほど効果が上がっていない）である。

事業目的・取組事項に考慮する部分があるのか、実施状況に課題があるのか検討し
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てほしい。 

 

 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」の内装工

事の着手により文化財保存環境を良好に保つ設備が整えられている。噴火湾文化研

究所の改修も進んでいる。市の貴重な文化財を保存・活用する整備を今後も続けて

ほしい。 

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来訪者が１万人を超

え、「だて噴火湾縄文まつり」等、多様なイベントが評価されていることは喜ばしい

事である。ＰＲ活動の工夫により、利用者増につながることを期待する。 

 広域的な文化資源の活用の推進については、縄文遺跡群の世界遺産登録推むけ取

組が行われている。ＰＲを続けてほしい。 

 

（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 

スポーツ活動の推進については、各種体力づくり団体、スポーツ団体、スポーツ

教室の普及促進に積極的にはたらきかけられている。「春一番伊達ハーフマラソン」

「スキーマラソン大会」等、市外にも広く知られるようになってきている。今後も」、

レクリエーションスポーツから競技スポーツまで幅広い活動を支えてもらいたい。 

 スポーツ施設の整備・充実については、施設の利用促進が図られ、市民の健康・

体力づくりに成果をあげている。今後も計画な改修及び備品の更新を検討してもら

いたい。総合体育館で土日に各種大会が入ると、利用者の車を止める場所が少なく、

路上駐車も目立つ。温水プールやトレーニング室、総合体育館、カルチャーセンタ

ー利用の市民に多く、快適に利用してもらうため、駐車場の拡張、整備が必要と考

える。 
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平成30年度（平成29年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               山 木 広 幸 

 

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います。 

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います。 

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ところです。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ます。 

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よう期待します。 

 

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職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

共に教職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今後も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。
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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

導要領の改訂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全ての学校で見直し、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と考える。今後も、計画的な研修を各学校で

推進してもらいたい。 

 健やかな体を育てる教育については、各学校で「体力向上プラン」を策定し、そ

れをもとに体力向上を図ることはとても良いことだと思う。結果をもとに、日常的

に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。 

 体験的な学習・活動の充実に関しては、地域人材を活用し様々な活動が行われて

いるのが分かる。今後も、地域人材や施設、自然を利用できる環境整備を継続して

取り組んでいただきたい。 

食育・健康教育の推進については、栄養教諭による栄養指導やアレルギーに関す

る研修会等、健康に関する教育を推進してきたことがわかる。食育センターも稼働

し、なお一層児童生徒の健康のために給食を充実されることを期待している。 

 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、指導・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。 

 

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、学校評価の公開や関係者評価の全学校で

の実施など、様々な取組をしていると考える。また、全ての学校がコミュニティ・

スクールの指定を受け、地域や保護者の意見を学校運営に反映することができたこ

とは素晴らしいことである。今後も、コミュニティ・スクールを生かした地域人材

の活用を推進して欲しい。 

 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と考える。 

 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・
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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し

て欲しい。 

 

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ことだ

と思う。地域の見守りに関しても広がっており、今後より一層充実されるようお願

いしたい。 

 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

画が多く良いことだと思う。また、青少年教育事業においても 334 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

元できるように育成してほしい。 

 

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。実績は 431 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。また、学

生ボランティア活動の積極的推進は、今後も続けていただきたい。 
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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、「広報だて」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、図書館運営協力会の実施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、イベン

トなどの開催等、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・パネル展等充実した事業が行われ

ている。課題にもあるように、幅広い年代層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、芸術公演鑑賞者数が 7,171 名ということで、

大きな成果があったとものと考える。小中学生を対象とした巡回小劇場は本物の芸

術に触れる機会として今後も大切にしていただきたい。また、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今後も継続

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く有意義な活動であると

考えられる。課題にもある移動美術展についても、無理のない範囲で推進していた

だければと考える。 

受託美術品等の保管と有効活用については、対応方向にもあるように、だて伊達

歴史文化ミュージアム開館後、それを活用しながら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。 

 

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、平成 31年４月のだて歴史文化ミュージ

アム開館を目指した準備が確実に進められている。文化財を保護する上で大切な事

業であり、今後も充実した活動を期待する。 

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。 
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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

財産を維持管理するには、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

事業に向けて確実に進むことができていると考える。今後も伊達市の活性化につな

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している。今後とも充実させてほしい

と考える。また、「春一番伊達ハーフマラソン」「ノルディックウォーキング」「スキ

ーマラソン大会」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無理なく継続してほしい。指導者育成に関

しては、各種団体へ働きかけ指導技術を高めるよう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、体育館・プール・パークゴルフ場・野球

場と利用者も多い。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30年度（平成29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、学校訪問や学校行事の視察等を通して、子どもたちの学び

の様子や各学校の要望や課題等を的確に把握すること、更には、パブリックコメン

トの実施や社会教育施設の訪問など、市民の教育ニーズや今日的な教育課題に対す

る闊達な議論を期待する。 

 

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 

確かな学力の向上をめざす教育の推進では、全ての学校で全国学力・学習状況調

査や伊達市学力テストの結果を分析した学力・学習改善プランを策定し、学習指導

の工夫・改善が図られている。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し、学習指導の工夫・改善を期待する。 

   特別支援教育の充実については、支援体制や支援活動が充実しており、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期待される。 

   情報教育の充実については、情報化の進展に伴い、児童生徒に対する情報活用能

力の育成とともに、情報モラル教育を継続していくことが重要と考える。 

   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

が伺える。更に、コミュニティ・スクール等を活用しながら継続していくことが期

待される。 

キャリア教育の推進については、将来の社会的・職業的自立のため、児童生徒の

発達段階に応じたキャリア教育計画に基づいた実践化と、地域との結びつきが重要

であると考える。 

国際理解教育の充実については、外国語活動が小学校に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とともに、ＡＬＴの活用が重要な役割を

担っていると考える。 

社会の変化に応じた高等学校教育の推進については、伊達市内２校の高等学校が

それぞれ特色ある教育を進めているが、急激な少子化に対応していくためには、子

どもたちや保護者、地域住民がどのようなタイプの学校の設置を望んでいるか、十
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分な情報収集と論議が必要であると考える。 

 

②豊かな心と健やかな体の育成 

幼稚園教育の充実では、保護者の負担軽減のため、就園奨励費補助の継続をお願

いしたい。 

豊かな心を育む教育の推進については、道徳の教科化に向け、道徳教育全体計画

を見直し、道徳の教科書をもとにした年間指導計画の整備と評価について、道徳教

育推進教師を中心に計画的な研修の推進が期待される。また、読書活動の推進につ

いては、「朝の読書」等の継続とともに、伊達市立図書館の利用や家庭の協力を得て

読書活動の奨励に期待する。 

健やかな体を育てる教育の推進については、全ての学校で児童生徒の実態に応じ

た「体力向上プラン」を作成しており、体力・運動能力の向上に向けた指導の充実

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していくことが大切である

と考える。 

   食育・健康教育の推進については、全ての学校で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、食育指導が実施されており、更に、学校と家庭が連

携した取組が期待される。 

生徒指導・教育相談の充実については、学校全体で取り組む生徒指導体制が重要

であると考える。いじめ防止については、いじめアンケート調査の実施とともに、

いじめの早期発見・解決に向けた校内研修と校内体制の充実が求められる。また、

不登校児童生徒は様々な要因を抱えており、不登校児童生徒サポートハウスを活用

しながら、不登校対策訪問アドバイザーやスクールカウンセラー等のアドバイスを

得ながら取り組んでいく必要があると考える。 

 

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、学校評価を学校だよりやＨＰで公表した

り、地域に向けた公開授業を実施するとともに、学校評価の分析や地域・保護者の

意見を学校運営に反映させている。 

   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伝統、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、全ての中学校区で小中学校の学習指導や

生徒指導、授業研究会の交流、児童生徒交流などを計画的に実施している。また、

幼稚園・保育所と小学校低学年との交流など、今後とも効果的な引継ぎを期待する。 

   教職員の資質向上については、教職員の各種研修会への参加や研究指定校の指定
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によって公開研究会を開催することは各校の実践交流が深まるとともに、教職員の

資質向上に結びつくなど、子どもたちの指導に還元できるものであり、積極的な参

加を期待する。 

 

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は、老朽化した施設・設備の改修工事や修繕を

進め、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

に努めていただきたい。また、小学校の耐震化率 100％を期待する。 

   学校の安全対策の充実については、交通安全教室や防災・防犯教室が計画的に実

施されている。また、通学路パトロールボランティアやスクールガードリーダーの

巡回指導など、地域ぐるみで児童生徒を見守る取組が更に広がりを見せるよう期待

する。 

   少子化に対応した学校適正配置の推進については、保護者や地域の住民を対象に

意見交換や協議を行って、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、青少年を対象とした各種事業や研修が実施

され、子ども同士や異世代等とふれあう貴重な機会となり、青少年の健やかな成長

や社会性を養う上で積極的な参加の奨励が大切であると考える。 

   青少年団体活動の推進については、各種リーダー養成講習会等への派遣によって、

今後の青少年団体のリーダーシップの発揮や団体活動の活性化が期待できる。少子

化に伴う青少年団体の減少が懸念される中で、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、今後も継続していくべき大切な事業と考える。 

 

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、市民の趣味や教養などの学習

活動に加え、多様な学習ニーズに対応した身近な話題となるテーマの講座や市職員

による宅配講座では多くの参加者があり、受講後、自主的なサークルやグループと

して学習活動を継続していることこそ生涯学習の活性化につながっているものと考

える。今後とも魅力ある講座の企画や講師等の発掘に期待する。 

   高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、長生大学の学生が身近なテ

ーマ、関心の高いテーマを中心に受講しやすい講義や実技に配慮し、仲間づくりや

心身の健康と生きがいづくりを進める役割を果たしている。学生数が伸び悩んでい

ることから、気軽に参加できる環境づくりや運営面の検討が必要であると考える。 

   家庭・地域の教育力の向上については、ＰＴＡ活動は親同士の情報交流を深め、

子育ての悩みや子育て相談の場となっている。伊達市ＰＴＡ連合会が行う研究大会
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では各校の活動の交流とともに研修成果の発表交流は家庭教育にとって大きな成果

を上げており、今後ともＰＴＡ研究大会に対する財政的支援をお願いしたい。また、

家庭教育や子育て情報を広報紙でＰＲすることは意識啓発につながるものと考え

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る絵本読み聞かせ会、

おはなし会などの行事や各種イベントが開催されている。また、ブックスタート事

業、読書感想文・感想画事業、及び寄贈図書の小学校巡回事業などでは、本に親し

む環境づくりや図書館の利活用促進の役割を果たしている。今後、市民の意見や要

望を反映した伊達市立図書館あり方検討委員会がまとめた提言書の内容や伊達市立

図書館運営協力会から出された提言内容を取り入れ、図書館機能が充実していくこ

とを期待する。 

   男女共同参画社会の推進については、講演会等事業を継続することによって、男

女共同参画意識の高揚が図られるとともに、胆振女性リーダー養成研修にリーダー

派遣を行うことによって人材育成と研修内容の環流が図られることを期待する。 

 

（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、児童生徒に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供

するため巡回小劇場事業を実施しており、今後も継続実施が望まれる。また、文化

団体とＮＰＯ法人伊達メセナ協会の共催で実施している芸術・文化鑑賞会は定期

的・安定的に舞台公演が実施できるよう財政的支援の継続が必要であると考える。 

   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向上

を図るためには大切なものであり、市民総合文化祭を開催するとともに、市民の自

主的なサークル活動の育成と発表の場を提供するために、引き続き、財政的支援が

必要であると考える。 

 

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、高度な育成事業を展開している。本事業の継続的な実施とともに、基

礎的分野の人材育成についても検討すべきと考える。 

   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、だて歴史文化ミュージアムでの展示活用が期待される。 

 

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より、展

示物への影響が懸念されており、文化財の良好な保存とともにだて歴史文化ミュー

ジアムでの展示活用が期待される。 
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   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や迎賓館などが多彩

なイベントや体験活動を実施し高い評価を得ている。今後は、解説ボランティアの

高齢化が進んでいるため、新規会員や外国人観光客向けガイドの発掘・養成が必要

であると考える。 

   指定文化財の保護対策と指定化の推進については、計画的な保護対策と維持管理

を進めるとともに、指定化に向けた専門家や関係機関との事前協議や発掘調査等を

進めていくことが必要であると考える。 

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

遺産登録に向けた啓発イベントやＰＲ活動を進めている。今後とも、遺産登録に向

けた活動を推進するとともに、展示施設の整備と説明員や体験活動の指導員の発

掘・育成・確保が必要であると考える。 

 

（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

大会やスポーツ教室が開催されており、ニュースポーツの普及やスポーツ・レクリ

エーションを楽しむ機会を提供するなど、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。また、「春一番伊達ハーフマラソン」「おおたき国際ノ

ルディックウォーキング大会」「おおたき国際スキーマラソン大会」は、市民はもと

より、全道・全国からの参加者に楽しんでもらえるよう運営面の工夫、各スポーツ

団体やボランティアの協力を得て、知名度の高い大会になることを期待する。 

   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、利用者も多く、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。 

 

 

 

 


