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４ 外部評価 

 

 令和４年度（令和３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 

阿 部 聖 司 伊達市校長会会長（伊達市立伊達西小学校長） 

八木沼 剛 宏 伊達市ＰＴＡ連合会会長（伊達市立長和小学校ＰＴＡ会長） 

小 林 浩 路 伊達市社会教育委員会議議長 

 

(2) 主な意見 

令和４年度（令和３年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               阿 部 聖 司 

 

１ 教育委員会の活動状況 

   教育委員会の活動については、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、開かれた会のあり方を工夫し、また説明責任を果たしている。 

   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から伊達市の文化

的な取組まで、様々な案件について共通理解が図られ、また各委員とも高い関心と

問題意識を持った積極的な発言が見られたことから、有意義な活動状況であったと

考えられる。 

   視察・学校訪問については、令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響によ

り実施されなかったが、今後感染症が収束してから、また再開されることを期待す

る。その際には、現在取り組まれているＧＩＧＡスクール構想の取組状況について

も各学校の実態について視察していただきたい。 

 

２ 「第２次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社会を生き抜く力を育む教育の推進 

   伊達市学力テストの実施により、伊達市内の児童･生徒の学力実態を把握するとと

もに、結果に基づいた「学力･学習改善プラン」を各学校で作成している。子どもた

ちの学力診断となる貴重な機会であり、子どもたちにとっては学力の自己分析と課

題把握、今後の取組を考える資料となるとともに、学校、教員にとっては各校、各

自の授業改善を進める上での貴重な資料となり、活用の仕方によっては大変有効な
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ものとなる。 

   国語の授業の内容がよく分ると回答した割合が、小学校、中学校ともに目標値に

対しておおむね順調（中学校では順調）であるのに対して、中学校での数学の「よ

く分かる」と回答した割合が年々低下しており、ＩＣＴを効果的に活用した授業の

取組など、「学力･学習改善プラン」の工夫改善と、着実な実施による一層の授業改

善が求められる。 

   特別支援教育については、伊達市特別支援教育推進協議会を実施し、学校や保育

所、幼稚園等の関係機関が、児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な就学の場を

提供するために連携し、地域ネットワークづくりの充実を図っている。また、同協

議会の各支援部会において児童生徒一人一人に応じた就学の場を検討するととも

に、特別支援教育支援員・介護員の配置を実施し、児童生徒の学習支援や生活支援

を行っている。各学校において、支援員･介護員の配置は個のニーズに応じた指導･

支援にとって大変有意義であり、またこれからの時代必要不可欠となるインクルー

シブ教育の構築･確立の視点からも大変有効なものであり、今後も適切な配置を期待

したい。特別支援教育コーディネーターや伊達市専門家チームの活用についても、

特別支援学級児童･生徒の指導について貴重なアドバイスをいただいており、今後も

継続した取組を期待したい。「個別の教育支援計画」･「個別の指導計画」の作成と

活用についても適切に行われていることから、今後も学校と保護者、関係機関にお

いて、教育的ニーズに応じた効果的な活用がされるよう期待したい。 

   国際理解教育の推進については、小学校での外国語活動、外国語科が本格導入さ

れて２年が経過したが、移行措置の間に小学校外国語活動巡回指導教員研修事業の

活用がなされ、伊達市におけるＡＬＴの複数（３名）配置など、異文化理解･外国語

科の学習に対する環境整備が行われており、今後も継続した取組を期待したい。英

語を用いた体験活動を行う「だてっ子イングリッシュアドベンチャー」については、

新型コロナウイルスの影響で中止になったが、今後ますますグローバル化していく

社会を生きていく子どもたちの異文化理解を促し、外国語に対する興味関心を高め

るためにも、感染状況を見極めながら、必要な感染対策を施した上で実施すること

が望まれる。中学校の伊達市学力テストにおける外国語のスコアについて、全国平

均を下回っている状況であることから、小学校段階から外国語に興味･関心を持ち、

積極的に学習に取り組む態度を育てるよう、今後の授業改善にしっかり取り組みな

がら、小中連携を深め、学力向上につなげることが望まれる。また、小学校で外国

語の専科教諭が配置された学校があり、子どもに質の高い外国語授業を学ばせ、他

の教員にとっても授業改善のヒントをつかむ研修にもなることから、今後市内全小

学校に配置されることを期待する。 

   情報教育の充実については、ＧＩＧＡスクール構想の導入により、児童生徒一人

１台ずつ端末が貸与され、またＩＣＴ支援員が市内に３名配置されるなど、ＩＣＴ

の環境整備が急速に進んだ。その結果、「情報モラル」の育成に向けた取組の充実に
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ついて、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、情報

手段を適切に活用できるようにするための学習活動に取り組むとともに、情報機器

を利用する際の情報モラルを身につけさせる学習の充実が図られた。また、プログ

ラミング教育についても、一人１台端末を活用し、各学校での取組が進んでいる。 

   また、新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖や出席停止児童への授業のオン

ライン配信がされるなど、学習の保障といった面での活用がなされ、幅広い活用の

仕方が今後も期待される。それと同時に、情報機器活用のマナーなどネットトラブ

ルについて、全国的にも様々な事例が報告されており、伊達市内の子どもたちにつ

いてもトラブルの未然防止に向けた指導や取組の継続が望まれる。 

   キャリア教育の充実については、キャリアパスポートの導入により、自らの学び

を見通したり、自己の変容や成長を振り返ったりする活動の充実が図られ、発達段

階に応じた職場見学や職場体験、職業座談会が教育計画に位置づけられるなど、特

別活動を中核としながら学校の教育活動全体を通して体系的に児童生徒のキャリア

発達が促されており、将来への見通しについての評価指標も徐々に高い数値になっ

てきている。しかし、コロナ禍において体験活動や講師の招聘といった外部との交

流について制限がかかる中、計画通りに教育活動が行われないといった実態もあり、

外部人材を活用した教室などはオンラインによる実施など、様々な工夫をしながら

教育活動を進めることが望まれる。 

   環境教育の充実については、各学校において全体計画を作成し、各教科や道徳、

特別活動、総合的な学習の時間の中で取り組んでいる。新型コロナウイルス感染症

により活動の制限があり、見送られている内容もあるが、地域の特性を生かしなが

ら、それぞれの学校で特色ある取り組みを進めることが求められる。 

   安全・防災教育の充実については、有珠山噴火や津波等の自然災害、不審者等の

防犯や交通安全対策等に備え、各学校危機管理マニュアルの適宜見直しを図りなが

ら、関係機関と連携した実践的な防災訓練を行うなど、学校安全対策の充実が図ら

れている。新型コロナウイルスの影響により、外部機関との連携に一部制約が見ら

れた部分もあったが、感染状況を見極め、対策を十分に講じながら可能な範囲で安

全・防災教育の充実を進めていくことを期待する。 

 

 ②豊かな心を育む教育の推進 

   道徳教育の充実については、道徳の時間を柱とし、教育活動全体を通して道徳性

の涵養が図られるよう各学校で取り組まれている。特に、道徳の時間については「考

え・議論する道徳」を実践するための授業改善に取り組み、子供同士の対話を重視

した授業の構築に向けて研修が進められている。コロナ禍で授業形態など制限がか

かることが多かったが、今後はＩＣＴの活用など様々な工夫をしながら望ましい授

業の在り方に近づけるよう、よりよく生きるための道徳が養われる道徳教育がなさ

れることを期待する。 



- 80 - 

 

   生徒指導・教育相談の充実については、不登校問題、いじめ問題等、各学校にお

いて粘り強く取り組んでいる。ただ、教員だけでは解決できない案件も多くなって

きていることから、スクールカウンセラーの活用、スクールソーシャルワーカーの

学校訪問による相談体制の確立など、チームとしての取り組みが定着している。不

登校・いじめ等についてはゼロを目指しつつも、現状としては不登校やいじめに悩

んでいる児童・生徒、そして保護者がいる現実に対してしっかりと対応し、また常

にその芽はどこの学校にもあることを念頭に置き、未然防止、早期発見、早期対応

に向けて、学校と関係機関で連携を取りながら取り組むことが望まれる。 

 

③健やかな体を育む教育の推進 

   体力・運動能力の向上については、小学校では全国平均を上回っているものの、

数値の低い種目もあり、中学校では全国平均を下回り、前回と比べても合計点が低

くなるなど課題が見られる。各学校、体力向上プランを作成し、課題のある種目と

全体的な体力の向上に向けて取り組んでおり、また伊達市全体においても縄跳びに

力を入れるなど、特に課題となっている持久力の改善に向けて取り組んでいること

から、今後の各学校での確実な実践が望まれる。 

   食育・健康教育の推進については、地産地消、地場産物を活用した給食の提供な

ど地域とのつながりを子供たちに意識させる工夫が凝らされ、またランチメールや

献立メモの充実、栄養教諭の各校への派遣指導など食育指導の一層の充実がなされ

ている。子供たちが考案した給食メニューが実際の給食に採用されるなど、給食を

通して食への意識を高める工夫がなされ、今後も食育指導の一層の充実を期待する。 

がん教育や薬物乱用防止教室等の健康教育に対する取組については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、外部講師を招聘しての教室ができないなどの制約がある

中、各学校で教育課程に位置付け、自校職員が指導するなど工夫して実施されてお

り、今後も継続した取組を期待する。 

 

④地域と共にある学校づくりの推進 

   地域総がかりの教育の推進については、新型コロナウイルス感染症の影響により

学校運営協議会の開催を紙面に変更したり授業参観や給食の試食会を中止したりす

るなど制約された中での活動となった。しかし、協議会の会場を体育館にし、感染

対策を施しながら実施するなど工夫した中で教育活動への理解と情報共有、討議が

なされ、また協議会委員研修会への参加によってコミュニティ・スクールの目的や

どのような活動をすればよいのかを多くの委員が確認し、活動への意欲付けがなさ

れたことから、今後も地域全体で学校づくりをしていく基盤としてのコミュニテ

ィ・スクールの活動を継続していくことを期待する。 

   ふるさと創生教育の推進については、「だて学」を各学校の教育課程に位置付け、

それぞれの学校の特色を生かした取組を行っている。また、発達段階に応じた課題
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設定や課題解決、まとめや発信など、「だて学」を通して課題発見から課題解決、情

報発信といった探求型の学習能力を身につけることにもつながり、今後ますます活

動の充実が期待される。 

   異校種間連携・接続の推進については、乗り入れ授業、オープンスクールや教職

員の情報交流など、コロナ下でも感染対策をしながら可能な範囲での交流が行われ

た。今後、それぞれの接続段階で効果的な接続の在り方をさらに工夫しながら、継

続した取組を期待したい。 

   幼児教育の充実については、アプローチカリキュラム、スタートカリキュラムに

ついて取り組んでいるが、新型コロナウイルス感染症の影響により計画通りの実施

が難しかった。今後、カリキュラムをより良いものに整備し、感染状況を考慮しつ

つ、可能な範囲で取り組んでゆくことが望まれる。 

教職員の資質・能力の向上については、伊達市教育実践交流・研修会を実施し、

ＩＣＴ等の実践的な内容の研修を行った。多くの教員が参加し、効果的に端末を活

用した授業の進め方や、オンライン授業に役立つ知識や技能など、今日的な課題に

対応する実践的な研修を行うことができた。各学校の研修と併せて、伊達市内の教

職員の資質・能力の向上につなげる取組は今後も大切にしていく必要がある。 

 

⑤信頼される教育環境の整備 

   学校施設・設備の充実については、国の補正予算を積極的に活用しながら、東小

長寿命化改修、伊達小改築基本・実施設計、伊達中暖房設備改修が行われ、市立学

校の施設・設備の計画的な整備が進められている。また、今後、有珠小学校、長和

小学校と伊達西小学校との統合による２校の閉校にかかわり、備品等を有効活用で

きるよう準備を進めることが必要になる。 

   校外安全対策の充実については、コロナ下において、子供たちの命を守るための

必要な取組として各学校工夫を凝らしながら実施していた。特に交通安全教室や防

犯教室などは、地域の交通安全指導員や、警察署の協力を得て、連携を取りながら

実施することができた。また、通学路や校区の危険個所について、ＰＴＡや学校運

営協議会の協力を得ながら、事故防止のための情報提供や安全指導につなげており、

今後も継続した取組が大切と考える。 

   学校再編等の推進については、稀府小学校と東小学校との統合が計画通りに実施

され、令和４年度末に有珠小学校、同じく５年度末に長和小学校が閉校となり、伊

達西小学校との統合が予定されている。それに伴い、統合準備協議会が設置され、

子供たちの学ぶ環境に配慮した統合の在り方を検討しながら、児童や保護者の不安

を解消し、円滑な統合の実現に向けた努力が望まれる。 

   高等学校教育等との連携・支援については、令和３年度に伊達開来高等学校が開

校し、地域提案型の新しいスタイルでの公立高等学校がスタートした。学力向上や

部活動の活性化を通し、地域の子供たちが行きたいと思い、地域の人たちから愛さ
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れ、信頼される学校になるよう、市も支援し、連携を行っている。また、伊達高等

養護学校についても伊達市の特産である藍を使った特色ある教育活動に取り組んで

おり、地域に誇れる学校づくりが進んでいる。 

 

（２）社会教育 

 ①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 

   新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったり、説明書と材料配布のみ

の実施となったりするなど、活動がままならない状況であった。しかし、協力団体

とで内容を検討し、実施できたものについては一定程度の参加があり、内容を工夫

することで活動につなげることができたようである。感染対策を講じながら、安全

の確保と活動の両立を模索することが今後も求められる。 

 

 ②共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供および高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の

創出については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったり、回数が

減ったり、規模の縮小を余儀なくされた活動があったが、市民のニーズをとらえ、

それを反映した講座を開設したり、広報誌を用いて事業を周知するなど、市民が参

加しやすいよう工夫している。コロナ収束後に多くの市民が参加し、活動に充実感

を持ち、人と人とのつながりができるような働きかけを今後も継続することを期待

している。 

   家庭・地域の教育力の向上については、放課後子ども教室事業がコロナにより中

止になってしまった。しかし、家庭教育の重要さについて広報誌で啓発し、また放

課後児童クラブや青少年教育事業の枠組みを活用しながら今後の事業の在り方を検

討するなど、できることを模索していることから、今後の活動について可能な範囲

で取り組むことを期待している。 

   図書館機能の充実については、新型コロナウイルス感染症の影響により休館した

り利用方法や時間の制限を余儀なくされたりするなど、大きな影響を受けた。一方、

図書資料の差し替え・除籍や館内整備をし、利用しやすい図書館づくりが進められ

た。また、「みんなのオススメ本ポップコンテスト」を実施するなど、読書普及活動

強化が行われた。各学校でもコンテストに応募するなど、子供たちの読書活動啓発

につながっている。ただ、図書館にない本ではコンテストに応募できないことから、

子どもたちが本を選ぶ際に、図書館との連携を取りながらアドバイスをしていく必

要がある。 

 

（３）歴史・文化芸術 

 ①特色ある地域文化の推進 

   文化芸術活動の振興については、子どもたちが文化芸術に触れる機会の充実とし
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て毎年実施されている巡回小劇場が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな

った。しかし、だて歴史文化ミュージアムを活用した美術展覧会、アートビレッジ

構想に基づく、様々なレベルに合わせた人材育成事業については実施することがで

きた。伊達市は今後のさらなる活躍が期待される若手の芸術家や舞台演出家、映画

監督、写真家などが輩出しており、文化芸術活動の振興は魅力ある街づくりにとっ

ても大切であり、今後も継続した取組を期待する。 

 

②歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

   だて歴史文化ミュージアムについて、入館者数は、修学旅行期、行楽シーズンの

臨時休館により大幅減となったが、企画によって１日の入館者数が伸びたり、アン

ケート満足度が８割を維持したりするなど、博物館としての魅力は高く評価できる。

企画展や１階スタジオにおける各種催事、市民コレクション展示、各種イベント企

画などを通して市民や観光客が入りやすく、魅力を感じるような取組をすることで、

観覧者への価値理解を促すことにつながっているのではないか。また、市内の小中

学校の学習の場として、博物館の特色を生かした活用を図り、歴史文化資源を通し

てだて学の学習にも結び付いている。今後も、「集い学びあえる場」としての博物館

の魅力づくりを続けてほしい。 

   文化財の保護と適切な展示保管環境の維持については、世界文化遺産に登録され

た北黄金貝塚の景観保全や、指定文化財について市文化財保護条例に基づく適切な

対応に努めている。また、噴火湾文化研究所収蔵庫で、担当職員が日常的に空調設

備による温湿度設定のモニタリングにより埋蔵文化財を管理しているなど、文化財

の保護に対する取組がしっかりと行われていることがうかがえる。今後も国庫補助

金等を活用しながら、国の史跡指定を目指す遺跡について文化庁等への働きかけを

行い、北黄金貝塚を中心としながら多くの歴史文化をアピールできる、魅力あるま

ちづくりを進めていただきたい。 

 

（４）スポーツ 

①豊かな心身を育むスポーツの振興 

   新型コロナウイルス感染症の影響で中止になったスポーツ大会やリーダー養成事

業があり、またスポーツ少年団の活動を自粛せざるを得ない時期があるなど、スポ

ーツ活動も大きく制限を受けた１年であった。しかし、スポーツ活動の促進につい

ては、指定管理者と連携し、各種目の初心者教室等を開催するなど、年齢や経験に

かかわらず、健康と生きがいづくりのためのスポーツ振興に取り組むことができた。

地区によっては健康推進モニタリング事業として親子での運動教室を開催し、コロ

ナ対策としてオンラインでの開催を実施するなど、市民の健康促進と、豊かな心身

を育むための様々な取り組みが行われ、今後も活動の機会と環境の整備・充実を継

続していただきたい。 
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   スポーツ施設の整備・充実については、各施設の空き時間帯に、設置目的以外の

用途で活用するなど、有効活用が推進されたことは非常に素晴らしい。老朽化が進

む施設や近い将来修繕や更新が必要な備品等の修繕・更新を計画的に進めているの

で、これからも健康づくりのためのスポーツ環境の整備を持続的に取り組んでいた

だきたい。 
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令和４年度（令和３年度対象）教育委員会点検・評価報告に関する意見 

 

                               八木沼 剛 宏 

 

１ 教育委員会の活動状況 

   教育委員会会議については、毎月１回開催される定例会において、教育に関する

様々な案件について、高い関心と問題意識をもち、活発な検討・協議を実施し、必

要な議決を行っていると考える。 

   令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、学校訪問や市

内の教育施設等の訪問を計画どおりに実施できなかったことは残念なことである。

様々な機会を見付けて意見交換等を行ったり、各学校・施設の課題把握に努めたり

することは、これからも必要なことだと考える。今後もより一層、学校や各施設と

の連携を図りながら、要望や課題などを適切に把握し、様々な教育活動の効果的な

推進に尽力されることを期待する。また、ホームページや広報誌等を活用し教育委

員会の会議の様子や活動等の情報を適切に発信しながら、市民の理解を得られるよ

うにこれからも取組を継続してほしい。 

 

２ 「第２次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社会を生き抜く力を育む教育の推進 

   確かな学力の育成については、児童・生徒の現状を適切に把握し、成果と課題を

分析しながら、効果的な手段を講じることが大切であると考える。その意味におい

て、毎年実施されている「伊達市学力テスト」は、大変効果的な取組であると認識

している。結果を基に各学校において「学力・学習改善プラン」の作成を行う中で、

成果と課題を明確にしながら必要な手立てを考えたり、授業改善を実施したりする

ことで、子どもたちの学力の育成や教職員の資質の向上等につながっていくことを

期待している。 

   特別支援教育の充実については、伊達市特別支援教育推進協議会を実施し、その

中で児童生徒一人一人の現状やニーズ等を的確に把握し、必要な施策を実施してい

ると考える。また、各学校において、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

を作成し、日常の取組に活用したり、校種間の連携を図り切れ目の無い支援を継続

して実施したりすることは大切である。今後も様々なニーズを捉えながら、適切な

施策を実施できるように継続して取り組んでいただきたい。 

   国際理解教育の推進については、学校教育の場においても、ＡＬＴの学習サポー

トが適切に図られており、ネイティブの発音や会話表現を間近で見聞きし、実際に

自分たちで話したり、互いにコミュニケーションを図ったりする活動が展開されて

いると考える。日々のニュース・新聞報道等を見聞しても、これから国際化の進展
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は益々加速し、子どもたちが大人になり社会に出て行く頃には、日々の経済活動や

文化的な交流等、様々な活動が国境を越えボーダレスに展開していくことが予測さ

れる。そのような現状を考えると、世界の共通言語の一つとして、英語での表現を

駆使しながら活動する状況が必須であると予想される。今後も継続した取組を推進

し、外国語を用いたコミュニケーション能力の育成を図れるよう期待している。 

   情報教育の充実については、昨年度より１人１台のコンピューター端末が各学校

に整備配置され、それらを用いた様々な実践が行われていると認識している。これ

からも、授業での効果的な活用をはじめ、子どもたちに情報活用能力を育成し、そ

れらを安全に使用するためのモラルやマナー等が身に付いていくように、実践を積

み上げながら計画的に取り組んでいただきたい。 

   キャリア教育の充実については、それぞれの状況や将来に向けての希望等を把握

しながら、実際に自分の目で見たり、体験したりする取組の充実が大切だと考える。

コロナ禍の状況の終息が見えない中で、十分に実施できない取組等もあると思われ

るが、子どもたちに将来の展望などを考えることができるような様々な工夫を凝ら

した取組が展開されることを期待している。 

   環境教育の充実については、各教科・特別活動・総合的な学習の時間等、学校教

育全体を通して実践が図られており、地域のリソースを有効に活用した取組が行わ

れていると考えている。これからも、身近な地域に目を向けながら、自分たちの身

の回りの環境やそのよさに気付くような教育活動を展開できるように期待してい

る。 

   安全・防災教育の充実については、日常より危機意識をもちながら、万が一の状

況に備えることが大切だと考える。市内全ての学校において、そのことを念頭に置

きながら、防災訓練等が計画的に実践されている。地域との合同訓練の実施等も検

討しながら、警察などの関係機関・団体等と連携を取り、継続した取組を推進して

いただきたい。 

 

 ②豊かな心を育む教育の推進 

   道徳教育の充実については、道徳の授業を中心に学校教育の全体を通して、道徳

性が養われるように計画的に教育活動が行われていると認識している。自己肯定感

が若干低い傾向が見られるので、各家庭とも連携を図りながら、様々な場面を通し

て子どもたちに自分たちのよさや頑張り、また、成長している部分を実感させ、自

信をもって活動に取り組めるようになってもらえ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、問題を早期に発見し、必要な手立てを素

早く講じて組織的な対応を行っていくことが大切だと思われる。引き続き、教育相

談や生徒指導の充実が図られるように取組を推進していただきたい。また、生徒指

導上の問題が複雑多岐に渡る場合も考えられ、外部機関との連携を図りながら解決

に当たることも必要だと考えられる。スクールカウンセラーやスクールソーシャル
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ワーカー等の適切な配置や相談体制の充実等、体制の整備も引き続きお願いしたい。 

 

③健やかな体を育む教育の推進 

   体力・運動の能力の向上については、引き続くコロナ禍で運動機会が減少し、体

力の低下傾向が心配されていたが、徐々に状況も変化し、感染対策を施しながら、

通常通りに運動をする機会も増えてきていると感じる。調査等の数値を見ても、そ

の状況が反映され、体力の低下傾向に歯止めがかかり持ち直してきていると感じら

れる。学校等での取組でも、運動会等の行事の実施や日々の体力増進に向けての様々

な取組が実践され、感染対策を考えながらの実施等が継続的に行われている。成果

や課題等を整理しながら、健康・体力の向上に向けた様々な取組の実践が図られる

ように、継続した推進をお願いしたい。 

   食育・健康教育の推進については、子どもたちも「給食がおいしい。」「毎日、楽

しみにしている。」との声が聞かれ、食育センターが有効に機能し、子どもたちの成

長や食に対する豊かな体験等につながっていると感じている。また、地場の食材等

を取り入れたメニューもあり、農業が盛んな伊達市のよさを子どもたちに伝える有

効な手段として活用されている。食材の高騰等の状況があるが、給食の質を維持し

たまま更に地場の食材等を有効に利用した献立の工夫を図っていただきたい。また、

栄養教諭による専門的な見地に立った栄養指導も子どもたちに健やかな身体を育成

していく上での食の大切さを伝えるのに大きく貢献していると考える。引き続き、

食を通した健康に関する教育を推進していただきたい。 

がん教育の実施に対しても、病気の発症を防ぐためには、生活習慣の改善や予防

が大切なことが伝えられている。義務教育の段階から、がんに対する知識の普及に

努め、自ら予防に努めることができる生活習慣が身に付けられるように、引き続き

実践を図っていただきたい。 

 

④地域と共にある学校づくりの推進 

   保護者をはじめ、地域の住民が学校運営に参画し、子どもたちにどのような資質

や能力を身に付けさせるのかを考えたり、その為にどのような地域の人・物・事な

どの素材を生かして教育活動を展開していくのかを検討したりすることは、地域と

ともにある学校づくりを推進していく上で意義のある大切なことであると考えてい

る。数値の達成状況を見ると、そのことが十分に理解され、実践に反映されている

と考えることができる。ＰＴＡとしての活動や学校運営協議会での検討等を通して、

子どもたちに必要な力を育成していけるように、これからも施策の充実に取り組ん

でいただきたい。また、ここ数年において、市内の小学校の閉校・統合等が進めら

れている。統合校においても、それぞれの地域のよさや特色などを引継ぎ、さらな

る充実・発展が図られるような学校づくりが進められていくことを期待している。

ふるさと創世教育「だて学」の実施を生かし、それぞれの地域のよさや伊達市の特
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色や魅力について、子どもたちの気付きにつながるような取組を図っていただきた

い。 

   異校種間連携・接続推進、幼児教育の充実については、これからの未来を担う子

どもたちにどのような資質・能力を身に付けさせていくのかを明らかにするために、

校種間の連携接続を図りながら情報を交流することは大切なことであると認識して

いる。コロナ禍が続き、予定どおりに実施できない場面も予想されるが、現場の状

況を勘案しながら、無理の無い範囲で必要な取組を行っていただきたい。 

教職員の資質・能力の向上については、「伊達市教育実践交流・研修会」の開催を

通して、市内各校の実践を交流し互いに学びを深めたり、養護教諭等の研修会で専

門性を高めたりする取組が進められている。教職員の資質・能力を高めることは、

より良い教育活動を進めていく上で大切な要素であると考える。これからも社会情

勢の変化等を視野に入れながら、様々な教育課題に目を向け、教職員が必要な知識・

技術等を身に付けられるような充実した研修等を実施していただきたい。 

 

⑤信頼される教育環境の整備 

   学校施設・設備の充実に関しては、伊達市学校施設長寿命化計画の策定・実施に

基づき、伊達小や東小の学校施設の修繕等、計画的な取組が行われている。子ども

たちの学びの場である学校の教育環境を整えるのは、学習活動を円滑に進める上で

大変重要なことであると考える。学校現場の声を聞きながら現状を把握し、予算の

規模や効果等を見据えて計画的な実施をお願いしたい。 

   校外安全対策の充実については、各学校において、警察や関係機関と連携した訓

練や指導等が計画的に実施され、児童生徒の安全意識や防犯意識の醸成が図られて

いると考える。継続した取組の実施をお願いしたい。 

   学校再編等の推進については、統合予定校においても、子どもたちが自分の力を

発揮し学習活動に生き生きと取り組めるように、保護者や地域の意見等に耳を傾け

ながら、必要な施策が実行できるように取組を推進していただきたい。 

   高等学校の連携接続については、北海道伊達開来高等学校が開校したことから、

子どもたちや地域にとって魅力ある高等学校が構築できるように、さらなる教育課

程の整備や教育環境の充実等が図られるよう期待している。 

 

（２）社会教育 

 ①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 

   こころふるさと意識を育む体験活動の推進については、コロナ禍が続き、計画し

たものの半数が中止になる等、残念な面も見られるが、その中でも協力団体の中で

内容等の検討を図り、実施できたものについては 194 人の参加人数を数え、関心の

高さが感じられる。今後も現状に合わせた方法等を模索し、様々なアイディアを出

し合いながら取組を進めていただきたい。 
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   交流活動を通じた地域づくりに参画する人材の育成については、姉妹都市との交

流派遣中止等は残念ではあるが、現状で可能な方法を考え、成人式はコロナ対策講

じた上で実施できたことは、青少年団体との連携を図る上での大きな成果であると

思われる。コロナ禍の終息が見通せない現状ではあるが、引き続き可能な方法等を

考えながら取組を推進していただきたい。 

 

 ②共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供については、市民講座をはじめとして、市

民のニーズを取り入れた企画・運営が成されていると考える。新型コロナウイルス

感染防止の観点から、市民講座は４講座中３講座の開催、市民カレッジは４講座中

２講座の開催と予定していた講座数を下回った結果ではあるが、現状を考えた上で

は十分満足のできるものであると思われる。今後も市民のニーズ等を把握しながら、

より魅力的な講座の開催が実行できるよう期待している。 

   高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、長生大学での学習が、伊達

及び有珠の各会場で 10回の開催が実施されている。長生大学に目的感をもち参加し

ながら、充実した学びにつなげている方も多数いると思われる。学生数の減少傾向

が見られるが、広報誌等を活用しながら活動をＰＲし、生涯を通じた豊かな学びの

一助になれるように引き続き取組を推進していただきたい。 

   家庭地域の教育力の向上については、引き続き広報誌等を通じた家庭教育の大切

さについての啓発活動をお願いしたい。また、この２年間、新型コロナウイルス感

染防止等のため事業を行えていない状況が見られる。放課後児童クラブとの連携や

青少年教育事業の枠組みでの活用等が対応方針にも記載されているが、現状を考え

た上で可能な形での取組方法の検討等を進めていただきたい。 

 図書館機能の充実については、図書資料の差替・除籍等を進めたり、利用者が選

びやすいように著者名の見出し等の館内整備を実施したりと、より良い読書環境の

構築に向けて実践が図られていると感じる。昨年度の臨時休館が計 50日となり年間

の利用者数は減少傾向にあるが、１日の平均来館者数が増加している等の結果を見

ても、環境の整備等が反映されているものと考えられる。これからも利用者のニー

ズを把握しながら、図書資料の充実や読書の普及活動に継続して取り組み、図書館

機能の充実・発展が図られるように取り組みを進めていただきたい。 

 

（３）歴史・文化芸術 

 ①特色ある地域文化の推進 

   文化芸術活動の振興については、事業の中止等が続き、鑑賞者数の減少も見られ

るが、様々な機会を通し芸術文化等にふれることのできる機会を確保することは、

生活に潤いを与え豊かにする上でも大切なことだと考える。また、子どもたちに舞

台鑑賞機会の提供を図る巡回小劇場の取組も芸術的な素地を養う上で貴重な体験に



- 90 - 

 

なると思われる。今後も市民のニーズを把握しながら、文化・芸術活動に直接ふれ

られる機会の確保を図っていただきたい。 

 

②歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

   歴史文化資源の活用については、だて歴史文化ミュージアムにおいて、歴史文化

資源を活用した特別展等を開催することを通して、市民や観光客等にその価値を伝

え、文化資源の保護につなげる施策が行われている。閉館日の増加で入館者数の減

少傾向が見られるが、アンケートによる満足度も８割を越える等、高い割合を維持

している。引き続き、指定管理者との連携を図りながら、魅力ある企画の実行や展

示方法の見直し等を進めていただきたい。 

   文化財の保護と適切な展示保管環境の維持については、昨年度、北黄金貝塚を含

む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録され、注目が集まっていると

考える。貴重な文化遺産である遺跡群を子どもたちの学習活動の場として有効に活

用するとともに、人類共通の宝である北黄金貝塚をはじめとした地域の文化資源の

保護とさらなる活用を図れるよう施策の充実に取り組んでいただきたい。 

 

（４）スポーツ 

①豊かな心身を育むスポーツの振興 

   スポーツ活動の促進については、年齢や経験に関わらず、誰もが気軽にスポーツ

に取り組み、その楽しさを実感することは、健康で生き生きとした暮らしを送る上

でも大切な要素であると考える。引き続き、伊達市スポーツ協会等の関係団体と連

携を図りながら、事業の展開を進めていただきたい。併せて各種スポーツ少年団活

動・部活動等の補助や指導者の育成等の事業にも継続して取り組んでいただきたい。 

   スポーツ施設の整備・充実については、予算面を考慮しながら施設の維持・管理

を計画的に進めたり、指定管理者との連携を図ったりするなど、より多くの市民が

施設を有効に活用できるような施策の充実をお願いしたい。 
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令和４年度（令和３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、定例会において、各委員の高い関心と問題意識をも

って教育に関する様々な案件について検討し、議決されていると考える。定例会の

開催予定や傍聴の案内、会議録等については、ホームページに掲載するなどして市

民に公開している。 

コロナ禍の影響で、学校訪問や各教育施設の視察が実施されなかったが、子ども

の学びの様子や学校が抱えている課題の把握、各教育施設の状況把握など、今後と

も継続して実施していただきたい。また、今日的な課題であるヤング・ケアラーの

実態調査や、オンライン学習による子どもへの影響について検証していく必要があ

ると考える。 

 

２ 「第２次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社会を生き抜く力を育む教育の推進 

  確かな学力の育成については、国語、算数で概ね順調に向上しているが、中学校

数学の授業内容が「よく分かる」と回答した生徒の割合が低いことから、「学力・学

習改善プラン」の見直しと指導方法の工夫・改善によって目標達成の向上が期待さ

れる。 

   特別支援教育の充実については、すべての学校において、通級指導教室及び特別

支援学級に在籍する児童生徒の個別の教育支援計画や個別の指導計画が作成されて

いる。また、就学先や進学先等への引継ぎにも活用されており、子どもの成長段階

や、状況等の変化に応じた合理的配慮について、個別の教育支援計画や個別の指導

計画を検討・修正しながら切れ目のない支援に活用されることが期待される。 

国際理解教育の推進については、伊達市学力テストにおける外国語の平均点が全

国平均よりやや下回る結果であり、ＡＬＴと連携したこれまでの実践を生かした効

果的な指導方法の工夫・改善によって、子どもたちが外国の文化や習慣に慣れ親し

み、外国語を用いたコミュニケーション能力の向上が期待される。 

   情報教育の充実については、児童生徒一人ひとりに情報活用の実践力、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の

継続が重要である。また、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒一人に１台の

ＰＣ端末が整備された状況から、今後、発達段階に応じたプログラミング教育の充

実が期待される。 

   キャリア教育の充実については、児童生徒の発達段階に応じてキャリア形成の方
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向性と、将来の生き方や希望進路の実現、職業情報を収集・整理し、主体的に学習

活動に取り組めるよう、学校のキャリア教育全体計画に基づいた実践化が期待され

る。そのため、伊達地区ネットワーク会議への参加により、職場見学や職業体験を

通して児童生徒のキャリアプランニング能力の育成が図られるよう、地域との連

携・協力が重要と考える。 

   環境教育の充実については、すべての学校において、各教科、特別活動、総合的

な学習の時間等、学校の教育活動全体を通して環境教育に関する学習が継続して実

践されており、高い評価となっている。地域の将来を見通し、自らの課題としてと

らえ、課題解決に向けて自分たちができることを考えて行動できる子どもの育成が

期待される。 

   安全・防災教育の充実については、自然災害等に備え、警察や消防署等の協力を

得て、避難訓練や防犯教室等を学校教育の中でとらえることは、大変、重要なこと

と考える。 

 

 ②豊かな心を育む教育の推進 

  道徳教育の充実については、「考える・議論する道徳」の授業改善や指導に生きる

評価の在り方に係る校内研修の充実を図るとともに、自己を深く見つめ、自己肯定

感を高め、人間としてよりよく生きるための道徳性が養われるよう、道徳教育全体

の工夫・改善が期待される。 

   生徒指導・教育相談の充実については、教員だけでは解決できないことも多くな

ってきており、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配置を継続

し、いじめや不登校、ネットトラブル、ネグレクト、更には、ヤングケアラーの調

査を行って、様々な児童生徒の置かれている状況の把握や、保護者が抱えている複

雑な悩みに即して、学校と家庭、市教委、市の関係部署、及び警察、児童相談所、

医療機関などと連携した対応が期待される。 

 

③健やかな体を育む教育の推進 

   体力・運動能力の向上については、すべての学校において伊達市体力テストを実

施し、児童生徒の実態に応じた「体力向上プラン」を作成し、持久力も含めた個々

の体力・運動能力の向上を目的とした指導の工夫・改善に活用されることが期待さ

れる。 

   食育・健康教育の推進については、安心安全な給食の提供と栄養バランスのとれ

た給食内容の充実を図り、新たな地場産食材を活用した献立の見直しが期待される。

また、栄養教諭派遣事業の継続的な実施によって、食育指導や給食指導の充実が期

待される。 

がん教育や薬物乱用防止教室、性に関する指導の実施については、すべての学校

における教育計画に基づき、保健体育や学級活動、及び外部講師を招聘した講座が
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実施されており、取組の充実が期待される。 

 

④地域と共にある学校づくりの推進 

   地域総がかりの教育の推進については、すべての学校で、保護者や地域住民が各

校の学校運営協議会や様々な活動に参加して、地域とともにある学校づくりが進め

られている。 

   ふるさと創生教育の推進については、地域の専門的な知識を有する人材や地域の

施設、副読本等を活用し、小学校から中学校、市内高等学校も含め、すべての学校

でふるさと創生教育「だて学」が、発達段階に応じた学習プログラムによって実施

されることが期待される。 

   異校種間連携・接続の推進については、小学校体験入学や幼稚園・保育所交流、

中学校区を基本とした児童・生徒の交流、異校種間の教育課程の接続や児童・生徒

に関する引継ぎ、指導方法に関わる研修会の推進により、円滑な接続を図っている。

また、市内高等学校と小・中学校との教育活動上の連携、指導方法に関わる交流や

情報交換が推進されており、今後とも、効果的な接続が期待される。 

   幼児教育の充実については、コロナ禍の影響で計画通りには実施できなかったよ

うだが、就学前の幼児が円滑に小学校や義務教育学校前期課程の生活がスムーズに

送れるように、市内の幼稚園、認定こども園、保育所の年長児が交流する「アプロ

ーチカリキュラム」の実施と、小学校や義務教育学校前期課程入学後も生活にスム

ーズに適応していけるように、生活科を中心に学科的・関連的な指導、弾力的な時

間割の設定、指導方法の工夫や指導計画を作成して実施する「スタートカリキュラ

ム」は、子どもたちや保護者の不安解消と負担解消にとって効果的な取組として実

施されており、今後とも、工夫・改善し継続されることが期待される。 

教職員の資質・能力の向上については、『伊達市教育実践交流・研修会」で、今日

的な研修課題ともいえるＩＣＴ等をメインテーマにした実践的な内容で関心が高

く、参加率を押し上げたものと思われる。また、養護教諭、栄養教諭、事務職員等

の研修会では、専門分野の研修内容とともに、事前に研修テーマを把握してテーマ

設定することは課題の共有化と資質向上に有益と考える。 

 

⑤信頼される教育環境の整備 

  学校施設・設備の充実については、伊達市学校施設長寿命化計画に基づいた増改

築工事の実施と学校の統廃合等、施設の将来的な動向や財源等を踏まえ、学校施設

が計画的に整備されていくよう期待される。 

   校外安全対策の充実については、警察など関係機関と連携した交通安全教室や防

犯教室を実施し、児童生徒の交通安全意識や防犯意識の向上を図っている。また、

登下校安全対策推進会議等により、校区の危険個所対策の検討と通学路の安全確保

の徹底が期待される。 
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  学校再編等の推進については、児童生徒が望ましい学校規模の中で学び、資質や

能力を更に伸ばしていけるよう、子どもたちの教育環境をよりよいものにするため、

伊達市立学校適正規模配置（案）に基づき、保護者や地域への十分な説明と調整を

行っていくことが大切と考える。 

   高等学校教育等との連携・支援については、子どもたちや地域にとって魅力ある

高等学校として構築されるよう、今後とも支援していただきたい。 

 

（２）社会教育 

 ①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 

   こころとふるさと意識を育む体験活動の推進については、子ども同士や親子、異

世代等がふれあう貴重な機会であり、青少年の健やかな成長と社会性を養う上で大

変重要であると考える。コロナ禍の影響で参加者数は減少したものの、引き続き、

協力団体と連携して、充実した事業内容の改良とともに、新たな参加者の創出に向

けた取組が期待される。また、青少年指導センター指導員と実施している巡回指導、

夏季海水浴場キャンプ場の巡回、広域列車添乗補導などは、大変、重要なことと考

える。 

   交流活動を通じた地域づくりに参画する人材の育成については、姉妹歴史友好都

市シニアリーダー研修交流事業がコロナ禍の影響で中止となったが、少子化に伴う

青少年団体の減少が懸念される中、リーダー養成研修や、伊達市成人式では、青年

団体の協力を得て新成人実行委員会を組織し、自ら企画立案運営するなど、地域づ

くりに必要な人材の育成事業として期待される。 

 

 ②共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進 

生涯にわたる充実した学習機会の提供については、コロナ禍の影響で講座数の縮

減が余儀なくされたが、今後とも、市民ニーズに対応した多種多様な講座や講演会

を企画し、講座の時間帯や曜日、シリーズ等も検討し、市民が参加しやすい講座を

開設することが期待される。 

   高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出については、近年、高齢者の就労が増加

傾向にあり、入学者数が減少し、転居、疾病、死亡などによる在学生の減少傾向が

続いている。学生数確保のためには、広報紙等による積極的なＰＲ活動と、在学生

の学習ニーズを把握し、講義内容等の充実を図っていくことが重要と考える。 

   家庭・地域の教育力の向上については、コロナ禍の影響で開設されなかったが、

今後、有償ボランティアの確保とともに、放課後児童クラブとの関連から、「学習の

日」「遊び・交流・体験の日」の事業推進方策や取組方法について検討していくこと

が必要であると考える。 

   図書館機能の充実については、利用者のニーズに基づいた図書資料の整備や配架

を工夫するなど、読書普及の促進に努めている。コロナ禍の影響で臨時休館や滞在
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時間の制限がなされたにもかかわらず、１日の平均来館者が増えたことは、コロナ

禍で図書館利用の要望が増加した証しでもあり、ネット予約や電話予約による窓口

貸出などの対応が期待される。また、懸案事項である伊達市立図書館の新築、ある

いは、増改築の早期着工が期待される。 

 

（３）歴史・文化芸術 

 ①特色ある地域文化の推進 

   文化芸術活動の振興については、市民向け舞台鑑賞機会の提供として、伊達市・

室蘭市・登別市３市で行っている西いぶり定住自立圏文化事業やだて歴史文化ミュ

ージアムを活用した各種展覧会を実施している。また、市内全児童生徒に優れた舞

台芸術を提供する巡回小劇場事業は、コロナ禍の影響で中止となったが、今後とも、

引き続き、財政面の支援が必要と考える。 

 

②歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

   歴史文化資源の活用については、コロナ禍の影響で入館者数は減少したものの、

企画によっては、来館者の満足感や充実感が得られたものと考える。 

文化財の保護と適切な展示保管環境の維持については、世界文化遺産に登録され

た史跡北黄金貝塚の景観保全に努めるとともに、有珠モシリ遺跡と旧伊達邸宅の史

跡指定に向けた計画を策定し、国史跡指定の働きかけが必要である。また、史跡や

展示施設の説明ガイドやヤングボランティアの組織化、学芸員等の発掘・養成・確

保が必要と考える。 

 

（４）スポーツ 

①豊かな心身を育むスポーツの振興 

   スポーツ活動の促進については、年齢や経験に関わらず、健康や生きがいづくり

に向けて、誰もが気軽にスポーツに取り組むことができるよう、各種目の初心者教

室や地域間・世代間交流に向けたスポーツ大会の開催、更には、ニュースポーツの

普及促進が図られている。今後、青少年期の適切なスポーツ指導や個々の心身の発

達に応じた適切な指導が行えるようスポーツ指導者の養成が必要であると考える。 

   スポーツ施設の整備・充実については、コロナ禍においても、積極的に施設の利

用が図られ、市民の健康・体力づくりに寄与している。また、空き時間帯にスポー

ツ以外の団体利用や、市民のニーズに対応した有効活用が図られている。今後、指

定管理者等と連携して、施設の老朽化への対応や、修繕、備品等の補充など、更新

計画の作成準備に取り組む必要があると考える。 

 

 


