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Ⅰ 点検・評価制度の概要                

 １ 経緯 

平成18年 12月の教育基本法の改正及び平成19年３月の中央教育審議会の答申等を踏

まえ，平成19年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」と

いう。）が改正され，平成20年４月から施行された。 

地教行法の改正目的である「教育委員会の責任体制の明確化」の一つとして，同法第

26条の規定に基づき，教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価（以下「点検・評価」という。）を行うことが義務付けられたことに伴い

実施するものである。 

 

 ２ ⽬的 
教育委員会は，地域の学校教育，社会教育等に関する事務を担当する行政機関として，

すべての都道府県及び市町村等に設置されている合議制の執行機関である。教育委員会

制度は，首長から独立した行政委員会として，多様な属性を持った複数の委員の合議に

より中立的な意思決定を行い，住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督す

るというレイマン・コントロールの仕組みにより，広く地域住民の意向を反映した教育

行政を実現しようとするものである。 

事務の点検・評価は，上記地教行法第 26 条の規定に基づき，教育委員会が自ら管理・

執行する事務のみならず，教育長に委任された事務や事務局職員等に委任された事務を

含む広い意味での教育に関する事務の管理及び執行状況を点検・評価することにより，

効果的な教育行政の推進に資するとともに，市民への説明責任を果たすことを目的とし

ている。 

 

 ３ 対象事業の考え⽅ 
本年の点検・評価の対象事業は，前年度である平成 28 年度分の事業実績に加え，当該

年度が「仙台市教育振興基本計画 2012-2016」の最終年度であることから，平成 24 年度

から平成28年度までの５年間の振り返りも合わせて実施することとした。また，対象範

囲は，学校での学習指導・生徒指導に関することや社会教育に関することなど地教行法

第21条で「教育委員会の職務権限」として規定されている事務をはじめ，市長の補助執

行として行っている事務を含む本委員会が所管するすべての事務としている。なお，本

市の場合，例えば学校における体育に関することを除いたスポーツに関する事務は市長

の職務権限に属しているほか，青少年教育に関することなどは市長部局に補助執行させ

ており，これらは点検・評価の対象としていない。 

事業のまとめ方については，仙台市実施計画の重点分野及び分野別計画に定める事業を

踏まえつつ，教育委員会が行っている主な事業を網羅する形で対象事業を選定した。 

 

 ４ 学識経験者の知⾒の活⽤ 
地教行法第26条第２項の規定による有識者の知見の活用については，教育委員会事務
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局が行った点検・評価（自己評価）の結果について，選任した学識経験者４名から個別

に意見を聴取した。 

 

 

◎点検・評価について意⾒を聴取した学識経験者 
 

 阿子島 佳美（あこしま よしみ）氏 

元仙台市社会学級研究会会長 

 

牛渡 淳（うしわた じゅん）氏 

仙台白百合女子大学教授・前学長 

 

  佐藤 静（さとう しずか）氏 

宮城教育大学教職大学院教授 

 

 梨本 雄太郎（なしもと ゆうたろう）氏 

宮城教育大学教職大学院教授 

(50音順) 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第26条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局

職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，

公表しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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Ⅱ 平成 27 年度実績に対する学識経験者の意⾒への対応状況 

平成 27 年度の事務の管理及び執行の状況に対し，学識経験者より聴取した意見のう

ち，総評で特に言及のあった項目及び個々の施策の一部の項目における平成 28 年度の

対応状況については以下の通りである。 

※平成 27 年度点検・評価にかかる意見聴取を行った学識経験者（２名） 

  牛渡 淳 氏 

  梨本 雄太郎 氏 

 

  総評より 

○ いじめ自死事案を受け，その反省の上に立ち，子どもが安心して通える学校を目指

して仙台市がその見本を示し，全国のモデルとなることを期待したい。 

（平成 28 年度の対応状況） 

  いじめ防止対策については，本市教育行政における最重要課題として位置づけ，

全市を挙げて取り組んできた。平成 28 年度は，いじめ対策専任教諭の全市立中学校

への配置，市立小学校への児童支援教諭・いじめ対策支援員の配置，教育委員会事務

局へのスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置，24 時間いじめ

相談専用電話の設置など，いじめの未然防止・早期発見・早期対応に最優先で取り組

むための施策の拡充を図り，これまでに取り組んできた継続事業も含めて総合的に推

進した。 

  しかしながら，本市は本年度にも新たな自死事案が発生するという重大な課題を

抱えており，今後二度と同様の事態が起こらないよう，調査・検証を踏まえたうえで，

実効的ないじめ防止対策の推進に徹底的に取り組んでいく必要がある。 

（施策の分野 「学校教育」ミッション１） 

 

 

○ 仙台市の教育の特色の学校における地域の多様な人的リソースを積極的に活用す

る「地域に開かれた学校」は，本市教育事業の先見性・積極性を示すものであるが，

その質をさらに高めるためにこれらの事業を一層強化・拡大していくことが必要で

ある。 

（平成 28 年度の対応状況） 

「学校の応援団」である学校支援地域本部は，地域住民がありとあらゆる場面で

児童生徒の学校生活のサポートに努めており，円滑な学校運営に重要な役割を担っ

ている。 

平成 28 年度は，設置校を更に拡大し，市内全中学校区への設置が完了した。今後

は，未実施校への支部設置や，これまでの取り組みの効果を踏まえた更なる活動の

充実を進めていく。 

    （施策の分野 「地域・家庭」ミッション１） 
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○ 質の高い，個性豊かな教育事業の実現に資する学術・文化・経済の面での高い水準

と豊かな歴史を持つ本市の特色をより自覚的に受け止め，効果的に活用していくこ

とが，教育事業をより魅力あるものにしていくと考えられる。 

（平成 28 年度の対応状況） 

  「仙台市教育振興基本計画」の第１期の最終年度を迎え，これまでの取り組みの

振り返りを行った。 

平成 29 年度からの「第２期仙台市教育振興基本計画」の策定に際し，第１期計画

の振り返りも踏まえ，仙台独自の自然や歴史・文化，人材などの貴重な資源により

育まれてきた「仙台ならではの教育」を次の世代へ引き継ぐべく「仙台カラー」を

基本的方向のひとつに位置付けた。  

 

 

 

  個々の施策にかかる意⾒より 

○ 「中学校区・学びの連携モデル事業」で明らかになった成果と課題に基づき，さら

なる検討を期待したい。 

（平成 28 年度の対応状況） 

小中が連携し，指導体制・指導方法の改善に取り組むことで中学校への進学に不

安を感じる児童が減少し，いわゆる「中１ギャップ」の緩和が見られたことや，小

中の教員同士の相互理解が進み，教職員の教育力が高まり児童生徒に学習規律・生

活規律の定着が進んだこと，異年齢交流により児童の情操を育てるだけでなく，企

画力，コミュニケーション能力が向上したことなど様々な場面で効果が見られてい

る。 

  引き続き，モデル事業の取り組みの全市への展開を推進していくとともに，小中

連携に関する調査・研究を実施し，本市の実情に合った接続・連携の拡大を図って

いく。 

               （施策の分野 「学校教育」ミッション３） 

 

 

○ 道徳の教科化の全面実施を控える中で，「考える道徳」「議論する道徳」への転換に

向けた教員の研修機会の充実に期待したい。 

（平成 28 年度の対応状況） 

平成 30 年度（中学校は 31 年度）からの「特別の教科 道徳」の完全実施に向け，

「考え，議論する道徳」への転換を図るために，学校での道徳教育推進の要となる道

徳教育推進教師を対象とした「新任道徳教育推進教師研修」「道徳教育推進教師研修」，

教員一人一人の授業力向上を目指した「小中学校道徳教育研修」「道徳教育研修」の 4

研修を実施した。また，教育センターの調査研究委員会では，「考え，議論する道徳」
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の授業づくりに取り組み，その成果を研究発表会での発表及びリーフレットの配布を

行い，教員への理解啓発を図った。 

引き続き研修の充実を図るとともに，刊行物やＷｅｂ上で情報発信を行い，道徳教

育の充実を促進していく。 

                （施策の分野 「学校教育」ミッション１） 

 

 

○ トップアスリートの学校への派遣は，児童生徒の運動への興味関心の高まりと，教

員の指導力向上につながるため，さらなる充実を期待したい。 

（平成 28 年度の対応状況） 

 児童生徒の体力・運動能力の向上を図るための取り組みとして実施しているトッ

プアスリート派遣事業については，２校増の小中学校 47 校に派遣し，授業支援を実

施した。スポーツ選手への憧れによる児童生徒の運動への興味関心の醸成や，高い

技術力に基づく授業支援による教員の指導力向上が効果的に図られている。 

（施策の分野 「学校教育」ミッション２） 

 

 

○ 「特別支援中高連携事業」の推進は評価できるが，対象を市立高校のみではなく，

早急に公私立高校との間でのシステムも構築することを望みたい。 

（平成 28 年度の対応状況）  

保護者の希望を前提とし中学校で作成した「中高連携サポートシート」を用いた

引継ぎは，障害のある生徒の高等学校への進学にあたり，適切かつ円滑な支援に効

果的であった。これまで仙台市立高等学校のみを対象にしていたが，平成 28 年度か

ら宮城県立高校と私立高校にも対象を拡大したことにより，活用件数も４件から 16

件と大きく増加した。今後もさらなる活用の拡大を図り，障害のある生徒に関する

中高の引継ぎを円滑に行う体制を強化していく。 

（施策の分野 「学校教育」ミッション６） 

 

 

○ 「楽学プロジェクト」や「仙台子ども体験プラザ」での体験が学習意欲や学習向上

につながるよう学校教育課程全体の中での位置づけを再認識し，さらなる充実を期

待したい。 

（平成 28 年度の対応状況）  

  「楽学プロジェクト」や「仙台子ども体験プラザ」での体験学習は，机上の学習

では得ることのできない職業観の醸成や，将来の目標を達成するための学習意欲の

向上の契機となっており，自分づくり教育の中核をなす取り組みとなっている。 

  平成 28 年度は，職場体験等において日頃から協力をいただいている地元企業等に

対し感謝を伝えるため，中学生がスタッフとなり「仙台自分づくり教育アワード」

を開催した。 
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  今後も地元企業等との連携を深めながら，児童生徒がより興味や関心をもてるよ

うな魅力的なコンテンツづくりを進めていく。 

                 （施策の分野 「学校教育」ミッション４） 

 

 

○ 各市立高校が広く市民に学びの機会を提供していることは評価できるが，開放講座

の少なさが気になった。市民センターなど他の学習機会との違いを明確にしたうえ

で，それらと連続した形での事業展開が期待される。 

（平成 28 年度の対応状況） 

学校開放講座の特色は，講座内容が各校の専門性や特長を生かし，実用性の高い

地域活動支援・人材育成の視点から構成されている点や，生徒を講師の補助として

配置し，受講者の学びをきめ細やかに支援することにより，生徒が受講生と交流す

る社会的体験の貴重な場となっている点など，受講生と在校生双方に効果がある点

である。 

現在各校において２～３講座を合計 10 時間実施しているが，空き時間を用いて実

施するという時間の制約があるうえ，生徒向けの授業内容の一般向けカリキュラム

への組み直し，スタッフとなる生徒へのレクチャーなど学校側の準備が必要である

ことから，講座数を増やすことは難しい状況にある。しかしながら受講者の満足度

は高いことから，今後もより効果的・積極的な広報活動を行っていくとともに，講

師となる市立高等学校教員のキャリアアップにもつながる内容など講座の充実化を

図る。 

（施策の分野 「生涯学習」 ミッション１） 

 

 

○ 「朝読書」など学校における取り組みは定着しており，今後の課題は読書の質と学

校以外における読書の推進である。子どもの読書をさらに促すためにも，図書館機

能を充実させ，子どもの周囲の大人が読書に親しむ環境をつくるよう期待したい。  

（平成 28 年度の対応状況） 

  子どもの読書活動の推進に関連する計画として，「仙台市図書館振興計画（第二次）」

及び「仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）」※を策定した。 

いずれの計画においても，子どものうちから読書に慣れ親しむことの重要性，保

護者・地域の住民など，周りの大人が読書のきっかけや環境をつくることの必要性

を掲げ，家庭で家族が一緒に読書をし，同じ話題を共有して感想を伝え合う「家読

（うちどく）」の推進や，どこに住んでいても情報が身近に届くサービスの充実とし

て「サービススポットの整備の検討」（図書館振興計画）など，市民一人ひとりが読

書に親しむ環境づくりを推進するための新たな施策を掲げた。 

※計画期間はいずれも平成 29 年度～33 年度 

（施策の分野 「生涯学習」ミッション１） 
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○ 現代アートの魅力を発揮することでまちの魅力と人々の活気を引き出す平成 28 年

度からの新しいプロジェクトに期待したい。 

（平成 28 年度の対応状況） 

  平成 28 年度からの新規事業として，現代アートの持つ発見性や吸引力，発信力を

取り込みながら，地域資源を活用したプロジェクトを展開する「せんだい・アート・

ノード・プロジェクト」を開始し，アーティストによるプロジェクトや，人材育成・

市民啓発等の事業が始動したところである。 

  平成 30 年度までの３年間を第１期として取り組んでいくこととしており，今後も

引き続き各プロジェクトの効果的な展開を図っていく。 

       （施策の分野 「生涯学習」ミッション４） 

 

 

○ 中教審における新学習指導要領に対応して，今後，ＩＣＴ活用をより本格的に進め

ることが必要となる。 

（平成 28 年度の対応状況） 

  学校におけるＩＣＴ環境整備については，新学習指導要領の全面実施を踏まえ，

平成 29 年度から平成 31 年度までの３年間で全小学校，平成 32 年度及び平成 33 年度

の２年間で全中学校にタブレット端末を整備することとし，平成 28 年度は，モデル

校として小学校・中学校の各１校ずつにタブレット端末を試験的に導入した。 

  また，児童生徒の情報活用能力の育成を図るため，学校コンピュータ室への教育

用コンピュータの整備を計画的に進めた。 

   （施策の分野 「教育環境」ミッション５） 
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Ⅲ 点検・評価の基本的な考え⽅について         

本市では，平成 24 年度から平成 28 年度までを対象期間とする「仙台市教育振興基

本計画 2012-2016」（第１期計画）に基づき，各種教育施策を展開してきた。また，平

成 29 年１月には，第１期を経た次の第２期の計画として「第２期仙台市教育振興基本

計画」を策定し，平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間を対象期間とし，本市が

目指す教育の姿の実現に向け，４つの基本的方向に基づき各種教育施策を展開するこ

ととした。 

平成 28 年度分の施策の実績については，第２期計画の体系に基づき点検・評価する

こととし，合わせて，この報告書における点検・評価の様式も変更することとした。 

また，平成 28 年度は，第１期計画の最終年度であることから，各施策の５年間の取

り組みの成果や課題等について，第１期計画の体系に基づき評価することとした。 

 

 １ 平成 28 年度の施策の点検・評価 
平成 28 年度分の施策の実績については，第２期計画（平成 29 年度から平成 33 年度

まで）の体系に基づき評価することとし，この報告書では，第２期計画に掲げる次の

「４つの基本的方向」や，それを達成するためのミッション，ミッションを実現する

ための各施策といった事業体系により作成している。 

基本的方向１ 学校教育「心豊かでたくましい子どもを育てる」 

基本的方向２ 生涯学習「学びにあふれ交流するまちをつくる」 

基本的方向３ 地域・家庭「ともに子どもを育て，豊かな学びをつくる」 

基本的方向４ 教育環境「学びを支える確かな土台づくりを進める」 

 

また，計画の進行管理にあたっては，評価指標を設定することで効果的な促進を図

ることとしており，各事業の内容や期待される効果等に応じて，以下の４つの類型の

評価指標のいずれかを設定することとした。 

なお，評価指標として平成 33 年度末時点における具体的な数値目標を設定している

事業について，目標値に対する実績値の状況は様々であるが，評価指標については，

各事業の達成度を評価する際の参考指標という位置付けとし，評価については各事業

の進捗状況等を踏まえ総合的に行うものとする。 
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〔 評価指標についての基本的な考え⽅ 〕  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 第１期計画の振り返りについて 
第１期計画（平成 24 年度から平成 28 年度まで）における各施策の５年間の取り組

みの成果や課題等については，第１期計画の体系に基づき評価することとし，この報

告書では，第１期計画に掲げる次の「５つの基本的方向」に合わせた事業体系により

作成している。 

１ 子どもたちの可能性を広げる学校教育を実現する 

２ 家庭での親と子の学びを応援する 

３ 市民一人ひとりの学びの機会と活動を広げる 

４ 人と社会をつなぐ豊かな学びを創出する 

５ 「学びのまち・仙台」を支える基盤を充実させる 

 

 

 

１ アウトカム型：事業を通じて直接的な効果や理解度などが測定できるもの 
（目標値設定あり） 
例：学力検査結果，利用者アンケート結果 
 

２ アウトプット型：事業の活動や事業結果が定量的に示せるもの 

（目標値設定あり） 

          例：ボランティア登録数，入館者数 
 
３ ロードマップ型：計画期間内の事業計画が決まっており，事業の進捗が年次で示

せるもの（目標値設定なし） 

            例：施設整備事業，タブレット端末整備事業 
 

４ 例 年 実 施 型 ：毎年同じ内容で着実に実施しているもの（目標値設定なし） 

例：就学援助事業，ＰＴＡ活動の支援 

※実績値が示せるものは過去３年間程度の実績値等を示す。 
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【４つの基本的⽅向】

ミッション２：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実

ミッション４：
豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

ミッション１：豊かな⼼の育成 ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤

学校教育基本的⽅向１：

地域・家庭基本的⽅向3：

⽣涯学習基本的⽅向2：

教育環境基本的⽅向4：

ミッション３：
学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

ミッション１：
地域とともに歩む学校づくりの推進

ミッション２：
親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供

ミッション３：
地域を⽀える⼈づくりと地域づくりへの貢献

ミッション１：教職員がより⼦どもに向き合える体制づくり

ミッション３：⼦どもたちの安全・安⼼の確保
ミッション４：安全・安⼼な学びの場の提供
ミッション５：ＩＣＴ教育環境の整備・充実
ミッション６：学びのセーフティネットの充実

ミッション２：健やかな体の育成
ミッション３：確かな学⼒の育成
ミッション４：未来の創り⼿となるための⼒の養成
ミッション５：震災の教訓を⽣かした防災対応⼒の育成
ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

第２期仙台市教育振興基本計画は，第１期計画において掲げた仙台の教育の姿の実現に向け，基本的方向を４つに分
類するとともに，仙台独自の取り組みや特色ある施策を「仙台カラー」と位置づけ，その中でも「仙台ならでは」の６つの
施策を計画期間の平成29～33年度で重点的に推進することとしている。
評価対象となる28年度は第２期計画期間外であるため，「仙台カラー」にかかる事業については該当外とする。

【構成イメージ】

学びにあふれ
交流するまちをつくる

⼼豊かでたくましい
⼦どもを育てる

ともに⼦どもを育て，
豊かな学びをつくる

学びを⽀える
確かな⼟台づくりを進める

仙台カラ―

「仙台ならでは」
の施策

学校教育

地域・家庭

⽣涯学習

教育環境

基本的⽅向１：

基本的⽅向3：

基本的⽅向2：

基本的⽅向4：

第２期仙台市教育振興基本計画の構成について
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Ⅳ 点検・評価の結果                   

  凡例 

本市教育委員会の事務を，平成29年１月に策定した「第２期仙台市教育振興基本計画」

に基づき，４つの基本的方向－ミッション－施策－事業の体系とし，ミッション・事業

の単位において点検・評価を実施した。 

また，ミッションの単位において学識経験者から聴取した意見を掲載した。 

 

  評価指標の表記について 
各事業の個票においては事業の性質に即して４つの分類の評価指標を設定し，進行管理

をすることとする。この評価指標はミッションの達成度を評価する際の参考指標という

位置付けとし，ミッションの評価は各事業の進捗状況等を踏まえ総合的に評価するもの

とする。 
 

①アウトカム型…事業を通じて直接的な効果や理解度などが測定できるもの（目標値設定あり） 

■平成 33 年度までの評価指標   アウトカム  ■実績 
  H28 H29 H30 H31 H32 H33 

 

 

●●と答えた児童⽣徒の割合 
●％ 

●％      

 

②アウトプット型：事業の活動や事業結果が定量的に示せるもの（目標値設定あり） 

■平成 33 年度までの評価指標   アウトプット  ■実績 
  H28 H29 H30 H31 H32 H33 

 

 

●●施設利⽤者数 
●⼈ 

●人      

 

③ロードマップ型：計画期間内の事業計画が決まっており，事業の進捗が年次で示せるもの 

■平成 33 年度までの評価指標及び実績   ロードマップ  
 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

       
 ●●調査

完了 
     

 

④例年実施型…毎年同じ内容で着実に実施しているもの（目標値設定なし） 

         増減・動向を示すため，実績値が示せるものは過去３年間について表記 

■評価指標及び実績   例年実施  
 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

       
 ●●件数

 ●●件 ●●件 ●●件    
 

●●の実施 

●●事業実施のための準備 ●●事業実施 
←事業計画に対する 

実績 

（下段） 

←当該事業のうち 

記載可能な実績値 

（下段） 
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 いじめ防⽌対策の総合的な推進             

 

  1 いじめ防⽌対策の総合的な推進に係る点検・評価の実施 

平成29年４月，市立中学校の生徒が自死を図り，尊い命が失われるという重大かつ

深刻な事案が発生した。本市においては，平成26年及び平成28年に発生した２件の自

死事案を受け，強い危機感を持ち再発防止に向けた取り組みを進めてきたが，３件目

の自死事案を防ぐことができなかった。 

加えて，平成29年４月に発生した自死事案においては，教員による当該生徒への体

罰があったことが発覚した。 

これら自死事案が発生した背景の把握とともに問題点・課題に対して真摯に向き合

い，改善のための適切な取り組みを着実に進め，痛ましい自死事案を繰り返さないこ

とが学校及び教育委員会に課せられた使命であることを教職員一人ひとりが強く意識

し，全力で取り組んでいかなければならない。 

この平成29年４月の事案に係る詳細な調査は教育委員会の第三者機関である「いじ

め問題専門委員会」において進めていくこととしているが，現在，既に明らかとなっ

た課題を踏まえた緊急的な対応を順次進めている。さらに，中学生の自死という大変

痛ましい事案がなぜ三度生じることとなったのか，これまで進めてきたいじめ防止対

策における課題についても改めて明らかにすべく，本市としてさらに深く検証を進め

ているところである。 

本年度の「点検・評価」においては，こうした経過を踏まえ，本市のいじめ防止対

策に対する多角的な検証とともにより実効的な対策の推進のために，平成28年度にお

けるいじめ防止対策の総合的な取り組みを総括的に取り上げ，学識経験者から意見を

いただくものである。 

なお，個別の事業実績や詳細については，施策の分野ごとに掲載する。 

 

  ２ 平成28年度の施策と取り組み 
平成28年度は，いじめによる自死の再発防止のため，いじめ防止対策を本市教育行

政の最重要課題とし，全市立学校の校務分掌にいじめ対策のコーディネーターとして

の役割を担う「いじめ対策担当」を位置づけ，教職員一人ひとりが「いじめはどの学

校でも，どの子どもにも起こりうるもの」との認識を持ち，学校全体で組織的な対応

を行えるよう，以下に掲げる主要事業をはじめ，種々の施策・事業について取り組ん

だ。なお，当該施策・事業については，基本的方向１「学校教育」及び基本的方向４

の「教育環境」に掲げる個別事業のページにも再掲するものとする。 
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 (1) いじめ防止対策に係る組織の設置 

  ・いじめ不登校対策班を教育委員会事務局（学校教育部教育相談課）に設置し，い

じめ・不登校への対応の支援など，いじめ・不登校防止対策を推進した。【新規】 

  ・いじめ対応等相談教職員支援室を教育委員会事務局（教育人事部教育センター）

に設置し，いじめ対応，学級運営，保護者対応などに関する教員からの職務上の

相談に対して，経験豊かな元教員が助言・指導を行った。【新規】 

(2) いじめ防止対策に係る人的支援の充実 

・いじめ対策専任教諭を市立中学校等（全中学校，中等教育学校及び特別支援学校

の64校）へ配置し，校内におけるいじめ防止対策の中核的な役割を果たした。【新

規】 

・児童支援教諭を小学校36校へ配置し，いじめ・不登校及び発達障害等の課題に対

応するためのコーディネーターとしての役割を発揮した。【新規】 

・いじめ事案の課題を抱える小学校に，元警察官や元教員をいじめ対策支援員とし

て一定期間配置し，校内の巡回・指導を実施した。【新規】 

・各学校にスクールカウンセラーとして臨床心理士などの専門知識や技能を有する

人材を配置し，児童生徒及び保護者へのカウンセリングや教員への助言等により

心の問題の解決を図った。 

・社会福祉上の諸課題に対して専門的な助言指導のできるスクールソーシャルワー

カーと，児童生徒の心のケアや教員へのコンサルテーションを行う教育委員会事

務局配置のスクールカウンセラーを学校に派遣し，専門性に応じた支援を実施し

た。【拡充・新規】 

  (3) いじめの未然防止 

   ・学校，家庭，地域が連携し，「いじめをしない・させない・許さない」という児童

生徒の意識を高める取り組みを推進する「いじめ防止『きずな』キャンペーン」

を全校で実施した。また，全市立中学校の代表生徒による「いじめストップリー

ダー研修」を実施し，いじめ防止リーダーの育成を図った。 

   ・情報化が急激に進展する社会情勢において，児童生徒が自ら判断して行動できる

資質・能力の育成を図るため，学校と家庭が連携し啓発リーフレットを作成する

など，効果的な情報モラル教育を推進した。 

   ・人権教育資料「みとめあう心」の小学校版を改訂し，「命の大切さ」，「いじめの根

絶」についての指導内容を充実させた。 

  (4) いじめの早期発見・早期対応 

   ・24時間対応可能ないじめ相談専用電話を設置し，相談体制の充実を図り，迅速な

対応を行った。【新規】 
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   ・児童生徒の誹謗中傷や個人情報の流出等，インターネットに関わる問題を早期に

発見して学校に情報提供するほか，削除依頼や学校での指導に係る技術的な助言

等を行った。 

   ・教育委員会事務局配置の指導主事，スクールソーシャルワーカー及びスクールカ

ウンセラーによる「いじめ不登校対応支援チーム」が全市立学校を巡回訪問し，

組織体制や取り組み状況の確認，いじめアンケート後の処理や対応状況の確認を

行い，困難事案や重大事態に発展することのないよう，学校に対して指導・助言

を行った。 

   ・教職員のいじめ問題への対応力向上のため，子どもの置かれている環境への理解

や事例研究に関する研修を実施し，いじめ防止体制の充実を図った。 

・「学校・家庭連携シート」を「学校・家庭・地域連携シート」に改訂し，家庭での

チェック項目や相談窓口の一覧等を掲示したリーフレットとして市立学校の全児

童生徒の家庭に配布した。 

 

  ３ 平成29年度に実施する新たな取り組み等（当初予定事業） 

平成29年度においては，前年度までの取り組みの継続的な実施と併せ，以下の対策

を図ることとしている。 

  (1) 小学校への児童支援教諭の追加配置 

小学校に配置する児童支援教諭について，36校から60校へと拡大する。 

  (2) 「仙台市いじめ防止基本方針」の見直し及び「いじめ防止マニュアル」の改訂 

平成29年３月に改定された国のいじめ防止基本方針を受けて，「仙台市いじめ防止

基本方針」の見直しを行い，いじめ防止対策の充実化を図る。併せて，いじめ事案

への適切な対応の更なる徹底を図るため，「いじめ防止マニュアル」を改訂する。 

  (3) 自死予防教育の推進 

自死予防教育の手引き作成，自死予防教育モデル校への講師派遣などの取り組み

により，児童生徒の自死予防を推進する。 

 

  ４ 平成29年４⽉に発⽣した⾃死事案を踏まえた今後の対応について 

   平成29年４月に発生した自死事案については，これまでの学校及び教育委員会によ

る調査経過において，教員のいじめに対する認識やその取り組みに差があったこと，

配慮を要する生徒の指導方法や対応に関する情報の共有が不十分であったこと，学校

と保護者との連絡・連携が不十分であったこと，さらには体罰に対する誤った理解が

あったといった重大な課題が浮き彫りとなっている。  

   こうした課題を踏まえ，現下の重大かつ緊急な事態において本市の児童生徒を守る
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ために，いじめ防止対策の基本に立ち返りながら，全市立学校において緊急的な対応

を実施したところである。今後，いじめ問題専門委員会における調査の進捗も踏まえ

つつ，より具体的で効果的な取り組みを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

いじめ防止対策は，教育委員会の最重要課題として，数々の対策がなされてきていた

が，第三の深刻な事案が発生したことを重く受け止め，問題点の把握と課題に対して真

摯に向き合い早急に改善してくことが望まれる。今後は，いじめの未然防止，早期発見，

早期対応などの取り組みはもとより，いじめ防止対策に係る組織（「いじめ不登校対策

班」「いじめ対応等相談教職員支援室」）の設置やスクールカウンセラー等の専門的な技

能を有する人的支援が充実し，より速やかに機能していくことを期待したい。 
また，教職員一人ひとりが「いじめはどの学校でも，どの子どもにも起こりうるもの」

との認識を持ち，学校全体で組織的に対応するとともに，情報の共有や伝達をしっかり

と進めるように実践して頂きたい。そして，子どもたちの僅かな変化にも気づき，きめ

細かな対応のできる安全な教育環境をつくるために，学校・家庭・地域の連携を強化し，

地域ぐるみで子どもたちの成長を見守って行けるような取り組みに期待する。 

「いじめ」について，仙台市教育委員会が様々な面から防止・対応策を工夫し実施し

ている努力は評価したい。ただし，それでもいじめ自死事案が後を絶たない現実をどう

考えるのか。それぞれの対策が真に「機能」しているのかどうかを改めて検証すること

が必要であろう。特に，子どもと直接かかわる学校現場の教職員一人一人の意識改革と

専門的知識を高めるための研修を徹底すること，いじめの発見と対応を迅速かつ適切に

行えるよう，学校内外の体制やプロセスの問題点を洗い出し，再検討すること等が必要

であろう。さらに，いじめの原因となる傾向が強いインターネットへの巡視や情報モラ

ル教育・人権教育のさらなる充実強化，初期対応を迅速適切に行うためのスクールソー

シャルワーカーの増員，そして，何よりも，「自死予防教育プログラム」を「全校」で

実施できるよう研究開発を急いで頂きたい。 
教育を受けることは，子どもたちの人間としての基本的人権であり，教育の内容と質

は，まさに，子どもたちが人間としてどれだけ尊重されているかの現れであろう。仙台

市教育委員会が多方面からいじめ防止といじめ対応のための方策を実施していること

は評価したい。しかし，それでも，痛ましいいじめ自死事案が生じたことは，痛恨の極

みと言ってよいだろう。子どもの命を守ることは，教育の最も根本的な役割であるが，

それを防げなかったことは，関係者に反省を促すものであり，何が足りなかったのか，

衆知を集めて，真剣に防止対策に取り組んでいただきたい。集団生活の中でいじめその

ものを100％根絶することは難しいかもしれないが，少なくとも，それが自ら命を絶つ

という悲劇につながることは防ぐ必要があろう。仙台市教育委員会の第２期教育振興基

本計画における最優先事項の一つとして取り組んで頂きたい。 
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 佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

新たな対策として，いじめ不登校対策班の設置，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増員配置，いじめ対応等相談教職員支援室の設置，

いじめ対策専任教諭の配置，24 時間対応いじめ相談専用電話の設置等が実施さ

れたことが評価される。いじめ防止とともに，自死予防を含む児童生徒の心と命

を守り育てるための教育的支援の取組が求められており，教職員研修とともにス

クールカウンセラー等の有効活用が望まれる。 

新たな事案の発生に対応し，取り組みを強化したことは評価できるものの，全

体としてまだ対処療法的な傾向が強いことは否めない。 
いじめが発生するプロセスの中で，「加害者」でも「被害者」でもない「観衆」

「傍観者」と呼ばれる立場の児童生徒の役割が重要だという議論もある。現代社

会を生きる上で必要な人間関係・問題解決能力をどのように身につけるのか，す

べての児童生徒に関わる学校の教育課程全体の問題ととらえる必要がある。 
また，この問題を学校だけで解決できないならば，生徒や保護者が相談・連絡

できるような外部の相談窓口の強化が必要であり，例えば匿名性を守るための電

子ツール（携帯電話・スマートフォンのアプリなど）の導入も検討すべきであろ

う。 
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18 ページ

19 ページ

19 ページ

20 ページ

20 ページ

※

21 ページ

21 ページ

※

22 ページ

22 ページ

23 ページ

23 ページ

24 ページ

※

24 ページ

25 ページ1-2-5

福祉教育・人権教育の推進

心のバリアフリー推進

情報モラル教育の推進

インターネット巡視の実施

1-1-8 不登校児童生徒等のサポート体制の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-9 不登校の未然防止の取り組み

1-2-1 道徳教育の推進

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・1-2-4

1-1-7 不登校児童生徒等に対する適応指導の充実

・・・・・・・・・・・・・・・

1-2-2

1-2-3

・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-10

1-1-11

1-1-12

自立支援指導員の派遣

震災に伴う児童生徒の心のケアの実施

学校における音楽・芸術の鑑賞会の実施

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

施策２ 互いを理解し思いやる⼼を育む取り組みの推進

1-1-5 心のケア緊急支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-6 自死予防教育の推進

基本的⽅向１：学校教育

■全体の点検・評価

■学識経験者の意⾒

 

 

　不登校児童生徒等への支援体制として，適応指導センターによる適応指導や，教員ボランティアや支援団体との連携による支援活動を実
施してきているが，本市の不登校児童生徒数は増加傾向にある。
　今後は，新たに外部の有識者からなる不登校対策検討委員会を設置し，改めて不登校のきっかけや要因を把握するための必要な調査を
行ったうえで，不登校の改善に向けた実効的な対策を検討・実施していく。
　道徳教育の推進については，道徳の特別教科化の全面実施（小学校は平成30年度，中学校は平成31年度）に向けて，指導案の作成な
どの授業づくりや，教科書採択などの準備を適切に進めていく必要がある。

■教育委員会の⾃⼰評価

 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　不登校の原因は多岐にわたっており，総合的な対策が必要とな
る。不登校対策検討委員会の設置により，効果的な対策が実施
されることを期待したい。また，不登校の傾向が出始めた児童生
徒への早期の対応が重要であり，迅速かつ適切な対応を行う体
制を作るためにも，今後はスクールソーシャルワーカーの増員を
お願いしたい。「豊かな心の育成」のために，特別な教科となる道
徳教育と人権教育を充実させていただきたい。さらに，「音楽・芸
術の鑑賞会の実施」を高く評価したい。美しいもの，優れたものに
触れる機会をさらに増やし，前向きに生きる力を子どもたちに与え
て頂きたい。この事業は今後も継続して頂きたい。

　学習支援や人間関係，発達障害支援等を含む未解決の課題が，不
登校児童生徒数の増加やいじめ問題の背景にあることが推測され
る。震災後の落ち着かない状況もそうした子どもたちの生活状況に影
響している可能性がある。子どもたちの心の状態に細心の目を配りな
がら，他者と共同生活するための共生の力の育成や，自死予防につ
ながる心と命を守り育てる教育的支援，発達障害のある児童生徒に
対する学校適応支援等が求められている。

　不登校の背景には，生活や学習の状況，他者との関わり合いにおける問題，発達上の課題など，様々な要因が存在している。今後は，新
たに設置する不登校対策検討委員会を十分に機能させ，多岐にわたる不登校の要因の調査・分析を適切に行い，実効性の高い不登校対
策を総合的に推進してまいりたい。
　また，道徳教育や人権教育，学校における音楽・芸術の鑑賞会の実施などの，児童生徒の公徳心，自他の大切さを認める心，感性を育
む取り組みについても，「豊かな心の育成」のために有用であり，充実化を図りながら継続して取り組んでまいりたい。

※以下の事業は，平成29年度からの新規事業のため掲載していない。

　　1-1-6　自死予防教育の推進　　　1-1-9　不登校の未然防止の取り組み　　　　1-2-3　心のバリアフリー推進

施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進
1-1-1

1-1-2

1-1-3

いじめ防止対策推進

スクールカウンセラーの配置

スクールソーシャルワーカーの活用

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-4 さわやか相談員等の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・

ミッション１：豊かな⼼の育成
教科化される道徳の時間を活⽤しながら，教育活動全体を通じた道
徳教育の充実を図り，⼦どもたちの豊かな情操や規範意識，⾃らを
認め相⼿を思いやる⼼の醸成をはかるとともに，震災により⼼の健
康問題を抱える⼦どもたちの気持ちに寄り添ったケアを継続します。
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 決算額

拡充

例年実施

Ｈ26

14,157件 14,928件（暫定値）14,428件

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

・いじめ対策専任教諭等が，生徒会と連携した啓発活動，校内巡視，いじめアンケートの企画や集計・分析，校内研修の立案・実施するなど
効果的な役割を果たすことにより，学校におけるいじめ対策の組織的な対応が進んできている。
・いじめ不登校対応支援チームによる組織体制や取り組み状況の確認，困難事例に対する助言により，的確な対応を行うことが出来た。
・24時間対応可能な専用電話の設置により，相談者の都合のよい時間に電話ができ，じっくりと時間をとって相談できることにより，幅広く相
談を受けることができている。
・いじめ防止「きずな」キャンペーンでは，各学校において，いじめに向かわない「学級づくり」，命を大切にする「心を育む授業」，いじめ防止
の啓発活動など，自主的な取り組みがなされた。
・「学校・家庭・地域連携シート」の活用により，児童生徒の学校や家庭での状況を共有することができ，いじめの早期発見・早期解決に役立
てることができた。

・スクールカウンセラーなど専門職の更なる活用を進めるとともに，教員の研修を充実させ，いじめ対策専任教諭等を中心に適切な情報共
有と迅速な行動連携がなされるよう組織的な対応力の向上を図る。
・教育委員会による学校・教員への支援と研修を充実させ，いじめ防止対策に係る意識の更なる向上，教育相談に係る知識やスキルの向
上，組織的な対応の徹底を図っていく。
・自死予防教育プログラムの素案に基づき，モデル校における自死予防教育プログラムの実践・研究を進めていく。
・引き続き，いじめ防止対策を総合的に推進していくとともに，再発防止に向けた調査・検証に基づく具体的で効果的な取り組みについて，
教職員一丸となって着実に進めていく。

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成
施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

■事業の⽬的

いじめ防⽌対策推進
円

教員に対する研修，いじめに関する調査活動，学校への支援チー
ムの派遣等を通し，各学校におけるいじめの未然防止及び発生時
の迅速・適切な対応を推進する。

いじめは決して許されない行為であること，どの学校にも起こり得るこ
とを十分に認識し，全市立学校における様々な取組を通して，児童生
徒の「いじめをしない，させない，許さない」という意識を高め，未然防
止を図る。

担当課：教育相談課

■事業概要

51,231,468

1-1-1

■評価

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況
・学校における対策の中核を担う「いじめ対策専任教諭」を全市立中学校65校に，「児童支援教諭」を市立小学校36校に配置し，いじめ対策
のコーディネーターとして，学校組織を円滑に機能させ，役割を果たした。
・いじめ事案等の課題を抱える小学校に，元警察官や元教員の「いじめ対策支援員」を一定期間派遣し，学校いじめ防止対策委員会への参
加，教職員への助言，関係児童生徒への声掛け指導を行うなど，いじめの早期改善を図った。
・教育委員会事務局にスクールカウンセラーを２名配置，スクールソーシャルワーカーを５名配置（２名増員）し，学校のいじめに対する適切
な対応や教育相談体制の充実を図り，不登校や引きこもり，暴力行為，児童虐待，いじめなど生徒指導上の課題改善を行った。
・相談窓口の充実として，24時間いじめ相談専用電話を設置（平成28年５月開始）した。
・学校における初期対応や継続指導を適切・確実に行うため，「いじめ不登校対応支援チーム」による巡回訪問を行うとともに，「いじめ対応
等相談教職員支援室」を設置し，支援を行った。
・教職員研修を年４回実施し，各学校におけるいじめ問題の未然防止や児童生徒への支援と対応について学び，力量向上を図った。
・いじめについて児童生徒自らが深く考える機会とすることを目的として，５月と11月に，いじめ防止「きずな」キャンペーンを開催した。
・いじめ防止「きずな」キャンペーンの一環として，学校，家庭，地域での児童生徒の生活の様子に目を配り，児童生徒の表情や言動など，
わずかな変化に心を配ることで，いじめについて早期に気づくことができる，いじめ防止「学校・家庭・地域連携シート」の活用を図った。
・自死予防教育プログラムの素案を作成した。

いじめ認知件数

■評価指標及び実績

いじめ防止対策の推進
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 決算額

拡充

例年実施

 決算額

拡充

例年実施

■平成28年度の実施状況

円

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31Ｈ26 Ｈ27

43件 78件

・スクールソーシャルワーカーの配置を３名から５名に拡充し，前年度（78件）を大きく上回る138件の相談対応を行った。
・支援総時間は約1,500時間であった。

・学校と関係機関とをつなぐ役割を担うことで，支援対象者に対して迅速かつ適切な支援を行うことができた。
・家庭環境，発達上の課題，保護者の課題などの要因から不登校となっている児童生徒に対して，課題の解消・軽減が図られ，児童生徒を
取り巻く環境の改善につながった。

138件

　各学校におけるスクールソーシャルワーカーの需要は年々増加していることから，児童生徒や保護者に対する相談体制の充実を図ってい
く。

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的

スクールソーシャルワーカーが学校からの相談に対応することで，学
校の教育相談体制の充実を図り，不登校や引きこもり，暴力行為，児
童虐待，いじめ等生徒指導上の課題の解決を図る。

1-1-3 施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

スクールソーシャルワーカーの活⽤

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成

■今後の展開・改善策

14,752,319

■事業概要

■評価

48,312件 47,184件 46,103件

■事業の⽬的
教育委員会事務局にスクールソーシャルワーカーを配置し，電話
相談業務に当たるとともに，学校の要請による派遣等を行い，
ケース対応を進める。

Ｈ31

・いじめの未然防止・早期発見・早期対応に向けて，全市立学校での教育相談体制の充実を図っていく。
・引き続き，津波被災校への重点的な配置日数の確保に努めていく。
・小中連携の観点からも，中学校区に同一のスクールカウンセラーを配置する拠点校方式を拡充していく。

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成

・配置校数を増加し，全市立学校（小学校121校，中学校等65校，高等学校４校，特別支援学校１校）に計70名のスクールカウンセラー（SC）
を配置し，問題行動の未然防止を図るとともに，課題の早期発見と早期対応にあたった。
・拠点校方式（１人のSCが中学校を拠点として校区内の小学校も担当する配置形態）を４ブロックで実施し，小中連携による相談体制の確立
を図った。

・心の専門家として，児童生徒及びその保護者を対象とした面談や，教員へのコンサルテーションなどを適切に実施することができた。
・津波被災校に対して重点的な配置日数を確保することで，震災に伴う児童生徒の心のケアを効果的に進めることができた。

担当課：教育相談課

Ｈ29 Ｈ30Ｈ26 Ｈ28

108,657,576

■事業概要

担当課：教育相談課

施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

スクールカウンセラーの配置

1-1-2

円

※地域・家庭2-3-2「スクールソーシャルワーカーによる保護者支援」の相談件数に再掲

相談件数※

■平成28年度の実施状況

■評価

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

相談件数

各学校にスクールカウンセラーとして臨床心理士等の教育相談の
専門的知識や技能を有する人材を配置し，児童生徒及び保護者へ
のカウンセリングや教員への助言等を行うことにより，心の問題の
解決を図る。

Ｈ27

専門的知識と経験を有するカウンセラーを学校に配置し，いじめ・不
登校等に関する児童生徒の教育相談活動を行う。

スクールカウンセラーによる教育相談活動

スクールソーシャルワーカーによる教育相談活動
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

児童生徒に関わる重大な事件・事故，非常災害などが発生した場合，
「心の専門家」であるスクールカウンセラーを派遣し，児童生徒や保護
者，教職員の動揺や精神的な影響を 小限に抑え，学校が受けた衝
撃を緩和し，学習環境を整備する。

重篤な事件や事故の発生時に，当該学校に対してスーパーバイ
ザー（スクールカウンセラーの中で指導的な役割を果たす臨床心
理士）を中心としたスクールカウンセラーの緊急派遣を行い，精神
的なストレスを受けた児童生徒，保護者，教職員の心のケアを行
う。

Ｈ26

1-1-5

42,500

・小学校47校(48人），中学校14校（14人）に，さわやか相談員・生徒指導推進協力員を配置した。
・平成28年度の相談件数は31,144件，支援した児童生徒数は延べ107,657人であった。

■平成28年度の実施状況

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

　小学校２校，中学校１校の合計３校にスクールカウンセラーを派遣し，精神的ストレスを受けた児童生徒らのカウンセリングを行った。

　大きな心的ストレスを伴う事案の発生に対して，日常を取り戻すために必要な環境整備をプランニングするなど，児童生徒や保護者，教員
の動揺や精神的な影響を 小限に抑えることにより，学習環境を整えることにつながっている。

担当課：教育相談課

担当課：教育相談課

■評価

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的 ■事業概要

・適切な支援ができるよう，スクールカウンセラーの力量向上を図るための研修を充実させていく。
・スクールカウンセラーとの連携に関するリーフレットを活用し，より一層の周知を図っていく。

・各学校の実態に応じて，相談員の配置時間，活動場所，活動内容などを工夫しながら，より効果的な活用方法を検討し，実施していく。
・児童生徒理解や児童生徒との関わり方に関する研修を通して，相談員の力量の向上に努める。

・第三者的な存在である相談員が教員とは違う視点から児童生徒に関わることにより，児童生徒にとって気軽な相談相手として，さまざまな
悩みや不安・ストレスの緩和について支援することができた。
・相談員に会えるのを楽しみに過ごす児童生徒もおり，また，教員，スクールカウンセラーと児童生徒とのパイプ役としても機能するなど，活
動の範囲や内容にも改善がみられた。

Ｈ31

Ｈ31

施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

⼼のケア緊急⽀援

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成

ミッション1：豊かな⼼の育成

37,245件 33,819件 31,144件

Ｈ27

4件 6件 3件
派遣校数・件数

Ｈ26 Ｈ27

19,319,980

Ｈ30Ｈ28 Ｈ29

円

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

相談件数

児童生徒の身近な遊び相手や相談相手となる「さわやか相談員」
や「生徒指導推進協力員」，「学校教育ボランティア相談員」を配置
し，教員とは違う視点から児童生徒に関わり，悩みや問題を解決
するとともに，いじめや不登校，問題行動等を未然に防止する。

1-1-4 施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

さわやか相談員等の配置

■事業の⽬的
小・中学生が気軽に相談し，ストレスを和らげるため，第三者的存在と
して「さわやか相談員」等や「学校教育ボランティア相談員」を配置す
る。

円

学校教育

■事業概要

さわやか相談員による教育相談活動

スーパーバイザー等による児童生徒・保護者・教職員の心のケア
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

円

・多くの通級児童生徒が様々な体験活動や個別の学習支援などを通じて，少しずつ自信を取り戻し，自己肯定感や自己有用感の高まりに
つなげることができた。
・通級状況報告書等による情報提供や個別面談等による情報収集など，学校との連携を強化し，部分登校につなげることができた。

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的
不登校児童生徒や保護者の不安や悩みを受け止め，個に応じた様々
な働きかけを通して，子どもの心を開き，他者との関わりを育みながら
自立を支援する。

Ｈ28

■事業概要

・大倉地区における四季折々の体験活動を３回実施した。
・「ハートフル土曜の広場」を開催し，学習支援やスポーツ活動，創作活動などを実施した。
・ボランティア養成講座を２回実施し，施設ボランティアとして登録し，不登校状態にある子どもたちと関わり，様々な経験をすることができ
た。
・「不登校支援ネットワーク事業」の一環として，企業やＮＰＯ等の協力を受け，職場体験を実施した。

228名・104名

187名 188名 178名

担当課：教育相談課

多様な指導・支援活動やボランティアの養成等を実施し，児童生徒，
保護者，学校に対するサポート体制の充実を図る。

137,050

■評価

Ｈ26 Ｈ27

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30Ｈ26

■評価指標及び実績
Ｈ27

222名・128名 233名・93名

■平成28年度の実施状況

■平成28年度の実施状況

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成
1-1-8 施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

ハートフルサポーター登録者数・ボランティア養成講座参加者数

ミッション1：豊かな⼼の育成

円

Ｈ29

学校教育

担当課：教育相談課

Ｈ30 Ｈ31

17,360,494

施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

不登校児童⽣徒等に対する適応指導の充実

1-1-7

■事業概要

不登校児童⽣徒等のサポート体制の充実

・「児遊の杜」，「杜のひろば」への入級児童生徒数は178名となった。
・児童生徒の自己肯定感や自己効力感を高めるため，通常の活動（学習，スポーツ等）に加え，自然体験や職場体験等の適応指導を継続
して実施した。

　各学校における「１，２，３運動」の徹底や，「児遊の杜」及び「杜のひろば」と各学校との更なる連携強化を図っていくとともに，フリースクー
ル等の民間施設との連携にも努め，児童生徒の心の居場所を確保し，不登校の未然防止や適切な初期対応につなげていく。
（「１，２，３運動」･･･１週間１か月間の該当児童生徒の学校生活の把握，２方向以上からの情報収集，３日間連続欠席は初期対応の開始）

■事業の⽬的

Ｈ31

指導主事の学校訪問による指導・支援や研修会の開催，支援団
体と協力した支援活動の実施，「ハートフル土曜の広場」開催によ
る保護者支援を行う。また，教員ボランティア｢ハートフルサポー
ター」による教育相談や自然体験活動等の企画・支援，学生を対
象にしたボランティア養成講座を実施する。

■評価
・大倉地区での体験活動や「ハートフル土曜の広場」の活動を通して，自然や人との関わりを持つことができ，参加児童生徒の精神的な安定
につながった。
・学校支援事業では，「杜のひろば」併設校と連携し，不登校気味の子どもを「杜のひろば」での対応や，学校復帰のための支援をしながら，
自己肯定感等を高めることができた。
・職場体験では企業やＮＰＯから直接実践指導を受けたことで，児童生徒の自己効用感等を高めることができた。

■今後の展開・改善策
・ハートフルサポーターによる活動は効果が大きいことから，自然豊かな大倉地区での活動を継続し，大倉小学校との連携も進めていく。
・「ハートフル土曜の広場」では，学習支援など子どもの要望を取り入れた活動を充実させていく。
・ボランティア養成講座を広く大学に周知してボランティアを募り，不登校児童生徒の現状についての理解を深め，将来の仕事への活用を推
進する。

入級児童生徒数

■評価指標及び実績

適応指導センター「児遊の杜」及び市内７か所の適応指導教室
「杜のひろば」において，適応指導を行う。

「児遊の杜」「杜のひろば」における適応指導実施

「児遊の杜」「杜のひろば」による不登校児童生徒等へのサポート
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

・市外の被災地より転入した児童生徒が約900名いることから，支援対象校以外の学校についても支援を継続していく。
・教職員に対する指導助言については，震災による心のケアのみならず，日常的な心のケアも含めて対応していく。

⾃⽴⽀援指導員の派遣 1,317,840
円

Ｈ31Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

4校

円

Ｈ27

■事業概要

23校・33件 16校・48件

3校

Ｈ29 Ｈ30

・問題行動への支援対応が必要な学校３校に対し，週２日程度，延べ147日（882時間），自立支援指導員を派遣し，情報収集や学校への指
導助言，児童生徒への面接指導等の活動を行い，継続的な指導助言を実施した。
・教育相談課及び特別教育支援課の指導主事で構成される「指導困難学級対策チーム」に参加し，授業見学を行ったのち，関係職員に指
導助言等を行った。

担当課：教育相談課

26,198,368

27校・66件

■評価
　各学校の教職員が精神科医や臨床心理士の話を直接聞くことで，心のケアの取り組みに医療や心理の専門的な観点が加わり，児童生徒
へのより具体的で適切な支援につながっている。

■今後の展開・改善策

心のケアチーム派遣数

ミッション1：豊かな⼼の育成

■事業の⽬的

■平成28年度の実施状況

■事業の⽬的
学校が抱えるいじめ・暴力行為等の問題行動の早期解決に向けて，
関係機関との連携による総合的な支援体制の構築を目指すとともに，
効果的，継続的に児童生徒の自立を支援することを目的として運用す
る。

指導困難学級等における問題行動対応への支援強化のため，必
要な学校に対し，児童生徒の面接相談，関係機関との連携調整
についての指導助言などを行う自立支援指導員（警察退職者２
名）を派遣する。

1-1-11

震災により受けた心の傷がその後の成長や発達の大きな障害となら
ないよう，中長期的な視点で心のケアの推進を図る。

児童生徒の心のケアと教職員や保護者への支援を行うため，支
援対象校及び派遣が必要な市立学校に対し，精神科医，臨床心
理士，指導主事で組織する心のケア支援チームを派遣する。

施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

震災に伴う児童⽣徒の⼼のケアの実施

Ｈ26

■事業概要

学校教育

■今後の展開・改善策
　学校が抱えるいじめ・暴力行為などの問題行動の早期解決に向けて，関係機関との連携の強化を図り，総合的な支援体制の構築を図っ
ていく。

Ｈ30

派遣校数

Ｈ31

3校

■評価
　児童生徒への面接指導等の活動を効果的・継続的に行うことで，児童生徒の心の安定を図り前向きな学校生活を送ることができるよう支
援することができた。また，保護者面談を行う事によって保護者の精神的安定も図ることができた。

1-1-10 施策１ いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進
学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成

担当課：教育相談課

■平成28年度の実施状況

Ｈ28 Ｈ29

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

　精神科医４名，臨床心理士４名の協力のもと，震災による被災校を中心に心のケア支援チームを派遣し，教職員へのコンサルテーションを
行った。

自立支援指導員による児童生徒の面接相談等

心のケア支援チームによる児童生徒への心のケア推進
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

学校教育

■平成28年度の実施状況

希望校全校実施 希望校全校実施

■今後の展開・改善策
・平成27年３月に一部改正された学習指導要領に即した道徳教育全体計画，年間指導計画を作成し，「特別の教科　道徳（道徳科）」の充実
を図る。
・平成29年度において，平成30年度使用の小学校用教科書「特別の教科　道徳」の採択を実施する。

・青少年のためのオーケストラ鑑賞会への参加（小学校５年生：104校，中学校１年生：21校）
・ふれあいオーケストラへの参加（小学校５年生：17校）
・劇団四季「こころの劇場」への参加（小学校６年生：120校）

■評価
　児童生徒が優れた音楽や芸術を鑑賞することで，豊かな感性を育むとともに，音楽や演劇に対する関心を高めることができた。

全校実施 全校実施 全校実施

・各学校への教育課程訪問を実施し，「私たちの道徳」を年間指導計画へ位置付けて活用している状況を確認するとともに，人権教育資料
「みとめあう心」の活用や「新防災教育副読本」をより効果的に活用するよう助言を行った。
・教育センターによる各学校への授業づくり訪問を実施し，指導案の作成，研究授業，事後検討会という一連の指導助言を通じて，道徳の授
業づくりの視点について助言を行った。

・各学校において，「私たちの道徳」を活用した道徳教育全体計画，年間指導計画を作成していることが確認でき，順調に推進が図られてい
る。
・多くの学校であいさつ運動や清掃活動の充実が図られている様子が見られ，児童生徒の公徳心の高まりが感じられた。

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的

実施校数

自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間とし
て他者とともによりよく生きるための基盤を養う。

学習指導要領改訂に伴う「道徳教育の全体計画」「道徳科年間指
導計画」の見直しと授業改善を推進する。また，これを具体化する
ための小学校道徳科の教科書採択を実施する。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

子どもたちの豊かな情操や規範意識等，心の醸成を図り生涯を主体
的かつ幸福に生きるための基礎を培う。

仙台フィルハーモニー管弦楽団等によるオーケストラ鑑賞会や劇
団四季との連携によるミュージカルの鑑賞会など小中学生が優れ
た舞台芸術に触れる機会を提供する。

実施校数

施策２：互いを理解し思いやる⼼を育む取り組みの推進1-2-1

■事業の⽬的 ■事業概要

円

道徳教育の推進 -

■事業概要

担当課：教育指導課 円

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

担当課：教育指導課

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成
1-1-12 施策１：いじめ防⽌・⾃死予防・不登校対策の推進

学校における⾳楽・芸術の鑑賞会の実施

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

希望校全校実施

　引き続き，学校のニーズを踏まえながら，仙台フィルハーモニー管弦楽団，宮城教育大学管弦楽団，劇団四季などとの連携により，豊かな
感性を育む教育を実践していく。

ミッション1：豊かな⼼の育成

■平成28年度の実施状況

■評価

41,873,489

小中学生へのオーケストラやミュージカル鑑賞会の実施

道徳科を要とした道徳教育の推進

23



 決算額

例年実施

 決算額

拡充

アウトプット

H29 H30 H32

■平成28年度の実施状況

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31Ｈ26

■平成33年度までの評価指標

■評価
・新６年生にも改訂版を配付したことにより，多くの児童に対して改訂後の内容による充実した指導を行うことができた。
・福祉，高齢者施設への訪問や職場体験，高齢者等の学校行事への招待，手話などの体験活動においては，児童生徒が意欲的に取り組
む姿が見られるなど，思いやりの心を育む契機となっている。

■実績
H28 H31 H33

・人権教育資料「みとめあう心」を用いて，「命の大切さ」，「いじめの根絶」についての指導内容を充実させた。
・小学校版の人権教育資料について，改訂版を配付した。通常は新５年生のみが配付対象だが，改訂のため新６年生にも配付した。
・各学校で行われる人権教育の中で，福祉，高齢者施設との交流や，車椅子，キャップハンディ等の体験活動を積極的に取り入れた。

実施校数

■今後の展開・改善策
　平成28年度に改訂した小学校版と，平成27年度に改訂した中学校版の人権教育資料「みとめあう心」を活用した指導により，福祉教育・人
権教育のさらなる充実を図っていく。

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成
1-2-4 施策２：互いを理解し思いやる⼼を育む取り組みの推進

情報モラル教育の推進

■事業の⽬的
児童生徒が情報社会の進展に主体的に対応できるようにするため
に，情報を適切に活用する能力や，情報化社会で適正に活動するた
めの考え方や態度を育成する。

仙台市情報モラル教育推進会議の指導助言を受けながら，各学
校において情報モラル教育実践ガイドを活用した情報モラルの授
業と，リーフレットを活用した家庭や地域との連携を図る。

円担当課：教育指導課

1,246,442

■事業概要

■事業の⽬的

福祉教育・⼈権教育の推進

学校教育

担当課：教育指導課 円

施策２：互いを理解し思いやる⼼を育む取り組みの推進

3,718,244

■事業概要

全校実施 全校実施 全校実施

児童生徒が発達段階に応じて人権や福祉の意義，内容の重要性に
ついて理解し，自分の大切さとともに，他の人の大切さを認め，互いの
人格を尊重する態度を育む。

人権教育資料「みとめあう心」を各学校で年間指導計画に位置付
けて活用するよう指導する。特に「仙台市いじめ防止基本方針」を
踏まえた指導を推進すべく助言を行う。

20例

■平成28年度の実施状況
・情報モラル教育実践ガイドを活用した実践授業を実施し，授業実践例は前年度の７事例から20事例に増加した。
・スマートフォンの賢い使い方やルール作りの大切さを伝える家庭向けリーフレットを発行した。

■評価
・情報モラル推進会議の助言に基づき，情報モラル教育実践ガイドに掲載する授業実践例を増やしたことで，各学校での活用の幅が広がっ
た。
・家庭向けリーフレットの発行により，保護者への啓発と，学校・家庭の連携を図ることができた。

■今後の展開・改善策
　情報モラル教育実践ガイドに掲載する実践例や家庭向けリーフレットについて，適宜改訂や見直しを行い，より活用しやすい冊子へと充実
を図り，子どもたちの主体的な活動を促進していく。

■評価指標及び実績

ミッション1：豊かな⼼の育成
1-2-2

「みとめあう心」の活用による指導

実践ガイドへの新たな実践事例掲載数：
H29…22例，H30…24例，H31…26例，
H32…28例，H33…30例
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 決算額

例年実施

4,585,740

■評価
　専門的スキルを持つ巡視員の監視により見落としがちな不適切な書き込みが発見され，問題行動等の早期発見・早期解決につなげること
ができている。

■事業の⽬的

担当課：教育相談課

■評価指標及び実績

不適切書き込み削除件数

■平成28年度の実施状況
・インターネット巡視員２名によるＳＮＳや掲示板等の巡視を実施し，児童生徒による不適切な書込み等の監視を継続して行った。
・巡視の結果，不適切な書き込みは対象校へ巡視結果報告書を送付し，対応を依頼した。緊急性の高い書き込みは，対象校へ直接連絡
し，対応を依頼した。
・有識者による巡視事業へのアドバイスを受け，監視業務の強化を図った。

602件 573件 527件

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

■事業概要

■今後の展開・改善策
・携帯端末を使用する児童生徒が増加しており，ＳＮＳによる不適切な書き込みによるトラブルの増加が予想されることから，巡視を継続して
いくとともに，児童生徒・保護者に対する啓発に一層取り組んでいく。
・いじめにつながる不適切な書き込みについても巡視対象とし，いじめの未然防止・早期発見・早期解決につなげていく。

円

インターネット掲示板等を定期的に閲覧するインターネット巡視を行
い，児童生徒のインターネット等を介したトラブルの未然防止を図る。

学校名や個人名で検索を行い，不適切な書き込み等問題のある
事案は掲示板等の情報を記録し，個人名や学校名が特定される
事案は，当該校へ情報提供を行う。

1-2-5 施策２：互いを理解し思いやる⼼を育む取り組みの推進

インターネット巡視の実施

学校教育 ミッション1：豊かな⼼の育成

インターネット巡視員による掲示板等の定期的な監視
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27 ページ

27 ページ

28 ページ

28 ページ

29 ページ

29 ページ

※

施策２ 体⼒の向上を⽬指した運動の⽇常化の推進

※以下の事業は，平成29年度からの新規事業のため掲載していない。

　　2-2-3　南東北インターハイの開催

2-2-2 部活動外部指導者の派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-2-3 南東北インターハイの開催

2-2-1 児童生徒の体力・運動能力向上推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-3 食物アレルギー対策への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-4 学校給食の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-1 学校における食育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-2 生活習慣向上への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策
施策１ 望ましい⾷習慣・⽣活習慣づくりの推進

　食育については，食に関する指導の全体計画を全校で作成し，多くの学校で各学年における年間指導計画を作成するなど，体系的・組織
的な推進が図られている。また，食に関する指導推進研修会や，食に関する指導を担う健康教育課，給食センター，学校による意見交換な
ど，教育委員会内の連携体制の強化が図られている。今後は，家庭での食習慣づくりを推進するための「親子食育講座」の普及・充実や，
生活・学習状況調査等を活用した家庭との情報共有など，家庭と学校との更なる連携の強化を図ってまいりたい。
　部活動外部指導者の派遣については，専門的な技術指導による競技力の向上に加えて，顧問となる教員の負担軽減・多忙化解消にもつ
ながる取り組みであることから，積極的に推進してまいりたい。

■学識経験者の意⾒  
 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒
　食教育を体系的に実施すると同時に，南吉成学校給食センター
の開設により，すべての給食センター開設校でアレルギー対応食
の提供が可能となったことは評価したい。また，トップ・アスリート
を派遣することにより，児童生徒のスポーツ選手へのあこがれに
よる運動への興味関心を高めるとともに，教員の指導力向上につ
なげることができたことも評価したい。部活動外部指導者の派遣
は，教員の多忙化解消を進める意味でも，今後，さらに積極的に
進めて頂きたい。

　食物アレルギー対策が進み全ての学校でアレルギー対応給食が提
供できる体制が整ったことが評価される。食育については，食習慣を
含む全体的な生活習慣づくりの課題と重なるから，家庭と学校との連
携体制を一層推進することが望まれる。給食指導を含む食育のあり
方については，教職員間で方針の共通理解を図ることが必要であり，
継続的検討が必要と考えられる。

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　食物アレルギー対策への取り組みについては，南吉成学校給食センターの開設により，太白学校給食センター対象校へのアレルギー対
応食の提供が可能となり，全ての学校に対してアレルギー対応食が提供できる体制が整備された。
　児童生徒の体力・運動能力向上への取り組みについては，トップアスリートによる授業支援や，地域と連携したスポーツイベントなどを実
施し，児童生徒の運動への興味関心の高まりと教員の指導力向上につながった。
　引き続き，食育の推進による理解の深化，安全安心な学校給食の提供，児童生徒の体力・運動能力向上のための環境づくりなど，望まし
い食習慣や運動習慣の形成に向けた取り組みを進めていくことが重要である。

基本的⽅向１：学校教育

ミッション２：健やかな体の育成
体⼒・運動能⼒の向上とともに，児童⽣徒⾃らが体をつくる⾷に対
する関⼼や知識の醸成，健康や⽣活習慣への関⼼を⾼める取り組み
を進めます。
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 決算額

アウトカム

H29 H30 H32

 決算額

拡充

アウトカム
  H29 H30 H32

■実績（朝⾷を毎⽇⾷べる児童⽣徒の割合）

■実績■平成33年度までの評価指標

■平成28年度の実施状況
・給食の時間を中心に，学級担任と栄養教諭・学校栄養職員が食に関する指導を実施した。
・学校教育活動全体の中で体系的に食育を推進するため，食に関する指導の全体計画を全校で作成したほか，各学年における年間指導計画
を小学校121校中119校，中学校64校中44校が作成した。
・健康教育課職員が単独調理校31校（小学校25校，中学校5校，特別支援学校１校）を訪問し，学校給食実施状況や食に関する指導状況の確
認・指導助言を行った。
・各学校給食センターの職員が，センター対象校103校（小学校52校、中学校50校、中等教育学校１校）を訪問し，食に関する指導等を行った。
・食育の取り組みの啓発として，食に関する指導推進研修会を開催した。

■評価
・各学校が「仙台市食に関する指導の手引」を活用した効果的な指導を計画的に実施するなど，体系的・組織的な食育の推進が図られた。
・学校訪問を通して健康教育課，各学校給食センターと学校が給食実施状況や食に関する指導状況について意見交換を行うことで，連携を強
めることができた。

■今後の展開・改善策
　今後も学校現場における食に関する指導が適切に行われるよう，学校訪問による指導助言や研修会を実施し，学校との連携を深めながら食
育の推進を図っていく。

■平成28年度の実施状況

2-1-2

H31 H33

円

■事業の⽬的
充実した学校保健活動の展開や関係機関との連携による家庭への支
援等を通じて，児童生徒の健康への関心を高め，望ましい生活習慣の
定着を図る。

健康診断による調査結果や健康課題に関する研修会の機会を活用
しながら，規則正しく健康を意識した生活習慣の確立に向けた取組
への支援を行う。

■事業概要

H28

■評価
・運動器に関する課題が急増する時期とされる小学校５年生を対象に，より精度の高い検診を実施することにより，課題の早期発見や適切な事
後指導につなげることができている。
・スキルアップ研修会の実施を通じて，不登校への対応や，養護教諭が担うべき責任，効果的な保健指導・保健学習の進め方といった実践的
な内容の理解を深めることができ，養護教諭の資質向上が図られた。

■今後の展開・改善策
　引き続き，健康診断の調査結果や健康課題に関する研修会の機会を活用しながら，生活習慣向上に向けた取り組みを推進していく。

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成
2-1-1 施策１ 望ましい⾷習慣・⽣活習慣づくりの推進

学校における⾷育の推進 460,378

■事業概要

担当課：健康教育課

H28 H31 H33

87.5％
90.2％
85.1％
83.1％

円

■事業の⽬的
児童生徒が食事の大切さや食を取り巻く環境・食文化等に関する知識
や理解を深め，望ましい食習慣を身に付けることを目的とする。

「仙台市食に関する指導の手引」の発行，食習慣に関する調査分
析，食育推進に関する研修会の開催，給食訪問における学校への指
導助言等を行う。

小５男子
女子

中２男子
女子

施策１ 望ましい⾷習慣・⽣活習慣づくりの推進

⽣活習慣向上への取り組み

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成

担当課：健康教育課

4,694,380

65.4％
73.3％
57.5％
56.2％

・小学５年生の全児童を対象とした運動器検診を実施した。
・平成28年７月から12月にかけて，計３回，養護教諭の職務に関するスキルアップ研修会を実施した。

小５男子
女子

中２男子
女子

■平成33年度までの評価指標

⾃分の体や健康に関⼼を持つ児童⽣徒の増加
⼩5男⼦：72.8％ ⼩5⼥⼦：78.2％
中2男⼦：63.4％ 中2⼥⼦：64.3％

※「仙台市健康実態調査」による

①「朝⾷を毎⽇⾷べる」「主⾷・主菜・副菜を
⼀緒に⾷べる」児童⽣徒の割合
…100％に近づける

②「おかずを⾷べる割合」を「主⾷を⾷べる
割合」に近づける ※いずれも「仙台市健康実態調査」による
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 決算額

拡充

例年実施

 決算額

例年実施

 ※「仙台市健康実態調査」による

■事業概要

円

小5男子85.4％　女子79.0％ 小5男子85.6％　女子77.8％ 小5男子80.2％　女子70.7％

給食を残さず「食べる」「残さず食べることが多い」児童生徒の割合

■事業の⽬的

・引き続き，給食の安全性を確保しながら，放射性物質検査結果や産地に関する情報の発信に努め，給食に対する信頼性を高めていく。
・学校給食に関するイベントを開催し，給食に関する関心や地産地消の啓発を図っていく。

安全安心な学校給食での適切な栄養摂取により，児童生徒の健やかな
体の育成につなげる。

学校給食の実施，給食指導，地産地消の取り組みを実施する。

3,591名 4,044名
アレルギーを有する児童生徒数

Ｈ27 Ｈ28

・学校給食の食材について，放射性物質検査結果や産地に関する情報を積極的に発信することで，給食に対する安心を高めることができた。
・試食会や調理講習会，学校給食フェアを開催することで，児童生徒，保護者だけではなく幅広い方々に学校給食に対する興味関心を持ってい
ただくことができた。
・経済局と連携した事業により，学校給食の提供の中で効果的に地産地消を啓発を図ることができた。

■今後の展開・改善策

中2男子83.2％　女子58.9％

■事業の⽬的 ■事業概要
食物アレルギーを有する児童生徒に対して，原因食品の除去又は代替
食品の提供等の対応により教育活動の一環である学校給食を安全か
つ適切に実施する。

診断書等に基づく申請により，全ての単独調理校，給食センター対
象校において，児童生徒の自力対応の支援に加えて，対応可能な
範囲でアレルギー対応食も提供。

Ｈ30 Ｈ31Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

3,090名

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成

■平成28年度の実施状況
・単独調理校方式（一部親子方式）又は給食センター方式により，学校給食を提供した。
・平成28年度の平均提供日数は小学校で176日，中学校で166日であった。
・学校給食で使用する食品の放射性物質検査結果や産地に関する情報を定期的にホームページに掲載し，給食に関する安心を高めることに
努めた。
・「給食センター試食会」，「調理講習会in給食センター」，市役所食堂において日替わりで学校給食メニューを提供する「学校給食フェアin市役
所食堂」を開催した。
・経済局と連携し，学校給食に仙台産の野菜を使用する「ここで給食」を185校で実施した。また当日の給食で使用する野菜すべてを仙台産のも
ので賄う「まるっと仙台産農産物の日」の取り組みを単独調理校10校で実施するなど，地産地消の啓発にも努めた。

■評価

Ｈ26

円

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成
2-1-3 施策１ 望ましい⾷習慣・⽣活習慣づくりの推進

⾷物アレルギー対策への取り組み 16,826,400
担当課：健康教育課

　単独調理校でのアレルギー対応食提供については，施設設備や調理人員の制約もあることから，対応できる範囲や水準が一様ではない部
分も残されており，今後も対応策の拡充や方向性の整理について調査・研究に努めていく必要がある。

■平成28年度の実施状況
・平成27年度に拡充した荒巻学校給食センター対象の小学校に加えて，平成28年10月からは対象中学校に対してもアレルギー対応食の提供
を開始した。（小中学校18校のうち6校で9名分のアレルギー対応食提供に対応している。）
・平成28年８月に南吉成学校給食センターが開設し，10月から太白学校給食センターの対象校へもアレルギー対応食の提供を開始した。

■評価
　南吉成学校給食センターの開設により，全ての給食センター対象校でアレルギー対応食の提供が可能となり，従前よりアレルギー対応食提
供も含めた対応を行っている単独調理校とあわせ，平成29年度以降は全学校で対応できる体制が整備された。

■今後の展開・改善策

2-1-4 施策１ 望ましい⾷習慣・⽣活習慣づくりの推進

学校給⾷の実施
担当課：健康教育課

5,266,344,832

中2男子83.9％　女子59.7％ 中2男子83.9％　女子62.1％

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

アレルギー対応食の提供

安全・安心な学校給食の提供
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 決算額

アウトカム

H29 H30 H32

 決算額

例年実施

・トップアスリートを派遣することにより，児童生徒のスポーツ選手への憧れによる運動への興味関心を高めるとともに，教員の指導力向上につ
なげることができた。
・地域と連携したスポーツイベントの実施により，児童生徒が運動の魅力や楽しさを味わう機会を経験し，継続的に体を動かすことを習慣化でき
る環境づくりの支援を行うことができた。

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況
・市立学校59校（中学校56校，中等教育学校１校，高等学校２校）に対して，運動部172名，文化部19名，計191名の外部指導者を派遣した。

■評価
・専門的な技術指導による競技力の向上とともに，生徒の部活動への取り組み意欲の喚起や，顧問の指導力向上につなげることができた。
・顧問となる教員の負担軽減にも効果的で，教員の多忙化解消にもつながる取り組みである。

担当課：健康教育課

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成

　引き続き，トップアスリートの派遣や地域と連携したスポーツイベントの継続的な実施等を通じて，運動の魅力や楽しさを味わう機会を提供する
ことにより．運動への意欲や関心を醸成し，児童生徒の体力向上を目指した運動の日常化を推進していく。

2-2-2 施策２ 体⼒の向上を⽬指した運動の⽇常化の推進

部活動外部指導者の派遣
円

4,443,883

運動部活動外部指導者派遣数

■平成28年度の実施状況
・児童生徒に体を動かすことの楽しさやスポーツの素晴らしさを伝えるとともに，主体的にスポーツに親しむ態度や習慣を身に付けさせるため，
陸上競技，体操，バレーボールの各分野におけるトップアスリートを，小・中学校に派遣し，計47校で授業支援を実施した。
・各区学区民体育振興会等の協力により，地域と連携した計11のスポーツイベントを実施した。

■評価

学校教育 ミッション2：健やかな体の育成
2-2-1 施策２ 体⼒の向上を⽬指した運動の⽇常化の推進

41,008,714
担当課：健康教育課

■事業概要

H28 H31 H33

72.4％
56.3％
87.6％
67.5％

■事業の⽬的
部活動外部指導者を希望する学校に派遣することにより，専門的な技
術指導力の不足や顧問となる教員の多忙化等の課題の改善に努める
とともに部活動の充実を図る。

部活動の充実を図るため，競技団体に登録している指導者や地域
在住のスポーツ経験者等を部活動外部指導者として希望する学校
に派遣するもの。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

■事業概要

　引き続き，学校現場にとって利用しやすい制度運営に努め，部活動外部指導者の派遣を積極的に推進していく。

174名 165名 172名

■今後の展開・改善策

■評価指標及び実績

■実績

■事業の⽬的
運動や運動遊びの楽しさを体験できる環境づくりの支援や機会の提供
等を通じて，児童生徒の体力向上を目指した運動の日常化を推進す
る。

運動の日常化をより一層推進するためのプロジェクトの実施や運動
事例集の作成，トップアスリートの派遣による学校訪問や地域との
連携事業等を行う。

■平成33年度までの評価指標
週3⽇以上運動する児童⽣徒の割合
⼩5男⼦：75.9％  ⼩5⼥⼦：51.7％
中2男⼦：89.1％  中2⼥⼦：70.7％
                              ※「仙台市健康実態調査」による

小５男子
女子

中２男子
女子

児童⽣徒の体⼒・運動能⼒向上推進
円

希望校への部活動外部指導者派遣
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31 ページ

31 ページ

32 ページ

32 ページ

33 ページ

33 ページ

34 ページ

34 ページ

35 ページ

35 ページ

36 ページ

36 ページ

37 ページ

37 ページ

38 ページ

38 ページ

39 ページ

39 ページ

3-3-3 中１数学少人数指導の実施 40 ページ・・・・・・・・・・・・・・・

施策２  基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

施策３  学習が遅れがちな児童⽣徒などへの個に応じた指導や⽀援の充実

3-2-5 小学校理科学習の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-8 新たな学校教育準備プログラム推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-9 交流学習の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-10 特色ある高校づくり

3-3-1 ＩＣＴを活用した授業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-3-2 少人数指導の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-6 大学と連携した提案授業の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-7 小学校外国語教育推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-4① 科学館学習の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-4② 天文台学習の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-2 「学習意欲」の科学的研究に関するプロジェクトの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-3 サイエンススクールの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-2-1 標準学力検査，生活・学習状況調査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-5 小学校高学年教科担任制の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-3 小1生活・学習サポーターの配置 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-4 小中連携の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-1 幼保・小の連携 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-2 スタートカリキュラムの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策
施策1  幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

　学習が遅れがちな児童生徒などへの個に応じた指導や支援の充実については，小学校１・２年生における非常勤講師の配置による少人
数指導や，標準学力検査の分析結果を踏まえた中学校１年生の数学に対する少人数指導の実施など，きめ細かな指導に努めている。今
後は，学校の場を活用した放課後補充学習の支援，学校支援地域本部を活用した支援体制の拡充，大学との連携による放課後補充学習
の展開など，放課後や長期休業中における学習支援の充実を図るための検討を進めてまいりたい。
　学習意欲の向上については，「知ることや分かることの楽しさ」を実感できるような体験活動を取り入れた授業や，教科の学習内容と身近
な生活との関連性が実感できるような指導方法の工夫など，主体的・対話的で深い学びの推進を図るとともに，自分づくり教育や地域・家
庭の教育環境づくりと一体的な検討を進め，意欲の向上につなげてまいりたい。

■学識経験者の意⾒  
 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒
　児童生徒の学力を的確に把握するため，毎年「仙台市標準学
力検査」を実施し，その結果の分析に基づいて効果的な指導方
法の開発に取り組んでいること，及び，生活習慣と学習状況を把
握するために毎年「生活学習状況調査」も実施し，その結果に基
づいて，家庭での習慣の見直しにつなげていること等，「実態」に
基づいて指導方法や内容を改善し続けていこうとする姿勢は高く
評価できる。実際，この調査結果を基に，特に学力格差が顕著な
中1数学の少人数指導を実施し，目標達成率が高くなっているこ
と，及び，大学と連携した授業改善のための提案授業の実施を
行っている等も，高く評価したい。

　確かな学力の育成や小１プロブレム・中１ギャップ対策のため，幼保
小連携やスタートカリキュラム，小中交流活動や小学校高学年の教
科担任制等の取組が進んでいる。学力保障にはなお課題があり，不
登校などの学校適応上の課題との関連性も考えられることから，発
達障害支援を含めて，取組の推進に期待したい。学習意欲の向上に
ついては，個々の児童生徒の実態に応じた効果的指導法や実際的
な学習支援の検討・充実を図ることが必要と考える。

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価
　幼稚園・保育所と小学校間，小中学校間での交流活動数の増加，小１生活・学習サポーターの配置数の増加，中１ギャップ解消のため
の小学校高学年教科担任制などの実施により，切れ目のない教育のための幼保・小，小中の連携や支援体制の強化が図られてきてい
る。引き続き，相互の意見交換による更なる連携の強化や，生活・学習サポーター登録者の増加などの支援体制の強化に努める必要が
ある。
　基礎的知識定着・応用力育成・学習意欲向上のための取り組みについては，大学との連携により，学力と生活・学習習慣の関連性の研
究や，効果的な指導のための提案授業などを実施し，また，理科学習アシスタントの配置など指導体制の充実を図っている。しかしなが
ら，標準学力検査における基礎的数値の目標値と同等以上の生徒の割合が，28教科中２教科にとどまっていることから，各施策の効果を
十分に検証し，課題について解決を図りながら取り組んでいく必要がある。

基本的⽅向１：学校教育

ミッション３：確かな学⼒の育成
幼児期からの切れ⽬のない教育による⼊学時などの環境変化への対
応⼒育成，個に応じたきめ細かな指導による児童⽣徒の学習意欲の
向上により，基礎的知識の定着や応⽤⼒の育成を図ります。
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 決算額

アウトプット

幼稚園・保育所と⼩学校間の交流活動数：600件 H29 H30 H32

 決算額

アウトカム

スタートカリキュラムの参観⽇設定校：120校 H29 H30 H32

■平成28年度の実施状況
　各小学校において，人との関わりを意識した様々なスタートカリキュラムの取り組みを実施した。（以下は各小学校の取り組みの例）
　・学年合同授業の時間を設定し，幼保で習った歌やゲームを交えながら生活ルールを学び，学校生活に慣れるようにした。
　・生活科において，学校探検の時間を設定し，小学校２年生とグループを組んで活動した。

■評価

スタートカリキュラムの実施 -

・幼保小合同研修会（参加者318名）を開催し，連携の必要性について確認するとともに，課題の共有を図った。
・幼稚園・保育所等と小学校の交流活動を実施した。（児童と園児の交流活動46校，教職員による訪問19校など）

円

■事業の⽬的
入学直後の児童の小学校生活へのスムーズな適応を促す。 小学校入学当初の約１カ月間，幼児期に体験してきた遊び的要素

と，小学校での教科学習の要素を組み合わせた「スタートカリキュ
ラム」を実施する。

■事業概要

■実績

担当課：学びの連携推進室

H28 H31

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-1-2 施策1 幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

H33

164件

※H28は同一校において同内容の交流活動を複数回実施した場合も1件として集計。

■平成28年度の実施状況

H33

-

学校教育
3-1-1

ミッション３：確かな学⼒の育成
施策1 幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

幼保・⼩の連携
円

16,000
担当課：学びの連携推進室

・幼保・小の交流活動を様々な形で実施しており，児童と園児の相互理解，教職員と幼稚園・保育所職員の相互理解が進んでいる。
・連絡会のみ実施し，交流活動は実施していない小学校も見られることから，交流活動等による幼保・小の連携の意義について，各小学校
への周知を強化していく必要がある。

■今後の展開・改善策

■事業概要■事業の⽬的
幼稚園・保育所等と小学校との研修会及び連絡会議の開催などを通
じて相互の連携を深める。

・幼保・小の交流活動を様々な形で実施しており，園児の小学校
生活に対する意欲付けが図られ，教職員と幼稚園・保育所職員の
相互理解が進んでいる。
・連絡会のみ実施し，交流活動は実施していない小学校も見られ
ることから，交流活動等による幼保・小の連携の意義について，各
小学校への周知を強化していく必要がある。

■実績
H28 H31

　スタートカリキュラムをより充実させるために，幼稚園・保育所等と小学校の意見交換を十分に実施し，幼稚園・保育所職員対象の授業参観
を実施するなど，カリキュラムの改善と充実化を図っていく。

※H28は集計しなかったため，数値記載せず。

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標

　スタートカリキュラムの実施により，新入学児童に対して，活動や学習への興味・関心を向上させるとともに，小学校生活への安心感を与
え，スムーズな適応を促すことができている。

■今後の展開・改善策

　平成29年度より開始する幼保・小連携モデル事業のモデル校の取り組みなど，効果的な交流活動について各小学校への周知を強化し，交
流活動数の拡大による連携の強化を図っていく。

■評価
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 決算額

アウトプット

サポーターの配置数：120校・1,200名 H29 H30 H32

 決算額

例年実施

99校
935名

　実施校数，サポーター配置数とも着実に増加し，学校支援ボランティア活動のきっかけとしても効果的な事業であることから，サポーターの
配置実績がない小学校やＰＴＡへの情報提供による働きかけを強化するなど，全小学校での実施を目指す。

モデル校の成果と課題の検証をもとに，全市において学区や地域
の特徴に応じた小中連携を推進するための支援を行う。

■平成28年度の実施状況
・小中学校合同のあいさつ運動や小中学校職員間による授業参観，小中学校連絡会，情報交換会等を実施し，児童生徒の実態や９年間の
取り組み内容の共通理解を図った。
・中学校教員による小学校６年生への出前授業，ガイダンスの実施など，各中学校区において地域の特色や児童生徒の実態に応じた連携
を実施した。
・平成23年度から平成28年度までの５年間で，「中学校区・学びの連携モデル事業」を実施し，小中連携の先行モデルを構築した。
・平成28年度は小中連携の全市展開を図った。
・「小中学校の接続・連携に関する調査研究」準備委員会を実施した。

■評価
・モデル事業のアンケート結果では，「中１ギャップが緩和された」が90%を超えた。また，「中学校の学習規律・生活規律の定着が進んだ」が
95%と，生活面・学習面での効果が高いことが分かった。
・一方で，打合せ時間や研修時間を要するために，教職員の多忙化が大きな課題となっている。
・小中連携の全市展開により，交流活動件数は前年度を上回ることができた。

■今後の展開・改善策
　「小中学校の接続・連携に関する調査研究委員会」を設置し，モデル事業の成果と課題を踏まえながら，本市の実情に合った小中学校の接
続・連携のあり方について検討し，全市での展開を推進していく。

505回 588回 623回
小中間の交流活動件数

ミッション３：確かな学⼒の育成
施策1 幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

3,239,533

■事業の⽬的 ■事業概要

担当課：学びの連携推進室

・学習活動での個別の声がけ，体育等での着替え，給食準備の支援など，新入学児童が安心して集団生活や学習に取り組むための環境づ
くりがなされており，着実に成果を上げている。
・サポーター登録者は，本事業を通じて学校への理解を深め，新たな学校支援ボランティアの活動やＰＴＡ活動への協力などに参加するケー
スも見受けられ，地域・家庭との連携にも効果がある。

■今後の展開・改善策

小学校１年生の教室に「小１生活・学習サポーター」を配置し，安心し
て集団生活を営み，落ち着いて学習に取り組める環境づくりをする。

各学校から推薦された地域住民や小学校１年生以外の児童の保
護者をサポーターとして委嘱し，小学校１年生の学校生活を支援
する。

3-1-3

H28 H31 H33

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成

3-1-4
学校教育

Ｈ31

■事業の⽬的

12,000

社会環境の変化，心身の発達の早期化，中１ギャップなどに対応する
ため市内小・中学校の円滑な接続・連携の在り方を検討し，推進す
る。

■平成28年度の実施状況
・小学校１年生の各学級に１日１名の割合で入るサポーターを委嘱し，学習用具の準備や片付け，給食の配膳や片付け，教室移動など担任
の補助を行った。
・事業開始初年度である平成21年度の実施45校･登録146名から，着実に実績を上げている。

■評価

施策1 幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

⼩1⽣活・学習サポーターの配置
円

■実績

■評価指標及び実績

■平成33年度までの評価指標

Ｈ26

円

⼩中連携の推進
担当課：学びの連携推進室

■事業概要

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

小中連携のための支援
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 決算額

アウトカム ■実績
H29 H30 H32

 決算額

アウトカム
H29 H30 H32

■事業概要

■実績
H28

■平成33年度までの評価指標

■事業の⽬的
児童生徒一人ひとりの学力を的確に把握し，基礎的・基本的な知識等
を確実に習得できるような指導方法の工夫・改善に生かすために標準
学力検査を実施する。また，生活習慣と学習状況を把握するために生
活・学習状況調査を実施する。

・標準学力検査は平成19年度開始。生活・学習状況調査は平成
22年度開始。
・年１回４月に実施

35,915,175
担当課：学びの連携推進室

■事業概要

H28 H31 H33

円

3-2-1 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進
学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成

67.1％
65.0％

H31 H33

■平成28年度の実施状況
・標準学力検査は，市立小中学校の小３～中３を対象に実施。（小３：国・算／小４～中１：国・算（数）・社・理／中２・３：国・数・社・理・英）
・平成28年度は，前年度に引き続き，基礎的知識における目標値と同等以上の児童生徒の割合が7.1％（28教科中２教科）に留まった。
・生活学習状況調査は，市立小中学校の小２～中３を対象，小２～小４で37，小５～中３は74の質問を設け，「学校生活」，「授業」，「学習意
欲」，「家庭生活」，「自由時間」，「家庭学習等」，「社会・地域とのかかわり」，「道徳心・挑戦・夢」，「自分づくり」の9領域について調査を行っ
た。

■評価
・標準学力検査については，児童生徒の学力の現状及び課題を客観的に把握・分析し，その分析結果等を各学校での改善方策の作成や
指導改善に生かしている。
・標準学力検査と生活学習状況調査の調査結果の相関関係の分析により，生活習慣や学習習慣と学習成果の関連性が明らかになってお
り，児童生徒への指導や，保護者への周知による家庭での習慣の見直しに活用することができている。

■今後の展開・改善策
・引き続き，標準学力検査，生活・学習状況調査を実施し，調査結果の分析等により学力向上のための効果的な施策を調査・検討していく。
・少人数指導の充実や効果的な指導のための提案授業など，確かな学力の育成に向けた各施策を総合的に推進していく。

7.1%
小３：国・算（２教科）小４～中１国・算（数）・社・理（４教科×４学年）中２・３国・数・社・理・英（５教科×２）

28教科中
２教科

■平成28年度の実施状況

小６
中１

■事業の⽬的
小学校高学年教科担任制の実施により，確かな学力を育むとともに，
中学校の学習との連続性を持たせる。

小学校に非常勤講師を配置し，対象教科を社会，算数，理科の中
から１教科，全教科を合わせて３教科以上で教科担任制を実施す
る。

標準学⼒検査における「理科」の市平均正答
率：70％以上

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-1-5

86,752,278
担当課：学びの連携推進室

施策1 幼児期からの切れ⽬のない教育の推進

円

■平成33年度までの評価指標

標準学⼒検査，⽣活・学習状況調査の実施

・小学校高学年教科担任制を小学校13校（配置２年目９校，１年目４校）で実施した。
・成果と課題について，市内小中学校に実践報告書を配布し，実践発表会を実施した。

■評価
・教科担任の専門性を生かした指導と教材研究の充実により，児童の学習意欲の向上，基礎学力の定着，中学校への円滑な移行につな
がっている。
・指導面においても，１つの学級に複数の教員が関わるため，児童の個性の伸長や問題行動等の早期発見・早期対応につながるなどの効
果がある。
・全校を対象とした研修会の開催や実践報告書の配布等により，非常勤講師を配置しない学校においても教科担任制の取り組みが広がっ
ている。

■今後の展開・改善策
　引き続き，非常勤講師の配置による小学校高学年教科担任制の継続実施を図るとともに，研修会の開催や実践報告書の配布等により，実
施体制，時間割の組み方，学年経営の進め方などを全小学校で共有化し，実施校の拡大を図っていく。

⼩学校⾼学年教科担任制の実施

標準学⼒検査における基礎的知識における⽬標値
と同等以上の児童⽣徒の割合：
すべての学年・教科で75％以上
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 決算額

アウトカム ■実績
H29 H30 H32

 決算額

例年実施

子ども科学ｷｬﾝﾊﾟｽ291人
大学探検123人

大学出前講座21校

子ども科学ｷｬﾝﾊﾟｽ318人
大学探検57人

大学出前講座12校

東北大学との連携により，講演，施設見学，科学の実験や，学校
への出前授業， 先端科学の研究分野の解説などを行う。

子ども科学ｷｬﾝﾊﾟｽ368人
大学探検103人

大学出前講座15校

小４
中２

H28 H31 H33

91.5％
83.1％

  

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進3-2-3

■事業の⽬的

・平成28年度までの分析では，学習意欲について，小学校４年生の数値は比較的高い状況が続いているが，中学校２年生の数値は微減傾
向にある。
・生活・学習習慣と学力，学習意欲と学力には関連性があることが分析から明らかになっている。これまでの調査の結果から，生活・学習習
慣の改善が図られてきていることから，今後，学習意欲の高まりにつながり，学力の向上が期待できる。

■平成28年度の実施状況
・標準学力検査，生活学習状況調査の結果を，東北大学加齢医学研究所と連携し分析・検討を行った。
・スマートフォンの使用状況，朝食習慣と学習意欲の関連について提言をまとめたリーフレットを作成し，各学校への配付するとともに，市
ホームページに掲載した。

■評価

参加者数

■今後の展開・改善策

3-2-2 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

■平成28年度の実施状況

「学習意欲」の科学的研究に関するプロジェクトの実施

500,366
担当課：教育指導課

■事業概要

円

－
担当課：学びの連携推進室

■事業概要

・平成29年度以降の調査結果等を基に，学習意欲や学力面において，改善傾向が見られる児童生徒の共通点を分析・検討し，リーフレットを
作成する。
・これまでの研究成果を広く周知するためのフォーラムを開催し，保護者などへの啓発を図ることで，望ましい生活習慣づくりにの普及を図る。

サイエンススクールの実施
円

大学教官との交流を通して科学の楽しさ，面白さを体験することによ
り，次代の「学都仙台」を担う青少年の科学技術に対する関心を高め
る。

■事業の⽬的
学習意欲についてのデータ等を基に，脳科学や認知心理学の観点か
ら，見えにくく，学力の根幹を成す学習意欲について科学的な分析を
行う。

・年４回の会議を開催して，児童生徒の調査結果データを東北大
学との連携のもと分析する。
・分析結果をリーフレットに表し，教職員等へ配布する。

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成

■評価

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

　大学の 先端技術・研究に関するノウハウを活用した実験や体験など，充実した学習内容となっており，科学に対し興味・関心を持ってい
る児童の探究心を向上させることができた。

■今後の展開・改善策
・体験活動のメニューや内容を工夫し充実させていくことにより，参加者数の増加を図っていく。
・各学校への事業案内のほか，東北大学のホームページにおいても積極的な広報を実施する。

Ｈ26 Ｈ27

・夏休みや秋休み期間等を活用し，東北大学と連携して子ども向け科学の体験活動や，出前講座を実施した。
・東北大学で 先端の装置等を使い，本格的な実験や大学教官による科学のおもしろさについて講義を実施した。

■評価指標及び実績

■平成33年度までの評価指標

サイエンススクールの実施

「勉強をとおして，新しいことが分かるように
なるのは楽しいと思う」と答えた児童⽣徒の割
合：

⼩４…95％ 中２…90％
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 決算額

例年実施

 決算額

　

例年実施

■評価

■平成28年度の実施状況

ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-4① 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

科学館学習の実施

学校教育

6,111,253

9,672名 9,439名 9,339名

■事業概要

■平成28年度の実施状況
・市内中学校（２年生）73件，適応指導センター・特別支援学校等計９件の利用があった。実験学習のテーマは以下の４つとした。
　物理分野「電気をつくる・おくる」，化学分野「化学変化とエネルギー」，生物分野「アサリのくらしとからだのしくみ」，地学分野「風はなぜ吹く
の」
・物理分野の次年度の授業開発を実施した。

■評価
　工夫された実験器具やICT機器等を活用した実験・観察等を少人数の班編成や充実した施設で実施したことにより，多くの生徒が科学に
対する関心を高めながら，実験や観察に意欲的に取り組む姿が見られた。

■今後の展開・改善策
　実験や観察における教材開発や指導方法の工夫を行い，科学に対して関心・意欲を高める効果的な実験学習や展示学習を実施することに
より，さらなる理科教育の充実を図る。

3-2-4②

　学校では体験する機会の少ない専門的な教材にふれ，多くの児童生徒が科学に対する関心を高めながら意欲的に学習に取り組む姿が
見られた。

■今後の展開・改善策
　今後も事業を継続し，児童生徒の科学に対する関心や学習意欲を高めるのに効果的な学習内容の工夫や指導方法の研究，学校の理科教
育支援に有効な教材の開発に努める。

38,686名

円

36,907名 37,160名

科学技術に関する知識の普及啓発を図るため，市内全中学校２年生
を対象として，学校現場では実施が難しい実験・観察や発展的な学習
を行うことで，学校における理科教育を支援する。

円

■事業概要
市内全中学校２年生を対象とし，物理・生物・地学・化学の４つの
分野から１分野選択して90分の実験を行う実験学習と， 館内展示
物を活用して学習する展示学習を行う。

受講者数

施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

天⽂台学習の実施

　市外の学校も含め，幼稚園・保育所151件，小学校287件，中学校73件，高等学校１件，特別支援学校５件の利用があった。また，小中学
校のプラネタリウム投映内容の更新を行った。

プラネタリウム，展示，望遠鏡などの特殊機材を使用して学校現場で
は実施が難しい発展的な学習を行うことで，学校における理科教育を
支援する。

幼稚園から高等学校までを対象としており，市立中学校の１年生
については授業の一環として全員が受講する。プラネタリウムでの
天体の運動の観察などを行う。

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成

■事業の⽬的

8,097,058
担当課：教育指導課・⽣涯学習課

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

担当課：教育指導課・科学館

■事業の⽬的

受講者数

科学館学習

天文台学習

35



 決算額

アウトプット

研修会受講者数：160名（延べ750名） H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

提案授業参加者数：600名 H29 H30 H32

■評価
　提案授業の参観や授業力レベルアップ研修会を通じて，多くの教員間で本市の児童生徒の課題や指導改善策について情報共有すること
ができており，各教員が授業の中で生かすことにより，理解を促すことにつながっている。

■今後の展開・改善策
・引き続き，提案授業を複数回実施するとともに，本市の課題及び指導改善策をリーフレット等で周知する。
・教員の研修内容において提案授業の参観を拡大するなど，効果的な指導法や取り組みの普及を図っていく。

■平成28年度の実施状況

⼤学と連携した提案授業の実施
円

■事業の⽬的

－
担当課：学びの連携推進室

■事業概要
宮城教育大学と連携しながら，仙台市標準学力検査，全国学力・学習
状況調査の結果を分析・検証し，課題を解決するために，効果的な指
導法や取組等を検討・実践するとともに，その普及を図る。また，学部
学生や教職大学院生の教員養成の場とする。

大学教員，指導主事，校長，教頭，教諭で構成され，検査結果の
分析・改善に向けた指導事例を検討し，授業改善のための提案授
業の提供
授業力レベルアップ研修を開催する。　（提案授業概要，指導方法
の改善等の周知）

■実績
H28 H31 H33

590名

・仙台市確かな学力研修委員会を実施した。（５回）
・小学校（国，社，算，理），中学校（国，社，数，理，英）の提案授業のための指導案検討会を実施した。
・提案授業を実施した。（11月～12月）
・授業力レベルアップ研修会を実施し，各教科で提案授業概要及び分析結果等について周知し，指導法の工夫について研修した。

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-6 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

・理科学習アシスタントを配置し，理科の授業での観察・実験に係る支援等を行うことで，教員がより質の高い授業を行える環境づくりができ
た。
・研修会の内容を細分化し時間帯も工夫するなど，研修内容の充実化を図ったことにより，一定の受講者数を確保することができた。
・教員が直接指導主事に相談できる「来所サポート」の実施により，支援に関する問い合わせも増加している。

■今後の展開・改善策
　新学習指導要領のポイントを踏まえた授業改善を実施するなど，研修内容の充実や教員向け資料の充実化を図っていく。

■平成28年度の実施状況
・小学校での理科の授業の際に理科学習アシスタントを配置し，観察・実験に係る支援等を実施した。市内80校に45人のアシスタントを配置
し，延べ4,188時間の支援を実施した。
・理科指導に係る研修の充実については，指導の難しい単元について実習中心の内容を14種類実施した。内容を学年毎に細分化し，放課
後の研修の時間帯を工夫したことにより，延べ150名が受講した。
・来所サポート，サポート訪問については，メダカやモンシロチョウのタマゴの配布や実験器具の貸し出し，授業に関する助言等を実施した。
特に生物に係わる要望が多く，延べ106件のサポートを実施した。

■評価

6,818,998
担当課：教育センター

学校教育

150名

ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-5 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

⼩学校理科学習の充実
円

■事業概要

■実績
H28

■事業の⽬的
理科学習アシスタントを配置し，児童の観察・実験の充実を図る。教
員に対する研修の充実，ＯＪＴサポート訪問・来所訪問などの支援の
充実，情報発信を通して指導力向上を図る。

・小学校理科学習アシスタント事業の実施
・理科指導に係る研修の充実
・来所サポート，サポート訪問の実施

H31 H33

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

拡充 　

ロードマップ

 決算額

新規

ロードマップ

■評価
・研修の実施により，ＣＭについての理解が深まり，各学校での実践につながっている。
・ＡＬ研修会や授業公開については，近隣，同一区内の他校教員にも参加を呼びかけ，拠点校のみならず周辺校にも知見の共有や授業改
善が図られた。

■今後の展開・改善策
・ＣＭ研修について，未受講の小中学校において実施し，普及拡大を図っていく。
・ＡＬ拠点校については，校内研修の充実を図るとともに，全市での公開授業の実施へと拡大を図っていく。

新学習指導要領の理念の具現化に向け，「主体的，対話的で深い学
び」の視点に基づいた授業改善，「社会に開かれた教育課程」を視点
としたカリキュラムマネジメント（ＣＭ）の改善の推進を図る。

平成28・29年度の２年間「AL拠点校」を指定（７校）し，授業研究や
校内での研修会を市内市立学校に公開し，その知見の共有と授
業改善推進を図る。また，年２回，有識者による指導や実践報告
を通し，カリキュラムマネジメントの在り方の周知について市内全
校を対象に悉皆研修とし，知見拡大と実践の推進を図る。

■平成28年度の実施状況
・カリキュラムマネジメント（ＣＭ）研修は泉区，青葉区の小中学校教員に対し２回実施した。
・アクティブラーニング（ＡＬ）普及支援事業は，拠点校を小学校３校，中学校４校指定し，校内研究を中心に支援した。
・ＣＭ研修会は市内93校各１名の教員が参加，ＡＬ普及支援事業による研修会，授業公開に参加した教員数は647人。

H28 H29 H30 H31 H32 H33

ＣＭ研修会　　２回実施

円

■事業の⽬的

356,090
担当課：教育指導課

■事業概要

10,298,035
担当課：教育指導課

■事業概要

H28 H29 H30 H31

グローバル化に対応した外国語教育を推進し，児童生徒の外国語の
コミュニケーション能力を育成する。特に，小学校への英語科等導入
に向け，指導者の指導力向上を推進する。

独自採用ALTを増員し，教育指導課のアドバイザーとともに年間を
通して全小学校を訪問し外国語活動の授業参観を行い，日本人
教員とALTに指導力向上のための指導・助言を行うなど特に小学
校の指導力を強化する。

■事業の⽬的

H33H32

ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-7 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

⼩学校外国語教育推進

■平成33年度までの評価指標及び実績

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-8 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

・小学校英語教育推進モデル校（２校）において，年間指導計画の作成やＡＬＴを効果的に活用した指導法の工夫など研究を実施した。
・小学校教職７年経験者対象の悉皆研修を実施した。（年11回，参加者数44校・55名）
・独自採用ＡＬＴ等による小学校訪問を実施し，授業参観及び指導助言を行った。（青葉区29校・太白区27校　計56校）
・中学校，高等学校及び中等教育学校に配置されているＡＬＴ66名，小学校専属ＡＬＴ３名を小学校へ派遣した。

■評価

■平成28年度の実施状況

・独自採用ＡＬＴ等による小学校訪問においては，授業参観及び指導助言を通して，各教員の指導上の悩みや課題の解決につながってい
る。
・小学校英語教育推進モデル校における公開研究会においては，各小学校教員が指導改善の視点や実践事例を共有することができた。
・小学校教職７年経験者対象の悉皆研修と併せて，小学校教員の英語指導力の向上が図られている。

■今後の展開・改善策
　平成32年度の小学校英語教科化までの移行期間における指導時数や教材，指導の在り方等について，国の動向に留意しながら，研修や
学校訪問による指導助言等を通して，小学校教員の英語指導力向上及びＡＬＴの効果的な活用を図っていく。

モデル校　2校
小学校訪問数　56校
研修実施回数　11回

新たな学校教育準備プログラム推進

円

学校教育

■平成33年度までの評価指標及び実績

カリキュラム・マネジメント（ＣＭ），リーダー普及支援事業（Ｈ28～ 年2回実施）

拠点校におけるアクティブラーニング（AL)普及支援事業（Ｈ28～）

小学校英語教育化に向けた取組 学習指導要領に基づく授業の推進
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 決算額

例年実施

 決算額

■評価指標及び実績 例年実施  

H26 H27 H28 H29 H30 H26 H27 H29

6名 6名 6名 203名 255名

10名 10名 10名 269名 211名

100% 100% 100% 5名 14名③ 4名

328名

272名

⑥

④

⑤

H28 H30

①

②

■平成28年度の実施状況
①産業教育技術開発委員会研修：高校等５校６課程から各１名計６名の教員が産業教育に関する教材研究・開発・指導法を学んだ。
②教員研修セミナー：市立中等教育学校の教員10名が首都圏で開催されるセミナーに参加し，難関校への進学指導法を学んだ。
③就職支援員配置校：平成28年度からは市独自の事業として市立高校３校４課程に就職支援員１名ずつを継続して配置した。
④スキルアップセミナー：７月下旬に２日間実施。受講生は半日のプログラムに取り組み，就職活動への意識を向上させた。
⑤模擬面接会：８月末から９月初旬の２日間で実施。就職希望者が進路先を念頭に自己を見つめ直す良い機会となった。
⑥デュアルシステム：生徒がより実践的な技能・知識を獲得し，職業意識を高めるため，専門教育の中に就業を希望する企業での実習を組
み合わせるデュアルシステムを実施した。

施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

小規模化が著しい一定規模未満校を対象に，より多くの児童生徒と学
ぶことができる機会を設けることにより教育環境の向上を図る。

小規模校が隣接校等と合同で授業や校外学習等を行う際の交通
費を負担し，交流学習の推進を図る。

■事業概要

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-10 施策2 基礎的知識の定着・応⽤⼒の育成・学習意欲の向上を図る取り組みの推進

特⾊ある⾼校づくり 13,931,103

　対象校が交流学習として，各教科の授業，校外学習，総合的な学習の時間における体験活動やグループ学習の発表会，
陸上記録会，合唱コンクールの練習，部活動，生徒会活動などを合同で実施した。

円

市立高校再編計画に基づき進められた中等教育学校や新たなタイプ
の定時制高等学校の設置などの市立高校の再編に伴い，各校の特
色づくりを進める。

高校４校（５課程）及び中等教育学校１校が，教育目標及び生徒
の実態に即した教育課程の編成と運用に努め，時代のニーズに
応える特色ある学校づくりを推進する。

円

■評価
　他校との合同による授業や活動が，より多くの同学年の児童生徒との学び合いの機会となり，人間関係の広がりやコミュニケーション力・
表現力の向上などの効果が見られた。

■今後の展開・改善策
　貸切バス等による移動を含めた交流学習を継続するとともに，実施回数や移動時間の制限があることから，スカイプ等のＩＣＴの活用など，
多様な合同授業のあり方の検討を進めていく。

2,101,706

交流学習の実施数

１６校・各４～６回 １８校・各４～６回 １８校・各３～７回

Ｈ26 Ｈ27

担当課：学校規模適正化推進室

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-2-9

■評価
・仙台高等学校：進学重視型単位制の特色を活かし，生徒が興味関心等に応じた授業選択により，意慾的に学習に取り組み，個々に応じた
実績を残した。
・仙台工業高等学校：デュアルシステム・地域ものづくり人材育成事業等による実践的な技術・技能の獲得、確かな職業観の醸成への支援
が功を奏し，就職内定率は平成29年３月末で100%であった。
・仙台商業高等学校：資格取得を通した職業観の確立及び専門性を活かす新規企業開拓で就職内定率は平成29年３月末で100%であった。
・仙台大志高等学校：教育課程の工夫・改善や各生徒の状況に応じた個別指導の結果，生徒が将来展望を描きながら単位修得に取り組ん
だ。
・仙台青陵中等教育学校：６年間一貫教育の特色を活かし，独自のカリキュラム，きめ細かな進路指導により進学実績を挙げた。

■今後の展開・改善策
　引き続き，学校の教育各課程の特徴を生かした学習指導や資格取得指導，総合的な学習の時間や特別活動，学校行事等の内容を実態に
応じて工夫し，生徒の興味関心を高め，意慾を喚起することで進路実現を図っていくとともに，各校の連携を密にすることで，特色ある学校づ
くりを進めていく。

■事業概要
担当課：⾼校教育課

■事業の⽬的

■平成28年度の実施状況

交流学習の推進

■事業の⽬的

Ｈ31

■評価指標及び実績

交流学習事業の実施

各校における特色ある学校づくり

①産業教育技術開発委員会研修参加人数 ②教員研修セミナー参加人数 ③就職支援員配置校の就職内定率
④スキルアップセミナー参加人数 ⑤模擬面接会参加人数 ⑥デュアルシステム参加人数

各校における特色ある学校づくり
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 決算額

ロードマップ

 決算額

例年実施

非常勤講師配置数

小学校低学年において，一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細か
い指導を行うことにより，児童の学習意欲を高め，基礎的な知識・技
能の習得と応用力の向上を図る。

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

■評価指標及び実績

施策３ 学習が遅れがちな児童⽣徒などへの個に応じた指導や⽀援の充実

ＩＣＴを活⽤した授業の推進
円

－
担当課：教育指導課

少⼈数指導の実施 102,427,028

47名 44名

3-3-2 施策３ 学習が遅れがちな児童⽣徒などへの個に応じた指導や⽀援の充実

■平成28年度の実施状況
・情報教育担当者連絡協議会を開催した。（計４回（小学校２回，中学校２回））
・大学との連携事業（タブレット端末活用校連絡協議会）を実施した。（３回）
・啓発誌「ＩＣＴ活用みてある記」を発行した。（４回発行）

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-3-1

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成

円担当課：教職員課

■事業の⽬的

■評価
・東北大学，宮城教育大学，東北学院大学，東北福祉大学と連携を図り，教室以外に理科室や体育館等においても，コンピューターやプロ
ジェクター，デジタルテレビ等を活用して授業資料や手本の拡大提示を行うといった，授業におけるICTの効果的な活用についての共同研究
を進めることができた。
・タブレットを活用した実践授業では，写真や動画，インターネット上で収集した情報を整理し，まとめ，発信する活動を通して，児童生徒の情
報活用能力の育成を図ることができた。

■今後の展開・改善策
　引き続き，各大学と連携を図りながら，ICTを効果的に活用した授業に係る実践研究を進めていくとともに，ICTの活用による効果検証を図り
ながら，学校の情報化を推進していく。

■平成28年度の実施状況
・小学校では算数を中心に，習熟度別指導，課題別指導，個別指導を行うなど，児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導を行っ
た。
・小学校１・２年生における少人数指導のための市費による非常勤講師のほかに，学級編制の基準が35人から40人となる小学３年生におい
ても同様に，学級数減となる学校等を対象として非常勤講師を配置した。

■評価
・複数の教員での指導により，より多面的・多角的に児童を指導できること，基礎・基本の定着などの学力向上が見られることなど，一定の
成果を上げている。
・平成25年度までの小学校１・２年生に加え，平成26年度から，学級数が減となる３年生学級にも非常勤講師の配置を拡充しており，グルー
プ別や個に応じた指導など，指導体制の整備に有効であるという意見が全配置校から寄せられている。

■今後の展開・改善策
　少人数指導を進めていくうえで，「習熟度別による少人数指導は，単元のまとめ部分で児童の実態に即した指導ができる効果が期待でき
る」など，より効果的な指導のあり方について研究を進めていくとともに，現状把握と効果検証に努め，配置校の拡充を検討していく。

39名

主に小学校１・２年生において，１学級あたりの児童数が33～35名
の学校に非常勤講師を配置し，個別指導等を実施する。また小学
校３年生についても，非常勤講師の配置を進める。

■事業概要

Ｈ26

■事業概要

H28 H29 H30 H31 H32 H33

各種協議会開催（計７回）
啓発誌発行（計4回）

■事業の⽬的
学校の情報化を推進し，主体的・対話的で深い学びの視点からの授
業改善及び子供達の情報活用能力の育成を図るため，授業における
ICTの有効活用を促進する。

学校に整備しているICT機器やソフトウェアの効果的な活用を促す
とともに，大学と連携を図りながら，タブレット端末の有効活用につ
いての研究等を行う。

■平成33年度までの評価指標及び実績

非常勤講師の配置による少人数指導の実施

情報教育担当者連絡協議会の開催／大学との連携事業実施
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 決算額

アウトカム

H29 H30 H32

　小学校６年生時と中学校１年生時の標準学力検査の結果を分析するなど，より効果的な非常勤講師の配置を検討し，きめ細かな指導を進
めていく。

61.3%

63,443,127

■平成28年度の実施状況
　同一中学校区の小学校６年生の標準学力検査の算数と，中学校１・２年生の数学の結果を分析し，分析結果を踏まえて，市内23中学校に
非常勤講師を配置した。

■評価
　標準学力検査における目標値と同等以上の生徒の割合について市全体とを比較すると，非常勤講師を配置した学校のほうが伸び率が高
く，きめ細かな指導の成果が表れている。

■今後の展開・改善策

担当課：学びの連携推進室

■事業概要

円

■事業の⽬的
中学校１年生の数学の理解力の格差解消のため，非常勤講師を配置
することによりきめ細かな指導を行う。

学習内容が論理的かつ抽象的で理解に差が生じる傾向がある中
１数学に対応し，非常勤講師等の配置により，少人数によるきめ
細かな指導を行う。

学校教育 ミッション３：確かな学⼒の育成
3-3-3 施策３ 学習が遅れがちな児童⽣徒などへの個に応じた指導や⽀援の充実

中１数学少⼈数指導の実施

■実績
H28 H31 H33

■平成33年度までの評価指標
⾮常勤講師配置校の標準学⼒検査における中2の
⽬標値と同等以上の児童⽣徒の割合：65％
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42 ページ

43 ページ

43 ページ

44 ページ

 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向１：学校教育

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　子どもたちが社会的・職業的に自立するために必要な態度や能力を育む取り組みについては，仙台子ども体験プラザにおける「スチュー
デントシティ」及び「ファイナンスパーク」の体験型経済教育プログラムの対象を市立小中学校から公私立小中学校へ拡大し，更なる活用
の推進を図った。
　専門家による講話や実技体験を行う「楽学プロジェクト」も，参加者数が増加しており，事業の普及拡大が図られている。
　引き続き，たくましく生きる力育成プログラムによる授業改善や，仙台子ども体験プラザのプログラムの充実化，職業講話や職場体験活
動のための有用な人材，受け入れ事業所の確保など，学習効果が 大限に得られるための取り組みが重要である。

■学識経験者の意⾒  

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　「仙台自分づくり教育」が，多様なキャリア教育を中心に実施さ
れ，児童生徒の視野や世界観を拡大することに役立っていると思
われる。しかし，他方，自己肯定感が，前年よりも低下（特に中学
生は62.8%にとどまる）し，また，震災前よりも低い傾向が続いてい
ることは問題としたい。これに関連して，小学校図書館からの図
書の貸出しが37.3冊なのに対して，中学校になると６．４冊に激減
している。未来の創り手となるための教育の基礎として，自分づく
りの手段としての読書の重要性は論をまたない。特に中学校で
の読書活動を飛躍的に高める方策を実施して頂きたい。

体験型プログラムによる各種の体験学習の機会が提供され，市民協
働の側面をもつ楽学プロジェクトや自分づくり教育などの多彩な展開
が進んでいる。「たくましく生きる力育成プログラム」は，児童生徒の
自己理解や他者理解，共生の力，自分づくりや心と命を守り育てるた
めの資質・能力の養成等にも応用可能な特徴をもつ。仙台市が直面
している教育的課題に資する教育プログラムとして活用されることが
期待される。

　たくましく生きる力育成プログラムについては，「見方・考え方」，「人間関係形成力」，「心・態度」を育む教育プログラムとして，様々な教
育的課題への活用が期待されるものの，児童生徒の自己肯定感が低下傾向であることは課題であり，自己肯定感を高めるための手法の
検討，実践を踏まえた検証を継続的に実施していくことにより，改善を図ってまいりたい。
　学校における読書活動の推進については，中学生の読書機会の確保が課題となっており，家庭学習や部活動に係る時間の増加等の要
因はあるものの，学校図書館の有効的な活用方法の普及啓発や，朝読書の継続実施などにより，読書機会の向上に努めてまいりたい。

施策1  社会的・職業的⾃⽴に必要な態度や能⼒の育成
4-1-1 仙台自分づくり教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-2 楽学プロジェクトの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-3 学校における読書活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-4 環境教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

ミッション４：
未来の創り⼿となるための⼒の
育成

急激な社会的変化の中でも，夢を実現しようとする意思や意欲を持
ち，個性や能⼒を⽣かしながら，何が重要かを主体的に判断できる
未来の創り⼿となるために必要な知識や⼒の養成を⽬指します。
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 決算額

■平成33年度までの評価指標（⼩・中） アウトカム

H29 H30 H32

例年実施

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・「たくましく生きる力」育成プログラムの実践
　（実践委員会の開催（５回），授業研修会の開催（５回），周知を図る広報誌の発行（７回），授業プラン集の改訂及び配付，カリキュラムづくり）
・仙台子ども体験プラザ事業（小学校119校，中学校62校，中等教育学校１校，特別支援学校１校）
・自分づくり教夢室（小学校91校）
・職場体験（中学校64校：５日間12校，４日間7校，３日間45校）
・インターシップ推進事業（高等学校）
・仙台自分づくり教育アワードの実施：職場体験等で協力いただいた事業所に対し，中学生がスタッフとして参加し表彰式を開催した。

小６

中３

435名 538名 628名

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

①85.1％
②75.7％
①70.7％
②62.8％

　 　

学校教育 ミッション４：未来の創り⼿となるための⼒の育成
4-1-1 施策１ 社会的・職業的⾃⽴に必要な態度や能⼒の育成

仙台⾃分づくり教育の推進
円

■事業の⽬的
○「たくましく生きる力」（たく生き）育成プログラムの実施
　変化の激しい社会をたくましく生きるための力とその素地となる「知恵」
や「態度」を義務教育の時期から養う。
○自分づくり教育カリキュラムづくり
　将来の社会的・職業的自立のために，小・中・高等学校において求め
られる「仙台自分づくり教育」のより豊かな在り方を検討する。
○仙台子ども体験プラザの運営
　児童生徒に望ましい勤労観や職業観を育てるとともに，自分の将来の
生き方について考える意欲や態度，社会で自立する力を育成する。
○自分づくり夢教室の実施
　仙台にゆかりのある社会人を講師に招き，将来に夢を持つことや，学
ぶことの大切さを学ぶ。
○職場体験活動の実施
　社会人として必要な勤労観・職業観を養い，将来の社会的・職業的自
立に必要な態度や能力を育む。
○仙台自分づくり教育応援団による活動
　仙台自分づくり教育応援団の団員による職場体験受け入れなど，市
民総がかりで仙台の子どもたちを育てていく機運を高めていく。
○各高校でのキャリア教育の実施
　「仙台自分づくり教育」の観点から，キャリア形成に必要な能力の育成
と，勤労観・職業観の確立を推進し，一人ひとりの希望進路の達成と社
会的・職業的な自立を目指す。

○「たくましく生きる力」育成プログラムの実施
　「たくましく生きる力」（自分づくり教育でめざす５つの力）の素地と
なる知恵・態度（「見方・考え方」「人間関係形成力」「心・態度」）を育
成するための学習プログラムを実践する。
○自分づくり教育カリキュラムづくり
　職場体験活動を行った生徒の20歳の追跡調査などをもとに，有識
者や企業家などによる自分づくり教育調査研究部会において，自分
づくり教育の方向性や実施上の課題を検討する。
○仙台子ども体験プラザの運営
　　「スチューデントシティ」「ファイナンスパーク」の体験型経済教育
プログラムを実施し，経済の仕組みや社会と自分とのかかわり，生
活設計などについて学ぶ。
○自分づくり夢教室の実施
　地元プロスポーツ選手や放送局アナウンサー等を講師に招き，小
学校時代の思い出や職業に就くきっかけ，必要な力などについて講
話から学ぶ。
○職場体験活動の実施
　中学２年生を対象として３～５日間の職場体験活動を実施する。
○仙台自分づくり教育応援団による活動
　経済界や在仙スポーツ選手を中心的なメンバーとする団員それぞ
れが，小学校高学年および中学生を対象に職場体験の受け入れや
職業講話の外部講師などの活動を実施する。
○各高校でのキャリア教育の実施
　生徒それぞれの進路希望を踏まえ，学校ごとの特色に応じた事業
内容や取り組みを実施する。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

参加人数

50,313,349
担当課：学びの連携推進室・⾼校教育課

■評価指標及び実績（⾼）

・「たくましく生きる力」育成プログラムでは，自己肯定感を高めるための手法など，児童生徒の課題や今後の社会の動きとも関連した授業プラ
ン内容を検討し，実践を踏まえて検証していく。
・仙台子ども体験プラザ事業では，市内全小中学校，中等教育学校，特別支援教育学校に加え，私立学校の参加を促進していく。
・自分づくり夢教室では，今後，講師の職種拡大と人員確保を図り，児童へ幅広い勤労観・職業観を育んでいく。
・自分づくり教育カリキュラムづくりでは，仙台自分づくり教育調査研究部会で25歳，20歳の座談会を開催し，職場体験の有効性を検討する。
・職場体験活動を推進するとともに，仙台自分づくり教育アワードの関連行事「仙台自分づくり教育フォーラム（仮称）」を開催し，仙台自分づくり
教育の意義を広く事業所等に広報し，企業や経済団体等による教育支援の取り組みの一層の推進を図る。
・仙台自分づくり教育応援団への参加を市民に広報し，応援団を募り，職場体験の受入や小中学校での職業講話を実践を促進する。

・「たくましく生きる力」育成プログラムを実践する教員が増加しており，普及の拡大が図られている。
・前年度に比べ，「自分の将来を考えると，楽しい気持ちになる」と答えた児童生徒の割合は，小学校６年生・中学校３年生ともに減少しており，
また，震災前に比べて低い傾向のまま推移していることから，更なる自分づくり教育の推進が求められている。
・自分づくり教育カリキュラムづくりでは，仙台自分づくり教育研究会の調査研究部会を中心に，20歳の座談会やアンケートを通じて，職場体験
活動が職業選択に与える意味を確認することができた。

①「将来の夢や⽬標を持っている」
と答えた児童⽣徒の割合：70％

②「⾃分の将来を考えると，楽しい気持ちになる」
と答えた児童⽣徒の割合：70％
（いずれも⼩６・中３） ※「⽣活・学習状況調査」による

インターンシップ推進事業の実施
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトカム

H29 H30 H32

担当課：⽣涯学習課
451,903

円

楽学プロジェクトの実施

■今後の展開・改善策

学校教育

H28 H31 H33

■実績
H28

■事業の⽬的

■評価

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況

ミッション４：未来の創り⼿となるための⼒の育成

 

施策１ 社会的・職業的⾃⽴に必要な態度や能⼒の育成
学校教育 ミッション４：未来の創り⼿となるための⼒の育成

学校における読書活動の推進
円

－
担当課：教育指導課

■事業概要

■実績

施策１ 社会的・職業的⾃⽴に必要な態度や能⼒の育成

37.3冊
6.4冊

　 　

　平成28年度に策定した「子ども読書活動推進計画」（第三次）に基づき，図書事務員研修を充実させるなど，よりよい図書室，読書環境の整備
を進めていく。

・図書事務員研修でブックトークを取り入れるなど児童生徒の本に対する興味・関心が高まる図書館運営や環境整備を行い，小学校は微増傾
向が続いている。
・中学校は横ばいであり，また，小中学校とも学年進行に伴い数値が低下する傾向があることから，特に中学生について読書機会の確保（場面
や時間）について学校と家庭の連携が必要である。

・「子ども読書活動推進計画」（第二次）に沿って，子どもの能動的な読書，図書館活用の推進を図った。
・学校図書事務員研修を実施し，学校図書館環境の向上と図書管理の充実を図った。

小学校
中学校

■評価

■事業の⽬的
「子ども読書活動推進計画」に沿って，学校教育において，子どもの能
動的な読書，図書館活用の推進，読書指導に関する教職員の意識の
向上等を図っていく。

学校図書事務員研修を中心に，多様な読書活動や図書館との連携
等，読書活動の推進に向けた取組をしていく。

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標

・アナウンサー，医師，ゲームクリエイター，新幹線運転士，チアリーダー，パティシエ，表具師，美容師，プロ野球選手など，多岐にわたる分野
の職業講座を40講座と，大人数の参加者を受け入れる特別講座として「魅力を伝える仕事（伊達武将隊）」を１講座実施した。
・参加者数は，前年度の1,107名に比べ，88名増加した。

・専門家の話を直接聞き，仕事内容を実際に体験したりすることなどを通じて，児童生徒が働くことの意義を考え，生きる力を育むための貴重な
機会となっている。
・平成28年度は，航空管制官の仕事やウェディングプランナーの仕事など，子どもたちが関心を抱くような新しい講座を取り入れたことにより参
加者が増加し，より多くの子どもたちに職業について考える機会を提供できた。

　事業に係るアンケート結果を踏まえ，より興味深い講座内容や参加しやすい日程・時間について検討し，講座の充実を図っていく。

H31 H33

1,195名

■平成28年度の実施状況

4-1-3

児童生徒に将来の職業や働くことの意味について考える機会を提供
し，夢の実現を支援する。

夏季休業中に様々な職業の方を招いて，講話や実技体験を行う講座
（40～50講座程度）を実施する。企画運営は実行委員会が行う。

■事業概要

4-1-2

市⽴⼩・中学校図書館からの１⼈当たりの
平均年間貸出冊数：

⼩学校37冊 中学校9冊

年間延べ参加者数…1,300名
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 決算額

例年実施

　活動内容が画一化しないように，各学校の取り組みの成果や課題の共有，情報交換を実施し，環境教育の一層の充実を図っていく。

　環境を題材にした学習や活動に取り組み，各学校のエコ活動の活性化や児童生徒の環境問題に対する意識や関心が高まった。

・「総合的な学習の時間」や「特別活動」などにおいて，児童生徒が中心となり，環境を題材にした学習や活動に取り組んだ。
・市内全小中学校，中等教育学校のエコ活動の様子をまとめ，ホームページで公開した。

全小中学校参加 全小中学校参加 全小中学校参加

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

円

－
担当課：教育指導課

学校教育 ミッション４：未来の創り⼿となるための⼒の育成
4-1-4 施策１ 社会的・職業的⾃⽴に必要な態度や能⼒の育成

環境教育の推進

■事業の⽬的
現代社会の様々な環境問題を自分との関わりにおいて捉え，環境保全
に向けて自ら学び行動し，協力して問題を解決しようとする児童生徒の
育成を目指す。

「杜の都環境プラン」に基づき，地球に優しい学校生活や環境の保
全について主体的に考え実践する「杜の都のエコ・スクール」活動を
推進する。

■事業概要

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

杜の都のエコ・スクール活動参加校

■評価指標及び実績

「杜の都のエコ・スクール」活動の推進
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46 ページ

46 ページ

47 ページ

47 ページ

基本的⽅向１：学校教育

　「防災教育の推進」のため，防災主任研修，研究推進取組み発
表校，仙台版防災教育実践ガイドの作成等，着実に取り組んで
おり，他の自治体の見本となっていることは高く評価したい。ま
た，震災の記憶を風化させないための活動として，「わすれン！」
を運営し，市民・専門家・スタッフの協働による記録と保存，発信
活動を行っていることは高く評価したい。

　防災副読本の発行・改訂，故郷復興プロジェクト，市民協働による
震災アーカイブ事業など，防災教育の多彩な取組が進んでいる。災
害等から命を守る防災教育は，心のケアに関する心の健康教育とも
課題や目的が重なる面があるから，児童生徒の心と命を守り育てる
ための他の取組やプログラムと組み合わせて，効果的・計画的に進
めていくことが望まれる。

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　防災教育の推進については，研究取組発表校による実践発表や，防災副読本の改訂など，防災教育の浸透と展開を図っている。今後
は，児童生徒の防災対応力を伸長していくため，各学校独自の防災教育カリキュラムの作成支援のための「仙台防災教育実践ガイド」の
作成を進め，有効に活用していく必要がある。
　震災の記憶を風化させない取り組みについては，「わすれン！」の運営や，各学校において児童生徒が保護者，地域の方々，関係機関
等と協力しながら，復興に向けた様々な取り組みを実施した。震災の発生から６年が経過し，震災の記憶の風化が懸念されることから，引
き続き，震災の経験や復興に向けた取り組みを未来へ引き継いでいく必要がある。

■学識経験者の意⾒  
 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

5-2-1 児童生徒による故郷復興プロジェクトの実施

施策２ 震災の記憶を⾵化させない取り組みの推進

施策1  仙台版防災教育の推進
5-1-1

　仙台版防災教育実践ガイド及び防災副読本の作成，防災主任研修，各校におけるカリキュラムの策定と実践などの仙台版防災教育の
推進や，児童生徒による故郷復興プロジェクトの実施，市民との協働による震災アーカイブ事業など，引き続き，様々な取り組みにより防
災対応力の育成を推進してまいりたい。
　また，防災教育を進めていくうえで，東日本大震災の経験や教訓を振り返ることが重要であるため，児童生徒の心のケアと合わせた計画
的な推進を図ってまいりたい。

仙台版防災教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

5-1-2 防災副読本の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・

5-2-2 ・・・・・・・・・・・・・・・3がつ11にちをわすれないためにセンター（わすれン！）運営

・・・・・・・・・・・・・・・

ミッション５：
震災の教訓を活かした
防災対応⼒の育成

学校の地域特性等を踏まえ，⾃助・共助などの防災対応⼒を養い，
災害に負けない⼦どもを育成し，未曽有の災害で得た教訓・復興へ
の取り組みを語り継ぐため，独⾃の防災教育を推進します。
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 決算額

ロードマップ

 決算額

ロードマップ

■平成28年度の実施状況

防災副読本の作成

■事業の⽬的
東日本大震災の教訓を踏まえ，防災教育副読本の作成と各学校にお
ける積極的な活用を通して「仙台版防災教育」の充実を図る。

教育センターWebページに本文及び教師用指導資料（活用事例，指
導案等）を掲載し，各教科・領域における副読本の一層の活用を図
る。

5,732,600
担当課：教育センター

■事業概要

円

H28 H29

小学校（下・上学年版）
中学校版各10,000冊作成

H33H32

■平成33年度までの評価指標及び実績

施策１ 仙台版防災教育の推進

学校教育 ミッション５：震災の教訓を活かした防災対応⼒の育成

2,068,172
担当課：教育指導課

■事業概要

学校教育 ミッション５：震災の教訓を活かした防災対応⼒の育成

児童生徒に，自分の命を守り安全を確保する自助の力，そして，災害
の対応や地域の復興に協力し参画する力，併せて「防災対応力」を育
むために，各学校が学校や地域の特性を踏まえたカリキュラムを策定
し教育活動を推進する。

研究推進取組発表校を年度ごとに指定し（平成27年度～32年度）カ
リキュラムの策定と実践，その成果を発表し合い，各校が学校や地
域の実態に基づいた系統的なカリキュラムの策定と実践の推進に
資する機会とする。また，カリキュラム策定や実践に当たって参考と
なる手引き書「仙台版防災教育実践ガイド（暫定版）」を発行し，学
校における防災教育を一層推進する。

H28 H29 H30 H31 H32 H33

研究取組発表校による
実践発表　31校

■平成33年度までの評価指標及び実績

5-1-1 施策１ 仙台版防災教育の推進

仙台版防災教育の推進

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・防災主任研修では，仙台版防災教育の取り組みの要点や，自校の防災教育を推進していくための具体的な改善の視点を示すなど，効果
的な研修内容となっている。
・研究推進取組発表校による実践発表会を実施することにより，各学校における防災教育の取り組みを共有し，相互の啓発につながってい
る。
・「仙台版防災教育実践ガイド」の作成・配付により，各学校において，自校や地域の実態に基づいた系統的なカリキュラムの策定，カリキュ
ラムに基づいた防災教育を進めるための手引きを示すことができたため，今後，各学校のカリキュラム策定が期待できる。

円

■事業の⽬的

・平成32年度までに，全ての学校が研究推進取組発表校を経験することとなり，学校や地域の実態に基づいた系統的なカリキュラムの策定
と，実践の推進に資する機会の拡充を図っていく。
・「仙台版防災教育実践ガイド」を活用した取り組み事例を調査し，各学校に情報提供するとともに，ガイドの改訂にも生かしていく。

・防災主任研修を実施した。（年４回，小中学校悉皆　※うち１回は実践発表）
・仙台防災教育研究推進取組発表校を31校指定し，実践発表会を実施した。
・「仙台版防災教育実践ガイド」を作成し，各学校に配付した。

H30 H31

5-1-2

・防災副読本を作成し，市内小学校１・４年生，中学校１年生全員に配布した。
・防災教育副読本活用検証委員会を３回実施した。
・防災副読本を一部改訂し，年度末に全小中学校に配布した。また，教師用指導資料も見直しをかけ，教育センターwebページに掲載した。
・防災主任研修を４回実施し，防災副読本の効果的な活用について周知を図った。

・防災副読本については，各学校，各課公所，関係機関に配布したが，追加の配布依頼も多く，認知度が向上してきている。
・教師用指導資料についても，防災主任研修のアンケートにおいて，Webに活用事例や指導案・ワークシート等を掲載していることへの評価
が高く，有効活用が期待できる。

・引き続き，活用検証委員会を開催し，防災副読本の文言や写真等の見直しを図り，内容の充実化を図っていく。
・防災主任研修については，震災の体験が風化しないよう，魅力ある講義・演習を企画し，各校の防災教育の取り組みについても情報共有
を図っていく。

■評価

■今後の展開・改善策

年間各区５～６校の市内小中学校における研究取組発表校による研究取組・実践内容の発表（Ｈ27～32）

仙台版防災教育実践ガイドの改訂 ガイドを活用した実践内容調査

一部改訂 一部改訂大改訂 大改訂一部改訂一部改訂
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

Ｈ29 Ｈ30

3がつ11にちをわすれないためにセンター（わすれン！）運営

円担当課：⽣涯学習課

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・児童生徒が保護者，地域住民や関係機関等と連携しながら復興に向けた様々な活動を行うことにより，地域の一員としての自覚が高まっ
ている。
・事業開始から６年が経過し，各学校での取り組みも定着化しており，児童生徒による自主的な取り組みが展開されている。

・全市立学校の児童生徒が，復興への思いを込めて七夕飾りを制作し，「仙台七夕まつり」会場に展示した。
・その他，市立小・中学校，中等教育学校，特別支援学校において，児童生徒が保護者，地域，関係機関等と協力し，震災からの復興に向
け，書道掲示，復興ソングの合唱，地域と連携した清掃活動，他県学校との交流など，様々な取り組みを実施した。

　震災発生から６年が経過し，記録活動への支援から記録の活用に軸足を移しつつある。これらの活動を通じ，震災の記憶を風化させず未
来へ継承していくため，今後も引き続き事業を継続していく。

・市民協働で震災・復興の記録を収集・保存し，収集した記録を利活用することによって後世に伝えるための仕組みを構築し運用している。
・市民・専門家とスタッフが協働し，取材や映像の編集を行っていくプロセスそのものが学びや連携の機会となっている。

14,581,337

■事業の⽬的
東日本大震災による甚大な影響に対し，ともに向き合い考え，復興へ
の長い道のりを歩きだすため「わすれン！」を開設・運営する。

「わすれン！」において，市民・専門家・スタッフの協働により，復
旧・復興のプロセスを市民が独自に記録・発信し，収集した映像等
をアーカイブとして保存する。

■事業概要

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・平成23年５月の開設以来，個人，事業者，NPO，アーティスト等が活動に参加し，震災の記録や被災地の復旧・復興の様子を映像等で専
用ウェブサイト上（日本語版及び英語版）に公開している。
・平成28年度は，ふくしま震災遺産保全プロジェクトと共催して「震災と暮らし− 震災遺産と人びとの記録からふりかえる 」−（12/20-12/25）を
開催した。同プロジェクトが調査・収集してきた物や写真と，「わすれン！」の参加者が記録してきた映像・写真等，あわせて115点を，震災の
中の「暮らし」という視点からふりかえるとともに，関連イベントとして「トーク：残されたものの意味を探る」により，両プロジェクトの震災資料や
活動を報告した。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

Ｈ26

■事業の⽬的
児童生徒及び教職員が保護者，地域，関係機関と連携し様々な活動
を行うことにより，震災の経験や復興に向けた取組を語り継ぎ，風化さ
せない意識の高揚を図るとともに，児童生徒が将来にわたって地域社
会に貢献する気持ちを育む。

市立小中学校，中等教育学校，特別支援学校において，児童生
徒が保護者，地域，関係機関などと協力し，震災からの復興に向
けた様々な取組を実施。

Ｈ28 Ｈ29

■事業概要

円

Ｈ31

学校教育 ミッション５：震災の教訓を活かした防災対応⼒の育成
5-2-1 施策２ 震災の記憶を⾵化させない取り組みの推進

児童⽣徒による故郷復興プロジェクトの実施 502,876
担当課：教育相談課

Ｈ30

■評価指標及び実績
Ｈ27

公開データ数

映像495本・写真2,715枚・
音声54本

映像478本・写真2,238枚・
音声41本

映像456本・写真1,821枚・
音声41本

Ｈ31

5-2-2 施策２ 震災の記憶を⾵化させない取り組みの推進
学校教育 ミッション５：震災の教訓を活かした防災対応⼒の育成

全校実施

■評価指標及び実績

　引き続き，「児童生徒による故郷復興プロジェクト」で決定した，故郷の未来を創るための４つの目的を踏まえ，各学校において地域の実情
に合わせた独自の取り組みを実施していく。

全学校・各学校による取り組み

わすれン！運営

47



※

49 ページ

49 ページ

50 ページ

50 ページ

※

51 ページ

51 ページ

52 ページ

52 ページ

53 ページ

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価

基本的⽅向１：学校教育

 

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策
施策1  特別⽀援教育の充実

　特に，特別支援教育充実のために，コーディネーター研修，学
習支援・生活支援補助の配置，医療スタッフ等による学習指導・
生活指導，専門家チーム・巡回相談員の派遣等，多様な対応を
実施していることは評価したい。また，他方，外国人児童生徒等
への支援に関しては，指導協力者を派遣して円滑な学校生活を
送れるよう支援しているが，近年の外国人児童生徒の増加に対
応するためには，さらなる取り組みの充実を求めたい。

　特別支援教育課程の編成や個別支援計画作成等の取組は一定の
進捗がみられるが，通常学級における発達障害等のある児童生徒へ
の支援が喫緊の課題となっている。特別支援教育コーディネーターの
養成・活用と全教職員に対する研修体制を整え，専門スタッフによる
巡回相談を一層充実させるなどの取組が望まれる。中高連携の取組
も重要であり，引き続き支援方法を工夫していくことが必要である。

　発達に課題があり配慮を要する幼児児童生徒は，自分の気持ちをうまく伝えられない等により，いじめが発見されにくい危険性が高い状
況にあることから，いじめ防止対策の観点からも支援の強化が必要となっている。
　特別支援教育コーディネーターについては，養成研修・向上研修の充実化を図るとともに，特別支援教育の推進役として十分機能する学
校体制の在り方について検討を進めていく。また，多様な学びの場を支えるために，専門スタッフの配置と活用の充実を図ってまいりた
い。
　外国人児童生徒等への支援については，登録ボランティアによる支援体制も充実している状況ではあるが，外国人児童生徒等の増加に
対応するため，指導協力者数，対応言語，指導の在り方など，制度の充実化を図ってまいりたい。

　特別支援教育の中高連携を推進するための「中高連携サポートシート」の取り組みについては，市立高校のみとの連携から公私立高校
へと連携の範囲を拡大し，活用件数の増加につなげることができた。
　特別支援教育に係る専門スタッフの配置については，各学校や教員の取り組みを支援するための支援員・補助員のほか，看護師等の
医療スタッフや専門家チーム・巡回相談員の派遣を行っているが，学習や生活の面で特別な支援を必要とする子どもが増えてきており，対
応を充実させていく必要がある。また，特別支援教育コーディネーターの資質向上を図り，学校との連携を強化していく必要がある。
　外国人児童生徒も同様に増加しており，指導協力者数や対応言語を充実させていく必要がある。

■学識経験者の意⾒  
 ⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

6-1-1 特別支援教育推進プランの策定・実施

・・・・・・・・・・・・・・・

6-1-2

6-1-4

特別支援学級指導支援講師の配置

　

特別支援教育コーディネーター養成・向上研修の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

6-1-5 ・・・・・・・・・・・・・・・特別支援教育における学習指導・生活指導補助（特別支援学級指
導支援員・特別支援教育指導補助員・介助員の配置 ）

6-1-7

特別支援教育課程編成・実施支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

※以下の事業は，平成29年度からの新規事業のため掲載していない。

　　6-1-1　特別支援教育推進プランの策定・実施

　　6-1-6　特別支援学級指導支援講師の配置

特別⽀援教育中⾼連携推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

専門家チーム・巡回相談員の派遣

施策２ 学びに困難を抱える児童⽣徒や市⺠の学び直しへの⽀援
6-1-10

6-1-8 ・・・・・・・・・・・・・・・

6-2-1 外国人児童生徒等への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

6-1-9 特別支援教育実践研究協力校における実践 ・・・・・・・・・・・・・・・

医療スタッフ等による学習指導・生活指導（看護師の配置やＯＴ・Ｐ
Ｔ・ＳＴ等の派遣）

6-1-3 障害を有する幼児児童生徒に対する就学支援推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

6-1-6

ミッション６：
多様なニーズに対応した教育の
充実

障害のある⼦どもや⽇本語が話せない⼦どもなどの多様なニーズに
応じた⽀援と⼦どもたちへの障害に対する理解を深め，インクルー
シブ教育システムの実現に向けた取り組みを進めます。
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 決算額

アウトプット ■実績
H29 H30 H32

 決算額

例年実施

　引き続き，校内就学支援事務説明会，就学支援委員会，就学支援委員会専門員会，障害のある新就学児の教育相談会を実施することによ
り，障害のある児童生徒のための適切な学びの場の決定に努めていく。

・校内就学支援事務説明会の実施により，各学校の教育相談機能を高めることができた。
・就学支援委員会の結果に基づき，保護者の希望を十分に尊重して就学支援を行ったことにより，児童生徒の実態に即した就学先を決定する
ことができた。

・説明会の円滑な運営のため，全市立小中学校の担当者向けに校内就学支援事務説明会を１回実施した。
・就学支援委員会を６回（このほかに通級部会を３回）実施した。
・就学支援委員会専門員会を１回実施した。
・障害のある新就学児の教育相談会を４日間実施した。

　各種研修，会議において，個別の教育支援計画の作成と活用について，教職員に対して周知を図った。

支援件数

　特別支援学級に在籍する児童生徒のうち個別の教育支援計画を作成している児童生徒の割合を，年度末に小学校70％，中学校60％とする
ことを目標としていたが，校長会や教員の研修の機会などに個別の教育支援計画作成の重要性について説明する等の取り組みにより，これを
上回る成果となった。

　教育課程の編成や実施が適切に行われるよう，引き続き教育課程の管理を確実に行うとともに，学校訪問や教職員への周知を継続し，学校に
対しての指導・助言を継続して行う。

1,802,286
担当課：特別⽀援教育課

■事業概要

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

■評価指標及び実績

円

■事業の⽬的

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実
6-1-2 施策１ 特別⽀援教育の充実

特別⽀援教育課程編成・実施⽀援 －
担当課：特別⽀援教育課

■事業概要
特別支援学校や小・中学校の特別支援学級・通級指導教室における適
切な教育課程の編成・実施及び指導内容・方法の改善を図る。

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級の児童生徒の実態に
即した教育課程を編成・実施するとともに，指導内容・方法の改善に
努める。

■平成33年度までの評価指標
H28 H31 H33

76.0％
70.4％

小学校
中学校

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

6-1-3 施策１ 特別⽀援教育の充実

■事業の⽬的
子ども一人ひとりに合った適切な学びの場を，保護者とともに考え，決
定していく。

・仙台市就学支援委員会の開催
・障害のある新就学児の教育相談会の実施

障害を有する幼児児童⽣徒に対する就学⽀援推進
円

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

785件 796件 821件

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

Ｈ26

就学支援推進

特別⽀援学級に在籍する児童⽣徒のうち個別の教
育⽀援計画を作成している児童⽣徒の割合
⼩学校：H29…80％，H30…85％，H31…90％，
H32…95％，H33…100％
中学校：H29…75％，H30…80％，H31…88％，
H32…95％，H33…100％
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

例年実施

・今後，教員の世代交代が進むことが予想されることから，毎年90人程度の特別支援教育コーディネーターを新規に養成していく。
・「コーディネーター地区別連絡協議会」での相互の情報交換会や研修会を活性化し，各校の優れた実践や他地区の連絡協議機会の取り組み
等，必要な情報提供をすることにより，特別支援教育コーディネーターのさらなる資質向上を図る。

・特別支援教育コーディネーター養成研修を年間５回にわたって実施し，新規に99名を養成したことにより，特別支援教育コーディネーター研修
既受講者が増え，各学校の特別支援教育体制の充実につながっている。
・特別支援教育コーディネーター連絡協議会を２回実施し，市立幼稚園･学校の特別支援教育コーディネーター同士の研修・情報交換等を実施
したことにより，地域ごとの特別支援教育体制が充実した。

・特別支援教育コーディネーター養成研修を5回実施した。
・累計1,675人の特別支援教育コーディネーターを養成した。

　特別支援学級指導支援員，特別支援教育指導補助員，特別支援教育介助員を学校や児童生徒の状況に応じて配置するとともに，それぞれ
の専門研修，配置学級担任研修を実施し，補助員等の効果的な活用を図った。

・特別支援学級指導支援員等を配置したことにより，通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習も効果的に行われ，児童生徒一人ひと
りに適切な指導ができるようになった。また，学級担任等が児童生徒一人ひとりの状況をより詳細に把握し，適切に対応できるようになった。
・適切な指導により，障害のある児童生徒が安定した学校生活を送れるようになり，その効果が学級のみならず学校全体に波及してきている。

・障害があり，特別な配慮が必要な児童生徒数は今後も増加が見込まれ，また，特別支援学級指導支援員・特別支援教育指導補助員・特別支
援教育介助員は，学校現場で大きな効果をあげていることから，適切で効果的な配置を継続して実施する。
・人材確保については，求人を早期から開始し，必要な人員を確保できるように努める。

補助員163名／支援員71名 補助員157名／支援員69名

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

■事業の⽬的
特別支援学級や通常の学級における，学習や生活場面での学級担任
の個別的な取り組みを補助する。

対象
・特別支援学級支援員：在籍児童生徒数が多く指導が困難になって
いる特別支援学級等
・特別支援教育指導補助員：通常の学級に在籍する発達障害児等
・特別支援教育介助員：通常の学級に在籍する肢体不自由児

6-1-5 施策１ 特別⽀援教育の充実

特別⽀援教育における学習指導・⽣活指導補助
（特別⽀援学級指導⽀援員・特別⽀援教育指導補助員・介助員の配置 ）

Ｈ30 Ｈ31

　
配置数

6-1-4 施策１ 特別⽀援教育の充実

特別⽀援教育コーディネーター養成・向上研修の実施
円

137,123

■評価指標及び実績
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

■事業の⽬的
「特別支援教育コーディネーター」として必要な基礎的知識を習得し，校
内で特別支援教育を推進していく人材の資質向上を図る。

特別支援教育コーディネーター養成研修は平成16年度から実施し，
これまでに1,576名が受講。

円

309,247,416
担当課：特別⽀援教育課

■事業概要

担当課：特別⽀援教育課

■事業概要

■平成33年度までの評価指標

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

■実績
H28 H31 H33

1,675名

補助員162名／
支援員73名／介助員3名

累計養成研修既受講教員数：
H29…1,765⼈，H30…1,855⼈，H31…1,945⼈，
H32…2,035⼈，H33…2,125⼈

特別支援教育における学習指導・生活指導補助
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

例年実施

・巡回相談のほか，派遣専門家チーム検討会を８校で実施した。
・専門家チームの検討会や巡回相談を実施後，必要に応じて指導主事による学校訪問などフォローアップを実施した。

　各学校において，積極的に専門家チームや巡回相談委員が活用され，専門家からの助言を踏まえた児童生徒の実態把握やそれに基づく適
切な支援・配慮が行われており，学校支援体制の充実につながっている。

　引き続き，各学校からの要請に基づき，適切な助言を行うことにより，学校支援体制の充実化を図っていく。

■平成28年度の実施状況

■評価

・OT,PT,ST を鶴谷特別支援学校に配置し，市立小中学校に派遣した。
・派遣件数は，OT12件，PT15件，ST21件となっている。

・看護師の配置により，医療的ケアの必要な児童生徒の学校生活や学習を支援することができている。
・巡回指導医による訪問指導により，学校での医療的ケアの理解が深まり，指導に生かすことができている。
・要望があった学校に対してはすべてOT,PT,STを派遣することができ，障害のある児童生徒の指導に関して，学級担任等に適切な支援をする
ことができている。

・ニーズが多様化していることや障害の重い児童生徒が増加していることなどから，さらに適切な対応を進めるための組織の在り方等について
検討を行う。
・OT,PT,STの派遣については，申請手続きの見直しなどの工夫をすることにより，事業のさらなる活用の拡大を図る。

■今後の展開・改善策

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

158,000
担当課：教育相談課・特別⽀援教育課

■事業概要■事業の⽬的
発達障害の児童生徒について助言を求めている学校に対し，望ましい
教育の在り方について専門的立場から検討し，助言する。

相談事例の内容
・危険行為や暴力行為，逸脱行為への対処
・授業や学習に取り組めないことへの対応
・集団行動や社会的ルールに適応できないことへの対応
・家庭への働きかけや専門機関との連携

Ｈ26 Ｈ27

■平成28年度の実施状況

■評価

■評価指標及び実績

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実
6-1-7 施策１ 特別⽀援教育の充実

医療スタッフ等による学習指導・⽣活指導
（看護師の配置やＯＴ・ＰＴ・ＳＴ等の派遣）

円

48,261,112
担当課：特別⽀援教育課

H28 H31 H33

■事業概要■事業の⽬的
専門の資格を有する職員を学校に配置・派遣し，医療的ケアを実施した
り，学級担任に指導助言をしたりすることにより，障害のある児童生徒
一人ひとりに対する教育の充実を図る。

・看護師：医療的ケアを必要とする児童生徒の，学校における学習
及び宿泊学習を支援。
・OT（作業療法士）,PT（理学療法士）：肢体不自由のある幼児・児童
生徒への担任等の取組に対して指導助言。
・ST（言語聴覚士）：自立活動の時間（コミュニケーション区分）にお
ける担任等の指導に対して指導助言。

■平成33年度までの評価指標

125回／164名 126回／181名 136回／202名
派遣回数／対応人数

■今後の展開・改善策

■実績

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

OT 12件
PT 15件
ST 21件

6-1-8 施策１ 特別⽀援教育の充実

専⾨家チーム・巡回相談員の派遣
円

Ｈ28

派遣件数：
OT：H29…15件，H30…18件，H31…22件，H32…26件，H33…30件

PT：H29…18件，H30…21件，H31…24件，H32…27件，H33…30件

ST：H29…23件，H30…25件，H31…27件，H32…29件，H33…30件

専門家チーム・巡回相談員の派遣
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

　全ての学校が特別支援教育実践協力校として認定を受け，校内支援体制の充実を図ることを目指しており，引き続き，これまで認定していない
学校を中心に毎年度20校を認定し，特別支援教育に関する実践研究を推進する。

・平成28年度の認定校20校のうち，初めて認定を受けた学校は14校で，既認定校の割合が向上している。
・初めて認定を受けた学校では，特別支援教育に関する実践的研究の取り組みが行われた。
・通常の学級に在籍する発達障害等の児童生徒への具体的な支援方法や様々な授業実践例を，実践研究協力校の報告会での発表や報告書
に示したことで，研究校以外の市立学校及び幼稚園教員への周知・啓発につながった。また，有識者の講演により，通常の学級における合理
的配慮について理解を深めることができた。

・平成28年末現在既認定校・・・小学校94校（78.3％），中学校36校（57.1％）
・特別支援教育実践研究協力校報告会の開催及び報告書の発行・配付により，成果を市立学校・幼稚園に普及させた。

　中高連携サポートシートの活用の対象を拡大したことにより，平成28年度の活用件数は4件から16件に増加し，障害のある生徒の進学を円滑
に行うシステムをより充実させることができた。

　中高連携サポートシートは，これまで仙台市立高等学校のみを対象にしていたが，平成28年度から宮城県立高校と私立高校にも対象を拡大
した。

　中高連携サポートシートの活用について，市立中学校へ効果的に周知することにより，さらなる活用の拡大を図り，障害のある生徒に関する
中高の引継ぎを円滑に行う体制を強化していく。

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

中学校から高等学校への進学に当たり，適切な支援につなげるための
学校間連携システムを構築する。

「中高連携サポートシート」を活用し，中学校から高等学校への進学
に当たり，適切な支援につながるための引き継ぎを行う。

－
担当課：特別⽀援教育課

■事業概要

ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

■事業の⽬的

6-1-10 施策１ 特別⽀援教育の充実

特別⽀援教育中⾼連携推進
円

学校教育

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実
6-1-9 施策１ 特別⽀援教育の充実

特別⽀援教育実践研究協⼒校における実践
円

1,118,238
担当課：特別⽀援教育課

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

20校

■実績
H28 H31 H33

34件

■平成33年度までの評価指標

■事業の⽬的
認定校各校の特色を生かした，特別支援教育体制の整備・充実，指導
内容・方法，理解啓発等に関する実践的な取組を支援する。

平成28年度末までの実績
認定校(園)　幼稚園１園，小学校95校，中学校35校，中等教育学校
及び高等学校 全校，特別支援学校１校

■平成33年度までの評価指標
既認定校の割合

⼩学校：
H29…87％，H30…89％，H31…91％，H32…93％，H33…95％

中学校：
H29…60％，H30…63％，H31…65％，H32…68％，H33…71％

発達障害がある中学3年⽣のうち，サポートシートを活⽤する件数
H29…42件，H30…50件，H31…58件，
H32…66件， H33…74件
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

・引き続き，各学校からの要請を受けて指導協力者を派遣し，対象となる児童生徒の支援を確実に行っていく。
・近年における外国人児童生徒の増加の状況を受け，指導協力者数，対応言語及び指導協力者の指導の在り方等を検討し，制度の充実化を
図っていく。

・対象となる児童生徒の日本語の理解や学習・生活状況に応じて，授業での通訳や日本語指導，学校と家庭との連絡の支援などを適切に実施
することにより，円滑な学校生活を送るための支援の充実が図られている。
・登録ボランティアによる支援体制も充実しており，学校長から要請があった全ての児童生徒への支援に対応することができている。

　日本語指導や適応指導が必要な外国人児童生徒，帰国児童生徒に対して，校長の要請に応じて指導協力者を派遣し，当該児童生徒の日本
語習得や学習・生活の支援を行った。（支援件数内訳：小学校33件，中学校10件）

■平成28年度の実施状況

2,852,371
担当課：教育指導課

学校教育 ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実

外国⼈児童⽣徒等への⽀援
円

43件

■実績
H28 H31 H33

■事業概要

■評価

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的
仙台市立の小・中学校に在籍する日本語指導や適応指導が必要な外
国人児童生徒及び帰国児童生徒に対して，ボランティア登録をしている
指導協力者を派遣し，当該児童生徒が円滑な学校生活を送ることがで
きるよう支援する。

学校長からの指導協力者の派遣申請を受け，当該児童生徒の状
況等に応じて，登録しているボランティアの中から日本語指導協力
者を学校に派遣する。指導協力者は授業や学校生活の中で当該児
童生徒へ日本語指導等の支援を行う。

■平成33年度までの評価指標

6-2-1 施策２ 学びに困難を抱える児童⽣徒や市⺠の学び直しへの⽀援

ボランティアによる⽀援件数：
H29…40件，H30…45件，H31…50件，
H32…55件，H33…60件
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施策２ 市⺠センターにおける地域に根ざした学び・交流の場の提供
1-2-1 市民センター運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-2-2 市民センター講座の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-5 図書館における学校との連携推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-6 子供図書室運営 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-3 高等学校開放講座の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-4 子どもの読書活動の総合的な推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援
1-1-1 社会学級の運営支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-2 仙台大志高等学校における科目履修生受け入れ ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　市民の自主的な学習の場である社会学級や市民センターの講
座の実施により，充実した多様な学びの機会を市民に提供し，生
涯学習を通じた地域のネットワークづくりにもつながっていること
は評価する。仙台大志高等学校における科目履修生の受け入れ
や，高等学校開放講座は参加者が増えているが，充実した講座
内容や広報活動を期待している。子どもの読書活動の推進につ
いては，学校貸出やブックトークなど図書館と学校との連携が進
んでいることは高く評価する。さらに，子ども読書活動推進計画
（第三次）にもとづく，児童生徒の読書習慣の定着化に期待した
い。

　社会学級の運営支援，仙台大志高等学校における科目履修生受け
入れ，高等学校開放講座の実施など，多様な取り組みを着実に進め
ていることは評価できる。
　また，市民センターによる情報提供は近年充実しており，それが講
座参加者数の増加となって成果が現れていることも評価できる。これ
らの講座は扱う内容も多岐にわたり，質的充実をどのように把握すべ
きか，さらなる工夫に期待したい。

　子どもの読書活動の推進については，子ども読書活動推進計画（第三次）に基づき，「家読（うちどく）」などの家庭での推進，市民センター
や子育て支援施設と連携した地域での推進，読書指導や体制の充実などの学校での推進，年齢層に応じた読書支援などの図書館での推
進など，子どもの読書活動を取り巻く様々な主体が相互に協力し，連携を図りながら子どもの読書習慣の定着化を図ってまいりたい。
　市民センター講座等については，市民とのコミュニケーションの強化に努め，ニーズに応じた事業を企画することにより，参加者が学習成
果を社会で生かせるような，質の高い事業の展開を目指してまいりたい。

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向２：⽣涯学習

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　社会学級による市民の自主的な学習の企画運営や，市民センター講座の実施については，様々なテーマにおいて市民の学びの機会づく
りを行い，地域の活性化も図られた。
　子どもの読書活動の推進については，学校貸出やブックトークなどの図書館と学校の連携に取り組んだほか，子ども読書活動推進計画
（第三次）を策定するなど，子どもの読書環境の充実を図った。近年，読書習慣がある児童生徒の割合が横ばいであることから，読書習慣
の定着に向けた環境づくりをより一層進めていく必要がある。
　仙台大志高等学校における科目履修生受け入れ及び高等学校開放講座については，空き時間での実施，スタッフとなる生徒への説明な
ど学校側の準備に制約がある状況ではあるが，参加者数は前年度より増加した。引き続き，世代間交流ができる貴重な社会的体験の場と
して，講座内容や広報活動の充実を図っていく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション１：
⼈と社会をつなぐ
多様な学びの機会の充実

すべての市⺠が⽣涯を通じて学び，豊かな⼈⽣を送ることができる
よう，充実した多様な学びの機会を提供するとともに，市⺠の主体
的な学びを⽀援します。
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

H27 H28 H29 H30 H31

■今後の展開・改善策

－

22名

■平成28年度の実施状況

■評価

H26 H27 H28 H29 H30 H31

14名

■平成28年度の実施状況

■評価

・学級毎に自らの学習テーマを定めながら，116学級において環境，福祉，教育，社会問題，地域課題などの学習を進めた。
・社会学級の学びと情報交換の場である社会学級研究大会や社会学級セミナー，ブロック会を，社会学級生の連絡組織である社会学級研究会
と共催で実施した。

・地域の成人が，様々な現代的な課題をテーマにして自主的な学習を行っており，その活動が，地域の学びを通じたネットワークづくりにもつな
がっている。
・社会学級での学びを生かして，地域防災の分野においても活動の中心となっている学級生も見られるなど，学級の活動が地域活性化にも寄与
している。

　共働き家庭の増加等の要因により，現役のＰＴＡ会員世代が社会学級に参加しにくい状況が生じている。今後，社会学級の魅力や活動の有
用性を広くＰＲし，学級生（参加者）の維持・増加を図りつつ，より多くの市民が参加しやすい社会学級の在り方を探っていく必要がある。

⽣涯学習 ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実
1-1-2 施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

仙台⼤志⾼等学校における科⽬履修⽣受け⼊れ

生徒用の時間割の中で学校が指定する科目から 大８単位まで登
録可能。年度初めに申し込み，大志高校在籍の生徒と一緒に受講。
（１単位の授業数…週45分×39回）

在籍生徒の多様化が進み，再び高校で学ぶことを望む社会人が在籍
する定時制高校の特徴を捉え，世代間交流による他者理解の推進を図
る。

円

■事業の⽬的

担当課：⾼校教育課

■事業概要

10名

■評価指標及び実績

1-1-1
⽣涯学習 ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

社会学級の運営⽀援
円

5,316,218
担当課：⽣涯学習課

■事業の⽬的
市立小学校，特別支援学校に開設。各学区に居住する成人が対象。
主に環境・福祉・防災・学校連携などを課題として，それぞれの学級
において年間12時間以上の学習を行う。

各小学校区の成人を対象にした自主的な学習の企画・運営を支援する
ことを通して，市民の学びの機会の提供並びにその充実を図る。

■事業概要

■評価指標及び実績

18,802名 18,019名 16,971名
延べ参加者数

H26

参加者数

　

・履修科目
　・美術Ⅱ，音楽Ⅰ，中国語基礎・会話，韓国語基礎・会話

■今後の展開・改善策

・学校周辺の町内会との連携による学校職員を講師とした教養講座，地域防災活動及び学校設定科目「ボランティア活動」を通して，学校の教
育活動への理解が深まり受講生が増加した。
・学校独自に地域の回覧板等を通じて科目履修制度について広報を行い，地域住民の関心が向上し，受講生の増加につながった。

　芸術系科目や中国語・韓国語などの語学系科目に受講生が偏っているため，受講生がなく開講していない講座について積極的に広報活動を
行うなど，開講に向けた工夫を実施していく。

仙台大志高等学校における科目履修生受け入れ

社会学級の運営支援
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 決算額

例年実施

 決算額

アウトプット ■実績
H29 H30 H32

小６
中３

円

計画の目的実現に向け，多様な読書活動ができる環境づくりを目指
し，家庭，地域，学校，図書館において家読（うちどく）をはじめとした
様々な取組みを推進する。

１⽇に30分以上読書をする児童⽣徒の割合：
⼩６…45％ 中３…35％（⽣活・学習状況調査による）

159,000
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■評価指標及び実績

円

⽣涯学習 ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

■事業の⽬的
仙台市立高等学校（全５校）が，学校の持つ資源（施設・設備・人
材）を活用し，学校の特色や専門性を生かした講座を市民に提供す
る。

高等学校の持つ教育機能を広く地域社会に開放し，広域的に学習機会
を提供するとともに，市民の生活上，職業上の知識・技能及び一般教養
の習得を図る。

■事業概要

1-1-3 施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

⾼等学校開放講座の実施

H26 H27 H28 H29 H30 H31

H31 H33

39.3％
30.8％

H28

施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）に基づき，子どもが自ら読書
を楽しみ，人生をより深くより豊かに生きる力を身に付けることができる
読書環境をつくる。

⼦どもの読書活動の総合的な推進

■事業の⽬的

461,508

■平成28年度の実施状況

81名

■評価

■今後の展開・改善策

■今後の展開・改善策

ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

68名 86名

■平成28年度の実施状況

■評価

⽣涯学習

　・仙台工業高等学校「親子で学ぶ電子工作」(全２回）
　・仙台大志高等学校「プレゼンテーションソフト入門」（全３回）
　・仙台青陵中等教育学校「毎日続ける健康運動」（全２回）
　・仙台商業高等学校「表計算入門」（全２回）
　・仙台高等学校「現代社会をもう一度」（全２回）

・各校の専門性や特長を生かした講座内容となっており，パソコンを活用した講座も，町内会活動など実用性の高い地域活動支援・人材育成の
視点から構成されており，一般的なパソコン講座との差別化を図っている。
・生徒を講師の補助として配置し，受講者の学びをきめ細やかに支援することにより，生徒が受講生と交流する社会的体験の貴重な場となって
いる。
・親子で参加する講座は，高校の特色を知り，進路を考える貴重な機会となっている。

　他の市民向け講座や市民センター事業との連携・再編も視野に入れ，教養・キャリアアップを目的とした市立高等学校教員によるプロデュース
講座を企画・検討するなど，内容の充実化を図るとともに，より効果的・積極的な広報活動を行っていく。

・第二次計画期間の各年度における取組状況や成果指標に対する実績値の把握・検証を行いながら，学校における朝読書の実施や中高生向
けのホームページコンテンツの開設，子供図書室の機能の充実など，様々な取り組みを推進した。
・仙台市子ども読書活動推進計画（第二次）の計画期間が平成28年度で終了するため，有識者などによる検討委員会や庁内の関係課長会議
を開催し，仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）（計画期間：平成29年度～33年度）を策定した。

・家庭・地域・学校・図書館のそれぞれにおいて，読書活動の推進を図ることができた。
・第三次計画の策定に当たっては，関係課長会議や有識者などによる検討委員会を開催し，これまでの取り組みにおける成果・課題を分析した
うえで，課題の解決に向けた取り組みを盛り込んだ内容とした。

・第三次計画の推進に向けて，引き続き，関係機関の連携・協力による推進体制の整備を図っていく。
・新規事業として家読（うちどく）の推進や，学校図書費の効果的な活用など，子どもの読書環境のさらなる充実に努める。

1-1-4

参加者数

■平成33年度までの評価指標

担当課：⽣涯学習課

■事業概要

高等学校開放講座の実施
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■事業の⽬的
図書館と学校との連携を進め，図書館資料の貸出や，専門的知識を持
つ職員による情報提供などを通して，より多くの子どもたちが学校生活
のなかで本に親しむ機会を持ち，自ら進んで本を読むようになることを
目指す。

・市内小・中学生を対象にしたブックトークの実施
・学校貸出サービス　　・公共図書館利用学習支援
・図書館担当職員及び学校図書館事務員向けの講座など各種研修
の実施

施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

図書館における学校との連携推進

H28 H31 H33

H33

円

■評価

■実績

■事業の⽬的

⽣涯学習 ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実
1-1-6

■平成28年度の実施状況

－

・子どもの学年に応じて利用しやすい図書をセットにした学校貸出を実施した。（延べ486校）
・全市立小学校４年生及び希望する中学校を対象とする図書館職員によるブックトークを実施した。（141校）
・ブックトークボランティア養成及びステップアップのための講座や，学校図書事務員向けの研修を実施した。
・小学校，中学校，高等学校の各１年生全員に図書館利用案内を配布した。
・図書館見学，調べ学習等の公共図書館利用学習支援を実施した。（延べ74回）
・学校で活動するボランティアの養成と活動支援，ブックトークを希望する学校への斡旋等を実施した。

・学校貸出では，図書館資料が発展学習に有効であったとの評価を受けた。
・小中学校へのアンケート結果から，ブックトークが読書活動推進に寄与していることが確認できた。
・ボランティアによるブックトークが実施された学校では，小学校４年生以外の学年においても読書に親しむきっかけができたと好評であった。
・持参した小学校１年生に対し来館記念のシールを貼付するといった図書館利用案内をインセンティブとして活用した取り組みは，児童が図書
館を利用するきっかけとなり効果的であった。

・引き続き，発展学習などに活用できる魅力的な図書館資料を揃えるとともに，広報活動に努めていく。
・学校貸出について，資料返却時の配送サービスを実施するなど，更なる利用促進を図るための体制を整備する。

施策１ ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの⽀援

学校貸出を利⽤した学校数（延べ）：590校

■平成28年度の実施状況

・引き続き，子供図書室と各図書館との連携により，多様な事業を展開していく。
・中高生向けホームページによる情報発信をはじめ，各種ブックリストや図書館案内等による広報の充実を図る。

H28

■平成33年度までの評価指標

■事業概要

■実績

486校

■今後の展開・改善策

担当課：市⺠図書館

年齢や障害の有無に関わりなくすべての子どもが読書に親しみ，楽し
みながら豊かな創造性を育むことができる読書文化を醸成し，子どもの
成長に応じた読書活動の推進を図る。

・各図書館におけるおはなし会等の行事の実施／・市内全図書館による春，秋の子ども読書フェスティバルの実施／
・乳幼児の保護者向けブックリスト「あかちゃんと楽しむはじめての絵本」の作成配布／・中高生向けホームページによる情報発信／
・子どもの読書活動を進める施設，団体，個人に向けた読書支援パックの貸出／
・子どもの読書に関する研修，講座の実施／・各種ブックリストや図書館利用案内の作成配布

・各種行事では，各館とも乳幼児向けのおはなし会が好評で，親子で図書館を利用するきっかけとなっている。
・子ども読書フェスティバルにおいて，全館共通で実施した「花いっぱいになぁ～れ」（春）や「ラッキーブックをさがそう！」（秋）への参加人数が前
年より１割程度増加した。貸出毎に館内装飾に咲かせる花を配付することで貸出を促したり、新たな分野の図書に接触する機会をつくるなど、
質量ともに図書館利用の拡大につながる取り組みができた。
・「あかちゃんと楽しむはじめての絵本」を乳幼児健診時に配布し，絵本に親しむための情報提供ができた。
・中高生向けのホームページは，図書館員がメッセージとともに本を紹介したり，中高生のおすすめ本等も掲載し，図書館協議会委員からも高く
評価された。

－
担当課：市⺠図書館

■評価

■今後の展開・改善策

■事業概要

児童書の貸出冊数：1,400,000冊

子どもの読書活動に関わる人・情報・サービスのネットワークの拠点
としての事業の実施／乳幼児，小学生，中学生，高校生など年齢に
応じた子ども読書活動推進やボランティア等への支援

■平成33年度までの評価指標
H31

1,312,094冊

ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

円

⼦供図書室運営

1-1-5
⽣涯学習
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

　 　 　

■事業の⽬的

ホームページ閲覧者数

円

⽣涯学習

　

608,912名 517,512名

　

社会教育施設としての市民センターを運営することにより，それぞれの
地域社会のより良い形成に寄与する“人づくり”を目指す。

■事業概要

円

H26 H27 H28 H29 H30 H31

■事業の⽬的

　市内60館において，地域社会教育推進事業等の主催講座の開催と，ボランティア等の育成，地域の各団体の仲介・ネットワークの構築等の
活動支援業務を行った。

　講座の支援や活動支援を通じ，学校や区役所，地域団体等との連携を図り，子どもの育ちを支える地域づくり，地域コミュニティの再生・活性
化や地域の防災体制づくりの支援に資することができた。

　引き続き，市の施策を考慮しながら，市民ニーズに応じた事業を企画することにより，事業参加者が事業終了後も主体的に活動し，学習の成
果が社会で発揮できることを目指す事業を展開していく。

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

333,079名 350,365名

■評価指標及び実績

571,241,147
担当課：⽣涯学習⽀援センター

H31

・全市民センター（60館）の管理運営を指定管理により実施した。
・各市民センター主催講座や生涯学習に関する情報についてホームページ等で提供・発信を行った。

・運営管理について，利用者からの意見要望等を反映しながら業務内容の改善に努め，サービス向上につなげることができた。
・市民センター主催事業を中心とした学習情報のほか，地域情報の収集にも努め，ホームページ上に随時掲載・更新した。タイムリーな情報発
信により閲覧者数が増加しており，市民の生涯学習活動の支援に寄与した。

　引き続き，市民の学びへの関心に応えられるよう，アクセスしやすいホームページの作成・運用，迅速で正確な各種学習情報・地域情報の収
集・発信に努めるとともに，利用者の意見要望等に基づく業務内容の改善を図るなど，より一層のサービス向上を推進していく。

地域に身近な社会教育施設である市民センターの持つ学びの支援・交
流・地域づくりの拠点機能を生かしながら，市民センター事業を実施す
る。

地区市民センターにおける講座等の事業の計画，実施及び運営を
指定管理者により行う。

H26

1-2-1 施策２ 市⺠センターにおける地域に根ざした学び・交流の場の提供

市⺠センター運営管理

H27

■評価

■今後の展開・改善策

667,104名

社会教育施設として，生涯学習事業を推進し，学習情報・地域情報
の収集と提供及び地域活動の支援等の事業を行う。

ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

369,230名

講座参加者数

H28 H29 H30

■評価指標及び実績

■事業概要

⽣涯学習
施策２ 市⺠センターにおける地域に根ざした学び・交流の場の提供

市⺠センター講座の実施

ミッション１：⼈と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実
1-2-2

26,258,573
担当課：⽣涯学習⽀援センター

　

■平成28年度の実施状況

市民センター運営管理

市民センター講座の実施
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60 ページ

60 ページ

61 ページ

61 ページ

62 ページ

62 ページ

63 ページ

63 ページ

64 ページ

64 ページ

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向２：⽣涯学習

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　各社会教育施設が，それぞれの専門性を生かしたイベントや学習情報の提供を行うなど，特性に応じた施設運営を実施した。富沢遺跡保
存館では，開館20周年イベントや指定管理者の自主事業などの取り組みにより，前年度に比べて入館者数が増加した。
　より多くの方が来館し，多様な学びの機会に触れていただくことが，市民の主体的な学びにつながっていくものであることから，展示内容
や利用環境の充実を図り，より魅力ある施設づくりに努めていくとともに，積極的な広報活動を行うなど情報発信力を強化していく必要があ
る。

■学識経験者の意⾒  

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

各社会教育施設が専門性を生かしたイベントや展示，学習情報
の提供，特性に応じた施設運営の取り組みを進めていることは高
く評価できる。さらに，各施設の学校教育事業や各種社会教育事
業により，幅広い年齢層が施設を利用している点でも評価してい
る。また，複数施設や研究機関・企業等との連携も施設相互の機
能強化やイベント等の充実が図られるので今後の継続も期待して
いる。なお，震災関連資料の収集・保全・保存等も引き続き実施し
て，後世に残る文化的財産となることを期待したい。

　各施設が入館者・利用者の数値目標を立て，その実現をめざして取
り組むこと自体は適切であると考えられる。ただ，より重要なのは，各
施設の目的に応じた活動の質的充実であり，その意味で，事業の実
施状況の確認と丁寧な吟味を，これからも継続してほしいと考える。

　引き続き，各社会教育施設の専門性や特性を生かした運営を行い，幅広い年齢層が楽しく学ぶことのできる企画の立案や展示・イベント
内容の創意工夫などにより質的充実に努め，市民の多彩な学びの場を充実させてまいりたい。

施策１ 社会教育施設の機能の充実
2-1-1 博物館運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-2 科学館運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-3 図書館運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-4 天文台運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-5 せんだいメディアテーク運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-6 大倉ふるさとセンター運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-10

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

泉岳自然ふれあい館運営管理

縄文の森広場運営管理

2-1-8 歴史民俗資料館運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-9 富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム）運営管理 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-7

ミッション２：
多様な社会教育施設による
多彩な学びの充実

社会教育施設それぞれの特性に応じた施設運営を継続するとともに，
施設の専⾨性を⽣かしながら相互に連携し，多⾯的な学びの場を提
供するなど，多彩な学びの充実を⽬指します。
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 決算額

アウトプット

　 H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■平成33年度までの評価指標

常設展，特別展等の展示事業や実験教室や自然観察会等の生涯学習
支援事業を通じて，市民に対して科学に関する知識の普及啓発を図
る。

参加体験型の展示を基本とした学芸事業や，科学館学習を中心とし
た学校教育事業，幅広い年齢層を対象とした各種社会教育事業等を
実施する。

　 　 　

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

■事業の⽬的

■実績

・季節ごとに展示替えを行いながら，仙台の歴史・文化・美術工芸資料を多彩なテーマで紹介する常設展示を行った。
・特別展として「黄金のファラオと大ピラミッド展」及び「雪舟と宮本武蔵と水墨画」，企画展として「イチ押し収蔵品主役わき役　キャラクター大集
合！」及び「戦国の伊達・政宗の城・仙台の町―斎藤報恩会寄贈の名品―」を開催した。
・市民向け講座「しろまち講座」（３回）や，学芸員の「展示等の解説講座」（39件），館外講師（29件），資料相談（54件），各学校から依頼による
博物館見学の際の講話及び体験学習（78件）等を実施した。
・大学等と連携し，博物館見学の際の講話などの特典を提供することで，博物館の活用を促進するキャンパスメンバーズ制度を継続し，18校の
参加があった。
・被災ミュージアム再興事業（県委託事業）として，前年度に引き続き，震災で被災した歴史資料や保全活動（レスキュー）を各種関連団体と連
携して実施した。

・特別展の実施は，市民が貴重な文化財を通して歴史と文化に親しむ機会となった。
・企画展の実施は，館蔵品等を通して仙台の歴史に対する理解を深める機会となった。
・市民向けの多彩な講座等を実施することにより，市民への学習機会の提供に寄与することができた。
・キャンパスメンバーズ制度により，博物館の活用促進が図られた。

・平成29年度は，重点事業である特別展「伊達政宗－生誕450年記念」をはじめ，関連講座の実施や「よくわかる！　伊達政宗」の発行・配布な
どを中心に事業を進め，常設展でも政宗公関連の展示が常時行われるよう配慮し，庁内関係課とも連携して集客に努める。また，夏の特別展
「空海と高野山の至宝」も貴重な文化財が展示される稀有な機会であることから，共催者の報道機関と連携して広報を強化し、観覧者の増加を
図る。
・学校や他の博物館施設等との連携や，収蔵品の魅力を伝えるグッズ開発，ユニークベニューとしての施設活用など，幅広い活動に取り組み，
博物館の新しい「楽しさ」を創り出していく。
・震災で被災した歴史資料等の保全活動について，震災後に実施したレスキュー活動で保全した歴史資料約20万点うち，デジタル化や所蔵者
への返却等について継続して実施する。

2-1-2 施策１ 社会教育施設の機能の充実

H28

常設展
特別展

57,932人
103,074人

H31年間⼊館者数:169,000⼈
  常設展… 60,800⼈
  特別展…108,200⼈

H33

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
2-1-1 施策１ 社会教育施設の機能の充実

博物館運営管理
円

374,941,299
担当課：博物館

歴史・文化・美術を中心とした博物館として資料を収集・保管・展示す
る。特に震災後の心の復興に寄与するよう，展覧会等により多彩な文
化財に親しむ機会を提供する。

展覧会を開催するとともに常設展を行い，また講座やイベント等の普
及事業を実施する。さらに出前授業やキャンパスメンバーズ制度の
活用等，学校との連携も行う。

■事業概要■事業の⽬的

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・特別展「見て！触って！わくわく昆虫館」を開催し，40,136人（未就学児を含み51,059人）の来館者があった。また，関連イベントを５回実施し，
206人の参加があった。
・震災後の蒲生干潟に生息する動植物や地形の変化を継続的に調査し，調査報告をホームページにて公表した。
・日本紙飛行機協会会長の二宮康明氏から寄贈された自作紙飛行機や設計図等について，新たに常設展示に追加した。
・科学館が携わった文化財レスキュー事業の取り組みについて，展示物や地震計，津波のメカニズムに関する映像資料など，防災等に関連す
る展示コーナーの充実を図った。

・特別展では，入館者数が大幅に増加し，幅広い年代に対して科学への興味・関心を喚起する機会の提供を拡充することができた。
・寄贈された紙飛行機等の資料を小企画展や常設展示に活用することにより，市民の科学への関心・意欲の向上につながった。
・文化財レスキュー事業や防災等に関連する展示コーナーの充実を図ったことにより，市民の防災意識の向上に寄与した。

　幅広い年代の来館者が科学に対する興味・関心を高めていくことができるよう，研究教育機関や企業などと連携し，研究教育機関や企業など
と連携し，展示解説の工夫，サイエンスショー，実験教室などの体験活動を重視した企画を実施し，楽しみながら科学に親しみ，何度も足を運び
たくなる科学館を目指した事業を展開していく。

■事業概要

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実

■平成33年度までの評価指標 ■実績
⼊館者数：180,000⼈

189,490,482
担当課：科学館

H31H28 H33

科学館運営管理
円

176,219人
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32H28 H31 H33

179,436人

2-1-4 施策１ 社会教育施設の機能の充実

■事業の⽬的
市民にとって も身近な生涯学習施設として，市民の教養や娯楽に資
する読書文化を育むとともに，資料や情報の提供によって，地域や市民
の様々な課題解決を支援していく。

・資料の収集・保存と提供
・レファレンス（資料・情報の案内）
・子ども読書活動推進に係る事業
・東日本大震災関連資料の収集と活用
・仙台市図書館振興計画に基づく取り組み

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・郷土資料や震災関連の資料など，様々な課題の解決に役立つ資料の収集・保存・提供に努めた。
・国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスの利用を開始した。
・障害のある利用者向けの資料の収集・提供及び郵送による貸出を実施した。
・子どもの年齢に応じて読書に親しむことができるよう，おはなし会などの各種行事を開催した。
・図書館情報システムの更新に向けたシステム開発を実施した。
・榴岡図書館における指定管理者の公募・選定など，効果的なサービス提供のための体制を整備した。

・幅広い資料の収集と，全国の図書館との相互貸借により，市民の多様なニーズに応える資料提供ができた。
・国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス等の情報化ツールの導入などにより，市民の課題解決に役立つサービスの充実
を図ることができた。
・多数のレファレンス事例について情報提供を行ったことにより，国立国会図書館から表彰を受けた。
・図書館情報システムの更新及び榴岡図書館の第2期指定管理者選定手続きを円滑に進め，効果的なサービス提供のための体制づくりを図る
ことができた。

■実績

　各種望遠鏡を効果的に活用し，企画の充実を図る。また，天文に興味・関心を持つ市民を増やすとともに，市民が天文に関する理解を深め，
天文に関する各種活動が活発に行われるような環境の醸成に取り組んでいく。

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実

年間利⽤者数：1,400,000⼈
■平成33年度までの評価指標

天⽂台運営管理
円

■事業の⽬的

723,950,122
担当課：⽣涯学習課

■事業概要
天文科学に関する学習活動の支援を通じて，人間，地球及び宇宙のつ
ながりについての市民の理解を深める。

天文科学に関する知識の普及啓発を図るため，様々な年齢層に対
応したプラネタリウム投映，「ひとみ望遠鏡」による天体観望会，各
種展示等を行う。

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

1,323,832人

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・プラネタリウムでは，今夜の星空を生解説で案内する「星空の時間」，参加・体験しながら宇宙の「なぜ？」に迫る「天文の時間」，家族向けの
「こどもの時間」等の投映を行った。また，土曜日の夜に天体観望会を開催し，市民に「ひとみ望遠鏡」で見頃の天体を観察する機会を提供する
とともに，アウトリーチ活動として，市内各所及び本市近郊で移動天文車ベガ号による移動天文台を開催した。
・年間テーマを「宮沢賢治」に設定し，仙台文学館とのコラボによる企画展示コーナー「賢治が歩いた仙台」の設置，企画展「KAGAYA銀河鉄道
の夜」を行った。

　天文台運営事業者が独自事業として実施した音楽や朗読とのコラボレーションによるプラネタリウム投映などが集客に効果を上げ，現天文台
の開館から9年が経過した現在でも，依然として入館者数は高水準を保っており，運営事業者の創意工夫が成果として表れている。

2-1-3 施策１ 社会教育施設の機能の充実

図書館運営管理
円

675,973,266

・引き続き，市民の多様なニーズに応えるため，多様な資料の収集・保存・提供に努める。
・遠隔地への図書館サービスとして，既存施設を活用した「サービススポット」の設置を目指し，サービスの拡充を図る。
・様々な機関との連携を強化・拡大し，多様な市民ニーズに応えるためのサービスの充実を図る。

⼊館者数：170,000⼈以上
（平成33年度末時点での過去5年間の実⼊館者数の平均値）

担当課：市⺠図書館

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32 H33

■平成28年度の実施状況

■評価

利⽤者数：17,500⼈以上
（平成33年度末時点での過去5年間の利⽤者数の平均値）

・大倉の田んぼを活用したどろんこ遊びや大倉ダム湖でのカヌー教室など里山の自然を生かした体験事業や，大倉ふるさとセンター内にある古
民家（旧石垣家住宅）を活用した七夕展示，維持管理の手法を学ぶ講座など，施設の特色を生かした事業を実施し，様々な学びの場を提供し
た。
・「倉人祭」を開催するなど，交流やにぎわいに繋がる機会を提供した。
・学校教育での自然体験学習の指導のポイントを学ぶ教員対象の研修等を実施した。

・地元酪農家の協力の下実施している酪農体験や，大倉ダム湖でのカヌー教室など，自然体験事業の人気・満足度が高く，募集定員を上回る
申し込みがあった。
・大倉地区の豊かな自然と歴史をいかした自然体験や生活体験を通じて，豊かな人間性を育む場を提供するとともに，人々の交流による地域
のにぎわいの創出が図られている。

・利用者は増加傾向にあり，申込の多い人気事業の定員・実施回数の増加など，事業効果を高めるための工夫を検討していくとともに，自然に
恵まれた施設の魅力を情報発信するための環境を整備するなど，更なる利用者の増加に向けた取り組みを行っていく。
・各種事業は，事業に協力いただくボランティアと参加者との交流の場にもなっており，引き続き，ジュニアリーダーをはじめ，地域ボランティア等
との連携を強化して事業を実施していく。

■今後の展開・改善策

24,393,954

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・施設特性やスタッフの専門性を生かしながら，関係団体等との連携のもと，各事業を効果的に実施することができた。
・施設の長寿命化のため，予防保全として保守点検を実施するとともに，適切な維持修繕を実施し，快適で安全な環境づくりに努めている。
・多様な学びの機会を市民に提供することができた。

円

■事業の⽬的
大倉地区の豊かな自然をいかした体験を通じて豊かな人間性をはぐく
む場を提供するとともに，人々の交流を促進することによる地域のにぎ
わいを創出する。

自然生活体験事業，不登校児童等を支援するための体験事業，古
民家での展示や催し，社会教育施設職員研修の実施等。

18,389人 　

担当課：⽣涯学習課

■事業概要

■実績
H28 H31

2-1-6 施策１ 社会教育施設の機能の充実

⼤倉ふるさとセンター運営管理

■事業の⽬的

⽣涯学習

・施設，設備の適切な管理運営，施設の利用者に対するきめ細かいアドバイス等を行い，市民が利用しやすい施設運営を行った。
・映像音響資料や視聴覚教材などの収集・整理・提供などを行い，市民の良好な情報検索・閲覧環境を提供した。
・「仙台・宮城ミュージアムアライアンス（SMMA)」への参加及び参加館同士の連携推進を積極的に図るなど，他のミュージアム施設との連携事
業を実施した。
・震災関連の映像などを含むさまざまな協働による地域の芸術文化活動の記録や制作物を，smtコレクションとして公開・提供するなど，市民や
市民団体等への支援ができた。

円担当課：⽣涯学習課

ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実⽣涯学習

生涯学習活動及び文化活動にかかる情報・資料の収集等の活動支援
や，美術・映像に関わる情報・資料の収集，展覧会の開催等を行い，市
民の生涯学習の振興に資する。

せんだいメディアテーク（ｓｍｔ）の維持保全に関する業務や，事業の
企画及び実施に関する業務等を行う。

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

379,598人

■平成33年度までの評価指標

570,986,376

■平成33年度までの評価指標

利⽤者数：430,000⼈以上
（平成33年度末時点での過去5年間の利⽤者数の平均値）

　引き続き，美術，デザイン，映像文化の振興の拠点として，また，バリアのない情報メディアを活用した市民活動の拠点として，継続的・安定的
な運営に努め，まちの新たな魅力や活力を引き出す事業に取り組んでいく。

ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
2-1-5 施策１ 社会教育施設の機能の充実

せんだいメディアテーク運営管理
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32H28 H31 H33

33,955人

■事業の⽬的

⼊館者数：36,000⼈以上

・企画展，季節展示，被災地関連展示など，年に８回以上の展示替えを行ったことで，新たな来館者とともにリピーター入館者の増加にも効果
があった。
・館刊行物や館蔵地図の復刻など，当館オリジナル資料の提供により，市民の学習に寄与する効果があった。
・小学校３年生を中心に，172校8,763人が見学し，うち体験学習には103校6,528人が参加したことにより，学校との連携強化が図られ、歴史・郷
土学習の理解を深めることができた。

・小学生から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした各種事業について，様々な工夫や、きめ細かな対応を実施するなど充実化を図り，入館者
数の増加を目指す。
・資料館のオリジナル資料を中心とした展示・調査研究，普及啓発などの事業を実施していく。

円

近世，近代以降の歴史及び民俗文化の理解を深めるために，資料収
集・保管・調査研究・展示・普及啓発活動を行う。

建物は明治７年建築の旧陸軍第二師団歩兵第四連隊兵舎（仙台市
指定有形文化財）で，8万5千点余の歴史・民俗資料を収蔵，常設展
の他に特別展等を行っている。昭和54年開館。

担当課：⽂化財課

■事業概要

■実績

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
2-1-8 施策１ 社会教育施設の機能の充実

歴史⺠俗資料館運営管理 68,656,266

　泉岳自然ふれあい館では，これまで旧泉岳少年自然の家が担ってきた子どもたちを対象とする受入事業や主催事業の機能に加えて，一般市
民にも開放する施設となり，一般利用者向けの事業を拡充している。平成29年度はフェイスブック等の新たなメディアの活用を検討するなど，引
き続き利用者の増加に向けた取り組みを行っていく。

　泉ケ岳登山や野外炊事・キャンプファイヤーなど，学校を中心とした自然体験・集団宿泊体験の支援を行うとともに，家族向けの野外活動
（ファミリーアドベンチャー）や小中学生を対象とした歩くスキーなどの冬季の野外活動（どきどき体験広場），一般利用者向けのハイキングやも
のづくり体験を実施するなど，自然にふれあう機会を提供した。

　開館して３年が経過したが，自然をいかした多様な活動を通して，子どもたちが主体的な判断や周囲と協調する心を身につける機会を提供す
るとともに，広く一般市民に自然にふれあう機会を継続して提供することができている。

■事業の⽬的
泉ケ岳の豊かな自然環境をいかした体験活動を通して，心豊かでたくま
しい青少年の育成や家族のふれあいを深める。

教育課程に基づく学習活動の支援や幅広い世代の利用者への学
びの場の提供等を行う。

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

39,218人

⼊館者数：40,000⼈以上
（平成33年度末時点での過去5年間の本館利⽤者数の平均値）

2-1-7 施策１ 社会教育施設の機能の充実

泉岳⾃然ふれあい館運営管理
円

109,581,455
担当課：⽣涯学習課

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

・資料の寄贈は51件2,053点で，館蔵資料の合計は85,012点となった。
・常設展示，４回の季節展示等に加え，企画展「水と人のくらし」(４月29日～６月19日)，企画展「仙台の祭りと年中行事」(７月２日～11月６日)，
特別展「仙台・昔と今のくらし」(11月19日～４月16日)などを開催した。
・調査研究…調査報告書第35集，資料集第15冊を編集・発行した。
・普及啓発…体験学習，展示関連行事，子ども講座，資料館サポーター養成講座，連携事業，れきみん秋祭りなどの自主事業を実施し，市内
小学校３年生の学校単位での見学や体験学習を受け入れた。

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

縄⽂の森広場運営管理

48,930人

平成８年開館。富沢遺跡で発掘された２万年前の森林跡および石
器等の出土遺物を用いた常設展とともに，先史時代から近世に至る
までの様々な考古学の成果を取り入れた企画展等の開催，石器づ
くり等の体験学習を行う。また，屋外の旧石器時代の森を復元した
野外展示「氷河期の森」を活用した各種イベントを行う。

■事業概要
先史時代についての理解を深めるために，富沢遺跡で発掘された２万
年前の森林跡と人間の活動跡をそのまま現地で保存，公開するととも
に，資料収集・保管・調査研究・展示・普及啓発活動を行う。

・展示事業として，地下遺構及び野外展示「氷河期の森」の植栽などの維持管理・公開を実施した。
・特別企画展「いにしえの石の道具」と企画展３回を開催，秋季企画展は東北大学大学院文学研究科・東北大学総合学術博物館と共催した。
・地底の森フェスタ2016（1,701人）や体験イベント（計10日間），企画展関連講演会（３回），考古学講座（１回）などの普及啓発事業を実施した。
・学校教育と連携し，市内小学校の利用学習（25校1,616人），中学校の職場体験（9校31人）の受け入れなどを実施した。
・学校や地域の意見を取り入れるために「運営懇談会」を２回実施した。
・指定管理者の業務に自主事業として「古代米づくり教室」(全５回），「ミュージアム・シアター」（全33回），「森を育てる2016」（全５回）等の体験
型事業を実施した。
・開館20周年記念「野外展示観察会」とシンポジウムを縄文の森広場と共同で開催した。
・情報発信を強化するため，縄文の森広場と館ホームページの一体的なリニューアルを行い，アクセス状況等の分析もできる環境を整備した。
・施設の修繕・緊急対応など，施設の長寿命化に向けた取り組みを実施した。

　各事業とも参加者より好評を得ることができ，入館者数が直近３年間の平均比で117％増となるなど入館者の増加にも寄与することとなった。

・指定管理事業と自主事業を整理統合し，内容の見直しと拡充を図りながら，富沢遺跡の特色を活かした事業を展開していく。
・近隣の学校や市民センターへの出前型活動など，地域に根差した活動を推進していく。

ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
2-1-10 施策１ 社会教育施設の機能の充実

■事業概要

⽣涯学習 ミッション2：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
2-1-9 施策１ 社会教育施設の機能の充実

■事業の⽬的

富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム）運営管理
円

100,169,747
担当課：⽂化財課

・展示事業として，常設展示のほか，４回の企画展「縄文人のくらし」を実施した。
・普及啓発事業として，春・秋に各種縄文体験やゲームなどのイベントを主体とする「縄文まつり」，夏・冬に縄文時代の演奏や地域の団体の演
奏を主体とする「縄文コンサート」を実施し，2,094名が参加した。また，「縄文講座」，「夏休み子ども考古学講座」の体験講座などを実施した。
・学校教育連携事業として，市内小学校の利用学習（34校2,325名），中学校の職場体験（５校20名）の受け入れ，出前授業（14件），近隣小学校
との縄文畑活用事業，学校や地域の意見を取り入れるための「運営懇談会」を２回（７月は15名出席，２月は14名出席）実施した.。
・富沢遺跡保存館との共同で，開館10周年記念事業「野外展示観察会」及びジンポジウムを実施した。
・指定管理業務では，指定管理者の自主事業として，「縄文まるかじり」（２回），「縄文祭復元事業」（１回）を実施したほか，山田上ノ台遺跡の保
存・活用を実施し，展示事業・縄文講座や縄文まつり・コンサート，小学校の利用学習，「運営懇談会」など様々な事業を実施したほか，館の
ホームページを地底の森ミュージアムと一体的にリニューアルを行うなど，情報発信による広報活動を強化し，知名度の向上を図った。

　イベント等の継続的な開催や情報発信ツールの更新等とともに，富沢遺跡保存館との共同で開催した開館10周年記念事業「野外展示観察
会」及びジンポジウムがメディアでも取り上げられたことで，施設の活動について，より多くの市民に知ってもらうことができた。

　引き続き，知名度の向上に向けてホームページ等の各種広報の強化を図るとともに，近隣の学校や市民センターなどの各種団体，地域との
連携を図りながら，事業を多面的に推進していく。

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・改善策

■実績
H28 H31 H33

29,362人

64,548,252
担当課：⽂化財課

■事業の⽬的

⽣涯学習

先史時代についての理解を深めるために，富沢遺跡保存館の分館とし
て山田上ノ台遺跡を保存・公開し，資料収集・保管・調査研究・展示・普
及啓発活動を行う。

竪穴住居や周辺の環境を復元した施設を用いたイベント等の開催
により様々な体験を通して学習の機会を提供する。

⼊館者数：31,000⼈以上
■平成33年度までの評価指標

円

H33

■実績
H28 H31

■平成33年度までの評価指標
⼊館者数：43,000⼈以上
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 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向２：⽣涯学習

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　各社会教育施設等で展示解説等の活動をしているボランティアやサポーターは，来館者の学びの充実，高い満足感などのサービス向上
に大きな役割を果たしている。また，ボランティアやサポーターが自ら学んだ知識・経験を活かす場があることで，学習意欲の向上や，ネット
ワークの形成にもつながっている。
　引き続き，ボランティアやサポーターの養成講座等の内容を充実させるとともに，活動の場の提供や活動状況の広報などを図り，質・量と
もに充実させていくことが重要である。

■学識経験者の意⾒  

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　各社会教育施設の展示解説等で活動しているボランティアやサ
ポーターは，自ら学んだ知識や経験を生かして，来館者の学びの
充実や高い満足感を得られるサービス向上に大きな役割を果た
していることは評価する。さらに，今後は国外からの来館者や
様々な来館者のニーズに対応できる人材となるようなマナーやス
キルの向上を重ねていく研修も期待している。また，子育て世代
が安心して各社会教育施設の講座等を利用できるように，託児ボ
ランティア等が充実したまちづくりにも期待している。なお，地域情
報を収集し発信する地域情報発信サポーターの活動にも期待し
たい。

　さまざまな分野でボランティア（サポーター）が育成されており，着実
に成果を挙げてきたことは評価できる。今後の充実に向けて，ボラン
ティアと施設の正規職員等がどのように関わり，ボランティア（サポー
ター）の意見や行動が事業展開や施設運営にどのように反映される
かに注目したい。ボランティア（サポーター）受け入れの実体について
各施設が情報を共有し，それぞれの取り組みが充実するよう期待す
る。

　ボランティアやサポーターへの支援については，養成講座などにより，各施設に係る専門的知識を深めるとともに，接遇等のスキルアップ
を図る取り組みを継続してまいりたい。また，ボランティア・サポーター間の連携の強化や，施設職員とのさらなる情報共有により，経験やノ
ウハウを共有し活動に生かす取り組みを推進し，様々な来館者のニーズに対応する取り組みにも力を入れてまいりたい。

施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供
3-1-1 博物館ボランティア ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-2 サイエンス・インタプリタ(科学館ボランティア) ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-3 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-4 天文台スタッフサポーター ・・・・・・・・・・・・・・・

野外活動ボランティアの泉岳自然ふれあい館活動支援

3-1-5 子ども読書活動推進ボランティア ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-6 歴史民俗資料館サポーター ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-7 富沢遺跡保存館ボランティア ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-9 文化財サポーター養成講座 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-8 縄文の森広場ボランティア ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-10 託児ボランティア ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-11 地域情報発信サポーター ・・・・・・・・・・・・・・・

ミッション３：
学びの成果を⽣かし
⼈と⼈がつながる仕組みづくり

⾃ら学んだ知識や経験を，地域のまちづくり等へ成果として⽣かし
還元できる機会を提供し，⼈と⼈がつながる仕組みづくりを⽀援し
ます。
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■実績■平成33年度までの評価指標
H28 H31 H33

69名

3-1-2 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

サイエンス・インタプリタ(科学館ボランティア)

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

－

科学館の運営に協力いただくとともに，市民が持つ様々なスキルや生
涯学習の成果を広く社会に還元する。

平成11年度より事業を開始し，現在69名が登録している。展示の解
説，チャレンジラボ，自主的な研修活動等を行っている。

円

■事業の⽬的

担当課：科学館

■事業概要

■平成28年度の実施状況
・ボランティアの専門的知識を深めることを目的として，学芸員などの博物館職員による２日間の養成講座を実施した。
・生涯学習課，科学館と連携し，市内の社会教育施設で活動するボランティアを対象として，外部講師による接遇研修会を実施した。

■評価
・養成講座を毎年度継続してきたことで，ボランティア解説のスキルアップにつながっている。また，ボランティアの自己研鑽の促進にもつながっ
た。
・接遇研修について，平成28年度は「障害者支援」をテーマとして実施し，外部講師を招き，社会教育施設ボランティアとして活動する心構え
や，マナーアップの必要性などについて講話を行った。その結果，来館者（障害者を含む）に対しての意識が高まり，来館者よりも解説に関して
好評を得ている。

■今後の展開・改善策
・国外からの来館者など，来館者のニーズに応じた展示解説ができるよう，各講座の内容を充実させていく。
・接遇研修の内容を充実させ，心構えやマナーアップの必要性についての更なる意識付けを図る。

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-1 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

博物館ボランティア －
担当課：博物館

■事業概要

■実績

円

■事業の⽬的
博物館ボランティアは常設展の展示解説等を行うガイドボランティアで
ある。活動に必要な知識等を身に着けることができるよう，ボランティア
の養成が必要である。

博物館職員が講師となり２日間の養成講座を実施する。また生涯学
習課等と連携し，市内の社会教育施設で活動するボランティアを対
象に，接遇研修を実施する。

■平成33年度までの評価指標
H28 H31 H33

119名

■平成28年度の実施状況
・新規入会者11名を対象として，担当業務となるチャレンジラボ（工作教室）についての実地研修を含めた養成研修（２日間）及び特別展に関す
る研修会を実施した。
・インタプリタ相互の研鑽を深めるための自主的な研修活動が活発に行われており，平成28年度は10回実施された。

■評価
・展示解説やチャレンジラボでの活動をはじめ，積極的に来館者と関わるなど，インタプリタの意欲の向上が図られている。
・新規登録者数と継続登録を希望しない人数がほぼ同数で，登録者数が横ばい（70人程度）となっているが，来館者が増加する休日等はインタ
プリタが不足がちになるため，登録者を評価指標程度増やす必要がある。

■今後の展開・改善策
・引き続き，インタプリタの知識や技能を生かした自主研修会への支援，展示や各種行事の研修などを積極的に実施し，さらなるスキルアップを
図る。
・ボランティア保険の導入など，インタプリタの待遇改善にも努める。

ボランティア登録者数：120名

ボランティア登録者数：80名
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■平成28年度の実施状況
・コミュニケーショントレーニングや天体望遠鏡の使い方などに関するスタッフサポーター養成講座を年間で計８回開催した。
・スタッフサポーターの学習会の支援を行ったほか，展示解説や移動天文台の活動支援などのボランティア活動の場を提供した。

■評価
　スタッフサポーターの学習会や天文台の活動支援などが活発に行われ，生涯学習の場の提供として有効に機能している。

■今後の展開・改善策
　引き続き，スタッフサポーター養成講座を開催し，新規登録者の増加や活動内容の充実を図っていく。

■実績
H28 H31 H33

62名

■今後の展開・改善策
　引き続き，ボランティア養成講座を実施し，新規ボランティアの獲得や登録者のスキルアップに取り組んでいくとともに，社会教育施設としての
サービス・機能の充実を図っていく。

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-4 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

天⽂台スタッフサポーター －

天文分野でのボランティア活動への参加を希望する市民が天文学に関
する知識や望遠鏡の操作技術を習得できる機会を提供することで，市
民活動を支援する。

天文台施設ボランティア（スタッフサポーター）を養成する講座を開
催し，修了者には施設内外でのボランティア活動の場を提供する。

円

■事業の⽬的

担当課：⽣涯学習課

■事業概要

・ボランティア活動参加者が大幅に増加するなど，利用者へのきめ細かな支援により学びの充実につながるとともに，ボランティアへ学びの還
元の場が提供できた。
・ボランティア養成講座の継続実施により，意識向上やスキルアップが図られるなど，人材の育成に寄与している。

ボランティア活動参加者数（延べ）：160名以上
（平成33年度末時点での過去5年間の活動参加者数の平均値）

野外活動ボランティア養成講座・スキルアップ講座の開催やボラン
ティアに活動の場所を提供する。

円

■事業の⽬的

220名

■平成33年度までの評価指標

■平成28年度の実施状況
・学校等の自然体験活動における登山支援や，一般利用者向け事業の活動支援など，野外活動等へのボランティア活動参加者は述べ220名
であった。
・活動支援にあたる新規ボランティアの養成講座は，全４回の開催で６名が修了し，登録者数は75名（嘱託社会教育主事含む）となった。
・既に登録しているボランティアを対象として，活動に必要な知識・技能及び支援のあり方のスキルを高める講座を通算で10回実施し，延べ127
名が受講した。

■評価

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-3 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

野外活動ボランティアの泉岳⾃然ふれあい館活動⽀援 －

施設の運営に協力いただくとともに，市民が持つ様々なスキルや生涯
学習の成果を広く社会に還元していただく。

担当課：⽣涯学習課

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

ボランティア登録者数：年間60名

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■平成28年度の実施状況
・サポーター会を年４回開催し，学芸員からの企画展や特別展について概要の説明，展示見学，情報交換等を実施した。
・ゴールデンウィークおもしろ昔体験，れきみん秋祭り，事業団本部で開催された「ボレロ」へのサポートなど，当館の各種イベントのサポートな
ど幅広く活動した。
・秋から冬にかけての小学校３年生の見学（希望校単位）に際しては，多くのサポーターが展示解説の活動を実施した。

■評価

－
担当課：⽂化財課

・引き続き，講座受講者が受講後の活動につながるように支援を行っていく。
・ボランティアに対し，活動の場の提供と各種ボランティア団体の活動情報の提供を行っていく。

・各種イベントの実施に当たりサポーターによるサポート業務は不可欠であり，適切な施設運営を推進する上で大きな戦力となった。
・小学３年生の見学では，展示解説などできる限り多くのサポーターが対応した結果，多くの学校からサポーターの解説に対して好評を博し，ま
た，見学した子どもたちから心温まる手紙をいただくなど，市民と施設をつなぐ大きな役割を果たした。

■今後の展開・改善策
　サポーター会において，サポーター同士の研修会等を開催するなど，サポーター相互の連携強化を図り，各種イベントのサポートや解説業務
などの一層の充実を図っていく。

19名

ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-5 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

⼦ども読書活動推進ボランティア －

子どもの本に関心を持つ市民の様々なスキルや生涯学習の成果を広く
社会に還元するとともに，その意欲と知識をさらに高める機会と活躍の
場を提供することにより，子どもの読書活動の推進を図る。

・ブックトークや絵本の読み聞かせなど子どもと本をつなぐ活動を行
うボランティアの養成・活動の支援
・活動中のボランティアのスキルアップと活動の強化による子ども読
書活動を支える取組みの充実

円

■事業の⽬的

担当課：市⺠図書館

■事業概要

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標

■実績

■事業の⽬的
資料館の展示・資料収集・整理保管・調査研究・普及啓発事業等の知
識を深め，主体的に館の活動に参画出来る市民ボランティアを養成し，
その活動の場を提供する。

既存サポーターのスキルアップ講座を兼ねた年４回の養成講座を
実施。イベントの補助や小学生に対する解説などを中心に活動。

■事業概要

H28 H31 H33ボランティア活動者数：延べ750名

ボランティア登録者数：30名

■平成28年度の実施状況
・ボランティアの協力を得ながら，おはなし会を積極的に実施した。
・子供図書室事業として，ブックトークや絵本の読み聞かせ，ストーリーテリングなどの子どもと本をつなぐ活動を行うボランティアの養成講座を
３種18回実施した。
・活動中のボランティアを対象としたステップアップ講座を４種11回実施した。

■評価
・各図書館においてボランティアの協力を得ることで，行事の内容が充実し，多くの子どもたちや保護者等が本に親しむことができた。
・子どもの読書に関わる活動に意欲的に取り組むボランティアを養成することができた。
・読み聞かせボランティア養成講座終了後に，子育てふれあいプラザ等で読み聞かせの体験を実施し，ボランティア登録などその後の活動につ
なげることができた。
・ボランティア団体の活動情報を募集し，集約した情報を掲示・閲覧することで，ボランティア活動希望者とボランティア団体をつなぐための情報
提供ができた。

725名

■実績
H28 H31 H33

■今後の展開・改善策

3-1-6 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

歴史⺠俗資料館サポーター
円

⽣涯学習
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■平成28年度の実施状況
・様々な体験活動やイベント運営などの支援・補助のほか，縄文まつりやコンサートなどを実施し，年間活動日数1,153日，延べ490名，活動時
間3,612時間であった。
・ボランティア育成講座を年６回実施。ボランティア育成講座の終了後も，学芸員の指導や各種講座や研修会などを随時実施するとともに，富
沢遺跡保存館との共同により遺跡・施設の視察研修，土器班・石器班・植物班・創作班によるグループ活動などを実施し，ボランティア同士のス
キルアップを図った。
・新規イベントの開発や各種事業の内容の充実化を図るため，学芸員と共同で調査研究や縄文の森広場グッズの開発などを実施した。

■評価
・平成28年度養成講座修了者を含め登録者は71名で，前年度より10名増加した。
・日数・時間とも前年度比87％と減少している。
・来館者への様々な体験活動の補助や，「縄文まつり」・「縄文人の記憶の宴」など，館と一体となった多岐にわたる活動を実施し，施設運営を
する上で欠かせない存在となっており，来館者からも高い評価を得ている。

■今後の展開・改善策
　体験活動を主として運営する当館では，ボランティアの活動は不可欠であり，引き続き，活動の活発化を図るとともに，ボランティア活動を通じ
た世代間の交流を推進していく。

■事業の⽬的
縄文時代や山田上ノ台遺跡などに関する知識を深め，体験学習やイベ
ント支援など，施設の事業に参画できる市民ボランティアを養成し，その
活動の場を提供する。

多彩な体験学習を特色とする施設のボランティアとして，来館者の
体験活動とイベント支援などで活動。自主研修にも努めている。

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

71名

■平成33年度までの評価指標

■評価
・78名のボランティア登録者が，延べ1,174名，3,293時間の活動を実施した。実施回数・時間とも前年度比約90％で減少した。
・来館者に対する展示解説，地底の森フェスタの共催，体験教室の補助など，多岐にわたる活動を実施し，施設運営に欠かせない存在となって
いる。
・特に，展示解説は来館者から非常に好評を得ており，施設の魅力を向上させる大きな要素となっている。
・ボランティア活動を行う学生サポーターとして，市内大学の学生有志55名を登録した。
・ゴールデンウイークや秋休み期間中のイベントなどを中心に，延べ67名が活動を実施した。

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況
・新規登録希望者を対象としたボランティア養成講座を６回開催し，修了者10名がボランティア登録した。
・継続登録者，縄文の森広場ボランティアを対象に，スキルアップ講座２回，実技研修１回，施設等研修見学会１回を開催した。
・石器班や編布班など自主研修のグループ活動も実施しながら，ボランティア同士のスキルアップを図った。
・職員とともに調査研究活動，新規ミュージアムグッズの開発等を実施した。

・来館者に対していつでも展示案内できるよう，ボランティアの活動人員と回数の増加を図っていく。
・学生サポーターとの連携を強化し，多様な年齢層の人々が共に活動を楽しめる環境づくりを目指していく。

縄⽂の森広場ボランティア
円

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-8 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

－
担当課：⽂化財課

■事業の⽬的
先史時代や保存館に関する知識を深め，展示解説やイベント補助な
ど，館の活動に参画出来る市民ボランティアを養成し，その活動の場を
提供する。

来館者への展示解説活動を行いながら，各種体験活動の補助，企
画展準備の補助，地底の森フェスタの運営など，様々な場面で活
動。

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

78名

■平成33年度までの評価指標

3-1-7 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

富沢遺跡保存館ボランティア
円

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

担当課：⽂化財課
－

ボランティア登録者数：年間70名以上

ボランティア登録者数：年間70名以上
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 決算額

アウトプット ■実績
H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

託児ボランティア

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

102名

■事業の⽬的
子育て中の保護者が安心して学習できるよう，講座に付設された託児
室の安全な運営と，市民ボランティアの主体的な参画を図る。

市民センターの託児付講座の託児室を運営する託児ボランティアの
養成，フォローアップ研修，託児ボランティアグループに係る調整等
を行う。

■平成28年度の実施状況
・託児ボランティア養成講座（全５回）は，22名（延べ96名）が受講し，子どもの発達に応じた遊びや対応，病気と怪我への対応について，座学と
保育所見学により学ぶとともに，市民センターの託児ボランティアの概要を学習した。
・受講者のうち13名が託児ボランティアとして新規登録された。
・フォローアップ研修では，48名が受講し，託児における食物アレルギー・アナフィラキシーショックの対応について学んだ。

ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり
3-1-10 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

44,000
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■平成28年度の実施状況
・平成28年度で９期目となる養成講座では，全８回の講座を企画し，21名が受講した。
・東照宮や東光寺の巡検，仙台城跡の登城路を歩く講座など，体感を伴う学びを多く企画した。
・サポーター会の役員が講座に参加し，受講者がサポーター会を身近に感じることができるようにした。

■評価
・体感型の学びを多く取り入れた講座は大変好評で，回数を増やしてほしい旨の要望が多く寄せられた。
・研修を修了した受講生の中から，新たに４名が仙台・文化財サポーター会に興味をもち入会するなど，新規サポーターの獲得に効果があっ
た。
・研修後のアンケートからも，文化財を広く知る機会を得たことで文化財への愛着が深まったという意見が多く，大変好評だった。

■今後の展開・改善策
・サポーターの知識とスキル向上のため，過年度受講生の声を反映させながら，郷土の歴史や重要遺跡の発掘調査成果など 新の情報を学
べる講座を実施するなど，内容の充実化を図っていく。
・平成29年度開館予定の陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設を本講座の重要な学びの場として位置付け，史跡に対する理解の促進を図る。
・講座で学んだ成果について，他の場所でも発揮できるよう，引き続き，仙台・文化財サポーター会などボランティア団体の情報提供を実施す
る。

円

⽣涯学習

４名
（計53名）

3-1-9 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

⽂化財サポーター養成講座
円

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

－
担当課：⽂化財課

H33ボランティア登録者数：総計80名
新規登録者数

（総計）

■評価
・市民センターの託児付き事業39講座の託児を担い，子育て世代の講座受講者が安心して学ぶ機会を提供することができた。
・託児グループの解散等によりボランティアの登録者数が減少傾向にある中で，平成28年度は，養成講座チラシの配布先の増加などにより受
講者が増加し，新たに活動を開始したボランティアが加入したため，登録者数を維持することができた。

■今後の展開・改善策
　引き続き，養成講座の受講者確保に努めるとともに，託児ボランティアが円滑に活動できるよう，スキルアップ研修等の支援を継続して実施す
る。

ボランティア登録者数：100名

■事業の⽬的
市内の文化財を対象とした講座を開催し，市民に学習の場を提供。文
化財保護に係る実践活動ができる人材の育成とともに，市内ボランティ
ア団体の活動を支援。

・講座はテーマ別に８回（市内の文化財の見学・発掘調査体験など）
・仙台・文化財サポーター会（平成28年度末会員数51名）
　部会毎に学びを継続
・イベント運営補助

■事業概要

H28 H31

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

情報を収集し，発信する地域情報発信サポーターを養成し，その活
動を支援する。

円

⽣涯学習 ミッション３：学びの成果を⽣かし⼈と⼈がつながる仕組みづくり

地域情報発信サポーター

・地域情報発信サポーターが円滑に活動できるよう，引き続き，情報発信に向けた支援やスキルアップ研修等を実施していく。
・リーフレットの作成を継続しながら，スキルアップ研修や新規メンバーの加入を図ることにより，ボランティアの活動が定着し，発展していくこと
を目指す。

■平成28年度の実施状況
・地域情報発信サポーター養成講座（全４回）を実施し，住民参画，地域づくりにかかわる市民センター事業の事例紹介，情報発信に関わるボ
ランティアの事例紹介，市民センターの役割，ボランティアの役割等について，ワークショップを交えた学習を行った。10名（延べ35名）が受講
し，うち7名がサポーター登録をした。
・地域情報発信サポーターとしての活動を11回（延べ49名）行い，リーフレットを２種製作し，市民センター等へ配布した。

■評価
・地域情報発信サポーター養成講座の受講者のうち7名が手を挙げ，自主サークルとして活動を開始することが出来た。
・リーフレットを製作し，市民センター等へ配布するなどの成果があり，ボランティアの意欲的な取り組みが継続している。

■今後の展開・改善策

257,315

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

7名

3-1-11 施策１ 市⺠の⽣涯学習を⽀援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供

生涯学習情報，地域資源情報等を収集し，広く市民に向け発信すると
同時に，地域づくりに携わる人材を発掘，育成する。

■事業の⽬的

ボランティア登録者数：15名

担当課：⽣涯学習⽀援センター

■平成33年度までの評価指標
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基本的⽅向２：⽣涯学習

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　仙台の歴史や文化の継承と発信については，文化財展や仙台城見聞館などの情報発信や，陸奥国分寺・国分尼寺跡などの史跡の整
備，埋蔵文化財の発掘調査を進めた。平成28年度中に整備完了予定であった史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設については，工事の
進捗が遅れ，翌年度に繰り越しとなったが，平成29年７月に完成し，開館した。
　仙台城跡の整備計画については，現行計画の策定から10年以上経ち，東日本大震災の影響により周辺環境も変化していることから，見
直しを行うこととしている。市民や子どもたちが仙台の歴史に親しみ学び，観光客がより一層楽しめる空間となるよう，十分な検討を行う必
要がある。
 新たな「せんだい・アート・ノード・プロジェクト」の取り組みについては，作品制作，活動拠点運営，イベント，広報誌などのプロジェクトが始
動したところであるが，各プロジェクトの認知度を高めるための普及啓発に努める必要がある。

■学識経験者の意⾒  

4-1-5 文化財普及啓発

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

4-1-3 歴史的資源を通した学びの機会の提供

　仙台には豊かな自然や伝統ある歴史・文化を伝える多くの
ミュージアム等や市史が編纂されており，市民の郷土に対する関
心を深める学習情報を提供していることは評価する。仙台・宮城
ミュージアムアライアンス（SMMA）の運営で，ミュージアム職員に
よるSMMAツアーやミュージアムユニバース等の実施も評価でき
る。さらに，仙台歴史ネットワークの運営等で，幅広い年齢層に仙
台の歴史・文化を伝え，地域文化資源の情報を伝えていくことも
期待している。一方，新たな「せんだい・アート・ノード・プロジェク
ト」の今後の展開にも期待したい。

　歴史・文化の発信やアート・プロジェクトの推進は，仙台市民に対し
てだけでなく，他都市の住民に対しても意味をもつと考えられる。特に
歴史遺産については保存と活用とのバランスが問題となるが，観光政
策との関連など活気ある仙台のまちづくりと文化創造につながるよう
期待したい。また，このように考えるならば，今回とは違った観点から
の評価指標の導入も検討されてよい。

　仙台の歴史や文化を伝える新たな施設として開館した史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設については，市民が史跡等の地域の歴
史・文化に触れ親しみ，学びや体験を行う場として十分なPR・普及啓発を行い，より多くの来館者の確保につなげるとともに，仙台歴史
ミュージアムネットワークにおいても，新たな施設としてネットワーク全体の発信力・連携の強化につなげてまいりたい。
　今後，新たに策定を進めていく仙台城跡の保存活用計画については，史跡等の本質的価値の確実な保存とともに，市民の学びの場，観
光の拠点としての活用も意識しながら，幅広い分野から意見を募り検討を進めてまいりたい。

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-4 埋蔵文化財の発掘調査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信
4-1-1 市史活用推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-2 伊達政宗公生誕450年記念事業の実施

・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-10 文化財の調査・指定・登録 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-6 陸奥国分寺・国分尼寺跡整備 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-7 郡山遺跡整備 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-8 仙台城跡整備推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-1-9 仙台歴史ミュージアムネットワークの運営 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策２ アートによる地域資源の再発掘，地域⼈材の育成
4-2-1 せんだい・アート・ノード・プロジェクトの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

4-2-3 アート・メディアを利用した市民力の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・

※以下の事業は，平成29年度からの新規事業のため掲載していない。

　　4-1-2　伊達政宗公生誕450年記念事業の実施

4-2-2 仙台・宮城ミュージアムアライアンス（SMMA)の運営 ・・・・・・・・・・・・・・・

ミッション４：
豊かな資源を活⽤した
学びの提供・魅⼒の発信

豊かな⾃然や伝統ある歴史，多くのミュージアムなど，多様な学び
の資源を活⽤し発信することで，誰もが仙台に住み続けたいと思え
る学びの機会にあふれた魅⼒あるまちを⽬指します。
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 決算額

例年実施

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

　

■今後の展開・改善策
　仙台城見聞館については，今後も円滑な運営管理を継続するとともに，平成29年度開館の史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設について
も，これまでのノウハウを活用し，入館者へのサービス向上を推進していく。

■平成28年度の実施状況

仙台城⾒聞館利⽤者数：135,000⼈ H28

125,740人

H31 H33

　

遺跡等に見られる過去の災害の痕跡などの歴史的資源を学ぶ機会を
提供し，東日本大震災を契機とした市民の防災意識高揚を図る一助と
する。

・展示会等の実施（災害と復興の歴史に関する資料・仙台城跡石垣
の復旧について）
・講座の実施（災害と復興の歴史をテーマ・陸奥国分寺跡の創建と
復興の歴史）

円

■事業の⽬的

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-1-3 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

歴史的資源を通した学びの機会の提供 ― 
担当課：⽂化財課

■事業概要

■平成28年度の実施状況
・市史編さん関連および東日本大震災後の資料レスキュー活動で収集した歴史資料等について，約２万コマのデジタル画像を作成した。
・市民向けの講座として，市民センターなどと共催した市史講座（２回，受講申込者158名）を実施した。
・東北大学東北アジア研究センターと連携して初心者向けのくずし字講座（全４回，受講申込者199名，およびダイジェスト講座１回，受講参加者
58名）を実施した。
・仙台市図書館と連携した講座「歴史の〈ものがたり〉と仙台」（４回，受講者合計721名）を実施した。
・市民向けの普及，啓発書として，『城下町仙台ポケットガイド』3,000部，『「仙台市史」活用資料集 vol.３　泉区の歴史さがし』900部を製作，発行
した。

■評価
・図書館や市民センターなどと連携した講座を実施したことにより，幅広い層の市民に市史編さん事業の成果を紹介することができた。
・複数の分野の市民向けの普及啓発書を発行することにより，市史編さん事業の成果を多角的に紹介することができた。

■今後の展開・改善策
　市史編さん事業で収集された膨大な資料や研究の蓄積を，市民共有の財産としてさらに活用できるよう，資料の保存・公開や，講座・展示な
どの企画を実施するとともに，仙台の歴史に関する全般的な調査を継続的に実施していく。

24,000コマ 26,000コマ 23,000コマ

資料デジタル撮影数

■事業概要

円

■事業の⽬的
市史編さん事業で蓄積された成果を活用し，仙台の歴史に関する全般
的な情報を提供し，郷土に対する市民の関心が深まるようにする。

展覧会を開催するとともに常設展を行い，また講座やイベント等の普
及事業を実施する。さらに出前授業やキャンパスメンバーズ制度の
活用等，学校との連携も行う。

H26 H27 H28 H29 H30 H31

■評価指標及び実績

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-1-1 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

市史活⽤推進 11,005,650
担当課：博物館

・仙台城見聞館は，平成26年度に本丸大広間跡遺構表示整備と関連した展示内容に改修し，遺構表示整備の理解を深められるようにしてい
る。また，文化財課や博物館等の社会教育施設の催しの情報を適宜掲示し，情報発信に努めた。
・仙台城ガイドボランティア会がガイド活動を実施し，見学者の増加に努めた。

■評価
　平成26年度に本丸大広間跡遺構整備と併せて行われた展示改修に加え，効果的な情報発信やガイドボランティアの積極的な活動が功を奏
し，入館者数が増加傾向にある。
　（参考：平成18～22年度年平均入館者…87,282人）

■平成33年度までの評価指標 ■実績

市史活用推進
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 決算額

例年実施

 決算額

アウトプット ■実績
　 H29 H30 H32

発掘件数

文化財展
出前講座

■事業概要

■平成28年度の実施状況

■今後の展開・改善策
・引き続き，年に２回の文化財展において，展示解説をサポーター会と協力して実施していく。
・出前授業と出前講座については，受講者の意見も反映させながら，テーマを再検証，よりニーズに沿った講座を実施していく。

⽂化財展⼊場者数：1,200⼈
出前講座（授業）回数：230回

Ｈ28

H26 H27 H28 H29 H30 H31

国民的財産である文化財の調査，保護・管理，普及・啓発及び活用を
図る。

・開発事業との調整による文化財の保護
・文化財の保存・活用を念頭に調査を実施
・調査報告書の作成・刊行による普及・啓発，活用
・震災復興関係調査
・国庫補助事業による学術調査

文化財を活用した普及・啓発活動により，国民的財産である文化財に
対して，市民がより親しみを感じるようにする。

「文化財公開の日」，発掘現場の見学会，文化財展（年２回実施），
職場体験や就労体験の受け入れ，学校や市民センターでの展示，
出前講座や出前授業の実施。

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-1-5 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

⽂化財普及啓発
円

・開発事業計画を調整することにより，埋蔵文化財の保護を図っているが，開発計画の見直しができず，やむなく失われる埋蔵文化財について
は，発掘調査を実施し，様々なデータを記録することによって後世に伝えるとともに，その調査成果を活用することによって埋蔵文化財の普及・
啓発に活用している。
・震災復興関連事業の東部ほ場整備に係る発掘調査を実施し，復興事業にも寄与している。

担当課：⽂化財課

円

■事業の⽬的

担当課：⽂化財課

■事業概要

ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-1-4 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

1,110人
224回

7,135,941

⽣涯学習

82件 86件 100件

■事業の⽬的

H31 H33

■平成28年度の実施状況
・調査件数は100件で，前年度と比べて14件増加した。（内訳は個人専用住宅建設に伴う発掘調査が17遺跡22件，震災復興発掘調査交付金助
成事業による発掘調査が４件（個人専用住宅４遺跡４件），その他の発掘調査が46遺跡74件であった。）
・発掘調査報告書作成・刊行は10件で，前年度と比べて５件増加した。

■評価

埋蔵⽂化財の発掘調査の実施 185,406,806

■評価指標及び実績

■今後の展開・改善策

・文化財展（年２回実施）のうち，第64回展は平成27年度に実施した発掘調査の成果を中心に開催し，秋の第65回展は，「チャレンジ！せんだ
い遺産検定」と題し，展示と体験コーナーを設け，1,110人が来場し，市内の著名な文化財に触れ親しむ機会を提供した。また，同時に講演会も
開催した。
・主に小学校を対象とした出前授業は97件，出前講座は127件の実施で，延べ3,000人程度の市民が受講した。

■評価
・文化財展では，著名な指定文化財を取り上げたことで，多くの市民に文化財に親しむきっかけを提供することができた。
・５日間の期間内に約1,110人が来場し， 終日に行われた記念講演会には112人が参加し，好評を得た。
・せんだいメディアテークの１階ホールで開催したことで，多くの市民の来場につながった。
・出前授業・出前講座ともに前年度より17件増と，昨年度を上回るニーズがあった。また，過去に受講した団体から再度依頼されるなど，好評を
得ている。

■平成33年度までの評価指標

・開発事業計画の調整による埋蔵文化財の保護活動，記録保存のための埋蔵文化財の発掘調査は文化財行政の重要な柱であり，継続的な
取り組みが必要である。
・史跡等の重要遺跡の発掘調査も，震災前のように再開する必要がある。
・復興事業に係る発掘調査についても，引き続き実施していく。

埋蔵文化財発掘調査の実施
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 決算額

拡充

ロードマップ

 決算額

ロードマップ

■平成28年度の実施状況
・Ⅱ期官衙（かんが：古代の役所のこと）南部の国史跡地の公有化を2626.90㎡進めた結果，史跡全体における公有地（公有化率）は，公有化が
必要な面積の約77％となった。
・史跡地の有効活用のため，仮植栽を地元小学校（八本松小学校，東長町小学校）と協力して実施したほか，清掃，除草等の維持管理を実施
した。
・震災後に中断していた個人からの用地買収について，平成29年度の再開に向け，事前の測量調査や境界画定を行うなど，円滑な実施のため
の準備を進めた。

■評価
・適切な史跡地の維持管理や仮植栽などの実施により，史跡地の有効利用を図ることができた。
・地元小学校と合同で仮植栽の作業を行ったことによって，児童が自分の住む地域の遺跡に愛着を持つきっかけにすることができた。

H29H28

・引き続き，史跡指定地の公有化・遺跡整備を進めていく。
・本格的な整備を実施するまでの間，引き続き，市民が遺跡に対する理解と親しみを深めるための取り組みを実施していく。

H33H30 H31 H32

郡⼭遺跡整備

■事業の⽬的
多賀城以前の陸奥国府と考えられ全国的にも 古段階の重要な地方
官衙（役所）跡として，国史跡に指定された郡山遺跡を恒久的に保存す
るために，史跡地の公有化を推進する。

・史跡指定地の公有化（平成18年度）
・近隣小学校との連携・協力：史跡地内における仮植栽や清掃・除
草の実施
・郡山遺跡で発掘された古代の建物跡を校舎内に再現した郡山中
学校ピロティの見学対応

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

H33H29 H30 H31 H32

4-1-6 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

陸奥国分寺・国分尼寺跡整備
円

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

376,060,824
担当課：⽂化財課

■事業の⽬的
国指定史跡である陸奥国分寺・陸奥国分尼寺跡を恒久的に保存するた
めに，史跡地の公有化や整備を推進し，市民が地域の歴史・文化に触
れ親しむ場を提供する。

・史跡指定地の公有化（昭和43年度から実施）
・「整備基本設計」に基づいた整備
・ボランティアとの連携・協力（毎月の手作り市での説明やガイド）

■事業概要

H28

■評価
　ボランティアの体制（常駐），研修内容などのスケジュールも確立し，広場工事も完成に近づくなど，平成29年度のガイダンス施設のオープン
に向けて着実に準備を進めることができた。

・史跡陸奥国分寺・尼寺跡整備計画に基づき実施した第１次整備にて，ガイダンス施設，休息施設の建築工事，施設内の展示関連の整備を実
施した。
・地域の人々が歴史を通じて様々な交流や情報交換を行うための緑地広場，多目的広場の整備の実施，遺構の表現として，伽藍地南辺築地
の表示，施設南側の市道（歩道）との一体化や施設周辺の外構部分の工事を実施した。

■平成28年度の実施状況

　 　　

■今後の展開・改善策
　史跡地内にある未買収地の公有化や，未整備となっている北半部の発掘調査，第２次整備計画の作成など，史跡地の利活用について引き
続き検討を行っていく。

　

■今後の展開・改善策

施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

270,365,435
担当課：⽂化財課

■事業概要

展示施設等建築物
工事完了

■平成33年度までの評価指標及び実績

■平成33年度までの評価指標及び実績

4-1-7

円

史跡指定地の公有化・陸奥国分寺・陸奥国分尼寺跡整備

ガイダンス施設の運営ガイダンス施設の整備

史跡指定地の公有化・遺跡整備

近隣小学校との連携による清掃等の実施
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 決算額

ロードマップ

 決算額

ロードマップ

・平成23年度から実施してきた災害復旧事業が無事に完了し，施設の復旧を果たすことができた。
・遺構確認調査が再開できたことにより，将来的な整備への道筋ができた。

■今後の展開・改善策

・発掘調査等の実施と調査成果に基づく整備
・遺跡解説サインの設置
・遺跡見学会，講座，ホームページ等における調査成果の公開
・ガイダンス施設の管理運営，所管地の除草等

4-1-8 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

仙台城跡整備推進
円

18,781,315
担当課：⽂化財課

■事業概要

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

H28 H29 H30 H31 H32 H33

■評価

H28 H29 H30 H31 H32 H33

39,935人

イベント参加者数

仙台市内の歴史系ミュージアムが連携・共働し，仙台の歴史・文化の情
報等を発信する事業を実施する。

地底の森ミュージアム，縄文の森広場，博物館，仙台城見聞館，瑞
鳳殿，歴史民俗資料館，仙台文学館，戦災復興記念館が参加。
実施にあたっては，仙台・宮城ミュージアムアライアンスと連携。

仙台歴史ミュージアムネットワークの運営
円

― 
担当課：博物館

・クイズに答えながら各館を巡る「歴ネットクイズラリー」，仙台の伝統的門松を復元・展示した「仙台の伝統的な門松を再現」を実施した。
・仙台・宮城ミュージアムアライアンス（SMMA）のイベント「ミュージアムユニバース」に参加した。イベント情報はＳＭＭＡウェブサイト見験楽学を
通じて提供した。
・継続事業として，各館を訪れた人に仙台の歴史を紹介する「歴ネットシート」の配布を実施した。

■平成33年度までの評価指標及び実績

■平成28年度の実施状況

施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

■事業の⽬的

⽣涯学習

・本丸東側崖面下部の災害復旧工事が完成した。また，事業報告書を刊行した。
・災害復旧事業のために休止していた造酒屋敷跡遺構確認調査を再開した。
・大広間跡遺構整備範囲や本丸北西石垣・酉門跡付近の公有地の除草，芝の施肥などの管理を実施した。

■評価

ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-1-9

■事業概要

・現行計画にある整備方針を見据えた発掘調査を実施するとともに，整備範囲・公有地の管理を継続していく。
・震災後の状況の変化や，現行計画において課題となっている事項を踏まえ，現行計画の見直しを実施し，新たに「保存活用計画」及び「整備
基本計画」の策定を進めていく。

　恒例化した事業の内容の充実化，SMMAウェブサイトの情報掲載，各館でのポスター掲示など，SMMAとの連携を軸にしながら広報活動の充
実化を図り，より多くの市民に普及させ，各施設の来館者の拡大につなげていく。

■平成33年度までの評価指標及び実績

■事業の⽬的
国史跡仙台城跡は，伊達政宗が築いた仙台の礎であり，市民の心のふ
るさとであることから，周辺施設とも協調し，市民や観光客が親しみ学
ぶことができるような歴史的・文化的空間として整備を行う。

　

■平成28年度の実施状況

・「歴ネットクイズラリー」は参加者が増加した。毎年参加している参加者もおり，市民の認知度も高まっている。
・SMMAのイベント「ミュージアムユニバース」の「トークとイベントの広場」において，仙台の歴史などをクイズを交えて実施し，親子での参加者も
多く賑やかで楽しめるイベントとすることができた。
・仙台の伝統門松の再現・展示により，仙台の歴史や文化について広く市民に普及啓発することができた。

■今後の展開・改善策

保存活用計画策定

整備基本計画策定

新計画に基づく整備

ミュージアムネットワークの充実による来館者の拡大

現計画に基づく整備

76



 決算額

例年実施

 決算額

新規

ロードマップ

イベント等参加者数

　7,596人

■今後の展開・改善策

■平成28年度の実施状況
　「震災を受けた仙台・復興と向き合う」，「これからの仙台・沿岸部と市街地をつなぐ」，「城下町の仙台・仙台のまちに向き合う」，「東北の仙台・
東北を表現する」をテーマに多様な事業を実施した。
　地下鉄東西線国際センター駅青葉の風テラスで開催した「こどもアートひろば」では親子で楽しめる作品展示を行い，期間中延べ6,000人が来
場した。また，沿岸部視察やアーティストによる調査の実施，アーティストや専門家によるトークイベント等の開催，情報誌の発行などを行い，市
民が事業に参加できる多様な機会を創出した。

■評価

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信

・指定・登録に向けた文化財調査
・指定文化財に対する補助事業
・「文化財防火デー」（消防訓練等）の共同実施
・指定文化財等の維持管理

⽂化財の調査・指定・登録

4-2-1 施策２ アートによる地域資源の再発掘，地域⼈材の育成

せんだい・アート・ノード・プロジェクトの実施
担当課：⽣涯学習課

・平成28年度の実績を踏まえつつ，継続事業や新たな作品制作などに取り組んでいく。
・平成28年度から平成30年度までの３年間を第１期として，事業の展開を推進していく。

円

■平成28年度の実施状況

26,632,482

H28 H29 H30 H31 H32 H33

現代アートの持つ発見性，吸引力，発信力を取り込みながら，アートプ
ロジェクトを展開することで，まちの魅力と人々の活気を引き出す。

アーティストが地域に滞在して作品を制作するほか，アートについて
語り合う場を設けるなどのアートプロジェクトを実施する（公財）仙台
市市民文化事業団に対し，仙台市から補助金を交付する。

■事業の⽬的

・有形文化財調査（朴沢学園裁縫教育資料）を継続して実施した。
・仙台消防階子乗り調査の報告書を刊行した。
・国登録候補有形文化財（５件）について，登録に向けた調査・手続きを実施した。
・文化財の管理や活動に対する補助事業を27件実施した。
・消防局との共同により，文化財防火デーに係る見回りを27ヶ所，消防訓練を11ヶ所で実施した。

■評価

・各事業とも着実に進捗しており，特に，こどもアートひろばにおいては，近隣の保育園や町内会によるワークショップをはじめ，住民参加の協
働事業として市民参加の機会創出を図った。
・ＴＲＡＣ（東北リサーチとアートセンター）では，今後のアーティストの拠点の選定，室内のリノベーションを実施し，次年度からの活動拠点の整
備を実施したほか，沿岸部でのプロジェクトを視野に入れたアーティストによる現地視察を実施し，構想の具体化に向けて進捗することができ
た。

■事業概要

・指定等候補文化財について継続的な調査を行い，文化財の価値の解明が進んでいる。
・調査結果を報告書として刊行し，市民に対して文化財の価値を広く周知する一助となった。
・国登録候補文化財について，調査・手続きを実施し，登録に向けた準備を進めることができた。
・文化財の管理や活動に対する補助を行い，文化財の維持・伝承に関する所有者の負担軽減の一助となった。
・共同での見回りや地域との一体的な防火訓練により，消防局との連携強化に加えて，市民の文化財への意識を高める一助となった。

■今後の展開・改善策
・引き続き，市域の文化財を保全・活用するため，未指定・未登録文化財の調査に取り組む。
・民間も含めた補助制度等の情報を収集し，関係機関との広域的な連携・協力を強化しながら，効果的な補助事業の実施に努める。

円

4-1-10 施策１ 仙台の歴史や⽂化の継承と発信

■平成33年度までの評価指標及び実績

調査件数

2件 2件 7件

■事業の⽬的

H26 H27 H28 H29 H30 H31

■評価指標及び実績

担当課：⽂化財課
■事業概要

指定文化財等の調査，指定・登録，修理等に対する補助や活動支援を
行うとともに，指定建造物に関しては，防火訓練を実施する。

3,205,225

文化財調査・指定・登録

※プロジェクトの第1期が平成30年度までのため，平成31年度以降は未設定

第１期（地域展開事業、コミュニケーション事業の実施）
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

H26 H27 H28 H30H29

1,183,446人 1,292,540人 1,255,114人

ミュージアムの発信力を高め，多面的な学びの機会を創出するため，仙
台・宮城ミュージアムアライアンス（ＳＭＭＡ）において，連携事業等に取
組む。

平成21年度に仙台市域の多様なミュージアム施設の共同事業体と
して設置された。現在は，参加館16館で様々な情報発信や連携事
業を実施。

3,581,989

ミュージアム施設利用者数

担当課：⽣涯学習課

■事業の⽬的 ■事業概要

■事業の⽬的

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-2-3 施策２ アートによる地域資源の再発掘，地域⼈材の育成

アート・メディアを利⽤した市⺠⼒の育成 12,306,513

■事業概要

担当課：⽣涯学習課

■評価
・多様な主体との連携を基調としながら，多様なテーマを取り上げた事業を展開することにより，幅広い市民の学びの機会を提供することができ
た。
・市民が多様な価値観や考え方に触れ，先進的な文化・芸術活動に参加する活動が，創造力豊かな市民力を育むことにつながっている。

■今後の展開・改善策
　今後も，アートによる表現やメディアの活用により，様々な社会的課題を取り上げ，復興に寄り添いながら，まちの活性化につながる事業を継
続的に実施していく。

■平成28年度の実施状況
・新たに１館が参加し，仙台市内のミュージアム施設16館でウェブサイトの運営，イベント情報紙やリーフレット作成などの広報事業，合同啓発
イベント「ミュージアムユニバース」などを継続して実施した。
・参加館の職員同士により広報や障害者対応などについて研修会を実施し，施設の課題解決や職員の技術向上に努めたほか，ミュージアム
の職員が，ミュージアムや地域に眠る多様な魅力を紹介する「ＳＭＭＡ見験楽学ツアー」を新たに実施した。

■評価
・広報活動や各種イベントの実施により，市民への多面的な学びの機会を提供している。
・「ＳＭＭＡ見験楽学ツアー」は，地域資源を活用し地域の魅力を再発見する機会となっているほか，「ミュージアムユニバース」や複数の参加館
が企画・実施する「クロスイベント」では，イベントを楽しみに訪れるリピーターも見られるなど，認知度の向上にも着実な成果が出ている。
・参加館にとっても，連携事業等を通して，館や職員間のネットワークが構築され，各館の事業活動にも良い影響をもたらしている。

■今後の展開・改善策
　これまで成果を上げている共同広報事業や各種クロスイベントを継続・発展させるとともに，地域にある文化資源の可視化や活用の促進を図
るため，地域文化資源を活用したイベントや情報発信の充実に努める。

■平成28年度の実施状況
・国内外で活躍するアーティストや地域の市民活動団体が協働し，地域の歴史や社会的課題をリサーチ（調査）し，その成果を展覧会などに
よって発表（表明）することをテーマに事業を実施した。
・写真家畠山直哉氏による「震災」，「記録」，「表現」，「東北」などをキーワードとした展覧会「畠山直哉写真展　まっぷたつの風景」を開催し，入
場者数が8,744人に上った。
・参加自由の対話型公開会議「考えるテーブル」を開催するなど，市民力の醸成や，市民の主体的な社会参画を文化面から活性化していくこと
を目指した事業を実施した。

仙台・宮城ミュージアムアライアンス（SMMA)の運営

⽣涯学習 ミッション４：豊かな資源を活⽤した学びの提供・魅⼒の発信
4-2-2 施策２ アートによる地域資源の再発掘，地域⼈材の育成

せんだいメディアテークの設置目的に沿った本市の芸術文化及び生涯
学習の振興に資する事業を行う。

展覧会等事業，映像上映等事業，視聴覚障害者の情報活動支援
に関することなどを実施（せんだいメディアテーク芸術文化・生涯学
習事業補助金交付要綱に基づき，仙台市から（公財）仙台市市民文
化事業団へ補助金を交付）。

円

H29 H30H26 H27 H28 H31

参加者数

25,616人 29,446人 45,146人

■評価指標及び実績

H31

円

■評価指標及び実績

アート・メディアを利用した市民力の育成

仙台・宮城ミュージアムアライアンス（ＳＭＭＡ）の運営
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80 ページ

80 ページ

81 ページ

81 ページ

82 ページ

82 ページ

83 ページ

83 ページ

84 ページ1-4-3 マイスクールプラン21の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策４  地域に対する学校施設の開放
1-4-1 学校体育施設開放の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-4-2 学校図書室等開放の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-3-1 ＰＴＡ活動の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-3-2 嘱託社会教育主事の活動支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策３  地域・家庭・学校をつなぐ活動の⽀援

施策１ 地域・家庭と連携した「学校における課題」の解決
1-1-1 協働型学校評価の実施と充実 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-2 学校支援地域本部の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策２  地域⼒を⽣かした⼦どもたちの放課後等における学び・活動の機会の提供
1-2-1 放課後子ども教室の運営 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-2-2 土曜日の教育支援体制等の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　学校支援地域本部が全中学校区に設置されたことにより，市民
が学校を支援する活動を通して，学校・家庭・地域社会が一体と
なって子どもたちの豊かな学びの環境を創出していることは高く
評価する。また，放課後子ども教室の運営や土曜日の教育支援
体制等の構築，体育施設や図書室の開放，マイスクールの運営
等にも地域の人材や協力が必要となっており，地域のボランティ
アや地域コーディネーター等の人材確保や質の向上，地域団体
や企業等とのネットワークづくりがより充実することを期待してい
る。さらに，PTA活動や嘱託社会教育主事の活動の理解を広める
ために市民への発信も充実させて欲しい。

　地域・家庭・学校の連携・協力については，協働型学校評価の定
着，学校支援地域本部の設置など，量的拡大については一定以上の
成果が出たと評価できる。今後の課題としては，子どもの学習意欲の
向上，社会的・職業的自立，人間的成長など，どのようなアウトカムを
めざすべきかを検討し，活動の質的充実をはかることが重要である。

　学校支援地域本部による活動は，児童生徒の円滑な学校生活のサポートにとどまらず，学校と地域・家庭をつなぐ重要な役割を担う本市
が全国に誇れる取り組みであり，平成28年度で全中学校区への配置が完了したことで一定程度の拡大は図られたと認識している。一方で
児童生徒や保護者などからのニーズにも変化が見られ，スタッフに求められる資質も年々多様化してきていることや，取り組み内容に地域
差があるなどの課題も生じている。
　今後は，スタッフのスキル向上のためのサポートや人材の確保，活動内容のＰＲ等による質的充実や制度の浸透も図りつつ，先進取組校
をモデルとした取組状況の平準化や未実施校における実施にも取り組んでまいりたい。

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向３：地域・家庭

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　学校支援地域本部の設置数を増加し，全中学校区に配置したことにより，地域，家庭，学校の連携・協力体制の強化が図られた。
　また，協働型学校評価や，放課後子ども教室などの取り組みも継続的に実施し，地域・家庭の教育活動への関心の高まりや，開かれた学
校づくりの推進につながった。
　こうした取り組みをより充実させていくため，事業の企画・運営を担う地域のボランティアであるコーディネーターや嘱託社会教育主事な
ど，地域において核となる人材の確保及び質の向上や，学校と様々な団体等とのネットワークの維持・強化に注力していく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション１：
地域とともに歩む学校づくりの
推進

地域団体や企業など多様な主体がネットワーク化を図りながら，学
校・地域・家庭が連携・協⼒し，学校で起こる問題を⼀体となって
解決を図り，⼦どもの豊かな育ちを⽀える体制づくりを進めるとと
もに，地域の将来を担う⼈材の育成を⽬指します。
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 決算額

アウトカム

H29 H30 H32

 決算額

拡充

アウトプット

H29 H30 H32

重点⽬標達成率80％（すべての評価項⽬及び評価者）の
学校の割合：70％

■平成33年度までの評価指標

■平成28年度の実施状況

学校⽀援地域本部が関係する活動を取り⼊れた学校数：
183校 127校

■実績

学校の自己評価と学校関係者評価委員会による評価に基づき，学
校・家庭・地域の三者による重点目標を設定し，三者協働のもとに
それぞれの立場や役割から児童生徒のより良い姿の実現に向けた
改善活動を行う。

H28

1-1-1
地域・家庭 ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進

施策１ 地域・家庭と連携した「学校における課題」の解決

■事業の⽬的

協働型学校評価の実施と充実
円

児童生徒のよりよい姿の実現のため，学校が児童生徒の現状と課題を
家庭や地域と共有しながらPDCAサイクルに基づく改善活動を行い，よ
りよい学校運営の定着を目指す。

― 
担当課：教育指導課

■事業概要

■今後の展開・⽅向性

■平成28年度の実施状況

■評価

■今後の展開・⽅向性

・市立園・学校が，それぞれに設定した重点目標について，学校，保護者，地域の三者協働のもとに，それぞれの立場から目標達成に向けて
改善活動を行った。
（活動の例）重点目標…「地域に貢献する子どもの育成」
　　　　　　　　　園・学校⇒重点目標を保護者や地域に発信し，それぞれの立場でできる改善活動を具体化
　　　　　　　　　地域⇒子どもの参加を促す地域行事を企画
　　　　　　　　　園・学校⇒地域連携担当者等が地域行事への参加の呼び掛けやボランティアの募集
　　　　　　　　　家庭⇒地域行事への参加を子どもに呼び掛けるとともに，子どもと一緒に積極的に地域行事に参加
・三者が協働し，子どもに地域行事への積極的な参加を通して，地域社会への帰属感を高め，地域に貢献する意欲や態度を養った。

・本市の「地域とともに歩む学校」の方針をもとに，平成22年度から進められ，学校評価のシステムとして確実に定着している。
・学校だけの取り組みだけでなく，保護者や地域の方々に具体的な改善活動を依頼することにより，児童生徒の教育活動に関心を持たせること
ができている。
・学校評価に関しても，次年度に向けたアンケートの実施，結果を踏まえた検証，改善活動が定着している。
・一方で複数の重点目標を設定している学校が多く，また三者のアンケートをそれぞれ検証しているため，重点目標について，すべての評価者
の評価指数が80％を超えている園・学校はそれほど多くなかった。

　学校評価のシステムとしては定着しているが，三者のそれぞれの改善活動が推進できるように，重点目標の設定方法，評価方法等を工夫し
ながら，継続的に取り組んでいく必要がある。

・設置本部数：85本部（９本部増）　／年間活動日数：13,249日（2,004日増）／ボランティア実数：11,570人（402人増）
・読み聞かせやミシン，書写の授業補助，部活動における指導，放課後学習支援，校外学習や登下校時の安全確保のための見守り，専門性を
生かした施設・設備の維持・管理や図書の管理・貸出業務等の学校支援を行った。
・市民への周知を図るため活動情報誌「まなのわ」10,000部を学校，町内会，市民センター等に配付した。

　本部設置校の段階的設置や，中学校区内の連携体制づくりに関する管理職への説明や情報提供，地域連携担当教員やスーパー･バイザー
への研修等での啓発により，市内127校において学校支援地域本部が関係する活動を取り入れることとなり，一層の充実が図られた。

市民が学校を支援する活動を通して，学校・家庭・地域社会が総ぐるみ
で豊かな学びの環境を創出し，子供のより良い教育の環境を目指す。

地域住民・地元企業の協力を得ながら，学習支援や防犯巡視など，
さまざまな学校支援ボランティアを実施する。

地域・家庭 ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進
1-1-2 施策１ 地域・家庭と連携した「学校における課題」の解決

学校⽀援地域本部の充実 31,791,417
担当課：学びの連携推進室

■事業概要

■実績

円

H28 H31 H33

41%

H31 H33

・本部設置校に加え，中学校区内の連携を進める支部校を設置し，連携体制を強化することで，児童生徒が地域差や学校規模に関わらず，
「豊かな学び」につながる学校支援の効果を等しく受けることができる環境を整えていく。
・学校・地域が主体性を発揮し，学校・地域の実情に応じた「実践的な学校支援の仕組み」を検討しながら，学区の特色を活かした地域の子供
を育む体制づくりを進めていく。

■事業の⽬的

■評価

■平成33年度までの評価指標
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 決算額

拡充

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

■今後の展開・⽅向性
　子どもたちがより豊かで有意義な土曜日を過ごせるよう，さらに幅広い地域住民・団体等の参画を得ながら土曜日ならではの活動に取り組
み，より多くの子ども達が参加できるよう，体制の構築を図っていく必要がある。

■評価
　実施校区数は前年度と変わらず横ばいではあったが，コーディネーター交流会などを通して，特色・魅力のある教育プログラムについて検討
することにより，各活動をより充実させることにつながった。

■平成28年度の実施状況
・平成28年度は新規に３教室を開設し，計27教室で実施した。
・コーディネーターを対象とした情報交換会を２回実施し，事業実施にあたっての連携・協力体制の強化を図った。

■評価
・子どもたちにとっての安全な居場所の提供と，地域資源を生かした体験活動や学習支援の効果に加え，学校と地域の連携や地域に開かれた
学校づくりの推進にも貢献した。
・コーディネーターが一堂に会し，運営状況等の情報交換を行う「コーディネーター交流会」の実施を通して，各自のスキルアップや効果的な活
動に係る情報の共有を進めることができた。

■今後の展開・⽅向性
　子どもたちの放課後の居場所づくりを支え，より豊かなものとしていくため，放課後児童クラブ等，他の事業との連携を図りながら，支援者確
保や実施環境の向上，関係者とのネットワークづくり等に継続的に取り組んでいく。

■平成28年度の実施状況
・平成28年度は前年度と同じく３校区で実施し，地域の人材や資源を活用した豊かな体験活動を子どもたちに提供した。
・コーディネーターを対象とした情報交換会を２回実施するとともに，学識経験者などからなる仙台市土曜教育活動推進委員会を設置するなど
してより効果的な活動の実施に努めた。

子どもたちにとってより豊かな土曜日を実現するため，地域の多様な経
験や技能を持つ人材・団体の協力により教育活動を企画・実施し，教育
支援体制の構築を図る。

■事業概要

■実績
実施教室数：30教室 H33

27教室

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標

■事業の⽬的

ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進

実施校区数：５校区

1,136,169
担当課：⽣涯学習課

■事業概要

■実績
H28 H31

地域・家庭

1-2-2 施策２ 地域⼒を⽣かした⼦どもたちの放課後等における学び・活動の機会の提供

⼟曜⽇の教育⽀援体制等の構築

地域・家庭

■事業の⽬的
各学校区において地域団体・PTA・学校関係者等により組織する運
営委員会に業務を委託し，放課後の特別教室などにおいて放課後
子ども教室を開く。

放課後等における子どもたちの安全な居場所を確保するとともに，学習
やスポーツ，地域に根ざした多様な体験活動及び地域住民との交流の
機会を提供する。

26,053,867放課後⼦ども教室の運営

ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進
1-2-1 施策２ 地域⼒を⽣かした⼦どもたちの放課後等における学び・活動の機会の提供

担当課：⽣涯学習課

H28 H31

円

各学校区において地域団体・PTA・学校関係者等により組織する運
営委員会に業務を委託し，土曜日等に子どもたちを対象とした体験
活動などを行う。

円

H33

3校区
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

H26 H27 H28 H29 H30 H31

6回 6回 6回

ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進
1-3-2 施策３ 地域・家庭・学校をつなぐ活動の⽀援

嘱託社会教育主事の活動⽀援

・所属校において，「地域とともに歩む学校づくり」の推進役として学校・家庭・地域をつなぐコーディネート役を果たした。
・楽学プロジェクトや成人式をはじめとする教育委員会主催の生涯学習事業において，企画・運営に携わり，市民に豊かな学びの場を提供し
た。
・嘱託社会教育主事研究協議会として，各区中央市民センターと共催事業を展開するとともに，ジュニアリーダーや子ども会，地域団体の人材
育成に貢献した。

■評価
　平成29年度は前年度比10名増の17名の受講者を推薦することができた。校内における嘱託社会教育主事の活躍や社会教育主事講習受講
啓発リーフレットの作成などにより，受講希望者数が徐々に増えてきており，地域とともに歩む学校づくりの推進に貢献している。

■今後の展開・⽅向性
・社会教育主事講習受講者数の増加に努める。
・社会教育主事として活躍することについての魅力や，社会教育主事としての専門性を学校内でいかに発揮するかなどといった点についてＰＲ
を進めていく。

■平成28年度の実施状況
・ＰＴＡ指導者研修会やＰＴＡフェスティバルなどの共催事業を６回実施し，保護者や学校とともに子どもたちの健全育成に取り組んだ。
・PTA指導者研修会では，子どものネット依存に関する問題について，講師を招いて研修会を実施した。
・ＰＴＡフェスティバルでは，団体によるステージ発表や出店，パネル展示などを行うなどのＰＲを通じて，市民のＰＴＡ活動への理解を促すととも
に，会員相互の交流を深め，活動の活性化につなげた。

■評価
　各種事業を共催することなどにより，ＰＴＡ活動の支援を図ることができた。また，仙台市ＰＴＡ協議会との連携により，ＰＴＡ役員などとの情報
共有や意見交換を進めることができた。

■今後の展開・⽅向性
　引き続き，仙台市ＰＴＡ協議会との連携を深め，ＰＴＡ活動を支援しながら，子どもたちの健全育成に関する相互協力を進めていく。

■平成28年度の実施状況

■事業概要

地域・家庭

地域・家庭

円

嘱託社会教育主事の活動支援により，地域とともに歩む学校づくりや学
社連携等の社会教育活動を推進するとともに，地域の教育力向上を図
る。

35,903,877
担当課：⽣涯学習課

■事業概要

教員のうち社会教育主事有資格者で教育委員会から委嘱された嘱
託社会教育主事が，その専門性を生かして学校と地域を結ぶ様々
な活動ができるよう支援する。

■事業の⽬的

円

ＰＴＡ活動の⽀援

ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進
1-3-1 施策３ 地域・家庭・学校をつなぐ活動の⽀援

■事業の⽬的
仙台市PTA協議会（市P協）や単位PTAの活動を支援することにより，学
校・家庭・地域の連携を図り，心豊かにたくましく生きる子どもの育成を
めざす。

事業の共催や運営補助金の交付等により，子どもの健全育成，教
育環境の改善等を支援する。

605,181
担当課：⽣涯学習課

H29 H30 H31

市Ｐ協との共催事業数

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

嘱託社会教育主事委嘱人数

H26 H27 H28

193名 192名 189名

　

ＰＴＡ活動の支援

嘱託社会教育主事の活動⽀援
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

■平成28年度の実施状況
・スポーツ開放　・・・学区民体育振興会に属する団体や，市内に居住・通勤・通学している者を中心に構成されるスポーツ団体等を対象に，186
校で実施。
・遊び場開放・・・幼児及び児童の遊び場としての利⽤のため，校庭の開放を実施。
・自由活動開放・・・希望校において，土曜日の午前中に児童のスポーツ活動等のため，校庭及び体育館の開放を実施。

■評価
・学校の校庭や体育館等を開放することにより，地域スポーツの普及並びに児童の安全な遊び場の確保を行うことができた。
・新たに１校に屋外照明設備を新設した（計43校）ことから，地域への貸出時間や活用の拡大につながった。

H26 H27

23校・10,186名 21校・10,124名 21校・9,794名

■今後の展開・⽅向性
　「子ども読書活動推進計画（第三次）」において推進すべき施策の１つとして位置づけられており，現在，本事業を実施していない学校区にお
いても，長期休業期間中の実施を検討していく。

施策４ 地域に対する学校施設の開放

学校体育施設開放の実施 38,543,171
担当課：⽣涯学習課

ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進

子どもたちや地域の方々に読書の機会を幅広く提供するとともに，子ど
もの居場所を拡大する。

土曜日等に仙台市立小学校の図書室等を開放する。

1-4-2

4,993,389
担当課：⽣涯学習課

■事業概要

■今後の展開・⽅向性
・引き続き，事業を継続し，学校施設の有効活用と市民の日常的なスポーツ活動の活性化を図っていく。
・屋外照明設備の必要性を精査しながら，勤労者等のスポーツの機会を確保していく。

施策４ 地域に対する学校施設の開放

学校図書室等開放の実施

■事業の⽬的
社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場を提供すること
により，健康増進を図る。

学校の校庭及び体育館等を学校教育に支障のない範囲で幼児・児
童生徒・その他一般市民に開放する。管理運営に関しては，各学校
の学校施設開放管理運営委員会に委託。

地域・家庭 ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進

円

■事業概要

■評価
　読書の機会の幅広い提供とともに，土曜日の児童の居場所づくりにもつながっている。また，参加者からは「子どもの居場所として安心な場所
である」，「地域に図書館がないので，学校図書室の開放はありがたい」，「大人向けの図書もあり，子どもと一緒に利用できてよい」といった評
価をいただいている。

　

■平成28年度の実施状況
・平成28年度は錦ケ丘小において新規に開始し，全21校で実施，延べ利用者数は9,794名であった。
・運営のほか，管理指導員を対象とした研修会，情報交換会を実施し，読み聞かせ等のスキルアップや事業実施にあたっての連携・協力体制
の強化を図った。

実施校数・延べ利用者数

　

H27 H28 H29

円

■事業の⽬的

地域・家庭

H28 H29 H30 H31

187校（分校２校）・
1,991,920名

186校（分校２校）・
1,963,895名

186校（分校２校）・
2,019,185名

H26

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績
H30 H31

1-4-1

実施校数・延べ利用者数

学校体育施設開放の実施

学校図書室等開放の実施
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32延べ利⽤者数：38,000⼈／年

■事業の⽬的

　引き続き，必要な備品の更新や新規コーディネーターの確保支援など，コーディネーターが活動しやすい環境整備に努めるとともに，活動に
有益な情報と情報交換の場を提供していく。

H28 H31 H33

35,323人

■事業概要

■平成28年度の実施状況
・平成28年度は前年度と同じ８校で実施し，利用者数は前年度より2,461人多い35,323人であった。
・前年度に引き続き，放課後子ども教室や土曜日の教育体制支援等構築事業のコーディネーターを交えた交流会や，マイスクール同士での自
主的な情報交換会を実施するなど，事業実施にあたっての連携・協力体制の強化を図った。

■評価
・マイスクールコーディネーター交流会での情報交換をきっかけに，児童や親子を対象とした企画が増えたことが参加者増の一因と考えられる。
・コーディネーターが空き教室の利用調整のみならず，子どもたちとの関わりに目を向けて，地域と学校の架け橋になることを意識し始めてお
り，良い循環が生まれている。
・教室を離れた活動についても情報が共有され，子どもたちや地域住民にとってより豊かな学びの場となることが期待できる。

■今後の展開・⽅向性

■実績

円

余裕教室の活用により地域に開かれた学校づくりを進め，地域団体に
生涯学習活動拠点としてもらうとともに,地域による学校教育活動支援を
進める。

各学校区において地域団体・PTA・学校関係者等により組織する運
営委員会に事業費を補助し，地域団体等への余裕教室の開放を行
う。

7,647,626
担当課：⽣涯学習課

地域・家庭 ミッション１：地域とともに歩む学校づくりの推進
1-4-3 施策４：地域に対する学校施設の開放

マイスクールプラン21の推進

■平成33年度までの評価指標
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86 ページ

86 ページ

87 ページ

87 ページ

88 ページ

88 ページ2-3-3 不登校に関する保護者支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策３  親の不安や悩みを解消する取り組みの推進
2-3-1 スクールカウンセラーによる保護者支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-3-2 スクールソーシャルワーカーによる保護者支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策２  親が学ぶ機会の充実
2-2-1 子育て講座の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策１ 親⼦が⼀緒に学び触れ合う機会の充実
2-1-1 親子食育講座の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-2 家庭学習ノート仙台の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　親子食育講座は家庭での正しい食習慣づくりを推進するととも
に，子どもたちの健やかな成長を地域全体で支援する講座である
ことは評価する。なお，今後の実施校の拡大に期待したい。また，
新入生の保護者を対象とした子育て講座や親子で一緒に取り組
む「家庭学習ノート」も評価している。さらに，発達段階に応じた具
体的な支援を進めるために中学校区に同一のスクールカウンセ
ラーを配置する拠点校方式の実施やスクールソーシャルワーカー
等，専門的な知識や技能を有する人に保護者が相談しやすい環
境づくりも期待している。

　　「家庭学習ノート」の活用による子どもの家庭学習時間の増加は，
今後も継続して成果が出るかどうか期待される。ただ同時に，何のた
めに学習するのかを子どもが実感できるよう，学校教育における指導
スタイルの工夫や地域の環境整備もあわせて進める必要がある。そ
の意味で，他の評価項目との関連を意識しながら取り組みを継続して
いただきたい。
　また，保護者支援のしくみの充実は，今後も継続されるよう期待した
い。

　「家庭学習ノート」を用いた取り組みは，児童生徒と保護者等が学ぶ機会を共有するツールとして効果を発揮している。今後も共に考え学
びたくなる題材となるよう，また家庭学習の習慣化や深い学びにつながるよう内容の編集を進めてまいりたい。
　また，急速に変化を遂げる教育環境において，家庭内で保護者が抱える課題も多種多様なものとなっている。スクールカウンセラー等の
専門職による相談体制の充実化など，保護者が抱え込まずに相談しやすい環境づくりを図り，いじめ防止対策を始めとした様々な取り組み
における学校と家庭の連携体制の強化につなげてまいりたい。

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向３：地域・家庭

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　親子で一緒に家庭学習に取り組むことができる「家庭学習ノート仙台」の取り組みについては，親子がともにふれあう機会に加えて，活用
した学年の家庭学習時間が増加していることから，活用の効果について家庭への周知を徹底をし，広く普及を図っていくことが重要である。
　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる保護者支援については，各学校からの活用の要望も年々増加しており，保護
者の不安軽減や課題整理に寄与している。家庭における子どもの課題は多様化しており，今後も需要が高まると思われることから，経験豊
富なスクールカウンセラー等の継続的確保と，新規のスクールカウンセラー等の育成が課題となる。

■学識経験者の意⾒  

ミッション２：
親⼦のふれあいの機会や
家庭環境を考える場の提供

親⼦がともにふれあう機会を提供するとともに，親⾃⾝が家庭での
⼦育てやしつけについて学び，考える機会の充実を図るなど，家庭
の教育⼒の向上を⽀援していきます。
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 決算額

例年実施

 決算額

アウトカム ■実績
H29 H30 H32

46校 45校

H26 H27 H28 H29

実施校数

■平成28年度の実施状況
・小学校３年生国語，小学校５年生算数の家庭学習ノートを市内の小学校３年生・５年生に配付し，実施した。
・親子で一緒に取り組む活動により，学習状況調査において，家庭学習への関心や学習習慣の形成の面で効果が見られた。

■評価
　平成27年度に家庭学習ノートを配付・実施した小学校３・５年生について，家庭で平日に１時間以上勉強する児童の割合が，進級後の学年に
おいて増えている。特に小学校６年生（平成27年度は小学校５年生）の平日の割合は8.4％増であった。さらに小学校６年生は，進級したときに
「自分で計画を立てて勉強している」割合が増えるなど，家庭での学習習慣の定着に効果が見られる。

１⽇あたりの家庭学習時間が１時間以上の児童⽣
徒の割合：
 休⽇：⼩４…45％ ⼩６…50％
 平⽇：⼩４…50％ ⼩６…50％
                 ※「⽣活・学習状況調査」による

【休日等】
小４
小６

【平日】
小４
小６

■事業の⽬的
学校の授業で学んだ内容について理解を深めるために，家庭学習の
ワークブックを作成・配付し，家庭学習の習慣化を図る。

親子で一緒に家庭学習に取り組むことができるように家庭学習の
ワークブックを小学校３・５年生に作成・配付し，活用させる。

■事業概要

H28 H31 H33

39.9%
46.1%

25.7%
47.9%

■平成33年度までの評価指標

■今後の展開・⽅向性
　学校・家庭・地域の連携により講座を開催するなど，子どもの食習慣づくりを地域全体で支えるという意識の醸成につなげていき，「食」の大切
さを促していく。また，研修会等の機会を利用するなど働きかけを工夫し，実施校の拡大に努めていく。

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
2-1-1 施策１ 親⼦が⼀緒に学び触れ合う機会の充実

親⼦⾷育講座の実施 1,162,812
担当課：⽣涯学習課

■平成28年度の実施状況

円

■事業の⽬的
「早寝・早起き・朝食・あいさつ」など子どもの基本的生活習慣を確立し，
生活リズムの改善や家庭での食育への取り組みを推進する。

ＰＴＡや社会学級等の団体に講座開設を委託し，バランスのとれた食
事や地域食等を学ぶ「親子食育講座」を実施する。

■事業概要

　
H30 H31

50校

■評価指標及び実績

■今後の展開・⽅向性
　家庭によって取り組みの状況に差異が見られることから，活用方法についての情報提供など保護者への働きかけを十分に行い，家庭の教育
力の向上と家庭学習の習慣化につなげていく。

円

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
2-1-2 施策１ 親⼦が⼀緒に学び触れ合う機会の充実

家庭学習ノート仙台の活⽤ 3,508,640
担当課：学びの連携推進室

・平成28年度は45校で実施し，計2,675人（児童1,511人，保護者1,131人，その他33人）が参加した。
・各校での実施状況を報告書にまとめ，小学校全校及び特別支援学校に配付した。

■評価
　食育に関する講話や調理実習を行う講座の開催を通して，家庭での正しい食習慣づくりを推進するとともに，子どもの健やかな成長を地域全
体で支援する意識の醸成につながった。

親子食育講座の実施
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

■事業の⽬的

担当課：教育相談課

■事業概要

■平成28年度の実施状況
　就学時健康診断，入学説明会等の機会を利用し，校長・教頭・栄養職員などの教員や，家庭教育に見識のある外部講師による30分程度の
講義形式・ワークショップ等を実施し，家庭教育の重要性について啓発を行った。

就学時健康診断等の機会を活用して，生きる力の基礎的な資質や
能力を育成する上で必要となる事項等を内容とする「子育て講座」
を実施する。

円

■事業の⽬的

担当課：⽣涯学習課

■事業概要

実施校数

5,830名 5,714名 5,559名

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
2-3-1 施策３ 親の不安や悩みを解消する取り組みの推進

スクールカウンセラーによる保護者⽀援 ― 

H26 H27

「心の専門家」であるスクールカウンセラーを各学校へ配置し，保護者と
連携しながらいじめや不登校など内面のストレスが原因と思われる
様々な問題行動の未然防止・早期発見を図る。

各学校にスクールカウンセラーとして臨床心理士などの教育相談の
専門的知識や技能を有する人材を配置し，保護者に対する相談支
援を行う。

円

■評価

111校 110校 111校

保護者からの相談件数

　今後も継続的な人員の確保に努めるとともに，発達段階に応じた具体的な支援を進めるため，中学校区に同一のカウンセラーを配置する拠
点校方式を 実施していき，保護者が小・中学校９年間を継続して相談できる機会の拡充を図っていく。

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
2-2-1 施策２ 親が学ぶ機会の充実

⼦育て講座の実施 338,100

　

H26 H27 H28 H29 H30 H31

新入学児童を持つ保護者を対象に，家庭教育の重要性について考え
る機会を提供する。

　スクールカウンセラーは専門的知識を持ち，教員に話しにくいことも相談できる存在であることから，保護者に寄り添った課題解決に大きな効
果をもたらしている。

■今後の展開・⽅向性

H28 H29 H30 H31

　　 　

■平成28年度の実施状況
　不登校や学校不適応，発達障害の理解と支援など，保護者を対象とした養育等に関する教育相談を実施した。

■評価

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

　専門的な立場からの実体験に基づいた講話や，保護者同士のロールプレイングなどで交流を図るなど，限られた時間の中で興味・関心を持
てる内容とするための工夫を行い，多様な家庭環境により変化している子育てへの一助となっている。参加者からは，「保護者の立場から共感
できる内容」，「具体的な対策が聞けて良かった」など，好評をいただいた。

■今後の展開・⽅向性
　共働きなど家庭環境の多様化に伴い，家庭教育に取り組む時間が限られ，講座へ参加する時間の確保も困難となることから，引き続き，健
康診断や入学説明会等の機会を捉えて各学校で取り組めるよう働きかけるとともに，講師のあっせんなどを通じて学校の負担の軽減を図って
いく。

スクールカウンセラーによる保護者⽀援

⼦育て講座の実施
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

　「親の会」では，保護者が参加しやすい会場や回数を設定し，また，十分な話し合いができるよう，基本的には参加者の話を全員で傾聴して，
共感したりアドバイスをお互いにもらうなどしながら開催したことで，不安や悩みを軽減する良い機会を提供することができた。

■今後の展開・⽅向性
・平成29年度は不登校に関する調査委員会を立ち上げ，現況や状況検証を踏まえた対策を検討を行う。
・「親の会」への参加者が多いことから，対応するボランティア数の増加を図る。
・「出前親の会」について，拡大での開催を検討する。
・引き続き，フリースクール等の民間施設の情報収集を行っていく。

■平成28年度の実施状況
・５名のスクールソーシャルワーカーを配置し，家庭環境，子供の発達上の課題，保護者の課題（経済的課題・保護者自身の心身の課題）など
の全138ケースに対応した。
・支援総時間はおよそ1,500時間であった。

■評価
　スクールソーシャルワーカーが学校と関係機関とをつなぐ役割を担うことで，支援対象者に適切な支援を行うことができている。また，家庭環
境や発達上の課題，保護者の課題等の要因から不登校となっている児童生徒について，状態改善に向けての支援を行うことができた。

■今後の展開・⽅向性
・引き続き，スクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し，児童生徒・保護者の支援を実施していく。
・各学校からの活用についての要望も年々増加しており，効果的な体制のあり方などを検討していく。

■平成28年度の実施状況
・不登校相談事業については，不登校に悩む児童生徒の保護者等に対して，適応指導センターの相談員が電話相談や見学相談，来所相談，
訪問対応などを行った。
・「親の会」については，不登校児童生徒の保護者を対象に，毎月第２・第４土曜日に実施した。（計20回，延べ130名が参加した。）
・「出前親の会」を実施した。（実施校３校・保護者合計20人）
・「進路相談会」を実施した。
　参加校：公立高校定時制・通信制５校，私立高校全日制６校，私立高校全寮制１校，私立高校通信制８校，サポート校４校　（合計24校）
　参加者数：生徒84人，保護者151人，教員６人　（合計 241人）

■事業の⽬的
不登校児童生徒や保護者の不安や悩みを受け止め，個に応じた様々
な働きかけを通して，子どもの心を開き，他者とのかかわりを育みなが
ら自立を支援する。

不登校児童生徒や保護者の不安や悩みを受け止め，個に応じた
様々な働きかけを通して，子どもの心を開き，他者とのかかわりを
育みながら自立を支援する。

■事業概要

H26 H27 H28 H29 H30 H31

■評価

747件 769件 586件

　 　 　

相談件数

2-3-2 施策３ 親の不安や悩みを解消する取り組みの推進

スクールソーシャルワーカーによる保護者⽀援
円

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供

―
担当課：教育相談課

■事業概要

H26 H27 H28 H29 H30 H31

■事業の⽬的
児童生徒が置かれた様々な環境に働きかけ支援を行うスクールソー
シャルワーカーを教育委員会に配置し，学校からの相談に対応すること
で，学校教育相談体制の充実を図り，不登校や引きこもり，暴力行為児
童虐待，いじめなど生徒指導上の課題を解決する。

社会福祉的な視点に立った専門的な助言や関係機関との連絡調
整を担うスクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し，要請
に応じて学校へ派遣し，保護者に対する相談支援を行う。

■評価指標及び実績

■評価指標及び実績

※学校教育1-1-3「スクールソーシャルワーカーの活用」の相談件数に再掲

地域・家庭 ミッション２：親⼦のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
2-3-3 施策３ 親の不安や悩みを解消する取り組みの推進

―
担当課：教育相談課

不登校に関する保護者⽀援
円

43件 78件 138件

　 　 　

相談件数※

スクールソーシャルワーカーによる保護者⽀援

不登校に関する保護者支援
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90 ページ

90 ページ

91 ページ

91 ページ

92 ページ

92 ページ

93 ページ

93 ページ3-1-8 地域コーディネートリーダー育成研修の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

「学びのまち・仙台」市民カレッジの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-6 ジュニアリーダー育成支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-7 社会教育施設職員研修の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-5

3-1-3 子ども参画型社会創造支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-4 若者社会参画型学習推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成
3-1-1 学びのコミュニティづくり推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-2 住民参画・問題解決型学習推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　住民参画・問題解決型学習や「学びのまち・仙台」市民カレッジ，
学校支援地域本部の地域コーディネーﾄリーダー育成研修等，地
域における豊かな学びの循環により地域を支える人材が育成さ
れていることは評価する。また，ジュニアリーダー育成や子ども参
画型社会創造支援，若者社会参画型学習等，幅広い市民参画型
の事業が展開されていることも評価する。さらに，参加者の満足
度や地域社会への参画意識の向上が地域を支える人材育成や
地域のネットワークづくりにつながり，地域を活性化していくことを
期待している。

　　「参画」を冠した３事業をはじめ，さまざまな形で多くの市民が育っ
ている現状は高く評価できる。これらの市民が身につけた力を地域で
発揮できるよう，活躍の機会を整備・拡張することが次の課題であろ
う。これは教育行政だけの課題ではないだけに，行政全体への周知
や官民協働のプロセスの整備をあわせて進めることを期待したい。

　　地域の様々な団体などの地域資源を活用したプログラムによる人材育成を進めており，また，各事業における成果報告会や「市民プロ
デュース講座」など，学んだことを他の市民に還元する「学びの循環づくり」にかかる取り組みも広がりを見せつつある。
　今後は，こうした市民の活躍の場の提供や，市民同士，団体間の交流を促進する仕組みづくりなどの創意工夫を図るとともに，情報発信
等のＰＲを積極的に進めることにより，学びの循環の拡大，さらには地域活性化につなげてまいりたい。

 阿⼦島 佳美 ⽒  梨本 雄太郎 ⽒

基本的⽅向３：地域・家庭

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　地域における学びの循環づくりとして，地域住民，若者，子どもなど，対象者に応じた内容の講座，育成研修，交流会等をきめ細かに実施
することにより，参加者の満足度や地域社会への参画意識の向上につながった。
　引き続き，地域住民が主体的に参画できる場を提供していくとともに，今後は，それぞれの活動により地域に築かれたネットワークが継続
して活性化し，地域を支える人材が育成される仕組みを充実させていく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション３：
地域を⽀える⼈づくりと
地域づくりへの貢献

地域における豊かな学びの循環により地域を⽀える⼈材が育成され
るような⽀援を進め，地域づくりへの貢献を⽬指します。
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■今後の展開・⽅向性
・地区市民センターを拠点として自主サークル化して活動を継続する団体や，新たに地域課題を発見し，解決に向けて取り組む団体も出てき
ており，これまで培った参加者の学びの成果が地域で生かされる事が期待される。
・今後は，こうした状況を踏まえ，各区中央市民センターの支援の下，地区市民センターが主体的に事業展開していけるような仕組みづくりを
検討していく。

市民自らが地域課題に向き合い，住みよいまちづくりにともに取り組む
ことができるようにする。

住民と市民センターの協働により，学識経験者等専門家の助言等
を受けながら地域課題を発見し，その課題解決に取り組む実践的
な事業を実施する。

995名

■平成28年度の実施状況
・各区中央市民センターが，地区市民センター職員と住民との協働により，学識経験者など専門家の助言を受けながら地域課題を発見し，解
決する取り組みを実施した。
・中間報告会及び成果報告会を開催し，各区の事業の取り組みについて情報共有を図った。
・事業啓発用パンフレットを1,500部作成し，関係機関へ配布した。

※事業形態や内容を見直す予定のため平成30年度以降の評価指標は別途設
定する。

■実績
H28 H31 H33延べ参加者数：平成29年度・・・800名

■平成33年度までの評価指標

■評価
・市民センター職員が地域課題解決のためのプロセスや目的に迫るアプローチの手法を検討しながら事業を進めることで，住民が主体的に
考えながら活動することができるようになってきており，受講者の自己有用感や課題解決に向け主体的に取り組む意欲の向上につながって
いる。
・また，取り組みにより得られた成果・手法等を，成果報告会で情報共有することができ，今後の各館の取り組みに向けての参考事例となっ
た。

■評価
　学校と地域の様々な団体が連携して本事業を実施することで，子どもたちの健やかな成長を見守るネットワークが生まれ，子どもの体験活
動の拡大につながるなどの成果が見られた。また，研修会を通じて，相互に情報交換を行うことにより，団体同士の交流が図られた。

■今後の展開・⽅向性

委託団体数：9団体
■平成33年度までの評価指標

円

■事業の⽬的

担当課：⽣涯学習⽀援センター

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

8団体

■平成28年度の実施状況
・平成28年度は，新規２団体を含む８団体に委託し，自然体験活動や社会体験活動など目的に応じた事業を実施した。
（新規団体の活動）
　① 住吉台小学校おやじの会：住吉台児童センターまつり，卒業を祝う餅つき大会，小学校西側緑道清掃への協力等
　②田子っこ学びのコミュニティ推進委員会：市科学館職員による講義とペットボトルロケットづくり，昔遊び体験，防災訓練と夜の校内探検
・３年の委託期間が終了した後も自立した活動を行っている26団体も含め，事業実施団体連絡会による研修会を開催し，団体相互の情報共
有を図った。

3-1-2 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

住⺠参画・問題解決型学習推進 1,682,259

地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
3-1-1 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

学びのコミュニティづくり推進

■事業の⽬的
子どもの健やかな育ちを支援する活動を通して，地域に関わる様々な
団体のネットワークづくりを進め，地域の教育力の向上を図る。

地域の様々な団体が連携して，地域の児童・生徒や保護者，住民等
を対象とした社会体験，自然体験等の事業を委託事業として認定
し，支援する。

1,664,068
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■事業概要

円

　各団体が相互のプログラムから参考となる取り組みを学び，委託期間終了後も継続して活動できるよう，研修会や情報交換の場を設けるな
ど，引き続き支援を行っていく。

地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
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延べ参加者数：平成29年度・・・1,200名
※事業形態や内容を見直す予定のため平成30年度以降の評価指標は別途設
定する。

延べ参加者数：平成29年度・・・700名
※事業形態や内容を見直す予定のため平成30年度以降の評価指標は別途設
定する。

■平成28年度の実施状況
・各区中央市民センターが地区市民センターと協働し，子どもたちがまちづくりに自主的に取り組むきっかけとなるような事業を実施した。
（実施事業)
①チャイルドボランティア『チャボ！』：地域の団体や施設などの協力を得て，子どもたちにボランティア活動の機会を提供（若林区中央市民セ
ンター）
②エフエムたいはくキッズ情報局2016：小中学生がｷｯｽﾞ情報局を立ち上げ，地域学習や取材活動を行い把握した地域の良さをラジオで発信
（太白区中央市民センター）
③アートフルいずみ「ゆめ工房・子どもまちづくり企画室」：小中高生が，自分の得意とすることを生かし地域活性化を進める企画を実施（泉区
中央市民センター）
・子どもたちが自分たちの取り組みを発表する成果報告会を開催するとともに，取り組みの様子を広く地域に発信するため，リーフレットを作
成し，市民センターや各学校等へ配付した。

■評価
・事業に参加した子どもたちは，活動交流会や成果報告会などを通して，互いの活動について知り，これまでの活動を振り返ることで，達成感
や充実感を味わい，今後の意欲につなげることができた。
・子どもたちが自分たちにできることを考え，地域社会の協力も得ながら活動することで，自らが地域で役立つ存在であることへの「気づき」に
つながった。
・市民センターや各学校へのリーフレット配付により，事業への関心を高めることができた。

■今後の展開・⽅向性
・学校との連携を進めるとともに，他都市の子どもたちとの活動交流を企画し，子どもたちの活動意欲の向上や参画拡大を図る。
・各区中央市民センターの支援の下，各地区市民センターがそれぞれ主体的に事業を展開していけるような仕組みを検討していく。

■平成28年度の実施状況

　若者が地域課題や地域資源について学びながら，互いの役割を意識し，より自主的，主体的に考えながら地域づくり活動に取り組むことを
目指し，効果的な仕組みづくりを検討していく。

3-1-4 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

若者社会参画型学習推進
円

■今後の展開・⽅向性

■事業の⽬的
若者が身近な地域をより良くすることに関心を持ち，自発的・主体
的に関わりを持つきっかけとなる講座等を実施する。

地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献

1,532,016
担当課：⽣涯学習⽀援センター

・各区中央市民センターが拠点となり，学生を中心とした若者を募集し，地域課題に根ざしたテーマに沿って，地域づくりに関する取り組みを
企画・実施した。
・本事業の広報を目的として成果報告会を実施したほか，参加者の情報交換・意識啓発の場となるよう，交流会の開催やＳＮＳを用いた情報
提供を行った。

■評価
・市民のニーズや地域資源，地域課題を把握するため，受講者自らが地域を歩き，地域活動に参加し，イベントを企画・実施したことで，地域
社会と関わり交流する大切さを知るとともに，自己肯定感や自己有用感の高揚にもつながった。
・各区の取り組みを交流会やＳＮＳなどにより情報提供し，参加者の学びや気づきにつながった。

■実績
H28 H31 H33

603名

若者の自分づくりを支援するとともに，地域に関わる活動への参画を
通して，まちづくりの担い手となる若者の力を育む。

■事業概要

1,161名

1,564,547
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■事業概要

■実績
H28

地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
3-1-3 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

⼦ども参画型社会創造⽀援

小学校中・高学年から高校生までの子どもたちが，地域社会の構成員
としての意識を育みながら成長していくことを目指す。

子どもたち自身が主体的に参画し，子どもならではの役割と可能
性を自由に発揮できる事業を実施する。各区中央市民センターが
地区センターと連携して実施。

円

H31 H33

■事業の⽬的

■平成33年度までの評価指標

■平成33年度までの評価指標
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地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
3-1-6

延べ参加者数：800名

研修会参加者数（延べ）：350名

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

・地域づくり支援講座を基礎編と応用編に分けて実施したことや，事例紹介を中心とした具体的な内容としたこと，アンケート意見を次回講座
で配付し受講者間で共有したことなどの工夫により，受講者の満足度や理解度の向上が図られた。
・継続受講者からの紹介や，他の市民参画型講座の受講者への呼びかけなど，広報を工夫したことで参加者の確保につながった。
・参加しやすい平日夜間や土曜日の開催としたことで，幅広い層の受講につながった。

■今後の展開・⽅向性

672名

■平成28年度の実施状況
・関心の高い市民，地域活動を行う市民を対象に，基礎講座（講話，事例紹介，館外学習，情報交換等）と応用講座（講話，グループワーク
等）に分けて，地域づくり支援講座を実施した。
・就労準備講座「働くわたしをイメージ」，現代課題講座「若者の困難を考える」，仙台再発見リレー講座，を実施した。

施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

ジュニアリーダー育成⽀援 1,047,758
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■事業概要

円

■実績■平成33年度までの評価指標

■平成28年度の実施状況
・各区中央市民センターで初級研修会，生涯学習支援センターで中級，上級，実践研修会を開催した。
・中学生306名，高校生152名の登録者のうち，中学生239名，高校生114名が，子ども会や市民センター主催講座など実際の活動に携わっ
た。
・全体の活動率は77.1％で，前年度より2.2ポイント上昇した。

■評価

■事業の⽬的
中学生・高校生のボランティア活動を通して，「学びを通した人づくり」
や「地域を支える人づくり」を図る。

市民センターを拠点としてボランティア活動をしている中学生・高校
生のジュニアリーダーを育成し，研修会等を含めた活動の支援を
行う。

H31H28 H33

・ジュニアリーダーが，主体的に活動する力を身に付けるための各種研修会の充実化を図っていく。
・ジュニアリーダーの活動拠点として，日常的に支援する地区市民センターの増加を図っていく。

・研修内容を充実させたことで，自覚と責任を持ち，意欲的にジュニアリーダー活動に取り組む中学生・高校生が増加した。
・ジュニアリーダーの育成支援として実施した上級及び実践研修は，野外活動において必要となるスキルの向上につながり，加えて，上級生
が下級生を教え導く時間が増えたことで，具体的な場面を考えながら行動できる力も身に付いた。

■今後の展開・⽅向性

255名

　講座参加者が学習成果を社会に還元する機会として，「市民プロデュース講座」の実施を検討するなど，「学びの還元・知の還元」を意識し，
取り組みの充実化を図っていく。

■評価

■事業の⽬的
市民を対象に，社会ニーズや現代課題に対応した講座を実施すること
で，学びを通した市民力の育成や，学習成果が地域や社会に還元さ
れる仕組みづくりを進める。

地域づくりを牽引する人材の発掘・拡大及び育成を目的に、地域
の魅力発見や地域課題の把握・解決に必要とされる知識やスキル
を取得する学習機会を提供する。

「学びのまち・仙台」市⺠カレッジの実施
円

地域・家庭 ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
3-1-5 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

812,907
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■平成33年度までの評価指標

92



 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

社会教育施設職員が生涯学習事業の推進に必要な知識等を深めると
ともに，社会の変化や市民のニーズに迅速かつ柔軟に対応できる専
門性及びスキルを身に付ける。

市民センター等の社会教育施設職員等を対象に，生涯学習の基
礎を学ぶ研修，現代課題をテーマとした研修，スキルアップを目的
とした研修を実施する。

■事業概要

地域・家庭

■事業の⽬的

円

ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
3-1-7 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

社会教育施設職員研修の実施 899,070
担当課：⽣涯学習⽀援センター

・研修会（全３回）：ファシリテーションの基礎，講話，事例発表（ポスターセッション），成果発表（平成27年度の研修の中で行動宣言した受講
者について，追跡調査や助言を実施し，発表につなげた。）
・フォローアップ研修（全２回）：取り組みの紹介，情報交換・意見交換
・企画員会（全２回）：方向性や年間計画の検討，総括

■評価
　参加者の中心は学校支援地域本部のスーパーバイザーであった。ファシリテーション研修や事例紹介などの研修を通して，学校や地域と
のネットワーク形成について参加者の意識向上が図られ，また，情報交換・意見交換を通して，他の地域での取り組みを知り，自分たちの行
動を振り返るとともに，今後の活動への見通しを持つ機会を提供できた。

■今後の展開・⽅向性
　引き続き，ファシリテーション力や情報発信力等の向上につながる研修，事例紹介等の研修を通して，地域で核となる人材の育成を目指し
ていく。

子どもを育む地域力を高める視点に立ち，地域内のコミュニケーション
やネットワークの活性化を目指して，地域で核となる人材を育成する。

地域でリーダーとして活躍している市民と生涯学習支援センターと
の協働により，地域で核となる人材の育成を目指して，研修会を企
画，実施する。

円

■事業の⽬的

■平成33年度までの評価指標

284名

■平成28年度の実施状況

地域・家庭

■実績
H28 H31 H33

1,024名

■平成33年度までの評価指標

　下記の７種類の研修を実施した。
　　生涯学習基礎研修（全６回）　　　　　　市民センター館長研修（１回）　　　　　学びを支えるボランティアセミナー（１回）
　　生涯学習応用研修（全８回）　　　　　　社会教育推進研修（全２回）
　　市民センター新任職員研修（１回）　　 事例発表研究研修（２回）

■平成28年度の実施状況

延べ参加者数：1,000名

256,360
担当課：⽣涯学習⽀援センター

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

・幅広い視点から企画した多様な研修を実施することで，社会教育施設職員が自ら必要とする研修を選択し，効果的に資質向上を図ることが
できた。
・特に，ファシリテーションや情報発信など実践的な内容を取り入れた研修は，参加した職員からの評価も高く，効果的な研修となった。

■今後の展開・⽅向性
・ファシリテーションやコミュニケーション技術など，各社会教育施設の職員に必要な研修内容の充実化を図りながら，研修計画を体系化し実
施していく。
・各研修内容の効果を検証する手法を検討し，研修内容の充実化を図っていく。

3-1-8 施策１ 地域の学びを⽀える⼈材の育成

地域コーディネートリーダー育成研修の実施

■評価

延べ参加者数：300名

ミッション３：地域を⽀える⼈づくり地域づくりと地域づくりへの貢献
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施策１ 教職員の多忙化解消の推進
1-1-1 校務支援システム導入 ・・・・・・・・・・・・・・・

1-1-2 学校給食費公会計化推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

「校務支援システム」の導入準備が着実に進められており，平成
30年度からの運用により校務の負担が大幅に軽減されることを期
待したい。同様に，「学校給食公会計化推進」により，平成31年度
からの事務負担の軽減が期待される。なお，基本的方向１のミッ
ション2に盛り込まれている「部活動外部指導者の派遣」事業も，
教員の多忙解消のために有効な施策であり，より充実させていた
だきたい。

教員の過度の多忙状況を改善し，本来的な教育活動に注ぐべき時間
と余裕を確保するための方策として，校務支援システムや給食会計
管理システムを導入することは必要であり，一定の効果が期待され
る。新システムの試行期間中に，学校現場における使い勝手や不具
合の状況，修正箇所等に関する十分な調査を行って，導入効果を確
かなものとすることが望まれる。

　「校務支援システム導入」，「学校給食公会計化推進」は教員の煩雑な事務作業の効率向上や多忙化対策，ひいては一人ひとりの児童生
徒と向き合う時間や授業準備の十分な確保にもつながるものと考えている。
　確実な効果が得られるよう，本格導入に向け，円滑な運用を図るべく，より入念な調整を行ってまいりたい。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　校務支援システムについては，平成30年度からの全小中学校への導入に向けて，一部機能の運用を開始し，また，平成29年度からのモ
デル校での先行導入に向けた準備を実施した。
　学校給食費の公会計化の推進については，平成31年度からの実施に向けて，給食会計管理システムを調達するための仕様書を作成し，
平成29年度に調達契約の締結を予定している。
　いずれの施策も概ね予定どおり進捗している状況であるが，新たなシステム導入に係るもので一定期間を要するものであることから，事
業の進捗管理を適切に実施していく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション１：
教職員がより⼦どもに向き合える
体制づくり

多様化する教育ニーズに的確に対応するため，教職員の多忙化解消
を推進し，教職員がこれまで以上に⼦どもたち⼀⼈ひとりとしっか
りと向き合える体制づくりを進めます。
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 決算額

拡充

ロードマップ

 決算額

拡充

ロードマップ

・作成した仕様書をもとに，システムの開発・保守運用の調達に向けた契約手続きを進める。
・平成29年度は入札公告を経て契約を締結し，平成30年度に開発，操作方法研修等を行い，平成31年度の公会計化の開始を目指す。

■評価
・事務負担軽減を考慮した効率性や個人情報の取り扱いに係る安全性，他の関連システムとの連携を想定した利便性の確保など，実際の稼
働を想定した際に必要な機能を備える仕様書とすることができた。
・作成した仕様書に基づき調達を進めることで，公会計化後の円滑な事務処理が期待できる。

■今後の展開・⽅向性

学校給⾷費公会計化推進
担当課：健康教育課

■事業の⽬的
単独調理校で「私会計」（学校長が給食費の徴収や物資購入の支出を
行う）の取扱いとなっている学校給食費について，会計の透明性向上や
市の責任の明確化，事務負担の軽減を目的に行政部門に一元化する
「公会計化」を実施する。

■平成28年度の実施状況
　給食会計管理システム調達に向け，システムに搭載する歳入管理（給食実施状況、債権管理を含む）や校務支援システムとの連携等の機能
を定めた仕様書を業務委託により作成した。

H32H31

仕様書作成完了

児童生徒約７万９千人分の給食費を適切に収納管理するための給
食会計管理システムの開発受託業者を選定し，システム作成を行
う。

■平成33年度までの評価指標及び実績
H33

■事業概要

H28 H29 H30

教育環境 ミッション1：教職員がより⼦どもに向き合える体制づくり
1-1-2 施策１ 教職員の多忙化解消の推進

H31 H32

　 　

グループウェア機能運用開始

　平成28年度の導入内容，平成29年度からのグループウェアの活用状況，試験導入校の成績処理・通信票・指導要録等の運用実績の検証を
踏まえながら，平成30年度からの校務支援システム全機能の運用がスムーズに図られるよう，課題整理と効果検証を含めた準備を着実に進め
ていく。

■平成28年度の実施状況
・各種検討部会を開催した。（全体部会30回，グループウェア部会６回，教務・成績部会18回，保健体育部会12回，給食部会９回）
・グループウェア研修会を実施した。（学校向け18回，市教委向け８回，通信票ガイダンス３回，年度移行研修22回，試験導入校各校研修21
回，その他校長会や教務主任会等で10回程度説明会を開催）
・平成28年８月，学校内・学校間グループウェア機能の運用を開始した。
・平成29年１月，一部の校務支援機能（試験導入校向け）の運用を開始した。
・平成29年２月，教育委員会事務局を含めグループウェア機能の全面運用を開始した。

■評価
・年度内に各種検討部会を重ね，校務支援システム全機能の導入実施に向けた基盤を整備したことにより，平成29年度から予定どおりグルー
プウェアの運用と試験校への運用を開始することができた。
・各種研修を段階的に実施したことにより，校務支援システムの円滑な導入とシステムを活用する教職員への技術的サポートに資することにつ
ながった。

■今後の展開・⽅向性

1-1-1
教育環境 ミッション1：教職員がより⼦どもに向き合える体制づくり

施策１ 教職員の多忙化解消の推進

H33

■平成33年度までの評価指標及び実績
H28 H29 H30

校務⽀援システム導⼊
円

学校における事務の効率化と情報共有を推進するため，平成28年度
より校務支援システムを段階的に導入し，運用を行う。

児童生徒の基本情報及び学校運営に係る情報を一元管理することで，
校務の負担軽減を図り，教員が子どもに向き合う時間を十分に確保し，
教育活動の質を改善する。

354,139,236
担当課：教育指導課

■事業概要■事業の⽬的

4,752,000

　 　

　 　

円

グループウェア機能

の運用開始
校務支援システム機能の運用

給食会計管理システ

ム調達契約締結

給食会計

管理システム開発 公会計化

モデル校21校運用開始 全小中学校運用開始

システム仕様書

の作成
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※
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　　2-1-5　特別支援学級パワーアップサポート事業の実施

 
2-2-1 仙台市教員採用選考の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・

※以下の事業は，平成29年度からの新規事業のため掲載していない。

施策２ 求める教員像に即した⼈材の確保

2-1-4 教職員のICT活用能力の向上推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-5 特別支援学級パワーアップサポート事業の実施

2-1-3 学力サポートコーディネーターの派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・

施策１ 教員の資質・⼒量向上の取り組みの推進
2-1-1 いきいき教員づくり研修構想の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

2-1-2 教科指導エキスパートの派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

「生き生き教員づくり研修構想」に，管理職と事務職員を新たに追
加したことは，この度の中教審答申及び教育公務員特例法の改
正に対応した改正として評価したい。他方，多忙化解消の視点か
ら，内容の精選を行ったことも妥当な対応と考える。なお，新た
に，教育公務員特例法により，「協議会」を設置し，「指標」を作り，
研修計画を策定することが求められているが，今後は，これまで
の仙台市の研修構想を土台に，広く大学関係者等を交えた新た
な体制で，研修の基礎となる指標づくりに取り組んでいただきた
い。

　仙台市が直面している教育的課題に対処するためには，教職員の
資質向上を 重要課題ととらえる必要がある。研修体系の整備にお
いては，危機管理や対策・指導方法について，全ての教職員が学び
共有するための工夫が求められる。学校現場における日常的・短期
的なOJTや教職員同士の学び合いの機会を定着させるとともに，長期
研修による人材育成にも積極的に取り組むことが望まれる。

　小学校における外国語教育の推進や新たな学校教育準備プログラムの推進など，新学習指導要領を見据えた新たな取り組みも必要とな
る一方，本市の 重要課題であるいじめ防止や不登校防止などの児童生徒の学校生活にかかる課題への対応力など，教師に求められる
資質は多様化を極めている。
　今後は教育の資質向上に関する協議会における指標の設定を行いつつ，引き続きキャリアステージに応じた研修や，繁忙を極める教職
員への「支援」としての役割も担うOJTサポート事業等の積極展開を図ってまいりたい。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　教員の資質や力量向上の取り組みとして，教員のキャリアステージに応じた研修体系の再構築や，教科指導，授業改善，ICT活用等に係
る派遣・訪問指導を実施した。また，各種研修に加えて，教科指導エキスパート，学力サポートコーディネーター等により，各学校，各教員の
個別の課題に応じて相談や指導助言を行い，指導力の向上や授業改善の取り組みの広がりにつながった。
　　引き続き，教育センター研修や専門家による指導・助言の内容の充実を図るとともに，研修等の学びを学校におけるOJTに生かすことが
できるよう，関係課との連携を進め，研修等の質的向上を図っていく必要がある。
　教員の採用については，平成29年度からの仙台市教員採用選考の単独実施に向けた準備を実施した。

■学識経験者の意⾒  

ミッション２：
教員の資質向上と
即戦⼒となる教員の採⽤

教科に関する専⾨的知識や様々な教育課題に対応する指導⼒を⾼め，
使命感と責任感をもって⼦どもたちに向き合うことができるよう，
教員の資質向上を⽬指すとともに，任意と志を持った即戦⼒となる
教員の採⽤を⾏います。
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 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32

小学校

中学校

幼稚園

研修会受講者数（年間）：10,630名

教科指導エキスパートによる授業補助や指導・助言を行うことにより，
若手教員の授業力と教員としての資質の向上を図る。

教科指導に優れた校長・教員ＯＢによる「教科指導エキスパート」を
学校に派遣し，若手教員等を対象に一定期間チーム・ティーチング等
による授業補助を行いながら，授業づくりや教科指導，学級経営等に
ついて指導・助言を実施する。

■実績
H28 H31 H33派遣校数

 ⼩学校：18校
 中学校：  1校
 幼稚園：  1園

1園

1校

18校

■平成33年度までの評価指標

2-1-2 施策１ 教員の資質・⼒量向上の取り組みの推進

教科指導エキスパートの派遣 4,094,181
担当課：学びの連携推進室

教育環境 ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤

円

H28 H31 H33

10,334名

教育環境 ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤
2-1-1 施策１ 教員の資質・⼒量向上の取り組みの推進

いきいき教員づくり研修構想の推進 8,260,705
担当課：教育センター

■事業概要

円

■事業の⽬的
社会の急激な変化に伴う学校現場の対応力を高めるため，教員のキャ
リアステージに応じた研修と各課(室)公所で行う研修の一元化を図る。

教職員に求められる力量とその構成要素を明確化し，それらに即し
た経験者研修，管理職研修，職能研修を始め，授業づくり研修，ト
ピック研修，機関研修等を実施。

■実績■平成33年度までの評価指標

■事業の⽬的 ■事業概要

■平成28年度の実施状況
・いきいき教員づくり研修検証部会を年間３回実施し，各課（室）で行う研修全体の見直しを図った。
・「仙台版・いきいき教職員づくり研修構想～求められる教職員の姿と力量」に，「管理職」と「事務職員」における求められる姿と力量を新たに追
加し，その研修構想に基づいた研修・事業を体系化した。

■評価
　 仙台市の重要施策や新学習指導要領を見据えた研修等，必要とされる全体の研修総数は増えているものの，悉皆研修における内容等の精
選を行い，研修時限数を削減したことで多忙化解消も図られた。

■今後の展開・⽅向性
・毎年，各課（室）と連絡調整を図り，研修内容の見直しを図っていく。
・教育公務員特例法の一部改正による十年経験者研修から中堅教諭等資質向上研修への変更に関しては，受講年度の複数年化を検討し，多
忙化解消に努めていく。

・教科指導エキスパート15名を小学校18校，中学校１校と幼稚園１園へ派遣した。
・平成28年4月から平成29年2月までの期間において，各校の若手教員（概ね教職経験５年以内）に対し，述べ3,356時間の指導を行った。

■評価
・豊富な経験と専門知識を持ったエキスパートの指導により，教科指導，児童理解，教師としての心構え等，若手教員が抱える課題克服に資す
ることができた。
・今後，再任用や再就職等により，学校に派遣する教員ＯＢ数が不足するものと予測され，適任者の確保が課題となる。

■今後の展開・⽅向性
・引き続き，20名程度を派遣し，教職経験３年前後の若手教員の教科指導，学級経営，生徒指導上の課題改善や指導力向上を図る。
・教科指導エキスパートの人材確保については，これまでの実施希望校の校長による推薦以外の方法も検討していく必要がある。

■平成28年度の実施状況
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 決算額

アウトプット ■実績
H29 H30 H32

 決算額

アウトプット

H29 H30 H32研修受講者数（年間）：250名

■評価
　校務情報化研修において導入されたばかりの校務支援システムを取り上げるなど，研修内容の効果的な見直しを図ったことにより，教員の
ICT活用指導力の向上につながっている。

■今後の展開・⽅向性
・タブレット端末の小中学校導入を見据え，各研修会におけるタブレット端末活用の機会をできるだけ多く設定するように努めることで，教員の
ICT活用能力の向上を図っていく。
・教育の情報化研究委員会では，プログラミング教育を視点に加え，タプレット端末を活用した先行的な研究実践を推進していく。

学力向上に向けて授業改善に重点的に取り組む小・中学校に対し， 学
力サポートコーディネーターを派遣し，授業の質の維持・向上を図る。

教科指導に優れた校長・教員ＯＢによる「学力サポートコーディネー
ター」が教科の授業改善に重点的に取り組む学校を定期的に訪問
し，授業や校内研修に関わりながら，授業改善に向けた指導・支援
を行う。

■平成33年度までの評価指標

■平成28年度の実施状況
・情報教育研修，ICT活用研修，校務情報化研修，ICT活用サポート訪問において，タブレット端末や教材提示装置等の活用方法を主とした，
ICT活用能力の向上に努めた。
・教育の情報化研究委員会では，「教職員のICT活用能力の向上」を視点に組み入れ，研究実践を行った。

授業におけるICT機器のより効果的な活用を目指し，教員のＩＣＴ活用指
導力向上を図る。また，タブレット端末や教材提示装置等を授業で有効
に使うための研修や研究を行うことで，教員のさらなるICT活用能力の
向上推進を図る。

平成29年度からのタブレット端末の市立小中学校への順次導入を
見据え，研修及び教育の情報化研究委員会，ＯＪＴサポート訪問等
を通して学校における新たな活用方法を探る。また，プログラミング
教育を踏まえたタブレット端末の活用方法の研修や研究を行う。

■平成33年度までの評価指標

円

■事業の⽬的

教育環境 ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤
2-1-4 施策１ 教員の資質・⼒量向上の取り組みの推進

教職員のICT活⽤能⼒の向上推進 ―
担当課：教育センター

■事業概要

■実績
H28 H31 H33

156名

　学校全体としての研修意欲や教科指導力が高まり，児童生徒の理解や意欲にも変化が表れてきたことから，その成果を全校に周知し，活用
校を増やしていく。

■今後の展開・⽅向性

派遣校数
⼩学校：40校
中学校：20校

小学校
中学校

■平成28年度の実施状況
・学校から要請のあった教科において，学校の希望に柔軟に対応しながら，学校全体，教科部，学年部，個人に対して，半年間継続して週１日
または２日間，ＴＴ(チーム・ティーチング)指導や参観，教材研究等による指導・支援を行った。
・校内研修会での提案授業づくりに向けた支援及び講話，授業研究会での指導助言を行った。

■評価
・教員の教科指導力向上を図ることで，児童生徒の学習意欲・学力の向上につながった。
・派遣校の実情に柔軟に対応でき，学校全体の研修意欲が高まった。

担当課：学びの連携推進室

施策１ 教員の資質・⼒量向上の取り組みの推進

学⼒サポートコーディネーターの派遣

H28 H31 H33

27校
13校

■事業の⽬的 ■事業概要

―
円

教育環境 ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤
2-1-3
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 決算額

ロードマップ

■平成28年度の実施状況

教育環境 ミッション２：教員の資質向上と即戦⼒となる教員の採⽤
2-2-1 施策２ 求める教員像に即した⼈材の確保

・東北地方の合計19の大学訪問や，ポスター・パンフレット，ホームページ等の各種広報媒体による実施形態変更（本市の単独採用選考）につ
いての周知を実施した。
・本市が求める人材の選考に相応しい選考方法等を検討し，平成29年４月の募集要項の公告に向け12月から各大学説明会や各種広報媒体
等を通じて実施概要の周知を行った。
・円滑に電子申請を受け付けるための申請フォームの作成や，ツールの開発業務委託など，受験者に対する環境面でも準備を進めた。

■評価
・本市の求める教員像に合致した教員を採用するためにはどのような選考が必要か検討を進めることができた。
・年度当初からの実施形態変更の周知や，12月からの実施概要に関する周知など，計画的かつ段階的に広報活動を進めることができた。
・申請フォーム等整備など，受験者が申請しやすい環境づくりを進めたことにより，平成29年４月の募集要項の公告に向け着実に準備を進める
ことができた。

■今後の展開・⽅向性
　平成29年４月の募集要項の公告後も，東京会場や各大学説明会を通じて，さらに周知に努めるとともに，円滑な選考の実施に向けた準備作
業を進め，広く教育職員としての資質・能力に富む将来性の高い人材の確保に主体的に取り組んでいく。

■事業の⽬的
広く受験者を募集し，選考試験を行うことにより，本市が求める教員像
に則した教員を採用し，学校教育の充実と児童生徒の育成に資する。

４月中旬に選考実施要項を公表し，受験者を募る。７月下旬に第１
次選考を行い，その合格者を対象として，９月中旬に第２次選考を
行う。その結果を基に，採用名簿登載者を決定する。

■平成33年度までの評価指標及び実績

大学訪問・ＨＰによる広報

仙台市教員採⽤選考の実施
円

3,213,976
担当課：教職員課

■事業概要

H28 H29 H30 H31 H32 H33

単独実施に向けた

周知・準備
仙台市教員採用選考の単独実施
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施策１ 学校内や通学路における巡視
3-1-1 学校防犯巡視員の派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・

3-1-2 学校ボランティア防犯巡視員による見守り ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　学校防犯巡視員と学校ボランティア防犯巡視員という二つの方
策により，学校内や通路における巡視を行い，児童生徒の安全意
識の向上と教職員の危機管理意識の向上，犯罪抑止に一定の効
果があったことは評価される。

　学校防犯巡視員や学校ボランティア防犯巡視員による見守り活動
は全校実施の形で続けられており，安全・安心の環境が整いつつあ
る。併せて，インターネット環境や携帯デバイスを活用した緊急時の連
絡システムの活用を図り，すばやい対応を可能とする工夫が望まれ
る。今後，学校外のインターネット環境下で起こる事件・事故に子ども
たちが巻き込まれる危険性が高く，専門家や専門機関との連携の下
に安全対策を進めていくことが望まれる。

　警察OBや地域の協力を得て巡視活動を行うことにより，子どもたちが安心して学校生活を送ることができただけではなく，「地域の子ども
は地域が守る」という地域と学校との連携をより強める結果ももたらしている。
　今後とも児童生徒の安全安心の確保のため，地域との連携を密にし，地域ぐるみでの巡視活動を継続するとともに，メール等を活用した
情報共有の充実も図ってまいりたい。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　各学校での巡視・声がけ・見守り活動の実施により，児童生徒の安全意識や危機回避能力の向上が図られるとともに，教員や地域住民
の危機管理意識の高揚にもつながった。
　不審者事案件数が増加していることから，引き続き，子どもたちの安全・安心を守る取り組みを強化していくために，巡視員となる人材の
確保や，巡視員相互の情報共有や連携を強化していく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション３：
⼦どもたちの安全・安⼼の確保

地域の協⼒のもと，常に⼤⼈が⾒守ることで，児童⽣徒の登下校時
の不安を取り除き，学校⽣活に全⼒で打ち込める環境づくりを進め
るため，学校・家庭が⼀体となって⼦どもの安全を守る取り組みを
強化します。
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施■評価指標及び実績

■評価指標及び実績
H29

　 　 　

　 　 　

全校実施 全校実施 全校実施

H26 H27

・学校ボランティア防犯巡視員として6,140名が登録し，見守り活動を実施した。
・児童生徒の登下校時間や帰宅後の時間に合わせて，各学校区内の通学路，交通事故発生箇所及び防犯上の危険箇所を巡視し，児童生徒
への声がけ・見守り活動を実施した。
・各校巡視員代表者を対象とした研修会を実施し，不審者事案の認知時の対応方法や効果的な見守り活動の実施要領等について，情報共有
を図った。

■評価
　児童生徒への声がけ・見守り活動を実施することで，児童生徒の犯罪被害の防止と危機回避能力の向上が図られた。

H26 H27 H28 H29 H30 H31

全校実施 全校実施 全校実施

■今後の展開・⽅向性
・引き続き巡視員の確保に向けて，PTAや町内会等への協力依頼，ボランティア募集の呼びかけや広報活動を行う。
・日常的な児童生徒の見守り意識の向上に向け，不審者事案発生状況の一斉配信メールなどを積極的に活用する。

■事業の⽬的
児童生徒の犯罪被害防止と地域の防犯意識の高揚を図るため，仙台
市立小中学校において巡視活動を実施するもの。

地域やPTA等の方々を学校ボランティア防犯巡視員として登録し，各
学校の登下校時を見守る活動を実施する。

■事業概要

■平成28年度の実施状況

学校ボランティア防犯巡視員による⾒守り
円

施策１ 学校内や通学路における巡視

1,867,248
担当課：教育相談課

円

■事業の⽬的

H28

3-1-2

27,410,533
担当課：教育相談課

■事業概要

教育環境 ミッション３：⼦どもたちの安全・安⼼の確保
3-1-1 施策１ 学校内や通学路における巡視

学校防犯巡視員の派遣

学校防犯巡視員（愛称：仙台・まもらいだー）が校内や通学路を巡回し，
安全体制の点検や指導を行うとともに，保護者や地域住民で組織する
学校ボランティア防犯巡視員の育成を図り，地域協働型の安全確保体
制の構築を目指す。

警察官退職者を学校防犯巡視員として委嘱し，各小学校，中学校，
中等教育学校，特別支援学校の敷地や通学路の巡視活動を実施す
る。

教育環境 ミッション３：⼦どもたちの安全・安⼼の確保

■平成28年度の実施状況
　警察官OB27名により学校地内外の巡視を主体とした活動を実施し，年間延べ18,255時間，11,971校の巡視活動を実施した。
　（1人あたり年間676時間，延べ443校)
　（巡視員１人あたり６～８校の学校を担当，１日５時間勤務で３校を巡回，概ね週３日程度の活動）

■評価
　各学校における巡視・声がけにより，児童生徒の安全意識の高揚や教職員の危機管理意識の向上が図られるとともに，校舎内外及び通学路
の安全点検を通じて，学校周辺の犯罪抑止に一定の効果が得られた。

■今後の展開・⽅向性
　全市的な不審者発生の傾向等を把握するため，巡視員相互の情報共有等を進め，連携した対応を図っていく。

H30 H31

学校防犯巡視員の派遣

学校ボランティア防犯巡視員による見守り
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施策１ 学校・社会教育施設の⻑寿命化や適正な保全・更新
4-1-1 学校教育施設整備 ・・・・・・・・・・・・・・・

　 　 　

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　分離新設，新増築，修繕について計画的に実施されている。ま
た，体育館での広々トイレや音楽室の空調設備工事も進められて
いることは評価したい。ただし，地球温暖化が急速に進み，高温
になる時期が夏休み以外にも増えていることに鑑み，普通教室へ
の冷房設備の導入を積極的に進めて頂きたい。児童生徒の健康
管理と学習効果という点からも必要なことと考える。ちなみに，平
成26年度の全国調査では，宮城県の実施率は9.9%にとどまって
いた。

　学校教育施設の安全・安心を図るための整備については，東日本
大震災後の厳しい状況を踏まえながら，取組が進んでいる。建物の新
設・増改築と併せて，騒音やトイレ設備等の生活環境に関わる施設面
の整備も引き続き進める必要がある。学校におけるセキュリティ対策
も連動する課題であり，施設管理や防犯機器等の整備について一層
の対策を進めることが望まれる。

　学校における教育環境の整備は，学習面だけではなく児童生徒の体調面への影響もあるため喫緊の課題の一つと認識しているが，費用
面の問題もあることから，優先的に取り組むべき部分を精選し，断続的かつ効果的に進めてまいりたい。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　学校施設の整備については，施設の建築経過年数や老朽度合，財政計画等を勘案し，新築・増改築工事，大規模改造工事，修繕工事等
を計画的に進めているところであり，東日本大震災に係る学校施設の災害復旧工事の完了以降は，概ね順調に整備を進めている状況であ
る。
　震災の影響により見直しが遅れている今後の施設整備計画については，平成26年度に策定された「公共施設総合マネジメントプラン」と
の整合を図りながら作成し，施設の長寿命化のための改修等を着実に実施していく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション４：
安全・安⼼な学びの場の提供

児童⽣徒や市⺠が安全・安⼼に学ぶことができ，快適で利⽤しやす
い魅⼒的な学びの環境づくりを進めるため，計画的かつ効果的な施
設の維持修繕等を⾏います。
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 決算額

ロードマップ

　震災の影響で見直しが遅れている施設整備計画を作成し，施設の長寿命化のための改修や建替え等について，計画的に実施していく必要
がある。

学校教育環境の向上を図るため，過大規模校の分離新設，既存校の
校舎・屋内運動場等の新増改築を推進するほか，学校の修繕等を行
う。

・新築工事（過大規模校の解消を図るための分離新設）
・増改築工事（既存施設の老朽化や教室不足等に対応）
・大規模改造工事（既存施設の老朽化に対応。外壁改修やトイレ改
修等）
・学校施設の修繕及び学校緑化，教育施設用地の整備

H28

■平成28年度の実施状況
・新築工事
　錦ケ丘中学校校舎・屋内運動場・プール実施設計
　（仮称）七郷第二小学校校舎・屋内運動場・プール基本設計
・増改築工事
　岩切小学校校舎増築等工事完了
　八木山小学校屋内運動場・プール改築工事完了
・大規模改造工事
　校舎（小学校1校），校舎トイレ（小学校2校），屋内運動場トイレ（小学校8校・中学校6校），音楽室空調（小学校11校）

■評価
・平成31年度開校予定の錦ケ丘中学校の実施設計と，平成32年度開校予定の（仮称）七郷第二小学校の基本設計が完了し，次年度の工事発
注や実施設計の準備を整えることができた。
・岩切小校舎・プール増築工事，八木山小屋内運動場・プール新増改築工事が完了し，教育環境の向上を図った。
・学校体育館へのひろびろトイレの新設を着実に進め，災害時の避難所としての機能向上につなげた。
・５カ年計画で実施する音楽室の空調設備設置工事を開始し，高温期における防音対策の環境改善に努めた。

■今後の展開・⽅向性

H29 H30 H31 H32

トイレ改修３件

■平成33年度までの評価指標及び実績

教育環境 ミッション４：安全・安⼼な学びの場の提供
4-1-1 施策１ 学校・社会教育施設の⻑寿命化や適正な保全・更新

学校教育施設整備

H33

円

■事業の⽬的 ■事業概要

6,773,811,455
担当課：学校施設課

錦ケ丘中学校分離新設工事

（仮称）七郷第二小分離新設工事

大野田小増築工事

大和小増改築工事

校舎トイレ改修工事・校舎便器洋式化工事
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施策１ ＩＣＴを活⽤した教育を進めるための基盤の適切な整備
5-1-1 学校におけるＩＣＴ環境整備 ・・・・・・・・・・・・・・・

5-1-2 市立小中学校へのタブレット端末整備 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　新学習指導要領の全面実施に向けて，平成31年度までに全小
学校に，平成33年度までに全中学校にタブレット端末を整備する
計画を進めていることを評価したい。他方，こうしたICTの導入を
活かすのは教師であり，教師の研修を十分実施して頂きたい。

　情報機器を活用する生活環境が急速に進展しており，児童生徒の
安全教育を見据えながら，スピード感をもった取組が求められる。学
校におけるICT環境整備は緒についたところであり，今後の成果に期
待する。タブレット端末等のIT機器の整備については，有効活用のた
めの工夫・研究とともに，成果の検証を踏まえた実施計画が必要であ
る。IT機器は適時の更新が不可欠であるから，中・長期的視野の下で
適切な導入計画を進めることが求められる。

　タブレット教材の導入に関しては震災復旧事業を優先したことにより遅れが生じていたことから，学習指導要領の改訂に向けて平成29年
度から順次導入を進めているところであるが，一方で「主体的な学び」にかかる効果的かつ正しい使い方を児童が身に着けるための教員の
スキル向上も重要であることから，導入のスケジュールに遅れをとらないよう，教員に対する専門的な研修の実施についても計画的に進め
てまいりたい。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　「分かりやすい授業」を行うため，また，児童生徒の情報活用能力の育成を図るためのツールとして，教育用コンピュータ，周辺機器，ソフ
トウェア等の更新を計画的に進め，コンピュータ室での授業において安全かつ安定的にコンピュータを活用できる環境の充実が図られた。
　今後，新学習指導要領の全面実施を踏まえ，平成29年度から平成31年度までの３年間で全小学校，平成32年度及び平成33年度の２年
間で全中学校にタブレット端末を整備する予定としており，着実な整備の推進とともに，教員が効果的に授業でタブレット端末を活用するた
めの研修等の体制づくりも重要となる。

■学識経験者の意⾒  

ミッション５：
ＩＣＴ環境の整備・充実

主体的・対話的な深い学びを通して，児童⽣徒が情報や情報⼿段を
主体的に選択し活⽤していく⼒を育成するため，ＩＣＴ教育環境の
充実を図ります。
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 決算額

ロードマップ

 決算額

　
拡充

ロードマップ

■平成33年度までの評価指標及び実績

小中学校35／高校1

H28 H29 H30 H31

次期学習指導要領の全面実施を踏まえ，ICT活用による新たな学びを
推進する基盤整備の一環として，小中学校にタブレット端末を計画的に
整備する。

平成29～31年度の３年間で全小学校，平成32・33年度の２年間で全
中学校にタブレット端末を整備する。

H32 H33

■平成33年度までの評価指標及び実績

5-1-2 施策１ ＩＣＴを活⽤した教育を進めるための基盤の適切な整備

教育の情報化を推進し，子供達の情報活用能力の育成及び教科等の
目標達成のためのICT有効活用，校務の負担軽減を図るため，学校の
ICT環境の整備・充実を図る。

毎年度，計画的に，校務用コンピュータ及び教育用コンピュータ，周
辺機器，ソフトウェア等の更新を行う。

教育環境 ミッション５：ＩＣＴ環境の整備・充実
5-1-1 施策１ ＩＣＴを活⽤した教育を進めるための基盤の適切な整備

学校におけるＩＣＴ環境整備
円

■事業の⽬的

743,411,432
担当課：教育指導課

■事業概要

H28 H29 H30 H31 H32 H33

・学校における情報化推進に向けた環境整備を行うことにより，安全かつ安定的に授業や校務でコンピュータを活用することができた。
・校内LAN更新校における各種研修の実施及び電話や訪問等による支援体制を整備したことで，速やかなトラブル対応ができた。

■今後の展開・⽅向性
　引き続き，計画的に校務用コンピュータ，教育用コンピュータ，周辺機器，ソフトウェアの更新等を行うことで，児童生徒及び教員が安心して授
業や校務でコンピュータ等を利活用できる環境を着実に整備していく。

教育環境 ミッション５：ＩＣＴ環境の整備・充実

市⽴⼩中学校へのタブレット端末整備 1,212,000
担当課：教育指導課 円

・教員がより効果的に授業でタブレットを活用するための研修を実施するとともに，実践事例集を作成するなど，タブレット端末活用の啓発を図
る。
・情報活用能力に係るスキル調査，意識調査を実施し，児童生徒の変容について検証し，今後の事業展開に反映していく。

■平成28年度の実施状況
・モデル校（小中学校各１校ずつ）へタブレット端末を試験的に導入した。
・モデル校においてソフトウェア研修を実施した。（１校当たり４回）
・無線機器と授業支援ソフトウェアの機能改善適用作業を実施した。

■評価
　タブレット端末を導入したモデル校においては，児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力の育成や，主体的・対話的で深い学びの視点か
らの授業改善，学び方や理解の仕方が異なる児童生徒の学習ニーズに応じた指導が可能となり，導入効果を確認することができた。

■今後の展開・⽅向性

モデル校２校導入

校内LAN更新

　 　
　

　

■平成28年度の実施状況
・小中学校等の校内LANの更新の実施（小中学校31校・特別支援１校）
・校内LAN更新校全体説明会の実施（１回）
・ソフトウェア活用研修の実施（訪問研修：90分）（29校分）

■評価

小中学校31／特別支援1

■事業概要■事業の⽬的

ICT環境の計画的整備・更新

小学校へのタブレット端末導入 中学校へのタブレット端末導入モデル校へ試験導入
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施策１ 教育を受ける機会均等の確保
6-1-1 学校における経済的な支援 ・・・・・・・・・・・・・・・

6-1-2 学校規模適正化推進 ・・・・・・・・・・・・・・・

■学識経験者の意⾒を踏まえた今後の対応の⽅向性

■関連施策

　経済的に困難な状況にある家庭や震災で被害を受けた世帯へ
の経済的支援が実施されてきたことを評価したい。ただし，生活
保護基準が引き下げられたことに伴う認定基準の引き下げは，被
災地であることにも鑑み，平成30年度以降も慎重に行って頂きた
い。また，制度に関する保護者への周知を徹底して頂きたい。ま
た，学校規模適正化については，中山間部の一定規模未満校で
小規模化が著しい学校については，統廃合に向けた保護者との
話し合いを粘り強く進めて頂きたい。

　教育を受ける機会均等の確保に関する対策については，学用品費・
給食費等の経済的負担軽減の取組が継続的に進んでいる。支援・援
助の認定基準については，引き続き検討を進めて，適切な制度運営
を図っていくことが望まれる。子どもの貧困対策については，対策計
画を策定中の子供未来局とも緊密に連携しながら，学校を取組のプ
ラットホームの一つとして，実効性のある支援方法を提供することを期
待する。

　教育を均等に受ける機会の提供に資するため，経済的負担の軽減を図るなどの支援に努めてきたが，今後もさらに制度の周知を図るとと
もに，放課後学習等による学びの場の提供等による新たな側面からの支援のあり方についても推進してまいりたい。
　また，一定規模未満校のあり方については，地域や保護者との対話も丁寧に進めながら，児童生徒にとってより良い教育環境が早期に
実現できるよう取り組みを進める。

⽜渡 淳 ⽒  佐藤 静 ⽒

基本的⽅向４：教育環境

■全体の点検・評価
■教育委員会の⾃⼰評価  
　経済的に困難な状況にある世帯，また，震災により被害を受けた世帯への経済的負担の軽減を図ることにより，教育を受ける機会均等の
確保が図られた。
　引き続き，就学支援事業の各制度について，効果的な通知方法の検討や様々な広報媒体を活用するなど，周知を強化するとともに，生活
保護基準額引き下げの影響を見極めながら，就学援助認定基準等について，他自治体の状況の調査研究などの検証を進め，適切な制度
運営を行っていく必要がある。

■学識経験者の意⾒  

ミッション６：
学びのセーフティネットの充実

震災による影響もあり，経済的に困難な状況にある世帯が増加して
いることから，児童⽣徒の学びに⽀障のないよう，必要な⽀援を適
切に⾏います。
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 決算額

例年実施

 決算額

例年実施

H30 H31

■今後の展開・⽅向性

H26 H27 H28 H29

　 　 　

■評価指標及び実績

■事業概要
経済的に困窮した児童生徒の保護者等に対し，学用品費等就学に必
要な費用を支援することで，良好な就学環境の確保を図る。

経済的な困窮世帯等に対し，学用品費，給食費等就学に必要な費用
の支援を行う。

■事業の⽬的

教育環境 ミッション６：学びのセーフティネットの充実
6-1-1 施策１ 教育を受ける機会均等の確保

学校における経済的な⽀援
円

659,780,771
担当課：学事課

■平成28年度の実施状況
・小学校児童4,995名（うち被災児童101名）の保護者等に対して，学用品費，給食費等，就学に必要な支援を行った。
・中学校生徒3,006名（うち被災児童58名）の保護者等に対して，学用品費，給食費等，就学に必要な支援を行った。

■評価
・就学に係る保護者等の経済的負担の軽減が図られた。
・震災により被害を受けた保護者等についても経済的負担の軽減が図られ，児童生徒の教育を受ける機会が確保された。
・平成25年８月より生活保護基準が引き下げられたが，平成26年度から平成29年度までにおける就学援助の認定基準については現状維持とし
ており，他自治体の状況の調査・研究などの検証を進め，適切な制度運営を行っていく必要がある。

8,839名／690,217千円 8,533名／657,894千円 8,001名／615,702千円

費用支援対象者／支援額 　 　

6-1-2 施策１ 教育を受ける機会均等の確保

学校規模適正化推進

教育環境 ミッション６：学びのセーフティネットの充実

円

134,425,462
担当課：学事課・学校規模適正化推進室・学校施設課

■今後の展開・⽅向性
・中山間部の一定規模未満校には，小規模化の進行が著しい学校があることから，保護者等への情報提供や話し合いを迅速かつ丁寧に進
め，児童生徒にとってより良い教育環境が早期に実現できるよう取り組みを進める。
・一定期間以上過大規模校の状態が続くことが懸念される場合は，早い段階から対応策の検討を進める。

■事業の⽬的
市立小・中学校の小規模化に伴う課題の解消に努めるとともに，過大
規模化のおそれのある学校についての対応を計画的に行い，教育環境
の改善を図る。

「仙台市立小・中学校の一定規模確保に向けた方針及び過大規模校
化への対応方針」に基づき取り組みを進める。

H26 H27 H28 H29 H30

■事業概要

H31

　 　

■平成28年度の実施状況

　就学支援事業は，公平性の観点から対象者を漏れなく支援することが重要であることから，小・中学校を通じて保護者に対する各制度の周知
に努めているところである。今後も通知方法の工夫や，各区役所等と連携を図り，なお一層周知を徹底していく。

・意見交換会を実施することにより，小規模校の保護者等の考えや実情を把握することができた。また，継続して意見交換を行う関係性を構築
できた。
・通学区域の変更，学校の分離新設，仮設校舎の整備及び校舎の増築等を検討し，教室不足が懸念される学校の適切な教育環境の確保に努
めた。

・小規模化が進行した一定規模未満校の児童の保護者との意見交換を実施するとともに，その対応策について協議・検討を行った。
・過大規模校化が予測される学校について情報収集を行い，一定期間以上過大規模校の状態が続くことが見込まれる学校について，通学区域
の変更，学校の分離新設，仮設校舎の整備及び校舎の増築等を検討した。

■評価

過大規模校対応検討　２件

■評価指標及び実績

過大規模校対応検討　２件 過大規模校対応検討　２件

意見交換会実施校　０校 意見交換会実施校　10校 意見交換会実施校　14校

就学援助事業の実施

学校規模適正化推進にかかる取組み
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Ⅴ 学識経験者の意⾒（総評）              

  阿⼦島 佳美 ⽒ 

「平成28年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に基づいて教育委

員会が行った点検・評価（自己評価）の結果については，各資料をもとに各種教育事業を確認

したところ，全体として適切に行われていると判断したものである。 

平成28年度は，「仙台市教育振興基本計画2012－2016（第１期計画）」の最終年度であること

から，平成24年度から平成28年度までの５年間の振り返りも合わせて実施している。この第１

期計画の振り返りについては，５つの基本的方向に合わせた事業体系により，各施策の取り組

みの成果や課題等について，それぞれの成果目標が設定されていたが，実績の多くは項目の目

標値を上回り，計画通りに教育活動が進められてきたことがうかがえた。 

 平成28年度の施策の実績については，第２期計画（平成29年度から平成33年度まで）の体系

に基づき４つの基本的方向を設定するとともに，計画の進行管理においては，４つの類型の評

価指標のいずれかを設定している。平成28年度の各種教育事業の実績値は概ね目標値に近づい

ていた。 

 なお，今回，特に取り上げなければならないのは，「いじめ防止対策の総合的な推進」であ

る。教育委員会の最重要課題として今までにも数々の対策がなされてきていたが，本年も第三

の深刻な事案が発生したことを重く受け止め，問題点の把握と課題に対して真摯に向き合い早

急に改善してくことが望まれる。 

 また，地域とともに歩む学校づくりの取り組みである学校支援地域本部は，平成28年度には

全中学校区に配置が拡大し，学校・地域・家庭が連携した教育活動を行う場として定着してき

ている。今後はさらに，地域の人材を育成し，地域のネットワークを活用しながら地域ぐるみ

で安全な教育環境を整え，子どもたちの成長を見守っていくことができるよう期待したい。 

 さらには，仙台市に多数ある社会教育施設は，市民一人ひとりの学びの機会と活動を広げて

いるとともに，幅広い年齢層が学びの場として活用している。中には，自ら学んだ知識や経験

を生かして，来館者の学びの充実や高い満足感を得られるサービスの向上に大きな役割を果た

しているボランティア等として活躍している方々も多い。今後も来館者等のニーズに対応でき

る人材を育成し，継続して活動できるような研修等の充実を図ることも期待している。 

 このほか，仙台市には豊かな自然や伝統ある歴史・文化等の地域資源と，多くの大学や企業

等による学術資源も揃っているので，これらの豊かな資源を活用した学びが提供できるととも

に，魅力あるまちであることを，広く発信されることを期待する。 

 最後に，仙台市教育委員会及び教職員，そして，市民の皆様が，教育委員会の多大な事業に

関し，連携・協力しながら，着実かつ意欲的に実施・推進していることに敬意を表するととも

に，さらなる仙台市の教育の発展を期待している。 
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  ⽜渡 淳 ⽒ 
まず，仙台市教育委員会，教職員，保護者，仙台市民が一丸となって，児童生徒の育成及び

市民の学びと地域づくりに向けて，極めて多方面から真摯な取り組みを続けてきたことに敬意

を表したい。 

「第１期教育振興基本計画」がスタートしたのは，東日本大震災の翌年であった。それから

５年間の仙台市の取り組みは，学校や社会・文化施設の修復，被災した子供たちへの心理的ケ

ア等，震災の被害への対応と震災からの復興への対応を最優先に行うものであった。それらの

一環として行われた学校における防災主任の配置や仙台版防災教育実践ガイドの作成等の仙

台の「防災教育」実践が全国をリードするまでになったことは高く評価したい。 

第１期における仙台市の取り組みにおいて評価されるべき点は，第一に，「連携の充実」で

ある。例えば，学校と地域の連携の柱として「学校支援地域本部」の普及を目指し，全中学校

区に設置するまでになった。こうした取り組みは，これから導入される予定の新学習指導要領

が求める「社会に開かれたカリキュラム」を実施する土台作りになったと思われる。また，仙

台市は，学都仙台であり東北最大の都市であり，多くの大学，企業，ミュージアム等，多様な

リソースの蓄積がある。この強みを生かし様々な連携活動が行われてきた。例えば，東北大学

と連携して，仙台市独自の標準学力検査や生活・学習状況調査を実施し，それを基にして児童

生徒への指導を実施してきた。また，大学・企業・ミュージアムが連携することで，市民の学

びを多面的に広げることができた。 

第二は「人づくりの充実」である。例えば，「いきいき教員づくり研修構想」は，多忙化の

中でも効果ある研修をめざしてＯＪＴによる研修の充実を図るなど，特色ある研修を進めてき

た。また，教員の経験年数ごとに求められる資質能力を整理し，それを基にした研修の充実を

図ってきた。この度，教育公務員特例法が改正され，政令市も協議会を作成し，教員の資質能

力向上のための「指標」を作成することが求められるようになったが，この仙台の研修構想は，

「指標」を先取りするものとして，全国の教育委員会から注目を浴びている。また，社会教育

において多数の地域コーディネーターやボランティアの育成に力を入れてきたことも，人づく

りの一環として評価したい。 

第三は，「市民の学びと地域づくりの充実」である。社会教育施設が充実し多様な学びの機

会が市民に提供されているが，特に，そうした学びを地域づくりにつなげていこうとする「住

民参画・問題解決型学習推進事業」等は，成熟した民主主義社会の基盤を作るものとして注目

したい。 

第２期に向けて力を入れていただきたいことは，第一に，「いじめ問題」への対応である。

仙台市教育委員会が，これまで様々な面からいじめの防止・対応策を行ってきたことは評価す

るが，それでも深刻ないじめ自死事案が続いた現実をどう考えるか。子どもの命を守ることは

教育の最も根本的な役割であり，衆知を集めて対応策を考えて頂きたい。第二に，「変化への

積極的な対応」である。新しい学習指導要領がスタートすることに備えた対応策の充実や，「情

報化社会」に対応したＩＣＴ環境の整備と教育の充実，「地球温暖化」に対応した環境教育の

充実，普通教室への冷房設備の導入の推進，「グローバル化」に対応した外国人児童生徒・市

民への支援の充実等を図って頂きたい。第三に，「学問・文化・芸術の香り高い仙台」にふさ

わしい，児童生徒と市民のための芸術・文化活動の活性化と支援，及び，児童生徒と市民の読

書環境の整備に力を注いで頂きたい。 
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  佐藤 静 ⽒ 

震災後の困難な時期を通して現在に至るまで，仙台市では教育の全体計画の下に懸命な取組

を重ねてきたと評価するが，児童生徒の心や命に関わる重大な課題に直面している。そうした

課題に取り組むために新たな対応組織や相談・指導体制を整備し，担当教職員やスクールカウ

ンセラー，スクールソーシャルワーカー等を増員配置して取組体制を強化した。定着には時間

も必要と思われるが，その成果を期待したい。ここでは「学校教育」における喫緊の課題に焦

点を絞って私見を述べておきたい。 

不登校対策については，適応指導事業やサポート体制事業等の各種の取り組みが進んでいる

が，ここ数年来，不登校児童生徒数の増加がみられる。震災の影響だけでなく，その背景に学

校現場における学力支援や発達障害支援などに関連する未解決の複合的課題があることが推

測される。そのため，不登校児童生徒への支援とともに，適応の限界の表れである不登校状態

となる前の早期対応として，個々の児童生徒のニーズの把握と，それに応じた小学校段階での

対応・支援が特に重要と考える。例えば，勉強が遅れがちな児童に対する学習支援，対人・コ

ミュニケーション面に困難のある児童に対する教育的支援，さらにユニバーサルデザインの観

点を取り入れた校内環境・支援体制の整備等が課題となる。いずれも学校全体で取り組む基本

的課題であり，今後の不登校対策にそうした観点が反映されることを期待したい。 

いじめ対策については，いじめ防止の観点から，早期発見・早期対応，各種キャンペーン，

啓発資料や対応マニュアルの作成等の取り組みが行われている。より基本的な課題として，他

者と生活の場を共有するための共生の力の育成や，学校・学級生活の基盤となる集団づくりの

観点に立った実践的取り組みが必要と考える。例えば，人間関係を含む生活上の問題を乗り越

えるための感性やスキルの育成，ストレス対処や回復の力を身に付けるための心理教育的支援，

学校・学級経営に関わる教職員の資質やスキルの向上を図るための対策などが考えられる。心

のケアや自死予防対策も同様の観点から取組を進める必要があり，いずれも年齢段階に応じた

小・中学校の９年間を通した積み上げ式のカリキュラム／プログラムが求められる。すでに仙

台市では自分づくり教育の一環として各種の活動プログラムが展開しており，それらの有効活

用が期待される。 

言うまでもなく，児童生徒の心と命を守り育てる取組には，家庭及び学校生活を基盤とする

保護者と教職員の連携・協力が不可欠である。日々の学校・学級活動を通して，あるいはＰＴ

Ａ活動や地域連携事業等の機会を通して，保護者と教職員の一層緊密な協力関係を築くことが，

仙台市の教育に求められていると考える。 
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  梨本 雄太郎 ⽒ 

仙台市教育委員会が平成28年度に実施した事業を対象に行った自己点検・評価の結果につい

て，各種資料をもとに確認した。 

平成28年度は「仙台市教育振興基本計画2012-2016」（第１期）の最終年度にあたり，この枠

組みの中での事業全体の点検と，続く「第２期仙台市教育振興基本計画」の枠組みに基づく「生

涯学習」，「地域・家庭」の分野の点検を担当した。それぞれの項目において，評価指標の設定，

事業の実施状況の把握，今後の展開や改善策の提示などが適切に進められているといえる。ま

た，前年度の意見に対しても，多くの項目で適切な対応がなされており，教育活動の改善に生

かす努力が認められる。 

以上を勘案し，仙台市教育委員会による自己点検・評価は，全体として適切に行われている

と判断するものである。 

その上で，現時点での最も重大な課題は，新たな自死事案を出すに至った「いじめ」に関わ

る対策の強化である。平成26年及び平成28年に２件の自死事案が発生したことを受け，強い危

機感のもとで再発防止に取り組んできたが，結果として新たな事案の発生を防ぐことができず，

加えてそこに教員による体罰が絡んでいたことは，極めて深刻である。こうした事態を二度と

決して繰り返すことのないよう，市内のすべての教職員が力を結集し，抜本的な対策を講ずる

よう，改めてお願いしたい。 

問題は単なる「いじめ防止」にとどまるものではなく，より本質的な課題の設定が必要であ

ると考える。多様な相手との間に適切な人間関係を築き，また，集団（チーム）としてのプロ

ジェクトの中で効果的に課題を解決することができるスキルや態度は，ＯＥＣＤが示した

「キー・コンピテンシー」の中核を占めるものである。現代社会を生きる上で必須のこうした

力を育むことができるよう，学校の教育課程全体を通して，また学校外における子どもやその

周囲の大人の取り組みを通して，状況の改善を期待したい。 

加えて，これを機に，学校教育と生涯学習を切り離して考えがちな傾向についても，再考を

お願いしたい。限られた時間・空間の中での学校教育の枠組みを漫然と維持するのではなく，

生涯にわたる様々な場における学びという，より大きな枠組みの中のどこにどのように学校教

育が位置づけられるのか，本質的な検討が必要である。今回の計画でいえば学校・地域・家庭

の連携・協力といった取り組みも，こうした議論のもとで一層その重要性が認識できるはずで

あり，このような幅広い視野と長期的な展望の中で子どもの問題を捉えていく必要がある。 

最後になるが，仙台市の教育に携わる教職員及び市民の方々の熱意と努力に対し，改めて敬

意を表するとともに，仙台市の教育のさらなる充実発展を期待したい。 
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Ⅵ 総評を踏まえた今後の対応の⽅向性              

昨年度に引き続き，学識経験者の幅広い見地からのご意見をいただきながら，教育に関する

事務の「点検・評価」を実施した。 

総評としては，多くの施策が適切に行われており，また，評価指標の内容や，実施状況，自

己評価，今後の方向性等について，適切に点検・評価を実施している旨の評価をいただくとと

もに，教育行政を推進していくうえでの今後の課題や，期待される，求められる成果等につい

て貴重なご意見をいただいた。 

教育委員会としては，引き続き適切な目標設定の下，各施策を効果的かつ計画的に実施して

いくとともに，総評の中でご意見をいただいた以下の点に関しては，次のような方向で対応し

ていき，さらなる教育行政の充実を図ってまいりたい。 

 

○ 喫緊の最重要課題であるいじめ防止対策について，平成 29 年４月に発生した自死事案

を受け，問題点の把握と課題の早急な改善とともに，教育の根本的な役割である子ども

の命を守る対応策について，さらに，いじめ防止の基本的な課題としての他者との共生

の力の育成や集団として課題を解決する力の育成について等のご指摘・ご意見をいただ

いた。 

教育委員会として，三度尊い命が失われたことを痛切に受け止めており，平成 29 年４

月の事案の調査のみならず，これまでの取り組みに対する検証を進め，浮き彫りにされ

た課題に真摯に向き合い，教育委員会が果たすべき役割を再認識したうえで，自死を防

ぎ，いじめを防止するためのより具体で効果的な取り組みを構築のうえ，学校・教育委

員会が一丸となって取り組んでまいりたい。 

また，「仙台自分づくり教育」の取り組みを一層推進し，他者・社会とのかかわりの中

で自立して生きていくために必要な態度や能力を育んでいくとともに，道徳教育をはじ

め，普段の授業や学校生活を通じて自己を認め他者を思いやる心，適切な人間関係を構

築する力が育まれるよう，着実な取り組みを進めてまいりたい。 

 

○ 不登校児童生徒数の増加について，その背景にある複合的な課題を捉え，個々の児童

生徒のニーズの把握とそれに応じた小学校段階からの対応及び支援の重要性についてご

意見をいただいた。 

教育委員会としても，不登校にいたる背景として，児童生徒の状況やニーズの的確な

把握及び分析，それに基づく実効的な施策の構築が重要と考えており，外部の有識者の

力添えもいただきながら，総合的な不登校対策の推進に取り組んでまいりたい。 

 

○ 学校教育と生涯学習を切り離して考えがちな傾向を再考し，生涯における様々な場に

おける学びの中でどのように学校教育が位置付けられるのか，幅広い視野と長期的な展

望の中で子どもの問題を捉えるべきとのご意見をいただいた。また，関連して，地域の

人材を育成し，地域のネットワークを活用しながら地域ぐるみで安全な教育環境を整え

ることへの期待のご意見をいただいた。 
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第２期仙台市教育振興基本計画においては，「学校教育」と「生涯学習」という大きな

柱と並列に「地域・家庭」を基本的方向としたところである。学校をはじめとする様々

な教育資源が地域にあり，これらの活用により，子どもを含めた地域の方々が多様な学

びの機会を得ているとともに，このような環境の中で学校における教育活動が支えられ

ている。このことを改めて認識し，学校・家庭・地域の連携・協力を一層推進し，子ど

もたちの豊かな育ちを社会全体で支えていけるよう，地域とともに歩む学校づくりに取

り組んでまいりたい。 

 

○ 本市の社会教育施設においては，自ら学んだ知識や経験を生かしてボランティアとし

て活躍している多くの方々が施設のサービス向上に大きな役割を果たしており，今後の

人材育成や研修等の充実への期待をいただいた。併せて，本市の豊かな自然や伝統ある

歴史・文化等の地域資源や，多くの大学や企業等の学術資源といった豊かな教育資源を

活用した学びの提供と，魅力あるまちであることの発信についても期待をいただいた。 

  社会教育施設において習得した知識や技術を還元する取り組みは，本市の目指す教育

の姿「学びのまち・仙台」そのものであり，今後の定着と拡大が肝要と認識している。

引き続き，学びの場のみならず活躍の場の創出，提供を行い，また，取り組みにスポッ

トを当てたＰＲ等を通じて，市民への周知，取り組みの浸透を図ってまいりたい。 

 

○ 第２期計画期間においては，新しい学習指導要領のスタートや情報化社会，地球温暖

化，グローバル化といった「変化への積極的な対応」と，学問・文化・芸術の香り高い

仙台にふさわしい芸術・文化活動の活性化と支援，読書環境の整備といった「仙台市の

特徴を生かした教育の充実」に力を入れていただきたいとのご意見をいただいた。 

教育委員会としても，目指す教育の姿「学びのまち・仙台」の実現に向け，また，市

民の「時代の変化を受け止め，未来を切り開いていく力」を育んでいくためには，自ら

社会の変化に対応していく必要があるものと認識しており，計画期間を通じて，時代の

要請に応える学びの提供や環境の整備に努めてまいりたい。また，第２期計画では，「仙

台ならでは」の教育を「仙台カラー」として，次世代にも受け継ぎ進めていくため，アー

ト・学びによる地域発見プロジェクトなど，６つの重点施策を推進していくこととして

いる。これらの施策や関連する取り組みも含め，本市の特徴を生かした教育の充実に努

めてまいりたい。 

 

教育委員会の教育事務に関する「点検・評価」については，その結果を議会に報告し，

公表することにより，教育委員会の責任体制の明確化を図るものとして，地教行法により

義務付けられているものである。また，毎年の事務事業の結果を点検・評価し，その改善

策を検討し，これを実行に移す，そのＰＤＣＡサイクルの過程を公表していくことは，教

育委員会の果たすべき役割とその意義を広く市民に周知するものでもある。 

今後も，教育委員会が取り組む各施策について，学識経験者からの客観的・専門的ご意

見を伺いながら「点検・評価」を継続的に実施していくとともに，市民にわかりやすく丁

寧に説明することに努めながら，市民とともに歩む教育行政を推進してまいりたい。 
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Ⅶ 第１期仙台市教育振興基本計画の事業振り返り     

  基本的⽅向１ 「⼦どもたちの可能性を広げる学校教育を実現する」 
１－(１) 地域とともに歩む学校づくり                          

■主な取り組み状況 
【学校支援地域本部事業】 
・学校支援地域本部事業  

【協働型学校評価の推進】 
・協働型学校評価の実施と充実  

【学校と地域の連携・協働の推進】 
・防災教育の推進  

・嘱託社会教育主事  
・放課後子ども教室 
・土曜日の教育支援体制等構築事業 
・学びのコミュニティづくり推進事業 

●成果指標及び実績  

 

 
■取り組みの成果 
・学校支援地域本部の設置校は平成24年度は46校であったが，平成28年には全中学校区
への配置となる85校まで拡大し，学校・地域・家庭が連携した教育活動の場を着実に
広げることができた。 

・また，放課後子ども教室や学びのコミュニティづくり推進事業なども継続的に取り組
み，それぞれの事業をひとつの契機として学校と地域の連携が深まり，学校支援地域
本部への参加につながるなど相乗効果も見られるようになった。 

 
■今後の課題 
・学校と地域の連携が進むにつれて，地域コーディネーターなど事業の核となる人材の

確保・質の向上がより一層求められることから，より多くの人材が活動に参加するた
めの普及啓発や資質の向上を図るための研修等の充実が求められる。 

・それぞれの活動をとおして確立された学校と様々な団体等とのネットワークが，事業
終了後も継続的に機能していくような支援や，学校・地域・家庭にとって過度な負担と
ならぬよう，より効率的・効果的な活動の進め方などの継続的な検討が必要である。 

 
 
 
１－(２) 確かな学⼒の育成                             

■主な取り組み状況 
【学力・学習状況の把握と改善】 

・標準学力検査 
・生活・学習状況調査 

【教育指導手法の充実】 
・教科指導エキスパートの派遣 
・学力サポートコーディネーターの派遣 

【成果目標】 学校・地域が協働した教育活動が増える 

【成果指標等】学校支援地域本部設置校における活動日数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

12,000日 6,553日 8,151日 9,412日 11,248日 13,249日

【成果目標】 市民が学びの成果を発揮する機会が増える 

【成果指標等】学校支援ボランティア実人数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

12,000人 4,075人 5,465人 8,698人 11,028人 11,570人
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・小学校理科教育の充実 
・提案授業の実施 
・ＩＣＴを活用した授業の推進 

【きめ細かな授業の展開】 
・少人数指導の実施 
・中１数学少人数指導の実施 
・小学校高学年教科担任制の実施 

【安心して小学校生活をスタートするための取り組み】 
・幼保・小の連携 
・スタートカリキュラムの実施 
・小１生活・学習サポーターの配置 

【小・中９年間を通した系統的な教育の推進】 
・小中連携の推進 
・中学校区・学びの連携モデル事業 

●成果指標及び実績  

 

 
■取り組みの成果 
・標準学力検査と生活・学習状況調査の関連性の研究が進み，児童生徒指導への活用や
家庭での習慣の見直しにつながった。 

・教科指導エキスパートなどの派遣や少人数指導などのきめ細かな指導により，教員・
児童生徒の意欲の高まりや，教員の指導力，児童生徒の基礎学力の向上が図られた。 

・小中が連携し，指導体制・指導方法の改善に取り組むことで円滑な接続が図られ，中
学校への進学に不安を感じる児童が減少し，いわゆる「中１ギャップ」の緩和が見ら
れた。また，小中の教員同士の相互理解も進み，教職員の教育力が高まり，その効果
として，児童生徒に学習習慣や学習規律・生活規律の定着が進んでいる。 

 
■今後の課題 
・学力と生活・学習状況の関連性の分析，改善策の研究を継続するとともに，分析結果
をもとに，指導方法の改善を図るなど，学力の向上に結び付けていくことが重要であ
る。 

・教員の定年による大量退職に伴い，若手教員のさらなる指導力や資質の向上が求めら
れることから，教員ＯＢからなる教科指導エキスパートの派遣等による指導や，研修
体制の充実化を図っていく必要がある。 

・中学校区・学びの連携モデル事業の成果と課題の検証をもとに，より効果的な連携の
取り組みを全市に展開していく必要がある。 

 
 
 
 

【成果目標】 子どもたちの基礎的知識が向上する 

【成果指標等】仙台市標準学力検査の基礎的知識における目標値（期待正答率）と同等以上の児童生徒の割合 

       （小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小６国語 80.0％

算数 75.0％

72.0％

72.7％

78.3％

74.0％

67.3％

72.8％

76.1％ 

68.5％ 

72.3％

64.9％

中３国語 80.0％

数学 75.0％

76.4％

72.4％

75.0％

67.8％

80.8％

71.6％

76.7％ 

67.4％ 

72.8％

67.2％

【成果目標】 小・中９年間を通した系統的な学校教育が行われる 

【成果指標等】教員の相互乗入れ授業，生活・学習習慣づくり，自分づくり教育，学校行事・児童生徒活動等に

おける小・中が連携した活動数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

682回 

（63中学校区） 

453回 

（63中学校区） 

492回 

（63中学校区）

505回 

（63中学校区）

588回 

（63中学校区） 

623回 

（63中学校区）
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１－(３) 豊かな⼼の育成                              
■主な取り組み状況 
【道徳教育・情操教育の推進】 
・道徳教育の推進 
・学校における音楽・芸術の鑑賞会 

【児童生徒の心のケア推進】 
・スクールカウンセラー配置事業 
・さわやか相談員等配置事業 
・学校教育ボランティア相談員活用事業 
・心のケア緊急支援事業 
・震災に伴う児童生徒の心のケア 

【児童生徒の健全育成】 
・いじめ対策推進 
・自立支援指導員の派遣 
・インターネット巡視事業 
・スクールソーシャルワーカー活用事業 

【不登校児童生徒支援】 
・適応指導事業 
・学校支援体制事業 
・不登校支援ネットワーク事業 

・ハートフルサポーター事業 

・ボランティア養成・活用事業 

・不登校相談事業 

・保護者支援事業 

●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 
・児童生徒の豊かな心の育成ついては，生活・学習状況調査の関連項目で高い値を維持
することができたほか，あいさつ運動や清掃活動の充実が図られているなどの成果が
見られている。 

 ・いじめ対策推進については，いじめ対策専任教諭や，スクールカウンセラー，スクー
ルソーシャルワーカーなどの専門職を配置し，また，相談窓口の充実として24時間い
じめ相談専用電話の設置，いじめ防止「きずな」キャンペーンの展開などの取り組み
など，組織的な対応の強化や相談体制の拡充を図ってきた。 

・適応指導事業については，適応指導センター「児遊の杜」や適応指導教室「杜のひろ
ば」が，引き続き児童生徒の学校以外の居場所としての役割の一助を果たしている。
入級した児童生徒が様々な体験活動や個別の学習支援を通して，少しずつ自信を取り
戻し，自己肯定感や自己効力感が高まっている姿も見られた。また，中学校３年生の
進路選択においても，進路等の意識が高まり自立へのステップに結びついた。 

・不登校支援ネットワーク事業では，参加団体それぞれの強みやネットワークを生かし
て職場体験や訪問学習等を計画し，多くの児童生徒が活動に参加することができた。
進路相談会についても，中学校３年生に限らず，中学校１・２年生の保護者の参加も
見られ，進路選択に関する情報を早期から提供することができた。 

・ハートフルサポーター事業では，職場体験や訪問学，自然体験等の活動は，子どもた
ち自身が身をもって学び，体験することにより自己肯定感や集団への適応力を高める
ことにつながっており，一人ひとりの内面的な変容が見られ，元気が湧いてくるもの
になった。 

【成果目標】 子どもたちが人の気持ちを理解し，自分と他人を大切にしながら，楽しく学校生活をおくること

ができるようになる 

【成果指標等】仙台市生活・学習状況調査において「人の気持ちがわかるようになりたいと思う」と答えた児童

生徒の割合（小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

100％に近づける 
小６ 93.1％

中３ 95.1％

小６ 94.1％

中３ 95.8％

小６ 93.0％

中３ 95.3％

小６ 92.4％ 

中３ 94.0％ 

小６ 93.5％

中３ 95.0％
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■今後の課題 
全市立中学校におけるいじめ対策専任教諭や小学校への児童支援教諭の配置など新

たな対策を始めたところだが，いじめによる自死という大変痛ましい事態の発生を防
ぐことができなかったという重大な課題を抱えている。今後二度と同様の事態が起こ
らないよう，いじめの未然防止，早期発見，早期対応に徹底して取り組む必要がある。 
・スクールカウンセラーや学校教育ボランティア相談員の配置は，心の問題の早期解
決や未然防止などの効果があるため，人材の確保に努めるとともに，資質の向上を
図る必要がある。 

・震災に伴う児童生徒の心のケアは中長期的に対応していく必要があることから，引
き続き支援できる体制を整え，適切に対応することが求められる。 

・インターネット巡視事業によりインターネットを介したトラブルの未然防止に努め
ているが，ネットパトロールだけでは対応しきれない課題も生じていることから，
情報モラルの指導など予防のための取り組みを強化していく必要がある。 

・不登校児童生徒数が増加傾向にあることから，未然防止のために重要な初期対応が
適切に図られるよう，校内支援体制の充実などが求められる。また，適応指導施設
に入級した児童生徒の学校復帰に向けた支援として，より効果的な関わり方を探り，
計画的な支援を行っていく必要がある。 

 
 
 

１－(４) 健やかな体の育成                            
■主な取り組み状況 
【児童生徒の体力・運動能力向上推進】 
・運動能力・健康に係る調査の実施 
・トップアスリート派遣による授業支援 

【食育の推進】 
・学校における食育の推進 
・親子食育講座の実施  

【学校給食】 
・安全・安心な給食の安定的な提供 

【生活習慣の実態把握と望ましい生活習慣づくり】 
・生活・学習状況調査 

●成果指標及び実績  

 

 
■取り組みの成果 
・「児童生徒の体力・運動能力向上推進」では，トップアスリートの派遣による授業支援
や交流が，児童生徒の運動への興味関心の高まりや教員の指導力向上につながった。 

・「食育の推進」については，学校における食に関する指導の計画的な実施により，食事

【成果目標】 子どもたちの生活習慣や食習慣が改善する 

【成果指標等】仙台市健康実態調査において｢朝食を毎日食べる｣と答えた児童生徒の割合（小５・中２） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

100％に近づける 

小５男子 89.2％

女子 90.7％

小５男子 89.7％

女子 90.6％

小５男子 90.1％

女子 90.4％

小５男子 89.0％ 

女子 89.1％ 

小５男子 87.5％

女子 90.2％

中２男子 85.3％

女子 86.2％

中２男子 87.0％

女子 86.2％

中２男子 85.3％

女子 84.5％

中２男子 87.2％ 

女子 84.7％ 

中２男子 85.1％

女子 83.1％

【成果目標】 子どもたちの体力や運動能力が向上する 

【成果指標等】仙台市健康実態調査において｢週３日以上運動する｣と答えた児童生徒の割合（小５・中２） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小５男子 75.0％

女子 50.0％

75.9％

49.5％

73.0％

51.6％

 75.6％

49.7％

 74.1％ 

51.7％ 

72.4％

56.3％

中２男子 90.0％

女子 70.0％

86.8％

67.8％

88.9％

65.7％

89.0％

70.7％

 87.3％ 

 68.6％ 

87.6％

67.5％
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の重要性や食文化等への理解が深まったほか，親子食育講座の開催によって，子ども
の食習慣づくりを地域で支える意識の醸成や保護者への食育の啓発が図られた。 

 
■今後の課題 
・規則正しい生活が学習意欲や健全な体の成長につながることから，引き続き望ましい
運動習慣や食習慣の形成に向けた取り組みを進める必要がある。 

・トップアスリートによる授業支援や交流は，児童生徒のスポーツ選手への憧れや運動
意欲向上の点で非常に効果があることから，継続して実施することが求められる。 

・学校給食については，給食費の収納率向上に向けた厳正な対応が求められるほか，食
物アレルギー対応について，対象となる児童生徒が増加傾向にあることから，適切な
対応を進める必要がある。 

 
 
 

１－(５) 仙台⾃分づくり教育の推進                         
■主な取り組み状況 
【発達段階に応じた生き方教育の推進】 
・「たくましく生きる力」育成プログラム 
・カリキュラムづくり 
・仙台子ども体験プラザ事業 

【地域や社会と関わる活動の充実】 
・自分づくり教育（小・中・高での取り組み） 
・楽学プロジェクト 

【地域総ぐるみでの自分づくり教育の推進】 
・仙台自分づくり教育応援団 
●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 
・発達段階に応じた生き方教育として，授業プランやカリキュラムに改善を加えながら
計画的な指導を行ったほか，平成26年度に「仙台子ども体験プラザ」を開設し，児童
生徒が体験を通じて経済活動や生活設計についてより現実的かつ具体的に学ぶ場を提
供することができた。 

・各学校において職業講話や職場訪問，職場体験活動やインターンシップを行うことで，
児童生徒が望ましい勤労観や職業観を育み，自分の将来のあり方を考えることができ
た。 

・楽学プロジェクトに参加した児童生徒の感想には，働くことへの意欲の高まりや職業
に関する専門的知識の習得，講師の生き方や仕事への思いへの共感などの記述が多く
見られ，児童生徒の「自分づくり」の場を提供することができた。また，スタッフと
して関わる嘱託社会教育主事，ＰＴＡ，ジュニアリーダーにとってもネットワーク形
成の場となっている。 
 

■今後の課題 
・仙台子ども体験プラザで実施する各プログラムについて，学習効果が最大限得られる
よう，それぞれのプログラムの関係について整理を進め，内容の充実化を図っていく
必要がある。 

・また，各学校における自分づくり教育の取り組みが増加していることから，講師とな
る人材の確保や職場体験活動の受け入れ事業所を確保し，取り組みを強化していく必
要がある。 

【成果目標】 子どもたちの学習意欲が向上する 

【成果指標等】仙台市生活・学習状況調査において「勉強をとおして，新しいことがわかるようになるのは楽し

い」と答えた児童生徒の割合（小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小６ 92.0％

中３ 90.0％

90.3％

87.3％

89.8％

85.1％

89.4％

85.6％

89.6％ 

85.1％ 

89.4％

83.4％
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・近年，楽学プロジェクトへの参加申込数が講座の定員数を大きく超えており，抽選に
より講座を受講できない児童生徒が生じる状況にある。より多くの児童生徒の希望に
応えるために，会場やスタッフ確保の課題も含め，事業運営を工夫していく必要があ
る。 

 
 
 
１－(６) 特別⽀援教育の推進                              

■主な取り組み状況 
【特別支援学校や特別支援学級の充実】 
・教育課程編成・実施支援事業 
・就学支援推進事業 

【特別支援教育体制の充実】 
・特別支援教育実践研究協力校 
・特別支援教育コーディネーター養成・向上研修 
・特別支援教育中高連携推進事業 
・専門家チーム・巡回相談員の派遣 

【子どもたちの実情を踏まえた学習環境の充実】 
・特別支援学級指導支援員，特別支援教育指導補助員の配置 
・看護師やＯＴ・ＰＴ等の派遣 
・特別支援教育ボランティアの派遣 

●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 

各学校に対する具体的な指導助言や学校訪問，実践例の周知・啓発により，子ども
たちそれぞれの実態やニーズに応じた適切な対応を取ることができた。また，学校と
特別支援教育コーディネーターの連携を進めたほか，中高連携推進事業により特別支
援教育体制の強化が進み，学校間の引継ぎなどの充実が図られた。 

ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）等の対象児童生徒数の増加に
応じ，通級指導教室の段階的な増設や特別支援教育指導補助員・特別支援教育指導支
援員の配置を行うことで，学習環境の充実が図られた。 

 
■今後の課題 
・障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加の実現を目指した教育が引き続き求められ
ていることから，就学支援や教育課程の編成と実施など一人ひとりの実態に即した指
導・支援に取り組む必要がある。また，特別支援教育推進の核となる特別支援教育コー
ディネーターの資質向上を図り，学校との連携を確立していく必要がある。 

・共生社会の形成に向けて，障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育シ
ステムの構築が求められていることから，共生社会の実現に向けた相互理解の推進，
特別支援教育推進のための体制づくり，学校や教員の教育力の向上，切れ目のない支
援のための学校・機関の連携といった施策を推進することが必要である。 

 
 
 
１－(７) 教職員が⼦どもに向き合える体制づくりと⼒量の向上             

■主な取り組み状況 
【学校事務の改善と効率化】 
・学校間事務連携事業 

【成果目標】 障害のある子どもたち一人ひとりが学校で適切な支援を受け入れられる 

【成果指標等】仙台市発達障害の幼児児童生徒への教育支援に係る調査（Ｈ25年度から実施）において，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を作成している割合 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小学校 70.0％

中学校 60.0％

-

-

39.0％

29.0％

50.6％

39.4％

63.3％ 

55.2％ 

76.0％

70.4％
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・校務支援システム導入準備 
・学校事務例月報告ツールの開発・運用 

【教職員の意欲や力量の向上】 
・教員の授業力向上のための研修 
・いきいき教員づくり研修構想 

 
■取り組みの成果 
・学校事務の改善と効率化のため，学校間事務連携事業により学校間の情報交換を行い
ながら，日額旅費，超過・特殊勤務手当等の事務処理に共通して利用できる，学校事
務例月報告ツールを開発し運用を開始したことにより，一定程度業務の標準化・効率
化が図られた。 

・また，教職員の意欲や力量の向上については，授業づくり訪問によって学校の実情に
応じた具体的な支援を提供することができたほか，ワークショップ型の授業検討会の
展開など教職員相互が学び合いを通して授業力の向上に取り組むことができた。 

 
■今後の課題 
・学校教職員の在校時間は増加傾向にあり，学校現場の負担のさらなる軽減が求められ

ている。引き続き現行業務の進め方等を見直し，業務の改善も図りながら，校務処理
の効率化に効果的なシステムの導入を図る。 

・県費負担教職員の権限移譲に伴い，事務処理方法が県から市の制度に変更となること
から，校務処理支援のため学校事務例月報告ツールの開発・運用を行ったが，様々な
入力例への対応等，運用に係る課題を整理する必要がある。 

・教員自らが求められる力量を把握し指導力の向上を図れるよう，引き続き研修機会の
拡充や研修の質的向上に取り組むほか，学校現場におけるOJTをさらに推進する必要が
ある。 

 
 
 

１－(８) 魅⼒と活⼒ある⾼校教育の推進                       
■主な取り組み状況 
【特色ある高校づくり】 
・各高校での独自の取り組みの実施 
・各学校への就職支援員の配置       

【キャリア教育の推進】 
・各高校でのキャリア教育の実施 

 
■取り組みの成果 
・市立高等学校４校と中等教育学校１校において，各校の特色を生かした学校づくりに
取り組み，生徒の多様な個性を引き出す柔軟な教育の提供を図ってきたことにより，
進路選択の主体性が高まり，進路実績に結びついている。 

・インターンシップへの参加や職業講話の実施，工業高校の専門教育の中に企業実習を
組み入れるデュアルシステムの実施などが，生徒の内面的な成長や進路意識の向上に
つながった。 

 
■今後の課題 
・引き続き，学校ごとの取り組みの成果の検証を行い，より効果的な指導を行っていく
必要がある。 

・キャリア教育の推進では，各高校での取り組みの成果を検証し，引き続き協力企業の
負担軽減を図るとともに新規協力企業やこれから成長が見られる新しい分野の企業開
拓を進め，生徒の体験の機会を確保し，より効果的で多面的な指導を図っていく必要
がある。 
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■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

地域とともに歩む学校づくりの取り組みである学校支援地域本部は，平成 28 年度

には全中学校区に配置が拡大し，学校・地域・家庭が連携した教育活動の場を着実に

広げることができたことは評価できる。今後も，活動を継続していくために地域コー

ディネーターの育成や地域の人材を生かした取り組みが期待される。さらに，児童生

徒の豊かな心の育成のための道徳教育や，いじめ防止対策が重要視されていることに

も注目していきたい。また，仙台自分づくり教育として「仙台子ども体験プラザ」で

の体験や，職業講話・職場訪問等でも多くの地域力が発揮されることを期待している。

「地域とともに歩む学校づくり」の柱として「学校支援地域本部」の設置を着実に

進め，全中学校区に配置するまでに拡大したことは，仙台市の教育の特色の一つとし

て高く評価できる。次期学習指導要領において求められている「開かれた教育課程」

や「チーム学校」等，新しい学校教育の姿を実現するための基盤作りとなったと言え

る。「確かな学力の育成」に関しては，仙台市独自の標準学力検査と生活・学習状況

調査を実施し，その分析・研究に基づいた児童生徒への指導を着実に行ってきたこと

は高く評価できる。ただし，数値的には，子どもたちの基礎的知識の全体的な向上に

はつながっておらず，よりきめ細かで総合的な対策が必要と思われる。 

学校支援地域本部の活動日数やボランティア実人数が増加し，着実な推進が認めら

れる。学力や体力面，自分づくり教育にはなお課題が残っており一層の推進が必要で

ある。特別支援学級における個別支援の取組は充実してきているが，通常学級におけ

る発達障害支援については一層の充実が必要である。豊かな心の育成をめぐって，い

じめ防止・不登校支援・自死予防に関する喫緊の課題が残っており，一層の取組が求

められる。 

学校支援地域本部の設置校数や活動日数，学校支援ボランティアの活動人数などが

順調な伸びを見せているのに対し，学習意欲や体力・運動能力など子どもの状況に変

化が見られないのが気になるところである。これらの成果は追って出るものと考えら

れるが，地域学校協働活動や仙台自分づくり教育をさらに推進していく際，これらが

何のための取り組みなのかを当事者それぞれが確認し，質的充実につながるよう期待

したい。 
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  基本的⽅向２ 「家庭での親と⼦の学びを応援する」 
 
２－(１) 親が学ぶ機会の充実                            

■主な取り組み状況 
【親が学ぶ機会の充実】 
・子育て講座の実施 
・市民センター事業（家庭教育推進事業） 
・ＰＴＡ活動の支援  

 
■取り組みの成果 

新入学児童の保護者を対象とした子育て講座の実施校数の拡大により参加者数が増
加し，保護者が学び，考え，交流する機会が拡充された。また，ＰＴＡ活動の支援を
通して，保護者が学校と一体となって学ぶ機会の充実に寄与した。 

 
■今後の課題 
・子どもたちを取り巻く環境の変化を受け，家庭教育の重要性も高まっていることから，

保護者が学ぶ機会の充実がより一層求められる。 
・新入学児童対象の子育て講座については，学校によって就学時健康診断の際の講座開
催が難しい場合もあることから，他の機会を活用するなど工夫しながら，実施校の拡
大に努める必要がある。 

・共働き家庭の増加など社会状況の変化が見られることから，保護者がより参加しやす
いようニーズの把握に努めながら，それぞれの事業内容や実施方法を検討する必要が
ある。 

 
 
 

２－(２) 基本的な⽣活習慣づくり                          
■主な取り組み状況 
【基本的な生活習慣づくり】 
・親子食育講座の実施 
・望ましい生活習慣づくりの普及啓発 

 
■取り組みの成果 
・学校・家庭・地域が連携して親子食育講座を実施することにより，家庭だけでなく地
域全体で，子どもの食習慣づくりを支える意識の醸成につながっている。 

・また，東北大学と連携して進めている「学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト」
の分析の内容をまとめたリーフレットを児童，生徒，保護者に配付し，健康的な生活
習慣の重要性を広く普及啓発することができた。 

 
 
■今後の課題 
・親子食育講座の実施校数は横ばいとなっているが，時間の確保が困難で実施に至らな
い学校もあり，また，共働き家庭の増加など社会状況の変化があることから，学校側
の負担にも配慮しながら具体的な実施方法を検討し，実施校の拡大に努める必要があ
る。 

・生活・学習状況調査の関連項目では，運動習慣を除き，学年が進むにつれて生活習慣
が乱れる傾向が見られることから，引き続き東北大学と連携して科学的な視点からの
分析を行い，望ましい生活習慣の普及啓発に取り組む必要がある。 
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２－(３) 親⼦が⼀緒に学びふれあいを深める機会の充実                

■主な取り組み状況 
【親子が一緒に学びふれあいを深める機会の充実】 
・家庭学習ノート仙台 
・市民センター事業（家庭教育推進事業） 
・親子食育講座の実施  
・学びのコミュニティづくり推進事業  

●成果指標及び実績 

 

 
■取り組みの成果 
・親子が一緒に家庭学習を進めるためのツールとして全市立小学校３年生と５年生に配
付している「家庭学習ノート仙台」の活用により，家庭での学習習慣の定着が図られ
るなどの成果が見られた。 

・また，市民センターにおける親子ふれあい講座等や親子食育講座の継続的な実施など
により，親子のふれあいの機会の拡充が図られた。 

・学びのコミュニティづくり推進事業では，子どもたちの健やかな成長を見守るネット
ワークが生まれ，子どもの体験活動の拡大につながった。 

 
■今後の課題 
・「家庭学習ノート仙台」は家庭によって取り組み状況に差異が見られることから，活用
の仕方をよりわかりやすく情報提供するなど，児童及び保護者に対して働きかけていく
必要がある。 

・共働き家庭の増加など社会状況の変化があることから，親子で参加する講座などは開
催日時の配慮や内容の充実など，より参加しやすい環境づくりを意識しながら進めてい
く必要がある。 

・学びのコミュニティづくり推進事業については，３年間の事業委託期間終了後も継続
して活動できるよう，研修会や情報交換会の場を設けるなど，引き続き支援を行ってい
く必要がある。 

 
 
 

２－(４) 家庭教育を応援する地域づくり                       

■主な取り組み状況 
【家庭教育を応援する地域づくり】 
・託児ボランティア養成 
・学びのコミュニティづくり推進事業  
・市民センター事業（家庭教育推進事業） 

 

【成果目標】 子どもたちが家庭学習に意欲的に取り組むようになる 

【成果指標等】仙台市生活・学習状況調査において「１日あたりの家庭学習時間が１時間以上」と答えた児童生

徒の割合（小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小６平日 50.0％

休日 50.0％

46.6％

45.3％

45.3％

45.3％

47.0％

47.2％

48.1％ 

48.8％ 

47.9％

46.1％

中３平日 50.0％

休日 65.0％

47.6％

63.5％

45.0％

63.2％

47.6％

63.4％

45.6％ 

62.0％ 

46.9％

63.1％

【成果目標】 親子が一緒に学びふれあいを深める機会が増える 

【成果指標等】仙台市生活・学習状況調査において「家の人にしっかり話を聞いてもらっている」と答えた児童

生徒の割合（小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小６ 90.0％

中３ 85.0％

84.9％

84.0％

85.1％

83.5％

85.0％

83.3％

84.8％ 

84.0％ 

87.5％

86.5％
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■取り組みの成果 
異なる世代や地域の方々との交流する場や体験活動の場を提供することによって，

親子が一緒に学び，ふれあいを深める機会となった。これに加えて家庭教育を支援する
地域のネットワーク構築につながるなどの成果も見られた。 

 
■今後の課題 

学校・家庭・地域の様々な団体が連携を図りながら，地域全体として家庭教育を支援
していくために，研修会等を通して情報を提供し，各団体間の活動の活性化を図ってい
く必要がある。 

また，市民センターの講座において託児のニーズがある一方で，託児ボランティア
登録者数は減少傾向にあることから，託児ボランティア育成の取り組みの強化を図る
必要がある。 

 
 
 

２－(５) ⼦どもの教育に関する相談⽀援                       
■主な取り組み状況 
【子どもの教育に関する相談支援】 
・スクールカウンセラーによる保護者支援  
・不登校に関する保護者支援  

・不登校相談事業 
・保護者支援事業 

・スクールソーシャルワーカーによる保護者支援  
 

■取り組みの成果 
・スクールカウンセラーを学校へ配置し，保護者が専門家に具体的な相談をしやすい環
境づくりをしたことで，保護者の不安の軽減に寄与した。また，教育委員会にスクー
ルソーシャルワーカーを配置し，福祉的な視点からより幅広い助言指導を行うことに
より，保護者の課題整理につながり，保護者が安心して児童生徒や学校・関係機関と
向き合えるようになった。 

・また，不登校に関する保護者支援については，適応指導センターにおける相談事業の
ほか，不登校状態にある子どもを持つ親同士の交流の場を提供するなどの支援ことで，
保護者の不安や悩みの軽減が図られた。 

 
■今後の課題 
・全国的に臨床心理士の需要が高まり，スクールカウンセラー就任希望者が減少してい
るため，スクールカウンセラーの継続的な確保に加えて，経験の浅いスクールカウン
セラーのための相談体制や新規スクールカウンセラーの育成が求められている。また，
不登校児童生徒数は増加傾向にあることから，適応指導や不登校支援ネットワーク事
業等の不登校児童生徒支援体制の強化と合わせて，保護者に対する相談や支援の場を
拡充していく必要がある。 
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■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

親子が一緒に学びふれあいを深める機会の充実を図るために，新入学児童の保護

者を対象にした子育て講座の実施や親子食育講座の開催，また，健康的な生活習慣

の重要性を広く普及啓発している取り組みは評価できる。一方，家庭学習ノートの

活用をよりわかりやすく保護者に情報提供したり，スクールカウンセラーの配置や

子どもの教育相談を支援する場の拡充を学校から積極的に保護者に発信していくこ

とも期待される。さらに，家庭教育を応援する地域のネットワークの構築にも期待

している。 

「基本的な生活習慣づくり」は児童生徒の健康や学力の向上の基礎となるもので

あり，東北大学と連携して科学的視点から分析を行った結果をリーフレットにまと

めて保護者と児童生徒に配布し望ましい生活習慣について啓発活動をしていること

は高く評価したい。また，「家庭学習ノート」を配布して，家庭での学習習慣の定着

を図ろうとする試みも評価に値する。今後は，これらの情報や家庭学習のツールを

より効果的に活用するための工夫を行い（例えば，「家庭学習ノート仙台」の配布対

象を現在の小学校３年生・５年生から全学年に拡大すること等），成果を出せるよう

取り組んで頂きたい。 

家庭における学びの取組が継続的に進んでいるが，今後，児童生徒の家庭学習を充

実させる工夫とともに，児童生徒の学校適応の基盤となる子育て支援に通じる保護者

の学びの機会を保障・充実させることが重要と考える。専門的な支援スタッフとして

の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有効活用に期待するが，予

算・人材確保になお課題があり，適切な採用・配置計画を進めることが望まれる。 

子育て中の親としての学習と市民としての学習とは，本来結びついて行われるべき

ものである。それだけに，市民センターにおける託児サービスの充実や講座等の開催

日程の工夫など，学習環境の整備にさらに力を入れることが期待される。 
また，「家庭学習ノート仙台」の活用が学力向上につながるかどうか，引き続き取

り組みの成果に注目したい。 
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  基本的⽅向３ 「市⺠⼀⼈ひとりの学びの機会と活動を広げる」 
 
３－(１) 社会教育施設の機能の充実                          

■主な取り組み状況 
【社会教育施設の運営】 
・せんだいメディアテーク運営管理 
・科学館運営管理 
・天文台運営管理 
・市民センター運営管理 
・図書館運営管理 
・博物館運営管理 
・歴史民俗資料館運営管理 
・富沢遺跡保存館運営管理 
・縄文の森広場運営管理 
・泉岳自然ふれあい館運営管理 
・大倉ふるさとセンター運営管理 

【学習資料の充実と適切な情報提供】 
・図書資料の充実 
・震災の記録・市民協働アーカイブ 
・学びに関する情報の提供 

【社会教育施設職員の力量向上】 
・社会教育施設職員研修 
●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 
・社会教育施設において，各施設の専門性を生かしたイベントの開催や学習情報の提供
等を実施するとともに，社会教育施設職員等への研修を実施し資質の向上に取り組ん
だ。 

・「３．１１震災文庫」や「３がつ１１にちをわすれないためにセンター（わすれン！）」
の継続的な運営など，震災・復興関連の記録をはじめ，資料の収集や情報提供にあたっ
ては，各施設の機能を発揮し，市民や各種団体等と連携しながら取り組むなどの成果
が見られた。 

 
■今後の課題 
・各社会教育施設の機能の充実に向けて，各種機関・団体との連携強化による専門性の

高い情報提供や，効果的な研修などによる施設職員やボランティア等の資質向上を図
り，施設の魅力を高めていく必要がある。また，入館者数の増加に向けた積極的な広
報活動など，情報発信力を強化し，各施設と市民などを繋ぐ取組が求められる。 

・震災の記憶が風化しないよう，引き続き市民協働による震災・復興の記録の保存・活
用を図り，未来へ引き継いでいく必要がある。 

 
 
 
３－(２) 読書活動の推進                               

■主な取り組み状況 
【子ども読書活動の推進】 
・子ども読書活動推進計画の総合的な推進 
・子供図書室運営 

【成果目標】 社会教育施設が市民や社会のニーズに応えられるようにする 

【成果指標等】図書館における図書貸出冊数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

4,680,000点 4,049,088点 4,111,793点 4,135,156点 4,264,323点 4,157,025点 
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・学校における読書活動の推進 
・学校図書室等開放   

【図書館機能の充実】 
・図書館運営管理 
●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 
・図書館，学校，地域等の関係機関の連携により，おはなし会の実施や各学校における
朝読書の取り組み等，子どもが本と親しむ機会を提供し，子どもの読書活動の推進に
努めた。 

・また，仙台市図書館振興計画に基づき，利用者ニーズを把握しながら，震災に関する
資料も含め，様々な資料の収集・保存・提供を行い，また，博物館等他の施設と連携
した講座を開催するなど，特色ある図書館づくりに努め，支援の拠点としての役割を
一定程度果たした。 

 
■今後の課題 
・生活・学習状況調査の結果では，読書習慣がある児童生徒の割合は横ばいであること
から，読書習慣の定着に向けた環境づくりをより一層推進していく必要がある。 

・地域の情報拠点としての図書館の役割が引き続き重要であることから，利用者ニーズ
を的確に把握しながらサービス向上に努めるとともに，イベント等の普及啓発により
利用者層の拡大を図り，より身近で利用しやすい図書館づくりを推進していく必要が
ある。 

 
 
 
３－(３) ⽂化・芸術に親しみ活動する機会の充実                   

■主な取り組み状況 
【文化・芸術に親しみ活動する機会の充実】 
・学校における音楽・芸術の鑑賞会 
・市民センター事業（文化・芸術系講座） 
・アート・メディアを利用した市民力育成事業 
・市史活用推進事業 

 
■取り組みの成果 
・学校における音楽・芸術の鑑賞や市民センター，せんだいメディアテークにおける企画事

業の実施などにより，文化芸術に触れる多様な機会を提供することができた。 
・市民参加型の事業は地域のつながりや交流の場となり，新たなネットワークの構築にも寄

与した。 
 
■今後の課題 

文化・芸術に触れることは，市民生活を豊かにするだけでなく，市民の創造力を育み，
地域の活力を高める効果が期待されることから，引き続き様々な事業を企画し，機会の充
実を図る必要がある。 

 
 
 
 
 

【成果目標】 子どもの頃から市民が読書に親しむようになる 

【成果指標等】仙台市生活・学習状況調査において「家や図書館でふだん（月～金）１日に30分以上読書する」

と答えた児童生徒の割合（教科書・参考書・まんが・雑誌を除く）（小６・中３） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

小６ 50.0％

中３ 40.0％

38.9％

33.6％

36.9％

34.4％

38.6％

34.9％

39.0％ 

30.8％ 

39.3％

30.8％
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３－(４) 地域スポーツ活動の充実                           
■主な取り組み状況 
【地域スポーツ活動の充実】 
・学校体育施設開放 
・市民センター事業（スポーツ系講座） 

 
■取り組みの成果 
・学校体育施設の開放や市民センターでのスポーツ系講座の実施により，市民が身近な
場所で気軽にスポーツをする環境を提供するとともに，学校と地域あるいは地域住民
同士とが連携する機会につながった。 

・学校体育施設の開放においては平成26年度から利用団体登録制とし，利用者及び地域
住民が運営に参加する方式とした。これにより学校施設の活用の適正化が図られた。 

 
■今後の課題 

引き続き地域に密着した事業となるよう実態の把握に努めながら，スポーツ活動の
機会の充実を図る必要がある。 

 
 
 
３－(５) 仙台の歴史と⽂化の継承と発信                       

■主な取り組み状況 
【仙台の歴史と文化を学ぶ機会の充実】 
・博物館運営管理 
・歴史民俗資料館運営管理 
・富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム）運営管理 
・縄文の森広場運営管理 
・市史活用推進事業 

【史跡の整備】 
・郡山遺跡整備事業 
・仙台城跡整備推進事業 
・陸奥国分寺・国分尼寺跡整備事業 

【文化財の保全と活用】 
・文化財の調査・指定・登録 
・日本遺産 
・埋蔵文化財の発掘調査 
・文化財普及啓発事業 

  
■取り組みの成果 
・歴史・文化に係る社会教育施設が地域団体やボランティア等と連携し，市民の学習支
援に取り組んだ。 

・仙台城跡の災害復旧や陸奥国分寺跡の整備を計画的に実施するなど，文化財の保全活
動や史跡整備を着実に進めることができた。 

 
■今後の課題 
・震災以降，発掘の調査成果や災害の歴史，地域の歴史に対する市民の関心が高まって
おり，引き続き社会教育施設における市民の学習支援や文化財の保全，史跡の整備に取
り組むとともに，震災を含め仙台の歴史と文化を未来に引き継いでいくための取り組み
を推進していく必要がある。 

・そのためには，社会教育施設におけるボランティアの積極的な展示解説や，史跡整備
のための発掘調査の再開・継続による遺跡情報の蓄積が重要である。 
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３－(６) 現代社会の課題について学ぶ機会を広げる                  
■主な取り組み状況 
【学校教育における取り組み】 
・環境教育の推進 
・福祉教育・人権教育の推進 
・「仙台版防災教育」の推進 
・情報教育の充実及び情報モラル教育の推進 
【生涯学習分野における取り組み】 
・市民センター事業（現代的課題講座） 
・歴史的資源を通した学びの機会の提供 

●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 
・学校教育においては，児童生徒が主体的に身近な環境活動に取り組む「杜の都のエコ
スクール活動」や体験的な学習を重視した人権教育などに取り組み，特に震災を踏ま
えた仙台版防災教育は，学校でのより実践的な避難訓練や故郷復興プロジェクトの実
施などによって，児童生徒のみならず，家庭や地域と連携した取り組みにつながった。 

・生涯学習の分野でも，市民センターにおける現代的な課題をテーマにした講座の開催
や市内の遺跡等の過去の災害の痕跡など歴史的資源を活用した学びの機会の提供など
に取り組んだ。 

・情報モラル教育においては，児童生徒が情報社会で適正な活動を行うための基になる
考え方と態度を身に付けることができるように，平成27年度に作成した「情報モラル
教育実践ガイド」の見直しを図り， 小中学校の学習活動例を増やした。また家庭の啓
発を行うために，家庭用啓発リーフレットを作成し，各家庭に配布するとともに，各
学校へリーフレットの活用の仕方を示した。 

 

■今後の課題 
・情報化社会の進展に伴うインターネットを介したトラブルや，目まぐるしく変化する

社会状況に対応する力を養っていくため，児童生徒や市民一人ひとりが主体的に取り
組んでいけるような実践的な教育を進めていく必要がある。 

・震災の記憶の風化が懸念されるほか，豪雨や竜巻などこれまであまり見られなかった
自然災害の頻発など，災害リスクが高まっていることから，市民一人ひとりが災害時
に自ら考え行動できるよう，防災対応能力を身に付けることが求められる。 

 
 
 
 

３－(７) 学び直しや新たなチャレンジへの⽀援                    
■主な取り組み状況 
【学び直しや新たなチャレンジへの支援】 
・仙台大志高等学校における科目履修生受け入れ 
・高等学校開放講座 
・学び直し講座 

  
■取り組みの成果 

高等学校が持つ施設と人的資源を活用することにより，市民へ質の高い学びの機会
を提供することができた。 

 

【成果目標】 子どものころから市民が自然災害についての正しい知識や，自分で考え行動する防災対応力を身

につける 

【成果指標等】様々な時間帯や場所を想定した避難訓練や引渡し訓練，集団下校訓練の実施校数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

全校で実施 161校 187校（全校） 187校（全校） 186校（全校） 184校（全校）
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■今後の課題 
受講者数の伸び悩みが課題であることから，より魅力的で効果的な事業となるよう，

市民ニーズを的確に把握し内容を充実させるとともに，広報の強化による事業の普及
啓発に努めていく必要がある。 

 
 
 

３－(８) 多様な連携による多彩な学びの創出                     
■主な取り組み状況 
【ミュージアム連携】 
・仙台・宮城ミュージアムアライアンス（ＳＭＭＡ） 
・仙台歴史ミュージアムネットワーク 

【大学・民間企業・市民団体等との連携】 
・サイエンススクール 
・楽学プロジェクト 
・学びのコミュニティづくり推進事業  

【学校の教育資源の活用】 
・社会学級 
・マイスクールプラン21推進事業 

【社会教育施設と学校との連携】 
・図書館における学校連携事業 
・科学館学習 
・天文台学習 
・博物館における学校連携事業  
・市民センター事業（学校連携事業）  

  
■取り組みの成果  
・ミュージアム連携，学校・社会教育施設と大学・民間企業・市民団体等との多様な連
携による事業の実施によって，多面的な学びの場を提供するなどの成果が見られた。 

・ミュージアム連携においては，「ミュージアムユニバース」や「ＳＭＭＡ見験楽学ツアー」
等の実施により，幅広い市民に対しミュージアムや地域資源の魅力を再発見する機会
を提供できた。 

 
 
■今後の課題 
・ミュージアム連携は，市民への多面的な学びの場の提供だけでなく，施設間のネット
ワークの構築により各施設の事業にも良い影響を及ぼしていることから，より一層の
連携強化に努める必要がある。 

・大学や企業等と連携することでより高度で先進的な情報に触れる機会が得られ，子ど
もたちや市民の興味・関心が高まることから，引き続き連携を進めていく必要がある。 

・社会教育施設と学校との連携は，学校の授業だけでは得られない，体験を通じて学習
できる機会となっていることから，今後も一層の取り組みが求められる。 
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  ■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

仙台市は社会教育施設が多数あり，市民一人ひとりの学びの機会と活動を広げる

とともに，学校教育でも各学年で社会教育施設を利用した学習が行われ，子どもの

頃から社会教育施設を利用できていることは評価する。また，各社会教育施設から

は専門性の高い情報提供や施設職員・ボランティア等の資質向上を図る研修も行わ

れていることは評価できる。さらに，ミュージアム連携や大学・民間企業・市民と

のより一層の連携強化が期待される。なお，図書館も学校との連携により子ども読

書活動の推進に努めているほか，仙台版防災教育の推進など，仙台独自の取り組み

にも期待している。 

仙台市民一人ひとりの学び場として，社会教育施設の重要性はますます増加して

いると思われる。多彩な施設と活動の機会を提供してきたことは高く評価される。

また，特に，震災の記録を残し，それを伝えて風化させない取り組みも市民の学び

として重要であり，今後も継続して頂きたい。仙台市が特に多く持っている様々な

学びの資源(大学，企業，ミュージアム等)を連携させることで，市民の学びが多面

的に広がると同時に，それらの機関・施設自体の事業にもよい効果を及ぼしており，

今後も，様々な形での「連携」を進めて頂きたい。また，文化・芸術は市民生活を

豊かにするものであり，これらに親しみ活動する機会を，より一層充実させて頂き

たい。 

図書館の利用状況は市民の学びを反映する一つの指標となるが，図書貸出冊数に

は横ばい傾向がみられる。近年の情報機器や情報メディアの拡大に伴って，情報形

態は多様化しており，今後，学びの指標や内容について検討する必要がある。仙台

市の貴重な文化資源である博物館や天文台，科学館，メディアテーク等の文化・科

学施設の一層の活用の工夫とともに，大学や企業，市民団体や個人との学びの連携

促進を期待する。 

震災の記憶の風化が進む一方で，新たな種類の災害の発生リスクも高まっており，

こうした課題に取り組む教育活動をさらに充実させる必要がある。その他の現代的

課題に関わる活動の充実のためには，企業・ＮＰＯ・大学などの団体・機関との連

携協力や，教育行政と首長部局との連携等が必要であり，この点についてさらなる

工夫を期待したい。 
読書活動の推進については，指摘されている通り，図書館の役割が重要であり，

質量ともに充実に努めていただきたい。 

131



 

  基本的⽅向４ 「⼈と社会をつなぐ豊かな学びを創出する」 
 
４－(１) 多世代のつながりや様々な体験を通した学びの充実               

■主な取り組み状況 
【体験活動の機会を提供する社会教育施設の運営】 
・泉岳自然ふれあい館運営管理 
・大倉ふるさとセンター運営管理 

【多世代のつながりや体験を通して学ぶ事業の実施】 

・市民センター事業（伝統行事・自然体験系講座） 

・ジュニアリーダー育成支援事業 

・放課後子ども教室 

・土曜日の教育支援体制等構築事業 

・学びのコミュニティづくり推進事業 

 
■取り組みの成果 

泉岳自然ふれあい館では，これまで泉岳少年自然の家が担ってきた学校の利用に加
えて，一般市民にも開放する施設となる等，教育課程に基づく学習活動の支援や幅広
い世代の利用者へ学びの場を提供している。このようにこの社会教育施設では環境や
特徴を活かし，体験活動や自然と触れ合う機会を提供することができている。 
また，学校，地域，市民センターなど様々な団体が連携して放課後子ども教室や社

会教育推進事業に取り組むことで，多世代の市民の交流が進むなどの成果が見られた。 
 
 
■今後の課題 
・多世代の市民の交流により生み出された地域のネットワークが継続的に機能していく
ためには，地域コーディネーターやボランティアの存在が欠かせないため，人材の確
保や育成に取り組む必要がある。 

 ・また，ジュニアリーダーの登録者数が着実に増加しており，将来的に地域活動の核と
なることが期待されることから，引き続きジュニアリーダーの育成や活動支援に取り
組む必要がある。 

 
 
 

４－(２) ⾝近な学校を活⽤した地域の学びの輪の創出                   
■主な取り組み状況 
【学校を活用した学びの事業の実施】 
・マイスクールプラン21推進事業 
・学校図書室等開放 
・学校体育施設開放 
・学校支援地域本部事業 
・社会学級 

 
■取り組みの成果 

学校施設を開放して地域の生涯学習の場として提供することで，豊かな学びや地域
住民の交流が促進されたほか，マイスクールにおいては，児童や親子を対象とした企
画が増加するなど，学校と地域の連携が深まる契機となった。 

 
■今後の課題 
・事業の実施により学校と地域の連携が深まり，学校支援につながる例も見られるが，

学校教育の支障にならない範囲での活動が前提となるため，各校の施設の状況や様々
な事情を細かく把握しながら事業を進める必要がある。 
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・余裕教室の減少，コーディネーターや管理指導委員の確保など，実施校の拡大には課
題がある。事業の継続性の観点から，次に続く人材の発掘・育成が必要である。 

・学校施設を日頃から活用することで，地域にとって学校が身近になり，災害時の避難
所運営が円滑になることが期待できることから，引き続き学校を活用した事業の充実
に努める必要がある。 

 
 
 
４－(３) ⼦どもの育ちを⽀える地域づくり                         

■主な取り組み状況 
【子どもの育ちを支える地域づくり】 
・放課後子ども教室 
・土曜日の教育支援体制等構築事業 
・学びのコミュニティづくり推進事業 
・市民センター事業（地域社会教育推進事業） 
・学校支援地域本部事業 
・ＰＴＡ活動の支援  

●成果指標及び実績 

 
■取り組みの成果 

市民センターや地域の団体等が連携して事業を行うことで，子どもと地域の交流が
生まれ，そうした生涯学習事業に参加した地域住民が学校支援に取り組むようになる
など，地域で子どもを育てる意識が醸成されている。 

 
■今後の課題 
・各事業の実施には，地域コーディネーターやボランティアの存在が欠かせないため，

その人材確保・育成に取り組む必要がある。 
・学校支援地域本部の設置によって，地域ぐるみで子どもを育てる体制が全市的に構築

されており，それぞれの生涯学習事業と相互に効果的に事業展開するよう留意してい
く必要がある。 

 
 
 
４－(４) まちづくりにつながる社会教育の推進                     

■主な取り組み状況 
【まちづくりにつながる事業の実施】 
・住民参画・問題解決型学習推進事業 
・若者社会参画型学習推進事業 
・市民センター事業（地域社会教育推進事業） 

【まちづくり活動を支える人材の育成】 
・嘱託社会教育主事  
・社会教育施設職員研修   
・地域コーディネーター育成研修  
 

■取り組みの成果 
市民センターと地域住民や若者が協働で地域課題の解決に取り組むことによって，参

加者の地域社会への参画意識の高まりにつながった。 
 
 

【成果目標】 子どもたちが地域や社会と関わることの大切さを学ぶ機会が増える 

【成果指標等】市民センターの学校連携事業の参加延べ人数 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

41,000人 38,115人 39,719人 37,579人 40,502人 41,137人
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■今後の課題 
・市民センターが有する地域のコーディネート機能やさまざまな地域資源の情報を活用

し，事業内容の充実や活動に参加する対象者層の拡充などに取り組んでいく必要があ
る。また，事業により発見した地域の課題や魅力について，区役所，関連団体等と情
報を共有し，課題解決や地域の活性化に効果的に生かしていくことが求められる。 

 
 
 
４－(５) 学びの成果を⽣かす仕組みづくり                      

■主な取り組み状況 
【地域や社会と関わる大切さを学ぶ機会の充実】 

・児童生徒による故郷復興プロジェクト 
・子ども参画型社会創造支援事業 
・市民センター事業（学校連携事業） 
・自分づくり教育  

【ボランティア指導者として活躍できる機会の提供】 
・市民センター事業（民間指導者育成事業） 
・天文台スタッフサポーター 
・博物館ボランティア  
・サイエンス・インタプリタ（科学館ボランティア）  
・歴史民俗資料館サポーター  
・富沢遺跡保存館ボランティア  
・縄文の森広場ボランティア 
・泉岳自然ふれあい館野外活動ボランティア 
・子ども読書活動推進ボランティア  
・文化財サポーター養成講座  

●成果指標及び実績 
【成果目標】 市民が学びの成果を発表する機会が増える 

【成果指標等】社会教育施設等でボランティアや指導者として活動する人の数 
 目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

天文台スタッフサポーター数 60人 47人 47人 58人 59人 62人

富沢遺跡保存館ボランティア登録者数 85人 65人 57人 65人 75人 78人

縄文の森広場ボランティア登録者数 70人 53人 61人 60人 69人 71人

文化財サポーター在籍者数 80人 55人 56人 60人 58人 52人

泉岳自然ふれあい館野外活動ボランティア数※ 60人 50人 50人 53人 55人 56人

博物館ガイドボランティア三の丸の会登録者数 120人 111人 120人 120人 122人 119人

サイエンス・インタプリタ（科学館ボランティア）数 80人 70人 74人 69人 67人 69人

読書活動推進ボランティア数 700人 519人 605人 667人 750人 725人

ジュニアリーダー・託児ボランティア登録者数 600人 466人 582人 574人 589人 559人

※H24年度，H25年度は泉岳少年自然の家野外活動ボランティア数を掲載 

■取り組みの成果 
児童生徒による故郷復興プロジェクトや市民センターで実施した子ども参画型社会

創造支援事業など地域の中で住民等と一緒に取り組む事業や，外部講師や職場体験な
ど社会に触れる自分づくり教育によって，児童生徒が地域や社会における自分の役割
などを学ぶ機会を提供し，児童生徒の地域の一員としての自覚の醸成につながった。 

また，社会教育施設において，養成したボランティアに展示解説やイベントなど施
設運営に協力してもらう好循環が形作られており，学んだ成果を発揮する場を提供す
ることができた。 

 
■今後の課題 
・各学校における自分づくり教育の取り組みが増加していることから，講師による人材

の確保や職場体験活動の受け入れ事業所を確保し，取り組みを強化していく必要があ
る。 
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・ボランティア等で活動する人が増加傾向にあることから，市民がボランティアや指導
者として活動の場を得て，主体的・意欲的に活躍できる機会を増やすとともに，さら
なるスキルアップを図る研修会等を実施するなど，学びの成果を発揮する環境整備を
引き続き行っていく必要がある。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

学校施設を開放し地域の生涯学習の場として提供することで，豊かな学びが地域

住民の交流を促進し，学校と地域の連携が深まる契機となっていることは評価する。

また，放課後子ども教室や市民センターの講座等で子どもと地域の交流が生まれ，

地域住民が学校支援に取り組むようになってきていることも評価する。さらに，学

校支援地域本部の設置により，地域ぐるみで子どもを育てる体制が全市的に構築さ

れるようになり，人と社会をつなぐ豊かな学びの輪が広がるとともに，核となる人

材の育成にも期待している。 

「子どもの育ちを支える地域づくり」の一つとして「学校支援地域本部」の設置に

よって，地域ぐるみで子どもを育てる体制が全市的に構築されたことは，特に評価に

値する。また，「まちづくりにつながる社会教育の推進」に関して，「住民参画・問題

解決型学習推進事業」や「若者社会参画型学習推進事業」は，成熟した民主主義社会

の基盤を作る試みとして評価したい。さらに，「学びの成果を生かす仕組みづくり」

に関して，子どもたちが地域や社会と関わる大切さを学ぶ機会が充実していること，

及び，市民がボランティア指導者として活躍できる機会が充実していること等は高く

評価したい。 

人と人とのつながりが学びの基盤として重要であるが，それを支える学びのボラ

ンティアの取組が一定の成果を上げている。子どもの育ちを支える地域づくりも，

人のつながりを基盤とする重要な課題である。学校や市民センター，図書館等の地

域施設の活用や，自分づくり教育における職場等の地域の社会資源の活用が，人と

人との結びつきを一層促進する形で展開することを期待する。 

地域課題の解決に取り組む新たな市民を育ててきた実績は，高く評価できる。今

後の充実発展のためには，そうした市民が活躍できる場の拡大や，様々な市民の間

の連絡調整が必要である。担当部署のコーディネートにより，他の行政部局や関係

団体に対する周知や関係改善が望まれる。 
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  基本的⽅向５ 「学びのまち・仙台」を⽀える基盤を充実させる 
 
５－(１) 学びに関する情報の提供                           

■主な取り組み状況 
【ホームページによる情報提供】  
 
■取り組みの成果 

社会教育施設における各種の情報提供及び広報活動等により，市民が各施設のイベ
ントや収蔵資料等の情報にアクセスしやすくなり，学びへの関心の高まりに寄与した。 

 
■今後の課題 
・ホームページ上の情報発信を充実させるとともに，テレビや紙媒体も含めた様々な方
法での情報提供が重要である。また，関心が低い市民の目に触れさせ，興味を持って
もらえるよう工夫を凝らした情報提供を行っていく必要がある。 

 
 

５－(２) 学びを⽀える⼈材の育成                           
■主な取り組み状況 
【社会教育施設におけるボランティアの養成】 
・天文台スタッフサポーター 
・博物館ボランティア 
・サイエンス・インタプリタ（科学館ボランティア） 
・歴史民俗資料館サポーター 
・富沢遺跡保存館ボランティア 
・縄文の森広場ボランティア 
・泉岳自然ふれあい館野外活動ボランティア 
・子ども読書活動推進ボランティア 
【学びを支える人材の育成】 
・文化財サポーター養成講座  
・地域コーディネートリーダー研修 
・市民センター事業（民間指導者育成事業） 

【ＰＴＡ活動の支援】 
・ＰＴＡ活動の支援  

【教職員や社会教育施設職員の力量向上】 
・嘱託社会教育主事   
・社会教育施設職員研修  

  
■取り組みの成果 

社会教育施設や地域で活動するボランティアの育成研修の実施により，ボランティ
ア登録者数は着実に増加している。また，教職員や社会教育施設職員に対する研修等
の実施により，他の施設の職員との相互理解が深まり，施設間での連携事業を創出す
る基盤となっている。 

 
■今後の課題 
・学校教育やまちづくりなど様々な場面で，学校・家庭・地域の連携の必要性が高まっ
ており，連携の核となる地域コーディネーターや嘱託社会教育主事の養成・資質向上
が求められる。 

・ＰＴＡ活動に関わる保護者は，地域の学びの活動を支える貴重な存在でもあり，脱会
後も地域に根差した団体等で引き続き活動していただけるよう，積極的に働きかけて
いく必要がある。 

・生涯学習に関わる方々がボランティア活動等に積極的に参加する傾向があるとの調査
結果もあることから，今後とも人材育成の観点も踏まえながら，生涯学習に対する市
民の関心を高めていく必要がある。 

136



 

５－(３) 学びの環境の充実                              
■主な取り組み状況 
【学校教育施設整備事業】 
 ・蒲町小・南光台小・七郷中の校舎改築（災害復旧） 
 ・新田小・錦ケ丘小・上杉山通小・岩切小・岩切中校舎等新築・増改築 
 ・音楽室空調整備事業 

・保健室空調整備事業 
 ・大規模天井等落下防止対策事業 
 ・トイレ改修工事 
【学校給食センター整備事業】 

・南吉成学校給食センターの整備 
【生涯学習施設整備事業】 

・宮城野図書館移転新築 
・泉岳少年自然の家改築 
・科学館改修等事業 

【津波被災校統廃合】 
【学校規模適正化推進事業】 
・学校規模適正化推進 
・交流学習事業 
・学校跡施設利活用 

【子どもたちの安全・安心の確保】 
・学校防犯巡視員派遣 
・学校ボランティア防犯巡視員 

【学校の情報化の推進】 
・学校におけるICT環境整備 
・校務支援システム導入準備  
●成果指標及び実績  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■取り組みの成果 
・学校施設の災害復旧事業に優先的に取り組みながら，学校の新増改築等の施設整備を
着実に進めた。 

・南吉成学校給食センターの整備により，アレルギー対応食提供体が拡充され，すべて
の学校に対してアレルギー対応食の提供が可能となった。 

・宮城野図書館の整備や泉岳少年自然の家の改築などにより，生涯学習施設の充実が図
られた。 

・各学校での巡視・声がけ・見守り活動の実施により，児童生徒の安全意識や危機回避
能力の向上が図られたとともに，教員や地域住民の危機管理意識の高揚にもつながっ
た。 

・校内ＬＡＮ更新や児童生徒用コンピュータ増設など，ＩＣＴ環境を計画的に整備する
ことができた。 

 
■今後の課題 
・震災の影響で見直しが遅れている学校教育施設の施設整備計画については，平成26年

【成果目標】子どもたちが安全で良好な環境で安心して学ぶことができる 

【成果指標等】給食センター対象校のうち食物アレルギーに対応した給食を提供できる学校の割合 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

100％ 

小学校47.4％

中学校39.2％

全体43.5％

小学校46.4％

中学校38.0％

全体42.5％

小学校47.4％

中学校39.2％

全体43.1％

小学校61.5％ 

中学校40.0％ 

全体51.0％ 

小学校100.0％

中学校100.0％

全体100.0％

【成果目標】子どもたちが安全で良好な環境で安心して学ぶことができる 

【成果指標等】学校防犯巡視員の巡視活動延べ回数（Ｈ26年度よりスクールガード・リーダーを統合） 

目標値 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

11,300回 

（Ｈ25まで6,400回）
6,179回 6,158回 11,135回 11,150回 11,971回
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に策定された｢公共施設総合マネジメントプラン｣との整合を図りながら作成し，施設
の長寿命化のための改修等を計画的かつ確実に実施していく必要がある。 

・不審者事案件数が増加していることから，引き続き，子どもたちの安全・安心を守る
取り組みを強化していくために，巡視員となる人材の確保や，巡視員相互の情報共有
や連携を進める必要がある。 

・児童生徒の情報活用能力の育成を推進するため，計画的にＩＣＴ環境の整備を進めて
いく必要がある。 

 
 
 

５－(４) 教育機会の均等の確保                            
■主な取り組み状況 
【経済的な支援】 
・就学援助事業  
・遠距離通学児童生徒通学費補助事業  
・特別支援教育就学奨励事業  
・高等学校等修学資金借入支援制度  
・被災児童生徒就学援助事業  

【外国籍市民への学びの機会の提供】 
・市民センター事業（外国籍市民等講座）  

 
■取り組みの成果 
・経済的な理由によって就学が困難になる児童生徒が生じないよう，就学援助事業，被
災児童生徒就学援助事業を実施し，児童生徒の教育を受ける機会の確保が図られた。 

・市民センターにおける講座の開催によって，外国籍市民等に対して学びの場と住民交
流の機会を提供することができた。 

 
■今後の課題 
・就学支援制度について，必要とされる子供たちに制度が行き渡るよう周知を強化して
いくとともに，生活保護基準額引き下げの影響を見極めながら，就学援助事業の基準
額等について他自治体の状況を調査のうえ検証を進め，適切な制度運用を行う必要が
ある。 

・外国籍市民等が地域で円滑に日常生活を送ることができるよう，学びと住民交流の機
会の提供を充実させていく必要がある。 
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■学識経験者の意⾒ 

阿⼦島 佳美⽒ 

⽜渡 淳⽒ 

佐藤 静⽒ 

梨本 雄太郎⽒ 

「学びのまち・仙台」を支えるために，社会教育施設において市民の学びへの関

心を高めるため各種の情報提供や広報活動を進めていることは評価する。また，社

会教育施設や地域で活動するボランティアの育成研修の実施により，ボランティア

の登録者数が着実に増加していることも評価する。今後は，学校教育やまちづくり

など様々な場面で，学校・家庭・地域の連携が必要であるとの認識が高まっている

ことから，連携の核となる地域コーディネーターや嘱託社会教育主事の養成・資質

向上に期待している。 

「学びを支える人材の育成」に関しては，教育とまちづくりを支える社会教育施

設職員の育成とボランティアの育成に力を注いできたこと，結果としてボランティ

ア登録者数も増加していること等を評価したい。今後は，「数」のみならず「質」の

向上に力を注いでいただきたい。また，「学びの環境の充実」に関しては，特に，「学

校施設整備事業」，「学校給食センター整備事業」，「生涯施設整備事業」において顕

著な成果が見られたことを評価したい。「教育の機会均等の確保」に関しては，全国

的に貧困な家庭が増えている中で，特に，被災地であることに鑑み，経済的な理由

によって就学が困難とされる家庭への支援のレベルを下げないようお願いしたい。 

防犯巡視員の活動回数の増加，食物アレルギー対応給食などの環境整備が進んで

おり，子どもたちの安全・安心な学校生活を支える基盤が整いつつある。地域の学

びを支える人材育成として，社会教育施設のボランティアや地域コーディネーター

の育成について引き続き取組が進むことが望まれる。子どもの貧困対策については，

学校をプラットホームの一つとして，策定作業中の新計画の下に，仙台市の各部局

と連携しながら推進することを期待する。 

学習情報の提供について，実施が決まったイベント等の告知だけでは，活動に参

加する市民の層が限られるのが現状である。より多くの市民の要望や相談に対応し

関心を喚起するためにも，各施設のミッション（運営理念）をわかりやすく示すな

ど，情報提供の方法の抜本的な見直しをご検討いただきたい。 

139




