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地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 
 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検評価等） 

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つては、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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Ⅰ 点検及び評価の概要 

 
１ 趣 旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定では、教育委員会は、毎年、その権限

に属する事務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とされています。  

この規定に基づき、富岡市教育委員会では、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ため、点検及び評価を実施し、報告書にまとめました。 

２ 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象としたのは、富岡市教育委員会の平成３１年度教育行政方針に基づ

き実施した施策としました。 

３ 点検及び評価の方法  

令和元年度の点検及び評価に当たっては、当該年度の教育行政方針のうち、教育委員会

が管理及び執行した事務の６つの基本方針である「学校教育の充実」、「教育施設の充実」、

「青少年の健全育成」、「生涯学習活動の充実」、「富岡製糸場の保存と整備活用」、「歴史・

伝統・文化資源の保存と活用」について実施した重点施策に関し、取組結果と成果・課題

を明らかにして施策評価を行いました。 

４ 第三者の知見の活用 

点検及び評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する外部の方に点検評

価委員としてご意見をいただきました。ご意見をいただいた方々は次のとおりです。  

                          （順不同、敬称略）  

氏     名 役  職  等 

新藤  慶 群馬大学教育学部准教授 

今井 秀典 元教育委員・私立幼保連携型認定こども園園長 

５ 記載方法    

  教育行政方針の重点施策に基づき、はじめに具体的施策を記載し、続けてそれに対する

各担当課の取組結果と成果・課題を記載しました。 

  また、学識経験者の意見につきましては、大項目となる６つの基本方針単位で記載しま

した。なお、「総括的な評価」については、以下の５段階評価により行い意見をいただきま

した。 

 評価 ５・・・「際立って優れている管理・執行である」 

 評価 ４・・・「全般にわたり適切な管理・執行である」 

評価 ３・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・執行である」 

評価 ２・・・「ほとんどがおおむね適切な管理・執行であるが一部に顕著な課題がみら 

れる」    

評価 １・・・「全般にわたり構造的課題がみられ不適切な管理・執行である」 
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Ⅱ 点検及び評価の結果   
１ 学校教育の充実 

（１）生きる力を育む指導の充実 

① 確かな学力の向上 

ア 基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得できるように、個に応じた指導を

充実する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、学力向上コーディネーターを中心として、学力向上

委員会を組織し、全国学力・学習状況調査や学校評価アンケートの結果等の分

析を行った。その結果を踏まえ、校内研修の計画等に反映させることにより、

各校の課題解決と新学習指導要領に示される資質・能力の育成を目指して指導

方法や指導体制の工夫を行った。指導法については適応問題の充実や、家庭学

習とのつながりを意識した授業づくりを通じ、基礎的・基本的な知識・技能の

習得を図った。また、小学校における教科担当制を推進するとともに、教員の

専門性を生かした指導の工夫を行い、個に応じた指導を充実させた。本年度は、

県教育委員会の「総合的に学力向上を図る学校への支援事業指定校」として西

小学校が学力向上についての研究を進めた。今後は、県教委・西部教育事務所

とも連携しながら西小学校の取組を支援し、その成果をこれまでの他校におけ

る研究成果と合わせ、市内各小・中学校が共有するとともに、各学校の実態に

応じ、ＰＤＣＡサイクルを生かした組織的な学力向上の取組を推進する。 

 

イ 思考力・判断力・表現力等の知識・技能を活用する能力を育成できるように、

体験的な学習や問題解決的な学習を重視する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、授業スタンダードを生かした授業の展開が定着し、

教員の経験の長さによらず、授業が平準化してきている。具体的には、「児童

生徒が自分で考えたことを、皆で伝え合い、学級全体でまとめ、個人で振り返

る」といった問題解決的な学習により、児童生徒の興味・関心を生かし、自主

的、自発的な学習が促されるような工夫が見られる。また、体験的な学習を年

間指導計画の中に位置付け、指導内容を精選しながら、その学習を通して「ど

んなことがわかったのか」、「どんな発見があったのか」など、児童生徒一人

一人の学びを確かなものにできるような配慮も見られる。今後も、必然性のあ

る、学び合い活動等の言語活動を授業に意図的に取り入れ、児童生徒が多様な

意見に触れながら、自分の意見を深めたり、広げたり、自分の言葉で表現した

りする機会を増やせるよう、学校訪問等で確認し、授業改善を推進していく。 
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ウ 主体的に学習に取り組む態度の涵養をめざし、わかる喜び・できる喜びを実

感できる指導を工夫する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、県教委作成の「はばたく群馬の指導プランⅡ」を参

考にしながら、単元及び題材の課題解決に向け、単位時間ごとのつながりを明

確にした授業の展開に努めた。具体的には、授業の始めに、前時までの学習や

既習事項を基に、児童生徒の発言を集約して「めあて」を設定することで、児

童生徒が必然性をもって、より主体的に課題に取り組めるようにするとともに、

「振り返り」を行う際は、視点を定め、児童生徒が自らの成長を感じられるよ

うにした。また、「振り返り」を次時に取り組む課題や家庭学習へと繋げる工

夫も定着しつつある。 

今後も、児童生徒にとって必然性のある学習課題の設定や効果的な振り返り

の方法を検討するなど、学習意欲を高める指導や、学習内容の有用性を実感さ

せることでキャリア形成を意識した授業づくりを行うとともに、家庭と連携し

た家庭学習の在り方を工夫するなどして、わかる喜び・できる喜びを実感でき

るような指導の工夫を継続していく。 

 

エ 外国語指導助手（ＡＬＴ）を積極的に活用し、９年間を総合的・系統的に扱

う指導を通して、外国の言語や文化について体験的に理解を深め、主体的に英

語でコミュニケーションを図る基礎的な資質・能力を養う。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

小野小学校と北中学校においては、西部教育事務所「西部地区小中一貫教育

外国語（英語）教育充実事業指定校」及び富岡市立学校実践推進指定校の２年

次として、これまでの取組を継続するとともに、本年度は両校が共同で作成し

たＣＡＮ－ＤＯリストを活用したパフォーマンス評価の在り方の研究を行い、

その成果を発表した。また、各中学校区において、小中兼務教員の配置や、小・

中学校教員の相互参観、小学校の英語担当教諭とＡＬＴによる中学校における

乗り入れ指導を行った。さらに、７月、８月には本市小学生を対象にしたイン

グリッシュサマーキャンプ・イングリッシュサマースクールを実施した。これ

らの取組により、９年間を見通した外国語活動・外国語科（英語科）の指導体

制や、言語活動を中心に据えた授業改善、ＡＬＴと触れ合う機会の充実が図ら

れ、主体的に英語でコミュニケーションを図ろうとする子供の姿が多く見られ

ている。 

今後は、小中連携を一層推進するとともに、ＡＬＴの増員や小中兼務教員の

拡充、整備に向けての予算の確保、外国語活動、外国語科（英語科）における

教員の授業スキルの向上を図っていく。 
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 ② 豊かな人間性の育成 

ア 特別の教科道徳を要とした道徳教育の充実を図り、感性を高め、たくましさ 

とやさしさを兼ね備えた豊かな情操を育成する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、組織的な指導体制の下、道徳教育推進教師を中心と

した研修が行われ、道徳科における授業スタンダードの作成や教員のローテー

ションによる道徳授業の実施、別葉を基にした横断的なカリキュラム編成など

を行った。学習指導要領の本格実施に向けて、指導方法や評価の在り方につい

て研修する機会を設け準備を進めた。これらの取組により、「考え、議論する

道徳」の実現に向けた授業改善が図られ、児童生徒の道徳性の育成につながっ

た。 

今後は、「問題解決的な学習」、「体験的な学習」などの道徳科における効果

的な指導法を積極的に取り入れ、他の教育活動と関連させた授業を行うなどし

て、様々な場面において児童生徒が自己の生き方について考える機会を捉え、

教育活動全体を通じた道徳教育を一層推進していく。 

 

イ 夢や希望をもち、自らよりよく生きようとする態度を育成できるように、自

分を大切にする心を高め、自らの将来に目を向ける機会を充実する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

小学校では、総合的な学習の時間や生活科、社会科等の学習や、特別活動等

で、自他のよさに気づく学習や、身近な仕事について調べる活動を取り入れ、

児童が自己理解を図りながら自らの将来に目を向け、夢をふくらませた。中学

校においては、職業や上級学校調べに加え、職場体験学習を実施し、生徒が働

くことの価値や労働者の生きがいについて地域の事業所で職業に直接触れな

がら学んだ。キャリア体験事業では、より生徒の関心を高めるよう、派遣先の

見直しを図った。当日は最先端の科学技術や伝統的な文化に触れ、普段経験で

きない価値ある体験学習を行うことで、自己の興味・関心を更に高め、中学校

の学習と関連付けながら主体的に自らの将来の夢を考える、希望を育む機会と

なった。  

  今後も体験的な学習を通じて、自分の生き方や進路への興味・関心を高め、

学校での学びや様々な経験の全てが将来につながっていることを児童生徒が

自覚できるようにしていく。 

 

   ウ 郷土への誇りと愛情を育成できるように、地域の人や文化、自然及び富岡製

糸場を教材として取り入れた学習を重視する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、発達段階に応じて、各教科等と地域の人や文化、自

然とを関連させるよう、「ふるさと富岡の学習」の教育計画を改善した。全て



5 

 

の学校が富岡製糸場見学を実施するとともに、小学校では、養蚕体験や座繰り

体験を積極的に行った。これらの取組により、児童生徒が地域への興味を高め、

体験を通して地域のよさを実感することができた。 

    今後は、教科横断的な学習として各教科等との関連を整理しつつ、体系的な

学習プログラムを確立できるよう、ＰＤＣＡサイクルを機能させていく。 

 

③ 健やかな体の育成 

ア 体力を向上させ、心身の健康を保持増進できるように、学校体育、学校保健

を充実する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校で新体力テストを実施するとともに、その結果を分析し、

体力向上プランを改善している。業前、業間に子供主体のレクリエーションや

全校遊び等を実施して運動嫌いの子供が楽しめる活動を充実したり、めあての

設定やＩＣＴ機器の活用によって自己の課題をつかみ、その改善を図る問題解

決的な授業づくりを推進したりすることで、児童生徒が体力向上を意識して日

常の運動に取り組む姿が増えた。学校が窓口となって校外の体育的行事への参

加を促すことで、運動の機会を増やし、地域と連携した健康増進が図れている。

また、食習慣や睡眠、ＳＮＳ等の生活習慣に関わる内容や、人間関係づくりや

ストレスとの付き合い方、ＳＯＳの出し方教育等のメンタルヘルスに関わる内

容を扱うことで、児童生徒が心身の健康の維持・改善に主体的に取り組めるよ

うになった。 

今後も、児童生徒の健康課題を的確に把握し、多角的な保健指導を推進して

いくため、学校からの通信やＷＥＢページ、ＰＴＡ行事などで情報を発信し、

家庭・地域との交流の機会を充実していく。 

 

イ 基本的な生活習慣を確実に定着できるように、家庭と連携するとともに、食

育を充実する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

食育指導充実のために学級活動や保健の学習で、学級担任と養護教諭、栄養

教諭等によるティーム・ティーチングの授業を行った。児童生徒の生活習慣に

ついて、アンケート等で実態把握し、リーフレットや通信等を通して家庭への

情報提供や改善依頼をすることで、学校と家庭とが互いに連携しながら生活習

慣の確立を図った。 

今後も栄養教諭を活用した指導を積極的に実施するとともに、家庭との連携

を強化しながら、栄養バランスを考えた食事を選んだり、作ったりする経験を

通して児童生徒の健康増進を図っていく。 

 

 



6 

 

ウ 生命の尊重を基盤とした危険予測・回避能力を育成できるように、安全教育

を充実する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校においては、学校安全の全体計画を見直し、地震や火災・

不審者等対応の避難訓練を行うにあたって、児童生徒への事前連絡をせずに実

施したり、災害がいつ・どこでも起こりうることを前提に、集団下校や引き渡

し訓練などの様々な場面や状況下での訓練を設定したりした。また、学級活動

においては、安全に関する内容を扱う中で、児童生徒が具体的な場面を想定し、

身の回りの危険に気付き、適切な行動について主体的に考える指導を行った。

さらに、交通事故の防止については、交通安全教室の実施、朝礼、ホームルー

ムでの常時指導、長期休業中前の生徒指導の重点に基づく指導等、具体的な事

例を基に安全指導を行った。これらの取組により、児童生徒が生命の大切さに

ついて考える機会や、安全の確保に向けて、適切な行動を判断する機会を多く

もつことができ、危険回避能力の育成につながった。 

今後も、ＰＤＣＡサイクルを一層機能させ、カリキュラムの見直しを行うと

ともに、関係機関や家庭と連携を強めながら安全教育を推進していく。 

 

（２）地域に根ざし、信頼される魅力ある学校づくり 

①  学校経営の充実・改善 

ア 自校の教育課題を明確にし、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善を通して、創意あふれ特色ある教育課程の編成・実施・評価・改善に努め

る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、新学習指導要領に示された資質・能力と、平成３０

年度の学校評価から自校の教育課題を明確にするとともに、校長が経営方針や

努力点を具体的に示し、教職員の学校経営への参画意識を高めた。 

学校教育課では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進

するために、学習指導案の形式を変更し、富岡市の教育ガイドブックを通して

全教員に周知した。変更にあたっては、新学習指導要領と「はばたく群馬の指

導プランⅡ」、働き方改革を踏まえ、身に付けさせたい資質・能力をもとに、

単元構想と板書計画を含む本時案での構成とした。計画訪問では、この形式に

基づいて学習指導案を作成し、授業やその後の検討会を行い、主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた授業のあり方の研修に教員が取り組んだ。 

また、校内や中学校区内を単位として、発達段階に応じて学習規律・授業ス

タンダード・板書計画等を統一し、足並みを揃えて指導に取り入れることで、

児童生徒自身が何を学習したかを自覚しやすくする仕組みが定着してきた。統

一した指導方法のより効果的な活用や、教師が児童生徒の発言をつなぐコーデ

ィネーターとしての役割を意識し、学習を教師主導から児童生徒主体へと転換
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することについては、計画訪問の全体会でも指示伝達事項として教員に伝え

た。 

また、年度末訪問で市内各小・中学校における取組の成果と課題に基づいて、

将来を展望した改善策を確認した。今後も、学校訪問の機会を生かし、教職員

の学校経営に対する参画意識の高揚を図る。ミドルリーダーの育成について

は、群馬県教員育成指標を活用するよう促し、ライフステージごとに身に付け

るべき資質能力を自覚できるようにするとともに、採用３年目程度の教員をメ

ンターに、新採用の教員をメンティーにするなどして、若手にも早期の段階か

ら人材育成に携わる役割を与え、着実に人材育成をすすめられるよう、学校訪

問等を通して管理職に伝えていく。 

 

イ 特別支援教育の視点を生かし、互いに認め合い高め合う集団づくりを通し

て、学年・学級経営の充実に努め、教師と児童生徒、児童生徒相互のよりよい

人間関係を築く。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校においては、教科等の学習に話合い活動を積極的に取り入

れ、児童生徒が自分の思いをもち、互いの意見を聞き合い、認め合えるような

活動が日常的に行われている。また、教職員自らが意識的に児童生徒に適切な

言葉遣いの模範を示すことで言語環境を整え、異なる意見を持つ者同士でも、

相手を不快にさせない言葉を選んで議論し、良好な人間関係を構築していくこ

とのよさに気付けるような集団づくりに努めている。あわせて、特別な支援を

必要とする児童生徒がわかりやすい授業は、どの児童生徒にとってもわかりや

すい授業であることから、視覚に訴える教材・教具や環境を整えることについ

ても工夫してきた。個々に必要な支援について職員が共通理解をもち、一人一

人が力を発揮しやすい配慮がなされている。 

今後も、児童生徒が自他のよさを認め合いながら安心して過ごし、笑顔あふ

れる学校・学級づくりに努められるよう、学校訪問等を通して指導を継続して

いく。 

 

ウ 計画的、組織的に学力向上委員会や教育相談部会等を運営し、学校全体で学

力向上やいじめ防止に取り組める体制を構築する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校において学力向上委員会を組織し、全国学力・学習状況調

査等の分析を行い、学校ごとの課題を明らかにするとともに、個々の教員の役

割や取組の内容や時期を明確にした具体的な対策案を設定し、指導方法の工夫

や指導体制の改善を図った。また、定期的に学力向上委員会を開催し、児童生

徒の変容を見取りながら、「何を達成しようとしているのか」「何をもって成

果とするのか」について教職員間での共通理解を図り、全校体制で取り組める
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よう指導体制を整えた。 

いじめ対策については、文科省・県教委等の資料を用いて、教職員へ現行法

におけるいじめの定義や認知について浸透させ、些細なトラブルも見逃さない

体制づくりを進めた。各校では、学校いじめ防止基本方針の下、教師と子供の

共感的な人間関係の形成や定期的ないじめアンケート調査の実施等により、児

童生徒の抱える悩みの早期発見・早期対応に努めている。不登校対策について

は、生活ノートや日常の観察等をとおして、不安を抱えている児童生徒を把握

し、早い段階で組織的な対応を進めて未然防止に努めることや、日頃から学校

全体で、児童生徒が心を許せる安全・安心な学校・学級づくりを推進した。ネ

グレクトを含む虐待の防止については、関係機関との連携を図るとともに、保

護者との連絡や児童生徒の観察・聞き取りから、虐待が疑われる場合の児童相

談所や警察、市こども課への通告の義務があることや、通告時の連絡先、提供

する情報及び対応の手順の確認をしておく必要があることについて校長研修

会で取り上げるとともに学校に周知し、児童生徒の安全が確保されるよう徹底

した。 

  いずれの対応についても、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、適応指導教室、教育相談研修センター、その他外部機関とも連携し、組

織拡大で得られた専門的な知見を指導に生かしている。 

今後は、組織的な取組の更なる充実のため、定期的な点検と改善を行うとと

もに、過度な負担が生じないよう取組内容を精選することについて、学校訪問

を通して指導を継続していく。 

 

② 教職員の資質能力の向上 

ア 人権教育、英語教育、特別支援教育、プログラミング教育等、教職員研修の

機会の充実により、学校課題の解決と教師の指導力の向上に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

研修の機会の充実を図るために、管理職や各分掌主任の教職員を対象とした

研修を実施し、計画訪問や要請訪問では、教職員に対して授業研究会等で指導・

助言を行った。また、学校活性化事業を活用して研修会に参加させたり、教職

員の主体的な研修への参加を促したりするなどして、各学校や各教職員のニー

ズに応じた研修を行えるようにした。 

    人権教育については、年２回、市内各小・中学校の人権教育主任を集め、情

報交換や人権に係わる研修を実施したり、管理職や新たに富岡市に転任された

教職員を対象に富岡市人権教育講演会への参加を促したりした。 

英語教育については、市内ＡＬＴを対象とした研修会を実施するとともに、

市内各小・中学校の英語主任や外国語活動主任を対象にＡＬＴ運営委員会を開

催するなどして、具体的な活動例や先進的な取組を紹介しながら情報交換を行

った。また、西部教育事務所と本市教育委員会の指定校である小野小学校・北
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中学校において、研究発表及び授業公開を行い、市内各小・中学校の教職員と

成果を共有した。 

特別支援教育に係わっては、心理技能検査講習会を実施し、検査の結果を踏

まえた個別支援の方法を習得できる機会を設けた。 

    上記以外の取組としては、教育研究所に、社会科副読本改訂班を含む研究班

を５班編成し、各研究員が指導内容や指導法の実践研究を行い、その成果を市

内教職員で共有した。 

これらの取組により、様々な学校課題の解決に向けて、教職員が知識やスキ

ルを高めることができた。 

    今後も、「学び続ける教師」に向けた学校訪問での指導助言を継続するとと

もに、県総合教育センターの研修講座や長期研修・特別研修などへの応募を促

していく。また、働き方改革、業務改善の観点から、職員にとって研修が過度

の負担とならないよう、研修内容の精選や効率のよい取組方法についても周知

していく。 

 

イ 人事評価制度を活用し、学校運営への積極的な参画を推進することで、教職

員の職能成長を促すとともに、学校組織の活性化・効率化を図る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

人事評価制度を活用し、教職員一人一人の目標管理を行うことで、学校運営

への参画意識を高め、職能開発・人材育成に資することができた。また、人事

評価に係る面談を実施し、業績評価に関する目標設定の修正等を行いながら、

校務分掌を通した学校運営組織の活性化に向けた取組を進めた。       

特に３０代、４０代のミドルリーダーの教職員に対しては、責任ある立場を

与え、経営的な視点に立った学校運営を意識させている。前年度の学校評価か

ら得られた課題を踏まえ、担当する校務分掌で何にどのように取り組むべきか

を管理職との面談で決定していくことにより、各職員の取組を学校の課題解決

に直結させていくことが浸透してきており、このことは、各職員の学校運営参

画意識や意欲を増進させることにもつながっている。 

今後も、校長会議等を通して、県総合教育センター研修や大学院研修、他市

町村への派遣等の職能成長の機会を活用するように促し、人事評価制度を各教

職員のライフステージを勘案しながら、資質の向上と学校組織の活性化に活用

する。 

 

ウ 服務規律委員会を活性化し、服務規律確保への意識を高めることで、体罰等

の力による指導や交通違反等を根絶する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

教職員主体の校内服務規律委員会を定期的に開催し、体罰、交通違反・交通

事故、個人情報の紛失や漏えい、児童生徒や保護者への不適切な言動、公金の
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不正な取扱いなど、服務規律を厳守する意識や違法行為に対する知識を高め、

児童生徒や保護者に対して教育相談的な考え方に基づいた対応を心がけるこ

とで、信頼される学校づくりに努めた。 

今後も、実際の服務規律違反事例を取り上げる機会を通して、服務規律に関

する事案を自分のこととして具体的に捉える意識を教職員一人一人がもてる

ようにする。また、職員がチームとなって組織的に諸問題に対応する体制や、

メンター制により若手の不安を取り除くなど、教職員がストレスをため込まな

いための勤務環境の改善やメンタルサポートの充実を図る。 

 

③ 小・中学校間連携の充実 

ア 義務教育９年間を見通した教育課程の編成・実施により、児童生徒の実態や

発達段階に応じた系統性・一貫性・連続性のある指導を行う。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校においては、年数回「小中連携合同研修会」を開催し、小

中９年間を見通した学習習慣や生活習慣の定着を図った。具体的には、小・中

学校合同挨拶運動、合同学校保健委員会、ＰＴＡ交流事業、相互の授業参観な

どを行った。また、「いじめ防止子供会議」の共同開催や「ふるさと富岡の学

習」等のプログラムの作成を行うとともに、学習規律や授業スタンダード、板

書の書き方等についても小中９年間を見通して作成し、積み重ねを生かすこと

のできる指導を取り入れた。 

今後も、中学校区ごとに、中１ギャップや配慮を必要とする児童生徒への対

応なども含め、課題に応じた小・中学校間連携を充実・改善するとともに、保

護者や地域住民の理解を促すため、連携の取組を広報していく。 

 

イ 各中学校区における教職員の交流を積極的に推進し、小・中学校間の相互理

解を深め、小学校から中学校への滑らかな接続となるようにする。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、兼務教員の拡大や、教職員による相互の授業参観を

行い、指導方法の共有化のための取組を進めている。また、卒業生の小学校訪

問を通して、中学校入学へ安心感を持てるようにするとともに、小学６年生の

中学校１日体験入学、部活動参加・部活動見学、運動会招待、ふるさと朝礼で

の他校の校長講話等、相互交流のための取組を行い、小学校から中学校への滑

らかな接続を図った。 

今後も、小中９年間を見通した生活習慣や学習習慣の定着を図るための小中

学校間連携を充実していくとともに、広報活動によって、小中学校の取組を家

庭・地域に広めていき、地域全体で子どもたちを支える体制づくりを目指す。 

また、幼稚園・保育所・こども園と小学校、中学校と高等学校といった異校

種間でも滑らかな接続となるよう、異年齢での交流活動の活性化を図る。 
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入学前の幼児の通う、幼稚園、保育所、こども園と小学校との連携について

は、入学後の学校生活が円滑に始められるよう、一日入学等の行事を工夫する

とともに、各幼児の特性やそれを踏まえた支援・保育の方法について、学校と

園とで情報を共有できるようにしていく。富岡市教育委員会と県や市の関係部

局、富岡特別支援学校の間でも情報を共有し、入学前の状況を踏まえ、就学時

健康診断や教育支援につなげていけるようにする。 

 

④ 家庭・地域・関係機関との連携 

ア 学校評議員会や学校評価等を活用し、外部からの意見を適切に取り入れると

ともに、学校の取組を家庭・地域へ積極的に情報発信することで、開かれた学

校づくりを推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校では、オープンスクールや運動会等の行事を行い、保護者

や地域の方々が学校の様子を直接見ることができるようにするとともに、ホー

ムページや学校便りを用いて、学校の様子を適時公開した。また、保護者に対

しては、緊急時のメール送信や電話連絡によって時期を逸しない情報発信に努

めた。また、外部からの学校評価を行い、客観的に学校経営を振り返る機会を

設け、学校経営の工夫改善に努めた。 

今後も、積極的な情報発信を行うことや、学校評議員会や学校評価を活用し、

外部からの意見を積極的に学校経営に取り入れることなどにより、開かれた学

校づくりを推進する。 

 

イ 学校支援センターを機能化し、地域人材を積極的に活用するとともに、関係

機関との日常的な連携に努め、協力体制を構築する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小学校では、生活科や総合的な学習の時間等、市内各中学校では、部

活動や職場体験学習などのキャリア教育において、各学校で整備しているボラ

ンティア名簿を活用して、地域の人材の協力を得た授業や行事を行い、地域の

大人の力を学校に導入することで、学校と地域をともに活性化させる学校支援

センターの活動を行った。 

今後も、スクールサポートボランティアの効果的な活用を行っている学校や

学校支援センターが機能的に活動している学校等の情報を市内各小・中学校で

共有し、地域人材の積極的な活用を図り、地域住民と児童生徒が関わる機会を

増やすことにより、児童生徒にも学校にも地域にもメリットのある活動として

いく。 
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⑤ 教育環境の整備・充実 

ア ＩＣＴ教育を推進することで学習環境の充実を図るとともに、各教科等にお

いてＩＣＴを活用した授業を実践し、児童生徒の情報活用能力を高める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

大型提示装置や実物投影機、パソコン等を用いた授業において、児童生徒が

ＩＣＴ機器を利用して説明したり、多くの情報を提示・処理したりする授業が

増えている。  

令和元年度は、西中学校が「市学力向上研究指定校」としての発表会を行い、

市内約３０名の教職員とタブレット型端末導入による授業のあり方や学習効

果についての研究成果を共有した。  

また、プログラミング教育の導入に向けて、ソフトウェアとセンサー教材を

整備し、市内各小学校の代表者による集合研修を実施した。 

今後は、本年度作成した整備計画に基づいて教育系ネットワークの強靭化と

タブレット端末の整備を進めるとともに、プログラミング的思考を育み、情報

リテラシーを身に付けさせる授業づくりに向けた教職員研修を実施する。 

 

イ チーム学校による業務改善への取組や、校務支援システム等の活用による校

務の効率化を推進し、教職員の勤務状況を改善するとともに、学校設備、教材・

教具等の整備・充実に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

パソコン・プリンターなどの設備や図書貸し出しシステムについて、統一

されていなかった契約の期間をそろえることによって、価格を抑え、予算の

有効利用を図った。 

各校において、チーム学校特配教員やスクールサポートスタッフなどの職

員による事務作業の分担・軽減や、地域ボランティアによる学習・生活支援

を始め、人材を活用した特色ある業務改善が進められた。また、業前の職員

朝会を縮小・廃止する学校が増えているが、校務支援システムの校内掲示板

等の機能を利用することによって職員間の情報共有は適切に行われている。

学校日誌や保健関係の帳票については、様式の変更を検討し、出入力と管理

の面で改善が図られている。 

働き方改革の推進については、月あたりの時間外勤務８０時間以内の目安

については、ほぼ達成している。 

１１月に、「教職員の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定し、

次年度からの実施に向けた周知期間を確保することで現場の意識も高められ

ている。今後は各校の優れた実践の共有と教職員の更なる意識改革を進め、

月あたりの時間外勤務４５時間以内を目指して取組を推進する。 
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ウ 学校施設における放射線量の測定と結果の公表を定期的に行うとともに、豪

雨による水害など本市でも起こりうる災害に対する防災の視点からについて

も安全性の確認と周知を行う。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内各小・中学校の校庭の放射線量測定を半年に一度実施し、測定結果を

市のＷＥＢページで公表し、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう安全

性の周知に努めた。  

災害に対する備えとしては、市内各小・中学校において、災害を想定した避

難訓練や集団下校訓練、保護者への引き渡し訓練を実施している。特に、豪雨

による水害への対応については、増水により危険となる通学路の箇所を平時に

確認し、台風等の情報を事前に提供するとともに、学校訪問時に災害への対応

について指導助言を行っている。また、緊急時には、各小・中学校ごとに整備

した緊急メール配信システムを活用し、児童生徒の安全確保が最優先となるよ

う、家庭への連絡を短時間で確実に行っている。 

 

（３）学校給食の充実 

① 安全と衛生管理 

ア  栄養バランスのとれた安全でおいしい給食の提供に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校給食実施基準に基づいて献立を立て、１日に必要な栄養量の約１/３が

摂取できるように配慮している。栄養管理された給食を、子供たちが残さず食

べられるように、また、「食」への関心を持てるように、安全なだけでなくおい

しい給食の提供に努めた。 

今年度は、子供たちからのリクエスト給食を実施した。献立のリクエストを

楽しみながら、料理名や料理の内容に興味・関心をもたせる取り組みである。

毎回、栄養バランスが良く、子供たちに人気がある献立が寄せられた。１１月

には、ぐんま・すき焼きアクションの一環として、地場産の下仁田ネギ、シラ

タキを使ったすき焼きが好評であった。 

今後も、キュウリ、ニラ、小松菜、ネギなど新鮮な旬の地場産野菜や玉ネギ、

ジャガイモ、コンニャクなどの自然農法で栽培された野菜を活用して、おいし

い給食の提供に努める。 

 

イ  安全・安心な食材の厳選と衛生管理を徹底するとともに、事故防止に努め、 

併せて食材の放射線量検査も継続して実施する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

食材の購入については、学校給食用物資取引指名願が提出された業者から、   

見積合わせにより購入した。特に加工品等は、価格のみならず、品質や不必要

な食品添加物の使用状況も考慮している。 
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衛生管理については、文部科学省が定める学校給食衛生管理基準に基づいて

実施している。毎日の給食調理にあたっては、調理従事者の健康管理はもとよ

り、同居の家族の健康状態についても報告を求めている。また、栄養士からの

調理業務指示書に基づいて、委託業者が作成した作業工程表、作業動線図によ

り、栄養士と調理責任者が綿密な事前打ち合わせを行うなど、衛生管理、事故

防止に十分配慮して調理を行っている。  

今後も、学校給食衛生管理基準を調理に携わる全職員が理解し、確実に履行

する。 

放射線量測定については、毎週、１食分の調理済み給食を検査し、学校給食

の安全性を確認して市ホームページで公表した。 

 

②  給食施設の運営管理 

学校給食センター修繕計画に基づいて、設備や機器等の計画的な入替え・修

繕を行い適正で効率的な運営管理に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

調理機器や洗浄機等については、給食調理や安全安心な給食の提供に支障が

出ないように、修繕計画及び定期点検に基づき修繕をおこなった。 

今後は、中長期的な維持管理等に係るトータルコストを縮減する長寿命化修

繕や財政負担の平準化を目指した入替について検討して、適宜、修繕計画の見

直しを行う。なお、給食センターは稼働より１０年が経過し、調理機器等の耐

用年数は１０年から１５年とされていることから、今後、５年間は適切に設備

の更新に取り組む。 

 

③ 食育の推進 

ア 栄養教諭を中心として行う学校訪問を通して、正しい食事・望ましい食習慣

を身に付けるよう食育について支援し、健全な体と心の育成に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

今年度も、群馬県の食育推進に関する実践協力調理場の指定を受けた。この

ことにより、栄養士の特配１名があり、栄養士の食育に関する指導体制が充実

し、学校訪問や食育に関する授業などを実施した。 

実践調理場の指定は、今年で５年目となるが、栄養バランスのとれた食事に

ついての指導を継続した結果、食生活アンケートで聞き取りした、食品の働き

についての全問正解者の割合が３６.０％から３７.４％に向上した。食品の働

きについて話す時に、子供たちが間違えやすい大豆製品や牛乳、芋類などにつ

いて詳しく解説し、印象に残るように心掛けたことから、理解が深まり、食品

の働きがわかる児童・生徒が増えたと考えられる。 

今後も、年度初めに「食に関する指導希望調査」を実施して、各学校の要望

を把握することにより、学校訪問による食育授業の充実に取り組む。 
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イ 学校及び家庭との連携を密にし、日常生活における正しい食生活を形成する

ための家庭教育力の向上に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

給食日誌や学校給食訪問等により、子供たちの給食に対する感想や認識の把

握に努めた。 

家庭との連携として、給食だよりのほか、ホームページに「今日の給食」「栄

養士より」のコーナーを設け、毎日、記事を発信して、食育の啓発を行った。

児童生徒・保護者から給食レシピを教えてほしいという要望を受けることが

度々ある。レシピを給食だよりに載せる方法もあるが、配って終わりというケ

ースも多いことから、２学期から富岡市のホームページに掲載することにした。

３月３日からの新型コロナウイルス感染予防のための休校に伴い、給食を食べ

られなくなった子供たちに、家庭で給食メニューを味わってほしい、家族で料

理をしてほしいという思いから、レシピ数を増やして掲載した。各学校には、

児童生徒・保護者への周知を依頼してレシピ活用の促進を図った。 

引き続き、給食センターの見学や試食会、学校保健委員会など保護者が参加

する行事の機会に、日常生活におけるより良い食習慣を形成できるように、積

極的に情報発信を行っていく。 

 

④ 地産地消の推進 

地産地消を推進するため、地元農産物を主体とした「学校給食富岡の日」を

毎月２回設定するとともに、甘楽富岡農業協同組合や納入業者等との情報交換

を密にし、地元農産物の活用に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

平成２５年度から、甘楽富岡農業協同組合と農作物契約栽培に関する契約を

締結し、契約栽培を実施している。契約栽培は、地場産野菜の消費拡大による

本市農業の振興と、学校給食に地場産物を使用し、学校給食を「生きた教材」

として活用することで、子供たちが地場産の野菜をより身近に感じ、地域の自

然や食文化、食料の生産や流通等に関する理解を深めてもらうために取り組ん

でいる。 

今年度は、さらに子供たちに地場産野菜に親しみを持たせるために、小・中

学校と連携して、地場産野菜のキャラクターを考案した。野菜キャラクターは、

ナス、ナメコ、ニラ、シイタケ、小松菜、キュウリの５つで、今後は、給食だ

よりや給食一口メモなど、様々な食育活動に活用していく。    

また、生産者の顔が見える安心な食材とするために、栄養士等が生産者を訪

問して、農産物の栽培方法や学校給食への思いなどを聞き取り、ホームページ

や校内放送で周知を図った。 

農作物の契約栽培は、今年度、新たにジャガイモを追加して、キュウリ、ニ

ラ、小松菜、ネギ、ニンジン、玉ネギの７品目となり、拡大を図ることができ
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たが、給食センターのニーズに対応した出荷時期や品質の確保が課題となった。 

 

⑤ 食物アレルギー対応食提供の推進 

卵、乳製品、魚介類に対する食物アレルギーをもつ児童生徒等に対して、引

き続き、アレルギー対応食を提供するとともに、学校や保護者との面談を実施

し、アレルゲンについての情報発信を継続することで、食物アレルギー事故の

発生を防ぐ。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

今年度、新たに３名の小学生に食物アレルギー対応食の提供を開始した。そ

の結果、現在２２名の児童生徒に提供している。 

今後も、食物アレルギーを持つ子供たちが、他の子供たちと共に楽しく安全

に給食が食べられるように支援する。 

また、食物アレルギー事故を防止するために、学校、保護者と情報を共有す

るとともに、除去食の献立を作成する際は、原因食物の混入を防止し、複雑で

煩雑にならないように、作業工程や作業動線を考慮する。 

なお、保護者の求めるままに実情に合わない無理な対応を行うことは、かえ

って事故を招く危険性をはらんでいる。学校給食のアレルギー対応は、安全性

が最優先とすることから、学校及び給食センター調理場の設備、人員等を鑑み

無理な対応は行わない。対応食の提供にあたっては、医師の診断による「学校

生活管理指導表」に基づき実施する。 

 

⑥ 給食費滞納対策の推進 

負担の公平性を確保するため、給食費滞納者への早期対応と法的措置を強化

し、収納率の向上に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校給食費については、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の

確保に努めるとともに、滞納となったものについては、保護者個々の実情を踏

まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努め

た。 

滞納額については、滞納の未然防止及び滞納処分に努めた結果、平成２９

年度以降、３年連続で減少することが見込まれている。 

今後も、給食費を支払う保護者との公平性を保つため、また、滞納する保護

者のモラルの向上と抑止力による自主納付を促すためにも、法的措置等の厳正

な姿勢で取り組む。 
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⑦ 学校給食費の補助 

子育て支援策の一環として、１８歳未満の子供を３人以上養育している場合、

２人目以降の給食費を補助する。 

（担当課の取組結果と成果・課題）  

子育て支援による少子化対策と定住促進を推進するため、１８歳未満の子供

を３人以上養育している場合、平成３０年４月から学校給食費補助対象を第３

子以降から、第２子以降に拡充した。 

    多子世帯へ一層の支援を行うことで、３人以上子供が持てる環境の充実を図

りたいとするもの。 

今後の事業の方向性については、中長期的な視点で、事業の有効性や効果の

検証を行う。 

 

 

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）生きる力を育む指導の充実 

 ① 「個に応じた指導の充実」については、全国的にも対応が求められている   

重要な課題であり、これに取り組んでいることは評価できる。ただし、「教員

の専門性を生かした指導の工夫を行い、個に応じた指導を充実させた」との

把握にとどまらず、もう一歩踏み込んだ検証が求められる。具体的に、どの

ような形で「個に応じた指導の充実」が見取れるのかについて、さらに検討

を期待したい。 

 ② 「問題解決的な学習により、児童生徒の興味・関心を生かし、自主的、自発

的な学習」を促していることは評価できる。しかし、その工夫の内容につい

て、もう少し具体例の紹介があってもよいだろう。こうした報告書で、工夫

のあり方を共有できれば、さらに各教員にとっても有益となるだろう。 

 ③ 「めあて」や「振り返り」を、児童生徒の発言から引き出す取り組みは、児

童生徒の主体的な関わりを促すうえで重要である。さらに、「振り返り」を次

時や家庭学習につなげる工夫も評価できる。逆に、家庭学習を、次時の「め

あて」につなげるというあり方も考えられよう。 

 ④ ＡＬＴの積極的な活用と、９年間の総合的・系統的な指導体制づくりも評価

できる。そのうえで、「外国の文化」は、単に英語圏の文化だけでなく、英語

を介してさまざまな文化に触れられるような発想も期待したい。加えて、Ａ

ＬＴや小中兼務教員の拡充に伴い、各教員間の打ち合わせの持ち方や場の確

保についても配慮が求められよう。 

 ⑤ キャリア体験事業は、生徒の学習意欲を高めるうえでも重要である。生徒の
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関心に応じた派遣先の設定は評価できる。中学校の学習との関連づけについ

ては、具体的な実践例も共有できるとよいだろう。 

 ⑥ 基本的な生活習慣の確立は、学習に取り組む態度を養ううえで欠かせないも

のである。一方、保護者の勤務形態など家庭の事情により、児童生徒の生活

習慣を確立しづらい場合もありうる。個々の家庭や児童生徒の実態に応じて、

どの部分に取り組んでいくかといった目標の設定を柔軟に行うことも望ま

れる。 

（２）地域に根ざし、信頼される魅力ある学校づくり 

 ① 教職員の学校経営への参画意識を高める取り組みがさまざまな形で行われ

ていることは評価できる。一人ひとりの教員が、個々の児童生徒に対応する

ミクロな視点と、学校全体の組織的な取り組みというマクロな視点の両者を

持ち合わせることで、より有効な教育実践につなげられるだろう。 

 ② 学習指導案を作成しての研究授業や、その後の授業検討会は、教員の授業力

向上にとって欠かせない重要な場である。一方で、指導案の作成や検討会の

実施が、教員の限られた勤務時間の多くを割くことになる現状もある。その

なかでは、指導案を用意しない研究授業（児童生徒は、そもそも指導案を見

ずに授業を受けている）や、コメントを所定の場所に貼り付けて確認できる

ような形での「検討会」の実施など、研究授業のあり方の工夫もさらに期待

したい。 

 ③ 採用３年目程度の教員をメンターに、新採用の教員をメンティーにするメン

ター制の実施は興味深い。メンティーへの効果だけでなく、メンターを務め

ることでの力量向上も期待できる。一方、３年目といえば、学校によっては

「若手」とされ、まだメンティーとして扱われることもありうる段階である。

そのなかでは、メンターをさらにサポートするミドルリーダーとの連携体制

づくりにも気を配っていただきたい。 

 ④ いじめ・不登校は、長期的な関わりが求められる問題である。「早い段階で 

の組織的な対応」の重要性は、本文でも指摘されているとおりである。この

組織的な対応を具体化する組織の設置や運用についても、教育委員会から各

学校へのさらなる支援が期待される。 

 ⑤ 人権教育、英語教育、特別支援教育、プログラミング教育等、今日的な課題

に対する教職員研修の機会が確保されていることは評価できる。ただし、こ

れらの課題について、市内の教員がどのような現状にあり、どのような力量

を獲得する研修を進めていくかについて、さらに踏み込んだ分析が求められ

る。 

 ⑥ ＩＣＴ教育や校務支援システムの活用など、ＩＣＴを使った学校運営の取り

組みが進んでいることも重要である。このたびの新型コロナウイルス問題を

みても、同様の状況が頻出するとは考えにくいが、こうした事態に備えるう

えでも、オンラインでの学校運営のあり方について検討を進めていくことが
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期待される。 

（３）学校給食の充実 

 ① 食育の推進により、食生活アンケートでの結果がやや向上したことは一つ   

の成果である。子供たちの食生活や関心に基づいた食育の取り組みが、今後

も期待される。 

 ② 新型コロナウイルス感染予防による休校期間中に、給食メニューをホームペ

ージに掲載したことは評価できる。児童生徒の健康の維持だけでなく、毎日

昼食を用意しなければならない保護者にとっても貴重な支援だと考えられ

る。 

 ③ 食物アレルギー対応食の提供についても、取り組みが進んでいることがわか

る。アレルギーに配慮するとともに、学校給食の側だけで対応するだけでな

く、保護者とともにどのような対応ができるかを考えていくことが重要とな

ることがわかる。現状ではまだ問題になっていないかもしれないが、外国に

ルーツのある子供など、文化や宗教上の理由で学校給食を食べられないケー

スも出てくるかもしれないので、そういった場合への備えも進めていけると

よいだろう。 

  

２ 学校教育施設の充実 

(１) 施設の計画的な建替え・改修 

ア 富岡市学校施設個別施設計画に基づき、小・中学校の再編や統廃合に関する

基本計画（案）について地区別説明会を開催し、具体的な計画を定める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

令和元年６月に学校施設のあり方庁内検討委員会より受けた「富岡市立小・

中学校適正規模・適正配置基本計画（報告書）」を基に、より良い教育環境の

確保と充実を実現させるため「富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計

画（案）」を策定した。この計画（案）を市民に公表し広く意見を募集するた

めパブリックコメントを行い、３７３件という多くの意見をいただいた。総論

的な意見のほか通学路や通学方法など個別や具体的な意見も多数あり、これら

の意見を集約し、計画（案）に反映できるものについては加筆修正を行い公表

した。来年度は、この計画（案）を小・中学校単位で保護者や地域住民に丁寧

に説明し、適正配置協議会を立ち上げ、子供の教育環境の改善を中心に学校の

様々な機能や地域の実情に配慮した方向性について協議・検討を行い、合意形

成を図っていくこととする。 

 

イ 児童生徒の安全、安心に係る改修、修繕を優先して行い、学習環境の改善に

努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

小・中学校１７校の施設や設備の老朽化に伴う改修及び修繕等は、学校から
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の要望調査・現地確認を行い、緊急性や危険度等の高い箇所から優先的に実施

できた。 

額部小学校は、すでに４０年を経過しており、経年劣化による校舎の庇の欠

けや表面の剥離などが数多く見られたため、校舎庇改修工事を実施し、児童の

安全確保に努めた。 

屋内運動場床改修工事は、計画的に西小学校・小野小学校及び南中学校を実

施し、児童生徒や住民が利用する社会体育として教育環境の整備及び避難場所

として安全性を確保することができた。 

また、繰越事業として経年劣化によるひび割れや破損がいたるところに見ら

れたコンクリートブロック造のシャワー壁がある小学校８校について改修工

事を実施し安全な学習環境が図れた。 

今後も児童生徒の安全で快適な学習環境を整備するため、校舎等の老朽化対

策や長寿命化改修などが必要となり、予算が膨大になることから財政負担の平

準化を図り計画的に進める。  

 

（２）施設等の図面の効率的な管理 

建物や機器の図面等の情報と施設管理の一元化を進めるため、図面情報等の

データ化に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

小・中学校の施設の設計図面等の管理は、学校別に整理ができ適正な場所に

一括に保管できている。 

引き続き、業務の効率化を図るため、施設台帳・図面データの一元管理を推

進するとともに、維持管理システム導入の際に連携して活用できるよう努め

る。 

 

 

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）施設の計画的な建替え・改修 

 ① 「富岡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画（案）」がまとまり、一 

定の方針が示されたことは評価できる。一方、必要なことだとはいえ、基本

的には統廃合を推進する方針であり、これに疑問や不安を感じている児童生

徒や保護者も少なくないことが予想される。今後は、この計画（案）をもと

にしながら、必要な施設を整備していくといったハード面での対策や、通学

時間が長くなる児童生徒への対応、地域と学校との新たな連携構築などのソ

フト面での関わりなどを、学校教育課とも協力しながら充実させていくこと
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が求められるだろう。 

 ② 学校施設の整備は、児童生徒の安全な学習環境を確保するうえで欠かせない

部分である。劣化による事故が起きてからでは遅いので、できるだけスピー

ド感を持って対応していくことが望まれる。 

（２）施設等の図面の効果的な管理 

   データ化により施設等の図面を効果的に活用していくことは、さらに進めて

いくことが期待される。 

 

３ 青少年の健全育成 

（１）青少年育成のための地域及び各関係機関の連携、活動推進 

青少年関係団体と連携し、青少年の自立・社会参加活動を目指した各種事業

を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

青少年事業の主軸として毎年行っている「少年の主張」「おばけ大会」「子 

どもまつり」等については、青少年育成推進員連絡協議会、青少年補導員協 

議会、子ども会育成会連絡協議会、富岡市小中学校ＰＴＡ連合会などの青少 

年関係団体の協力のもと、乳幼児から中高生など多くの青少年たちが参加で 

きた。 

また、子ども料理教室やリーダー研修、かるた大会、おもしろ科学教室、子

ども富岡体験学など、青少年が体験学習を通して自立性と社会性を伸ばすべく、

事業を実施した。 

 さらに、昨年に引き続き、事業の実施にあたってボランティアとして高校 

生５０人に参加してもらうなど社会参加へのきっかけづくりを進めた。 

今後も、多様な体験や交流の場を設けていくことで、地域の人との関わり 

や社会の仕組みを学び、達成感や自己肯定感を育てていく。 

 

（２）啓発事業の推進 

家庭や地域の教育力の向上を目指した啓発事業を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

幼児虐待、ネグレクト、不登校など家庭内の問題がニュースとしてクローズ

アップされる今日、家庭教育力の向上を図るため群馬県西部教育事務所と連携

し、本年度も継続して「ワクわく子育てトーキング」事業を実施した。  

また、県内初となる試みとして、０歳児の保護者を対象とし子育ての悩みを

保護者同士で語らい、交流を図った。さらに、中学校の１日入学において、保

護者、児童を対象とし、インターネットの利用をテーマに実施した。 

その他にも「少年の日」「家庭の日」の推進を行うため、啓発作品の募集及

び子ども料理教室を実施した。 

規範意識や社会性、学習意欲の低下、いじめや暴力行為等の問題行動の増 
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加など、様々な課題が指摘されている今、家庭教育は子供たちの発達の原 

点との考えのもと、様々な学習の機会やあいさつ運動などの啓発事業を今後 

も推進していく。 

 

（３）非行防止と社会環境浄化活動の推進 

ア 青少年の健全育成と非行防止を図るため、関係機関や青少年関係団体と連携

し、育成行事や補導活動及び社会環境浄化活動を積極的に推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

青少年育成推進員、青少年補導員等が中心となり、青色回転灯パトロール 

車両を利用しての街頭パトロールを１８５回実施した。公園や大型書店などで

の声掛けや、子供たちの登下校時の見守り、成人式や地域の祭りなどへの参加

や巡視などを行い、非行防止を図っている。また、高校生の下校時間に合わせ

警察・鉄道会社職員と協力し列車内パトロールを行った。 

富岡警察署管内の少年非行は年々減少している。 

青少年関係団体の協力のもと登下校時の見守り、行事や各イベントなどで、

大人が見本となるよう「ありがとう」「おはよう」などの挨拶を、まず大人か

ら声掛けを積極的にするよう依頼した。 

市内１６か所に設置してある白ポストを活用し、青少年に有害な雑誌やビデ

オ、ＤＶＤ等を６００点ほど回収し、焼却処分とした。 

今後も補導活動においては、市民の理解・協力を得ながらパトロールを行い、

犯罪の起こりにくい地域づくりを目指す。 

 

イ インターネットの適正な利用についての啓発と注意喚起のため「おぜのかみ 

さま県民運動」を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

ＳＮＳをツールとして青少年を呼び出し、誘拐・監禁するような事件が後を

絶たない。自分は大丈夫という過信が、事件を他人事として捉える中高生など

の若者が増えている。また、事件に巻き込まれる被害者が小学生と、低年齢化

しているのも近年の傾向である。 

  このような状況を踏まえ、青少年が安全・安心にインターネットを利用する

ことができるように、青少年育成推進員を中心として「おぜのかみさま県民運

動」のチラシを配布するなど啓発活動を行い、イベント等の空き時間に動画を

放送するなどした。今後も継続して推進していく。 
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（４）相談活動の充実 

若者・青少年相談室「ぷらすゆう」の相談事業を積極的に展開し、各関係機

関との連携を深め相談活動を充実させる。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

平成２７年４月から展開している青少年相談室「ぷらすゆう」は、週１日４

時間積極的に相談事業を行い、相談延べ人数は３５人となった。また、福祉課

及び社会福祉協議会との連携のほか、こども課の相談員、子育てコンシェルジ

ュとも連携体制を増やし、困難を有する子供のために「ぷらすゆう」を紹介し、

相談へ繋げている。また、就労支援の相談があった場合には、連携している「ぐ

んま若者サポートステーション」の相談員が当生涯学習センターに月１度相談

日を設け、就労に向けた相談支援を行っている。 

「ぷらすゆう」の活動を周知するため、広報・公民館報への掲載や、回覧 

板による回覧等を利用して、広報、啓発に努めている。また、市内の高校生全

員にチラシやカードを配布し広報を行っている。 

問題を抱えている子供や若者、家族が効果的かつ円滑に相談、支援が受けら

れるよう、県をはじめ、行政の各機関、地域若者サポートステーションなど既

存の支援ネットワークとの連携や協力を促進し、適切な支援機関の紹介、情報

提供及び助言を行っていく。 

今後さらに、各所属間の情報提供等の協力体制を構築し、情報の共有化を図

るなど相談体制を整えていく。 

 

  

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）青少年育成のための地域及び各関係機関の連携、活動推進 

   さまざまな関係団体との連携により事業が進められていることは評価できる。 

特に、ボランティアとして高校生が多数参加していることは注目される。ボラ     

ンティアの参加により、活動が充実するとともに、参加した高校生自身にも、

自分たちの活動が社会に役立っているという有用感を持たせる機会になって

いるのではないかと考えられる。 

（２）啓発事業の推進 

   家庭や地域の教育力向上についての取り組みは重要である。一方、上からの「啓   

発」だけではなく、家庭や地域から、抱えている問題や有効な提言を吸い上げ 

ていく方向性も重要である。０歳児を抱える保護者同士の交流は評価できる一 

方、「孫育て」をする祖父母向けの講習も開くなどして、親世代と祖父母世代 

が歩調を補い合いながら子育てができるような環境づくりを図ることも考え
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られる。 

（３）非行防止と社会環境浄化活動の推進 

 ① 昔ながらのいい方になるが、「子は親の鏡」という面もある。地域の子供が抱

える問題は、地域の大人が抱える問題とも通じている可能性がある。そのなか

では、青少年への働きかけも重要であるけれども、これらとあわせて、「大人

が見本となるよう『ありがとう』『おはよう』などの挨拶を、まず大人から声掛

けを積極的にする」といった取り組みが大きな成果につながることも考えられ

る。 

 ② 青少年は、大人からみれば「子供」だが、青少年自身のこれまでの生涯のなか

では、今が一番「大人」である。そのため、「もう大丈夫」「何でもできる」と

いう感覚を持ちやすい。そうしたなかでは、頭から押さえつけるような関わり

方ではなく、大人が、自身の若い頃を想起しながら寄り添っていくような視点

での関わり方が必要とされるだろう。 

（４）相談活動の充実 

   青少年相談室「ぷらすゆう」の活動は、一定の成果を上げている。一方、こう

した場のニーズがもっとも高いのは、何らかの理由で学校から離れてしまった

青少年であろう。中学校時代から不登校を経験していたり、高校を中退してし

まったりしたような若者たちである。そうした若者たちにも支援の手が届くよ

う、中学校や高校からも情報を得ながら、支援の手が届くように取り組んでい

くことも期待したい。 

 

 

４ 生涯学習活動の充実 

（１）学習機会の拡充 

① 生涯学習の推進体制の充実 

ア 生涯学習センターを学習情報発信の拠点として位置づけ、情報の収集と提供

を行うとともに、家庭・学校・地域で学べる機会の拡充を図る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学習情報をまとめた冊子「生涯学習ガイドブック」を作成し、窓口へ設置す

るとともに関係機関に配布した。また、公民館情報コーナーを新たに設け来館

者が公民館報を持ち帰れるようにし情報発信を行った。今後も、学習情報の収

集・提供の充実を図り、効果的な学習相談活動の向上を図る。 

また、西部ブロック公民館研究集会や群馬県公民館連合会の研修、全国公 

民館研究集会栃木大会に参加し、事業運営の手がかりを得ることができた。 

さらに、富岡学を継続開講し、富岡製糸場や富岡市の歴史・産業など多面的

な視点で富岡市を学習できる機会を提供した。今後も、改善や創意工夫に努

め、特色ある事業展開を図る。 
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イ 公民館をはじめ市内外の生涯学習関連機関との連携を図り、市民の要望や地

域の実情に対応した新たな講座の拡充と、特色ある事業の充実に努める。 

   （担当課の取組結果と成果・課題）     

公民館では、地元ニーズに答えるべく新たな講座を企画立案し実施した。生

涯学習センターでは、今年度も引き続き金沢市と連携し、富岡甘楽市町村連携

事業である、かぶら文化講座の中で「かなざわ講座」を実施し５１名が参加し

た。 

金沢卯辰山工芸工房館長川本敦久氏を講師に招き、「金沢にとっての工

芸－ものづくりの気風と文化－」と題しての講演と、旧七日市藩前田家の御

子息や金沢市の職員にも出席いただき、金沢市の文化と工芸について学ぶこ

とができた。引き続き、横の連携を密にし、効果的な生涯学習の推進を図

る。 

 

ウ 生涯学習推進本部を中心に関係機関との連携を強化し、生涯学習の推進と組

織の充実に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

生涯学習推進標語を募集し、１,２３３点の応募の中から、生涯学習推進会

議において、最優秀賞１点、優秀賞５点、入選４０点の選定を行った。富岡

市生涯学習功労賞の推薦を受け、個人の部７名、団体の部３団体を決定した。

とみおか市民大学校は５８１名の登録があり、今年度は２名が、学士号を取得

し、それぞれまなびのつどいで表彰した。まなびのつどいの運営等を中心に、

生涯学習の推進と組織の充実を図った。 

 

エ 各地域の生涯学習奨励員活動を推進し、身近な地域での生涯学習を通じた地

域づくり活動を奨励する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

地域の生涯学習推進を目的に、各地区奨励員と委託契約を結び活動の支援を

行った。奨励員の全体研修を年２回行い、事例発表を行うなど奨励員間の情報

共有を図った。 

地域により活動内容に差があるため、より一層の情報共有に努める。 

 

② 講座の充実 

ア 各種講座、講演、展示発表などの充実に努め、生涯学習出前講座の利活用を

推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

とみおか市民大学校公開講座で、富岡製糸場の設立に大きな関りを持った渋

沢栄一を題材とし「富岡製糸場と渋沢栄一～新一万円札の肖像～」と題して講

演会を実施し１４６名が参加した。 
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出前講座では、長寿社会の生き方として「人生の黄金期～６０から８０歳は    

人生最高の時代です～」を新たなメニューに追加し活用の幅を広げた。 

公民館の高齢者教室や地域づくり団体等からの出前講座の要請が数多くなっ

てきており、ニーズに応えた利活用が定着してきた。 

今後とも、時代的な課題や市民の要望に応えられる講座の充実に努める。 

 

イ とみおか市民大学校の学習カリキュラムを広く周知することにより、学習

機会の提供をさらに進める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

生涯学習ガイドブックに、公民館等で実施される学習カリキュラムの具体的

講座内容を掲載することで、興味を持ちやすく参加しやすいよう配慮した。 

とみおか市民大学公開講座を計画・開催することにより、市民の学習意欲の

向上を図ることができた。今後も公民館と協力しメニュー内容の改善に努めて 

いく。 

 

ウ 富岡学を継続して開講し、富岡製糸場をはじめ史跡・遺跡等を利活用した富

岡の魅力を伝える生涯学習指導者やボランティアの養成に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡学の中に、富岡製糸場や養蚕農家の講座を設けることにより、製糸場の

歴史的価値や養蚕の現状を再認識できた。 

１１月には、第５期が終了し、講座内容の一部見直しを行って第６期をス  

タートした。受講生による研究成果の発表の機会を設け、調べること・伝える

ことの大切さを理解してもらえた。受講生の中には製糸場の解説員やまちなか

ボランティアガイドなど、富岡の魅力を伝える案内人として活躍をしている方

もおり、富岡の魅力の発信に繋がっている。入学希望者が年々減少傾向にある

が、講座内容を検討し魅力ある講座を目指す。 

 

エ 市町村連携事業として、かぶら文化講座を実施し幅広い学習内容の充実に努

める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡市を題材とした講座の枠を超え、幅広い講座内容の提供ができたととも

に、人口減少社会の到来の中、これからの講座の在り方を示す一助と位置づけ

ることができた。 

今後も市町村協力により情報の交換を行いながら実施をしてゆく。 
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③ 人権教育の推進 

ア あらゆる差別をなくすために、講演会、研修会等を開催する。また、人権教

育集会所を活用した学習会等を開催する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市民課、学校教育課との共催で人権教育研修会を開催した。共催での開催と

することで、より広く聴講を呼び掛けることができた。人権集会所運営委員会

と連携協力して、市内３か所の集会所で学習会を開催することができた。 

講演会、研修会等の開催において、今後も横の連携をとり、より効果的な学 

   習内容になるよう工夫する。 

 

イ 職員の人権研修会への積極的な参加を推進し、公民館等で人権についての学

習や講座を積極的に取り入れることにより、人権教育を充実させる。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

県内で開催される各種人権の研修会・講演会に積極的に参加し、人権担当者

の自己啓発を行った。公民館で開催した親と子の料理教室や世代間交流等の行

事の中で、人権ビデオの鑑賞を取り入れるなど、人権について考える機会を提

供できた。 

研修会を通じ、指導力の向上を図っていくとともに、さまざまな人権問題を  

取り上げた学習会をさらに充実させる。 

 

（２）学習成果を活かす仕組みの拡充 

ア 富岡学や公民館活動等で学んだ成果を発表する場の充実を図る。 

また、学習で得た知識や自分のもつ技能や特性を地域への還元する仕組みや、

地域における人材育成に結び付ける。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

「まなびのつどい～生涯学習フェスティバル」を実施し、公民館等で活動す

る１２団体に学習成果を発表する機会を提供することができた。来場者の若返

りを図るため、オープニングに富岡市立東中学校吹奏楽部、メインに安中総合

学園高等学校和太鼓部「飛翔」の演奏を取り入れた。学習成果や活動の様子な

どを発表する場の充実をより一層図る。 

富岡学の講座を通して、地域の歴史・伝統・素晴らしさを伝える人材育成へ

の結びつけや活動のきっかけ作りができた。学習成果の発表の場やボランティ

ア活動につなげられるような機会を確保していくとともに、生涯学習の参加者

が高齢化する中、新たな参加者の発掘が課題である。 
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イ 達人バンクの利活用の推進を図るとともに、新たな指導者の発掘育成に努め

る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

達人バンクの名簿を作成し、生涯学習ガイドブックに掲載するとともに、窓  

口設置や市ホームページで紹介し、情報発信を行い利活用の推進を図った。 

今後も、定期的に名簿を更新し、指導者の発掘と活動の充実に努める。 

 

（３）社会教育活動の推進 

地域住民のよりどころとなる施設として公民館の活用を推進し、各種団体の

育成指導に取り組み、住民の活力を高め、生涯学習・社会教育の拠点として、

さらには地域づくりや地域福祉を含めた複合拠点化を進めて、その機能を十分

に発揮させるよう努める。 

また、国の登録有形文化財である社会教育館の施設案内・紹介に努めるとと

もに、近代和風建築の特性を生かした事業を実施する。  

（担当課の取組結果と成果・課題） 

地域の特性を活かした公民館運営を進め、社会教育活動の推進に努めた。 

今後も、公民館と連携・協力し、地域コミュニティー活動の活性化と地域づ

くりを推進する。 

社会教育館では、来館者に国の登録有形文化財である社会教育館の魅力を知

っていただくよう職員により来館者に説明を行った。また、英語版パンフレッ

トを作成、ホームページに掲載し広く紹介に努めた。 

利用者が知識と教養を高めるとともに、和風文化や癒し、おもてなしの心

を感じていただくための事業を積極的に実施し、社会教育館の利活用を推進 

する。 

 

（４）社会教育施設の整備 

生涯学習センターをはじめとする社会教育施設の充実を図り、利用者の安全

安心のため計画的な改修・修繕を行い、学習環境の整備に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

施設運営に必要な日常的な管理や修繕を行った。特にホール内の反射板巻き

上げ機の修繕を行い利用者の安全性の確保を行った。 

今後の改修については、富岡市公共施設等総合管理計画に基づき計画的に

行ってゆく。 
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（５）図書館の充実 

①  資料収集及びサービスの充実 

ア 市民の教養や学習意欲向上に資するため、多様なニーズに応える資料収集と

情報提供に努めるとともに、サービスの向上を図り、魅力ある図書館づくりを

推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

利用者の多様なニーズに応えるために、リクエストや予約、相互貸借制度を

活用している。 

企画本を展示することにより、図書館を身近に感じ、読書に親しめるよう工

夫した結果、人気のコーナーとなっている。 

小・中学生向けには、「読書スタンプカード」を作成し，読んだ本の感想を

記入し、読書を楽しんでもらった。 

季節に応じた図書の展示や装飾を行うほか、他部署のイベントの情報を掲示

し、情報提供を行った。 

 

イ 雑誌の種類を充実させるため、雑誌スポンサー制度の導入を検討する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

導入している図書館から、現状や制度導入までのプロセスなどの情報を得

て、この制度のメリットとデメリットを精査していく。 

大都市では、導入しているケースが見られるが、地方都市での導入は少ない

のが現状である。 

 

② 広報活動及び利用促進 

ア 子ども読書活動推進計画に基づき、読書活動の推進を図る。 

  （担当課の取組結果と成果・課題） 

小学校と連携して、読書スタンプラリーや読書感想画展を開催し、子供たち

の読書習慣を醸成し、図書館の利用促進を図った。 

ブックスタート事業の協力を行い、幼少期から読書推進活動を行った。 

最近では、父子の利用も多く見られる。 

今後も、家庭や学校、関係機関と連携・協力し、活動を進めていく。 

 

イ 学校やボランティア団体等と連携して諸事業を展開するとともに、資料の充

実を図り、読書の重要性を伝えていく。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

図書館見学、中高生の職場体験等を通して、施設について学び、読書の楽し

さ、大切さを子供たちに伝えた。 

図書館見学に訪れた子供たちに読み聞かせを行い、本を大切に扱う心を育む

とともに、本の分類について学ぶ機会を作った。 
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見学後は、親や兄弟と一緒に訪れ利用推進につながっている。 

ボランティア団体による「おはなし会」、「赤ちゃん向け読み聞かせ」を開

催し、幼児期から絵本に親しみ、親子での図書館利用の場を提供した。 

「おはなし会」や「赤ちゃん向け読み聞かせ」の参加者が今後も増えるよう、

ボランティア団体と工夫しながら進めていく。 

 

ウ ホームページや館報等の広報活動を充実するとともに、図書や読書に関する

相談にも積極的に応じ、身近で利用しやすい図書館を目指す。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

図書館ホームページで、新刊書やベストセラー等の情報を逐次更新した。 

また、隔月で図書館だよりを発行し、館内展示を行った。 

「こども版」の図書館だよりを発行し幅広い広報活動を行った。 

利用者のニーズに応えるため、積極的に図書や読書に関する相談にも応じ

た。 

 

エ 学校図書館への支援を強化する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校図書館担当者と連絡を密にし、子供たちが気軽に学校図書館を利用でき

る支援や授業で必要な図書の貸し出しを行った。 

充実した支援ができるように、担当者との連絡・調整を行い連携していく。 

 

③ 関係機関との連携協力 

ア 資料の有効活用を図るため、県内各図書館との協力関係を強化し、市内の  

  学校・公民館等との連携を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

限られた予算での蔵書構成と有効活用のための、群馬県立図書館や県内他市

町村立図書館、高等学校図書館との相互貸借制度を活用し、利用者のニーズに

応えた。 

除籍した本を有効活用するため、リサイクル本の提供を行った。 

資料によっては、相互貸借ができないものや、期間がかかってしまうものが

あるため、迅速に要望に応えることが課題である。 

 

イ 公民館での図書貸出サービスについて検討する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

返却サービスは、実現し、市民の利便性に貢献している。貸出については、

専用端末を各公民館に設置するなどの予算措置や人員確保が必要となる。 
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ウ 図書館協議会の円滑な運営を図るとともに、図書館ボランティアや体験学  

習等を推進し、地域に根ざした親しみやすい図書館づくりに努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

図書館協議会を開催し、連携を取ることにより、利用しやすい図書館を目指

す。 

小学生は、図書館見学や夏休み一日図書館員等で、中高生には、職場体験等

を通すことによって、図書館を身近なものと感じてもらった。 

ボランティア団体と共同で行う読み聞かせのイベントは、親子で参加できる

よう工夫し、好評を得ている。 

利用者の要望を聞きながら、より工夫していく必要がある。 

 

   エ 富岡製糸場や蚕業に関する資料の充実に努めるとともに、富岡製糸場総合

研究センターや美術博物館等との連携を強化し、地域資源に関する書籍等の拡

充を図る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡製糸場の研究者や学習者の利用に対応し、アピールするために、富岡製

糸場コーナーの資料の充実を図った。 

また、富岡製糸場総合研究センターと連携して、蔵書の充実を図った。 

図書館資料収集等検討委員会では、製糸場関連の資料や書籍の収集に努めて

いる。 

 

  オ 市の施策等を広く周知するため、各機関等と連携して企画・展示等を行い、

地域に情報発信する図書館を目指す。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

美術館で開催された「降矢なな絵本原画展」と「アリスの時間旅行～砂と絵

本・山本容子の原画の世界へ～」の企画展に合わせて、それに関する本の展示

コーナーを設けて、好評を得た。 

また、企画課と連携して、「ＳＤＧｓ」に関する本の展示コーナーを設けた。 

今後も、関係機関と連携して、企画・展示コーナーを設け、情報発信の場と

するとともに、利用者に情報が伝わるように努める。 

 

 

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）学習機会の充実 

 ① 市内外の生涯学習機関との連携や、各地域の生涯学習奨励員の研修を通じて、 
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生涯学習推進体制の充実を図っている様子がうかがえる。今後は、各種の公民 

館研究集会等で得た成果を共有し、さらなる充実につなげることが期待される。 

 ② 「とみおか市民大学校」や「富岡学」、あるいは「かぶら文化講座」などを通じ 

て、各種の充実した講座が整備されていることは評価される。さらに、富岡学 

などでは受講生による研究成果の発表の機会なども設けられており、単にイン 

プットするだけではなく、アウトプットを通じて学習内容のより一層の定着が 

図られている。こうした生涯学習の成果を、地域づくりに生かしていくことも 

重要となろう。 

 ③ 人権教育についても、着実に取り組みが重ねられている。性別や障害、あるい 

は民族や被差別部落など、その人の属性に関わる人権侵害が生じないよう努め 

ていく必要がある。そのうえで、各種のハラスメントなど、日常の業務などで 

生じる人権侵害にも目が向くように働きかけていくことも求められる。 

（２）学習成果を活かす仕組みの拡充 

   「まなびのつどい」において学習成果の発表の機会が確保されたことは重要で 

ある。こうした優れた学習成果に触れることで、多くの人々に、「自分も学ぼう」 

という学習意欲を喚起することにもつながると考えられる。 

（３）社会教育活動の推進 

   社会教育を核に、地域づくりや地域福祉を結びつけ、施設の複合拠点化を図る 

ことも、今日求められる重要な課題である。一方で、社会教育の独自性・重要 

性が埋没しないような配慮も求められる。 

（４）社会教育施設の整備 

   社会教育の基盤となる施設の整備がすすめられたことは評価できる。そのうえ 

で、施設利用がより簡便に行えるようにするなど、利用者・利用団体の声も取 

り入れながら、運用面での改善をさらに図ることも求められるだろう。 

（５）図書館の充実 

 ① 市民が、図書資料を充実するための環境整備が進められていることは重要であ 

る。さらに、富岡市の図書館であるという状況もふまえ、富岡製糸場関連など、 

郷土・地域に関する資料を収集・保管し、利用に供することにも力を入れてい 

ることは評価できる。 

 ② 学校との連携など、子供の読書活動の推進に努めていることも大切である。 

小学生のころは比較的読書に親しんでいるのに、中学・高校と上がるにつれて、 

読書離れの傾向が強まることは、各種の調査からも報告されている。部活動や 

受験勉強に時間が取られるという問題はあるけれども、何らかの形で活字との 

関わりを維持できるように、活字に親しむことの楽しさを伝えるような企画の 

実施も望まれる。 

 ③ 各種の生涯学習講座との連携を通じて、読書の魅力を伝えることも考えられる 

だろう。たとえば、富岡製糸場や社会教育館などの場で、読書会（１冊の本に 

ついて語り合うようなものでもよいし、各自が集まって、ただ好きな本を読む 
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だけでもよいかもしれない）を開くことで、読書の楽しさをより多くの市民が 

感じられるようになることも考えられる。 

 

５ 富岡製糸場の保存と整備・活用 

（１）保存管理・整備活用の推進 

ア 世界遺産・国宝・重要文化財・史跡である富岡製糸場について、富岡製糸場

課と連携し、保存管理計画に基づいた適切な保存管理に努めるとともに、整備

活用計画に基づき、市民や来場者が富岡製糸場の価値や魅力を身近に感じ、理

解できる整備活用を目指す。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡製糸場課と連携し、適切な保存管理に努めた。 

国宝西置繭所の保存修理事業及び乾燥場・繭扱場、社宅８５の保存整備事業

は、保存修理委員会・整備活用計画実行委員会での協議結果を踏まえ、文化財

を保護するための指導助言を行い、必要に応じて発掘調査を実施した。 

総合防災計画に基づく配管・消火管設置工事に対しては、保存整備事業の実

施に伴い、必要に応じ地下遺構の確認調査を実施した。 

文化財保護法に基づく史跡・重要文化財の保護に関わる国への諸手続きを文

化庁、県と連絡調整しながら指導した。 

また、県及び関係市町で構成される世界遺産協議会に出席し、富岡製糸場を

含む４資産の関係者と相互連携を図った。 

今後も富岡製糸場課、県、文化庁と連携を密にし、保存・整備及び活用を推

進する。 

 

イ 富岡製糸場の保存整備工事や発掘調査の現場などを積極的に公開し、文化財

の保存整備について理解を深めてもらうよう努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

西置繭所の保存修理工事、乾燥場・繭扱場等の保存整備工事は年間を通じて

行われ、また工事に先立ち地下遺構の確認調査及び発掘調査を実施した。 

   一般市民への公開は工事現場内であり安全面から実現できなかったが、「かわ

ら版」を設置し調査の概要を報告し、富岡製糸場の保存整備について価値と重

要性を周知した。 

    今後は、保存整備の理解を深めてもらうため、安全面に配慮し、市民に公開

できるよう努める。 
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（２） 利活用の推進 

ア 富岡製糸場の保存整備と併せて、世界遺産にふさわしい利活用方法を検討す

る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

西置繭所の保存修理事業は、富岡製糸場課を中心に活用方法の検討を行っ

た。社宅８５の保存整備事業は西置繭所の保存修理と関連して防災施設として

利活用できるよう検討した。 

今後も建造物の保存整備を行う際には、富岡製糸場課、県及び文化庁と協議

するとともに、保存修理委員会・整備活用計画実行委員会の協議結果を踏まえ、

世界遺産にふさわしい活用方法を検討する。 

 

イ 地域と連携・密着した取組に努めるとともに、富岡製糸場の普遍的価値を次

世代につなぐため、若年層を対象とした企画・立案に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

旧富岡製糸場セミナー・ワークショップを若手研究者の育成と情報提供を目

的として８月に実施した。セミナーは市民からも聴講生を募ったところ１１名

が参加し、富岡製糸場の価値について理解を深めてもらった。ワークショップ

は、場内に残る副蚕場の調査と活用をテーマに実施し、建造物の特徴を活かし

た整備・活用方法などを提案してもらった。また建築系、歴史系、美術研究系

など異なる専攻の学生が１２名参加し、受講生の幅が拡がった。 

今後は、富岡製糸場課と連携しながら事業内容について教育的な活用も視野

に入れながら、多角的な視点から検討し継続していく。また、西置繭所保存修

理事業の完成に併せて、多目的ホールを活用して実施できるよう検討する。 

 

（３） 調査研究の推進 

ア 歴史や文化などさまざまな面から調査研究を継続的に実施し、その成果を

展示や報告書として広く発信する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

埋蔵文化財調査の成果を富岡製糸場出土品特別展として、東置繭所で一般公

開した。今回は「ここまでわかった富岡製糸場」をテーマに、これまで明らか

でなかった富岡製糸場にかつて存在した痕跡を、発掘調査で見つかった遺物や

遺構を通して紹介した。多くの方に見学してもらい、埋蔵文化財の成果から富

岡製糸場の歴史的価値を再認識してもらった。 

今後も積極的に成果を公表し、市民に情報を提供する。また、過年度に実施

した埋蔵文化調査の成果を報告書にまとめ刊行する。 

 

 

 



35 

 

イ 関連資料について適切な保存管理に努め、富岡製糸場での女性労働者の役割

や労働環境などについて調査研究を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡製糸場女性労働環境等研究委員会が開催され、富岡製糸場における女性

労働者の役割や労働環境等について調査研究を行った。富岡製糸場課が事務局

であるが、文化財保護課は遺構調査の成果を提供し関わった。 

今後、調査研究の成果を報告書としてまとめ、刊行する予定である。 

 

（４）わかりやすい情報提供 

    最新の成果をもとに展示解説の充実などを図り、わかりやすい情報発信に努

める。また、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の他の構成資産との連携を図る。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡製糸場出土品特別展や富岡市内出土品展を開催し、埋蔵文化財発掘調査

の成果を積極的に公開した。 

今後も展示会などを開催するとともに、ホームページやフェイスブックなど

を通じて情報発信に努め、埋蔵文化財調査の重要性と価値をアピールしてい

く。 

 

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

 ○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）保存管理・整備活用の推進 

   富岡製糸場の価値や魅力については、すでにかなり広く伝えられていると考 

えられる。そのなかで、新たな企画を立てるのは、難しさもあると思われる。 

しかし、ここに挙げられている保存整備工事や発掘調査の現場の公開などは、 

さらに関心を高める取り組みとして評価できるだろう。 

（２）利活用の推進 

 ① 世界遺産としてだけでなく、防災施設としての利活用を検討していることは注 

目できる。 

 ② 富岡製糸場の整備・活用方法を考えるセミナーやワークショップが開催されて 

いることも評価できる。特に、ワークショップには、建築・歴史・美術等の学 

生が参加していることは注目できる。今後は、さらに専門の研究者に対しても 

門戸を開き、研究やアートプロジェクトの実践などで活用できるように便宜を 

図ることも考えられる。 

（３）調査研究の推進 

 ① 富岡市において富岡製糸場の研究を続けていくことも重要である。その研究成 

果報告書を、逐次刊行していくことも求められる。これらの報告書については、 
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冊子で用意するだけでなく、インターネットで内容が閲覧できるようにするこ 

とで、研究成果をより広く発信することが可能となるだろう。 

 ② とりわけ、富岡製糸場を通じた女性労働の研究についての可能性を指摘してい 

る点は興味深い。建造物としての価値だけではなく、富岡製糸場に集った人々 

の労働や生活の営みについて着目することで、さらに後世に伝えられる価値が 

高まっていくことが期待される。 

（４）わかりやすい情報提供 

   富岡製糸場の位置づけをわかりやすく伝えるために、「富岡製糸場と絹産業遺 

産群」の他の構成資産と連携を図ることも大切である。そのうえで、世界遺産 

が共通に抱えているのは、「世界遺産指定後の維持・管理・活用」である。富岡 

製糸場そのものについてだけでなく、世界遺産として今後どのように取り扱っ 

ていくのかについて、経験や知見を発信していくことも求められるだろう。 

    

６ 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 

（１）文化財の保存と活用 

① 有形・無形文化財の保存・活用 

ア 国・県・市指定文化財などを後世に継承するため、恒久的な保存管理及び活

用を推進するための環境整備を支援する。また、未指定文化財の調査を進め、

新たな文化財の指定に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

県・市指定文化財の所有者等に維持管理を委託し、適正な管理に努めた。ま

た、修理が必要な有形・無形の文化財や保存継承活動に対して支援を行うため

の補助を行ったほか、所有者と協議調整し、環境整備について支援した。 

今後も、所有者と連携しながら文化財の適正な保存に努める。 

また、平成２６年度から実施している宮崎公園のツツジ調査を継続して実施

した。ツツジの健全化を図るため下草除去などを行ったほか、生育環境を良好

に保つため施肥、剪定、薬剤撒布、土壌改良や土留めを実施し、貴重なツツジ

を絶やさないための挿し木づくりを富岡実業高校園芸科と連携して行った。ツ

ツジは開花時期が限られるため、引き続き調査を行うほか、環境整備に取組み

文化財新指定を目指す。 

今後も、未指定文化財について専門家の指導を仰ぎ、現地調査等を行い、新

たな文化財の指定に努める。 
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イ 文化財への理解を深めてもらうため、ふるさと歴史ウォーク、近代化遺産の

公開、出前講座や体験学習の場を通して、市民が文化財に親しみ学ぶ機会を提

供するとともに、文化財の案内板や周遊コースを設置するなど文化財の活用を

図り、本市の魅力を積極的に情報発信する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

今年度は、額部地区の文化財をめぐるふるさと歴史ウォークを実施した。 

文化財所有者のほか、地域の方々にも協力してもらい、通常見ることができ

ない文化財を周知することができた。５８名が参加し、文化財への理解を深め

ることができた。今後も魅力あるコース設定など工夫を図り、文化財の価値を

周知したい。 

近代化遺産の一斉公開では、文化財の一般公開「近代化遺産冒険スタンプラ

リー」と、解説ツアー「富岡市のおいしい近代化遺産めぐり」を実施した。ツ

アーは近代化遺産をめぐりながら、国登録有形文化財である割烹旅館ときわ荘

と社会教育館で食事や抹茶の提供を楽しんでもらい、新しい文化財ファンを開

拓することができた。 

出前講座は、吉田小学校、一ノ宮小学校、高瀬小学校、西小学校及び富中校

区研修会において先生方を対象に、富岡市の文化財についての講座を実施し

た。 

職場体験として、富岡市立南中学校の生徒のほか立正大学生のインターンシ

ップを受け入れた。発掘調査で出土した資料の整理作業を体験してもらい、文

化財保護の裏方的な仕事に興味を持ってもらった。 

今後も、文化財めぐりや出前講座など、市民に文化財に親しんでもらうとと

もに、文化財に触れ合う機会を提供する。また、小・中学校や高等学校に対し

て講座等を周知し、併せて富岡市の文化財ハンドブックを活用し、文化財につ

いての興味関心を高めていく。 

 

② 埋蔵文化財の保護・調査及び活用 

ア 埋蔵文化財の保存・保護に努め、開発事業などによって滅失する文化財につ

いては、発掘調査による記録保存を実施する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

宇田・一ノ宮地区土地改良事業や一ノ宮工業団地造成及び市道馬見塚・芝宮

線や６０１２線建設に伴い埋蔵文化財発掘調査を実施し、貴重な地域の遺跡に

ついて適切に調査し、記録保存することができた。 

城町通り北長屋（旧韮塚製糸場）は、継続的に発掘調査を実施していたが今

年度で現地調査を終了した。設立当初の富岡製糸場と関連が強い韮塚直次郎が

明治９年に設立したもので、明治初期の民間製糸場の遺構が良好な状態で残っ

ていることが確認でき、操業時の柱や梁及び壁の一部が残っていて、これらの

痕跡を極力保存することができた。 
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また、民間及び公共事業の開発に伴う埋蔵文化財の保護に関して事前に協議

を行い、適切な指導ができた。 

今後も、民間及び公共事業の開発に関しては、事業計画時に早めに協議でき

るよう埋蔵文化財の保護に関して周知徹底していく。課題は、埋蔵文化財調査

を実施し、監督・指導することができる専門的知識を持つ職員の確保で、関係

部署と協議を行っていく。 

 

イ 発掘調査の成果を積極的に公開するため、説明会、出土品展などの開催や市

立美術博物館、富岡市郷土館などの展示を充実させる。また発掘調査の成果を

積極的に情報発信し、埋蔵文化財の保存・保護の啓発に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡市内出土品展や富岡製糸場出土品特別展の開催、富岡市郷土館のミニ企

画展の実施など積極的に発掘調査の成果を公開し、埋蔵文化財の保存・保護を

啓発することができた。また、前年度に引き続き「旧茂木家住宅つつじ祭り」

の開催にあわせて企画展を実施し、関連する埋蔵文化財の資料を展示した。さ

らに宮崎公園の紅葉の時期にあわせて企画展を実施した。 

宇田・一ノ宮地区土地改良事業に伴う発掘調査では、現地説明会を実施し地

元の人たちを中心に遺跡の価値と重要性について周知した。 

今後、富岡市郷土館の展示をさらに充実させるほか、イベントや展示内容等

を積極的にホームページやフェイスブックに情報発信し、公開に努める。 

 

ウ 学校の授業などに対して文化財専門職員を派遣し、郷土を知る機会としての

体験学習や出前講座を通して文化財への理解と興味を醸成し、埋蔵文化財の重

要性を啓発する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校出前講座を小学校で実施したほか、教員向けに埋蔵文化財出土品の説明

会を実施するなど、文化財への理解と興味・関心を持ってもらい、文化財を体

験的に学習できるよう支援した。また、中学生の職場体験や大学生のインター

ンシップを受入れ、埋蔵文化財の裏方的な仕事を体験してもらい、新たな興味

を持ってもらった。 

今後も発掘調査で出土した遺物に直接触れるなど、子供たちに郷土への関心

を持ってもらい、興味を高められるようにしたい。学校の教員に対しては出前

講座や体験学習などの利用を呼び掛けるとともに、文化財の裏方的な仕事など

が見学できることを周知し、文化財への理解を高めていく。 
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③ 文化財施設の整備・充実 

ア 国指定重要文化財 旧茂木家住宅の適正な保存・活用を図るとともに、維持

管理、公開、普及等に努め、その重要性と価値を広く情報発信する。また、貫

前神社、妙義神社については、関係機関と連携を図りながら、歴史的・文化的

資源としての保存・活用に努めるとともに、その価値や魅力を情報発信する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

旧茂木家住宅は、年間を通して一般公開している。 

その価値を周知するため旧茂木家住宅つつじまつりを実施し、建物について

の解説のほか、西中学校の吹奏楽演奏や富岡実業高校のつつじ挿し木事業の発

表、クイズラリー等を行い、多くの方に見学してもらった。春と秋に企画展を

行い、様々な視点から旧茂木家住宅の時代や価値を紹介した。また、小・中学

校での社会科見学や校外学習の一環として旧茂木家住宅を見学してもらうな

ど、その価値や重要性を周知した。 

今後も、旧茂木家の歴史的価値を周知するため旧茂木家住宅つつじまつり等

を継続するとともに、多くの方に見学してもらえるよう広報していく。現在文

化財指定を目指して宮崎公園のツツジの調査を実施しているが、旧茂木家住宅

とツツジ、そして宮崎公園を一体化した保存、整備・活用を検討する。 

国指定重要文化財である貫前神社及び妙義神社は、防災保守点検について継

続的に支援している。 

 

イ 国登録有形文化財 富岡市社会教育館、富岡市講堂の適切な保存・整備及び

活用に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡市社会教育館は、貴重な文化財を活かした整備・活用方法を、所管であ

る生涯学習課と協議しながら検討していく。 

富岡市講堂は、今後の活用に向けて、所管である生涯学習課と協議しながら、

具体的な保存・整備及び活用について文化財保護の観点から助言を行ってい

く。 

 

ウ 貴重な埋蔵文化財資料を一括して適切に保存・管理し、公開・活用するため

の施設整備を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

埋蔵文化財資料は現在富岡市郷土館で一般公開されているほか、富岡市立美

術博物館の郷土資料展示室で公開されている。このほかの資料は、市内の倉庫

に分散して保存・管理している。 

今後、公共施設の整備にあわせて、埋蔵文化財資料が一括して適切に管理で

きるよう関係部署と協議していく。 
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（２）次代への継承 

ア 国指定史跡である中高瀬観音山遺跡は、貴重な歴史遺産と豊かな自然環境を

活かすとともに、市民の多様なニーズに対応した整備・活用を推進し、後世に

引き継ぐ。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

中高瀬観音山遺跡については、保存活用計画の策定と、歴史公園の整備にか

かる基本計画の見直しを行うため、中高瀬観音山遺跡保存整備活用委員会を立

ち上げ、史跡の価値を継承し、市民と一緒に魅力を育て、富岡市の歴史を学ぶ

ことができる施設の設置に向け、慎重に議論を重ねてきた。その結果、保存活

用計画については、今年度策定した。 

 また、今後整備を進めるにあたり、地域の方にその魅力と価値を知ってもら

うため、地元の小学生と保護者を対象に中高瀬観音山遺跡ガイドツアー＆ワー

クショップを実施し、３０人が参加した。 

買上げ地については、定期的な巡視と除草等を行い、史跡の保存管理に努め

た。 

今後は中高瀬観音山遺跡保存活用計画に基づき、基本計画の見直しを行って

いく。 

 

イ 消防・自主防災組織との連携や防災設備整備への補助等を推進し、将来にわ

たり維持・管理する活動を支援する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

国重要文化財である貫前神社・妙義神社の防災設備に対し、補助を実施した。

また、宮崎地区の自衛消防団と連携し、旧茂木家住宅の消防訓練を実施した。 

今後も貴重な文化財を地域で守り、引き継ぐよう努めていく。 

 

 

学識経験者の意見 

【総括的評価】 

 ○ 評価４ 「全般にわたり適切な管理・執行である」 

【具体的な成果と努力点・残された課題と今後への期待】 

（１）文化財の保存と活用 

 ① 文化財は、適切に保存し、いつでも活用できるようにしておくことが重要であ 

る。そのために、平素より保存や新たな文化財の発掘などに尽力している点は 

高く評価できる。そのうえで、活用を考えた場合、市民一人ひとりが文化財に 

関心を持てるような環境づくりも重要だと考えられる。その点で、「近代化遺 

産冒険スタンプラリー」や「富岡市のおいしい近代化遺産めぐり」は重要な取 

り組みだと評価できる。こうした入口から、文化財への関心の高まりが期待で 

きる。 
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 ② 文化財の保護のために、調査を進めることも重要な課題である。そのための専 

門的知識を持つ職員の確保も欠かせない。市単独での確保が難しい場合には、 

近隣他市町村とも連携し、広域で業務にあたるあり方を模索するなど、人材確 

保の体制づくりが求められる。 

 ③ 学校での出前講座や、教員向けの説明会の実施などにより、文化財への理解を 

高めていることも評価できる。今後は、社会科等の授業で、「この部分の授業 

では、富岡市のこの文化財が関連づけられる」といった授業構成についての提 

案などがあれば、教員も授業で扱いやすくなるのではないだろうか。 

（２）次代への継承 

   文化財の魅力を伝えるために、「中高瀬観音山遺跡ガイドツアー＆ワークショ 

ップ」を実施するなどしていることは重要である。こうした機会に参加した市 

民から、今後の文化財保存や活用のあり方について意見を聞くなどしながら、

保存活用計画の充実を図っていくことも求められるだろう。 

 


