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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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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３０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  

平成３０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 

矢 島   正 群馬大学大学院教授 

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観点評価により行い意見をいただ

きました。 

 Ｓ評価・・・「際立って優れている管理・執行である」 

 Ａ評価・・・「全般にわたり適切な管理・執行である」 

 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・執行である」 

 Ｃ評価・・・「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」    

Ｄ評価・・・「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」  



2 

 

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・学習状況調査の分析を行い、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。指導方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促進するとともに、 教員の専

門性を生かした指導体制の工夫を行い、個に応じた指導を充実させた。本年

度は、西部教育事務所の「学力向上推進事業指定校」として高瀬小学校の学

力向上対策についての研究成果が発表された。今後は、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、各学校や各中学校区の実態をふまえた学習スタン 

ダードを確立し、「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」といった問題解決型の授業展開が定着してきた。

今後も、個々の児童生徒に多様な思いがある状況で、友人の様々な思いやそ 

の理由を知ることで考えが深まることでねらいに迫れるといった、必然性の 

ある話合い活動や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。 

 

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、児童生徒にわかる喜び・できる喜びを実感できる 

よう、授業の初めに「めあて」を設定し、授業を通じて探究するとともに、 

探究の過程においては「めあて」と整合するこたえを「まとめ」として学級 
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全体で確認し、授業の終わりには個別に「振り返り」を行う授業展開を行った。

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した。「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り、次時 

に取り組む課題や家庭学習へと繋げたりする工夫を行った。 

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 

りの方法の検討、本時の最後に次時のめあてを作るといった工夫をするなど、

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おこなうとともに、家庭と連携した家庭学習の在 

り方について工夫し、わかる喜び・できる喜びを実感できるような指導を継 

続していく。 

 

エ 外国語指導助手（ＡＬＴ）に加え、新たに招致する外国人英語教師を積極

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） 

    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」として、また、富岡市立学校実践推進指定校として、小野小学校と北中 

学校が、義務教育９年間を見据えた英語教育の継続的な取り組みのモデルを 

作ることを通して、児童・生徒の英語の４技能をバランスよく育成するため 

の研究を行った。小野小学校には、２人の外国人英語教師を配置し、外国語 

活動の授業に少人数指導を取り入れ児童が英語でやりとりする機会を増やす 

ほか、外国語活動以外の授業や休み時間にも児童が英語に触れる機会を設け 

た。また、小学校３年生から中学校３年生まで連続したＣＡＮ－ＤＯリスト 

を作成し、それをもとにした授業実践に取り組んだ。その結果、小学校にお 

ける外国語活動の授業の充実が図られ、児童が主体的に英語でコミュニケー 

ションを図ろうとする姿が見られるようになった。 

今後、この指定校の研究成果を市内各小・中学校が共有するとともに、各 

校で外国語活動・外国語の授業改善を推進する。各中学校区で小中の連携を 

密にし、小学校で培ってきた力を中学校で引き継ぎ、生徒が主体的に英語で 

のコミュニケーションを取れるようにしていく。 

 

 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） 

各学校では、道徳推進教師を中心とした研修が行われ、組織的な指導体制 
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の確立・強化が進み、学年・学校内で教員がローテーションで授業を行うこ 

とや、地域の人材を活用する等の授業の工夫を行った。それらにより、児童 

生徒から 多 様 な 考 え を 引 き 出 す こ と や 、 指 導 者 が 児 童 生 徒 を 多 面

的 ・ 多 角 的 に 見取って指導に生かすことが推進され、道徳教育が目指すと

ころの、多くの人々と共に生きていくうえでの心構えや知識を深めていくこ

とにつながった。また、小学校では、特別の教科道徳が完全実施となり、新

たに定められた教科書を指導計画に応じて用いながら、道徳の授業が確実に

３５時間行われた。中学校においては、現行の道徳を確実に実施するととも

に、来年度の完全実施へ向け、各学校や生徒の実態に合わせた指導計画が策

定された。 

今後も、「考え、議論する道徳」を行うとともに、児童生徒の豊かな情操

を育成するために、各指導者が研修を積んだり、体験的な活動を道徳の授業

時間に計画的に位置づけたり、家庭や地域と情報を共有したりしていく。 

 

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、社会科等で、自他のよさに気 

づいたり、身近な仕事について調べたりして、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、職場体験学習で働 

く こ と の 価 値 や 労 働 者 の 生 き が い に つ い て 地 域 の 職 業 に 触 れ な が  

ら学習した。キャリア体験事業では派遣先の見直しを図ることで、最先端の 

科学技術や伝統的な文化にふれ、中学校の学習と関連づけながら主体的に自 

らの将来を考える機会となった。 

    今後も社会に開かれた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、毎日の学習のもつ意味について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・中学校において「ふるさと富岡の学習」の教育計画を改善し、  

発達段階に応じて各教科等と関連させながら地域の人や文化、自然について 

学習した。各中学校区ごとに小中９年間を見通した計画の検討も行われ、そ 

の中に養蚕体験や座繰り体験、富岡製糸場を教材とした学習も位置付けて、 

歴史や人々の関わりに触れながら郷土を大切にする心を育んだ。 

今後も、児童生徒が地域のよさに触れ、郷土愛を育むために、計画的な学 

習に取り組めるよう配慮していく。 
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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、 

実態を把握した上で体力向上プランを作成した。持久走やボール投げでは、   

ゲームの要素を取り入れた遊びを取り入れたり、設定した自己目標と実際の 

記録を比較できるようなカードを用いたりするなどの授業づくりを通して、 

児童生徒の自己肯定感を高めたことから、児童生徒が体力向上を意識して日 

常の運動に取り組む場面が増えた。また、食習慣の見直しや睡眠時間の確保、 

困ったときに周囲の大人や友人、相談機関に頼ることができる、ＳＯＳの出 

し方教育を行うことによる心の健康保持といった内容を扱い、自分のことと 

して参加しやすい学校保健委員会などの企画を通して、児童生徒の健康意識 

が向上し、生活環境の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、家庭、地域との連携による 

基本的生活習慣の確立を目指した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・地域の啓発を 

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。 

 

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） 

市内の各小・中学校においては、地震や火災・不審者等に対する避難訓練 

を実施する際に、児童生徒には事前に知らせずに緊急放送を流したり、スク

ールガードリーダーや警察、消防等の外部人材を活用したりするなど、児童

生徒が具体的な場面を想定し、身の回りの危険に気づき、適切な行動につい
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て主体的に考えるよう工夫して企画・実施した。自転車での交通事故防止に

ついては、運転のルールやマナーの講習会を開催したり、安全啓発のチラシ

を配布したりするなど、加害者にならないための指導を、家庭と連携して行

ったことが、市内小・中学生の交通事故数減少につながった。 

今後は、交通安全、災害対策、防犯対策を総合的に実施し、学校関係者の 

安全教育への意識をより一層高めることで、児童生徒の資質・能力を一層育 

成できるようにしていく。 

 

（２）地域に根ざした、信頼され、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２９

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。主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善としては、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

たかを自覚できる仕組みが整ってきた。今後は、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、学習が教師主導から児童生徒主体へと転換できるよう、機会を

捉えて指導を継続していく。 

また、年度末訪問で市内各小・中学校における取組みの成果と課題に基づ

いて、喫緊の課題に対する改善策を加え、ミドルリーダーの育成と併せ、将

来を展望した改善策を検討するとともに、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、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、着実に育成

できるよう、学校訪問等をとおして管理職に伝えていく。 

 

イ 言語環境を整えるとともに、互いに認め合い高め合う集団づくりを通し

て、特別支援教育や学年・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
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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

にさせない言葉を用いて議論し、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。 

今後も、児童生徒が一人一人のよさを認め合いながら安心して過ごし、笑 

顔溢れる学校・学級づくりに努められるよう、学校訪問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・不登校・虐待等の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、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、教職員間での共通理解を図り、全校体制で取り組めるよう

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、教職員へいじめの法的認知を浸透させ、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元、教師と子供の

共感的な人間関係の形成、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

所や警察への通告の義務について学校に周知し、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、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、学校訪問を通して、組織的な取組みを充実させるとともに、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も指導する。また、

各学校では、取組みの定期的な点検と改善を行うことで、より効果があがる

よう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。 
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（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。 

具体的な取組みとしては、市内各小学校の外国語活動支援員を対象とした

研修会や、市内各小・中学校の英語主任や外国語活動主任を集め、ＡＬＴ運

営委員会を開催し、具体的な活動例や先進的な取組みを紹介しながら、情報

交換を行い、英語教育の充実を図った。 

また、教育研究所に、「外国語活動・英語教育班」を設け、言語活動を中

核に据えた指導内容や指導方法の実践研究を行い、その成果を市内教職員で

共有した。さらに、西部教育事務所と本市教育委員会の指定校となっている

小野小学校に２名のＡＬＴを常駐させるとともに、北中学校の英語科教諭１

名を小野小学校と兼務させることで、児童が日常的に英語や外国語文化に触

れることのできる環境を整備し、生きた英語を身に付けた児童生徒を育成す

るとともに、授業公開を通して外国語活動や英語科の指導法や環境整備のあ

り方について、市内各小・中学校の教職員に研修の機会を与えた。 

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。 

（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、学校経

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みを進めた。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た。 

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。 
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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ることができた。 

今後は、校内における定例服務規律委員会の開催などを通して、実際の服

務規律違反事例を取り上げる機会を増やし、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、「いじめ防止基本方針」や「ふるさと富岡の学習」

等のプログラムの作成をおこなうとともに、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、各中学校区ごとに、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取組みを広報していく。 

 

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、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みを行った。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みを行い、小学校から中学校への滑らかな接
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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、小中学校の取り

組みを家庭・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・保育園・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。 

 

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、工夫改善に努めた。 

今後も、積極的な情報発信を行うよう指導するとともに、学校評議委員会

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よう

指導し、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、児童生徒にも学校にも地域の

人材にもメリットのある活動としていく。 

 

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
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おいてＩＣＴを活用した授業実践について検討を進める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡市の学校教育リーフレットや学校訪問での指導助言を通して、大型提

示装置や実物投影機、パソコン等を用いた授業展開の工夫が見られるように

なり、ＩＣＴを適切に活用した授業が増えている。 

平成３０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４０名の教職員とタブレット型端末の授業への導入についての

研究成果を共有した。 

今後は、その成果と課題をもとに西中学校以外の学校についてもＩＣＴ環

境整備を進めると共に、講習会等を企画しながら、教職員のＩＣＴ活用能力

を高めるとともに、児童生徒が情報機器を自らの表現の手段として利用でき

るよう、情報教育を推進していく。その際、日常の学習で児童生徒が無理な

くＩＣＴ機器を活用できるために工夫すべき点が明らかになるようにする。 

 

イ 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

況の改善、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） 

統合型校務支援システムや緊急メール配信システムについては、市内各小・

中学校の教職員に定着しており、システムの各種機能を効果的に活用・運用す

ることで校務の効率化と児童生徒の円滑な学校生活に寄与している。 

平成３０年度は、統合型校務支援システムの文書配布に係る機能を更新し、

文書管理や市教委への報告・提出等の事務軽減に向けた改善を図った。 

また、市教育研究所の組織・研究日の縮小、一部教科主任会と小中合同音 

楽祭の休止、市部活動方針と学校閉庁日の設定等により、業務改善を推進し、

教職員の勤務状況を改善した。 

県教委が作成したシステムを用いた職員の勤務時間管理も市内各小・中学

校で進められており、業務の適正化を図るための指導助言についても継続し

ていく。 

 

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。 

また、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。
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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） 

学校給食摂取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残さず食べてもら

うため、また 、「食」への関心を持ってもらうため、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、下仁田ネギを使ったすき焼きが好評で

あった。 

今後も安全でおいしい給食を提供するために、キュウリ、ニラ、小松菜、

ネギなど新鮮で旬の地場産野菜や有機野菜の活用、食べ残しの調査やアンケ

ートの実施等により献立の改善に努める。 

 

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。 

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

線表により、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全調理員が理解し、確実に履行する。 

放射線量測定については、毎日、１食分の調理済み給食を検査し、市ホー

ムページで公表した。なお、検査の在り方については、これまでの測定結果

により得られた知見や群馬県における検査状況を踏まえて見直しを行う。 

 

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・
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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、施設修繕

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、群馬県の食育指導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４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２５.６％から３６.０％に向上するなど、

栄養に関する知識の定着が見られた。これは、学校と連絡を密にすることに

より、学校訪問による食育授業の回数が大幅に増加することができたことが

要因と考えられる。 

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機会に取り組む。 

 

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、子ども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。

保護者からは「子どもと給食に関するコミュニケーションに役立つ」との声

や「栄養バランスの良い食事だから家庭でも作ってみたいので、レシピがほ

しい」との声が得られた。 

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、日常生活における正しい食生活を形成できるように、
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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、地元産野菜の使用量拡大

による富岡市農業の振興と、学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導

の「生きた教材」として活用することで、子どもたちがより身近に実感をも

って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。 

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、ホームページや校

内放送で周知した。 

現在は、契約栽培のキュウリ、ニラ、小松菜、ネギ、ニンジン、玉ネギの

６品目に、使用頻度の高いジャガイモを追加できないか検討を行っている。 

ジャガイモについては、大型産地でないことから、供給量確保のために生

産者の組織化が課題となっている。 

 

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、設備を拡充して、新たに５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どもたちが、他の子どもたちと同じよう

に楽しんで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、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、作業工程表や作業動線図で確認する。 

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施設設備、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
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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、滞納額が年々、増加傾向にある。滞納者が増加す

ることは、保護者間の公平性を欠くこととなることから、給食費を経済的な

理由もなく納入しない保護者に対して、法的措置を実施している。 

今年度は、給食費の滞納世帯のうち、資力がありながら再三の支払い催告

に応じない６世帯に対して、裁判所に支払督促の申立てを行った。 

対象６世帯のうち、５世帯については、裁判所からの催告により、支払い

に応じることとなったが、残りの１世帯については、支払督促にも反応がな

かったことから、給料の差押を行った。 

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。 

 

⑦ 学校給食費の補助 

子育て支援策の一環である学校給食費補助を拡充し、１８歳未満の子ども

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）  

第３子以降の給食費を補助する制度は、制度開始から３年が経過したこと

から、検討委員会を立ち上げると共に、ＰＴＡ連合会など各種団体との交流

の場においてご意見を伺うなどし、給食費補助制度の検証を行った。 

結果、少子化が進行している現状においては、少子化対策と定住促進に主

眼を置いた本制度の拡充が必要でとの結論に至り、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子以降へ拡充した。 

 

 

（学識経験者の意見） 

【総括的評価】 

〇 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・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）生きる力をはぐくむ指導の充実 

① 小学校における「教科担当制」の促進（導入・拡大）は基礎学力の定着の面

から評価される。但し、小規模小学校では教員数が少なく難しい面がある。[教

科等担当指導助手」の配置など市費での事業の検討を期待する。PDCA（計画
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→実施→評価→改善）サイクルの一層の明確化とその成果の保護者や市民へ

の公表を期待する。 

② 「学習スタンダード」については、家庭での学習を充実させるためにも「富

岡市版家庭学習スタンダード」などの検討も期待する。また、市内の各学校

での言語活動の充実に関する研修を活性化するための方策を検討していただ

きたい。 

③ 英語教育に関する指定校への ALT の増員派遣は高く評価したい。今後、他の

学校にも広げることを期待する。地域人材を活用した「道徳科」の授業の実

施など、地域の教育力・教育資源の活用を期待する。 

 ④ グローバル（地球規模視点）とグローカル（草の根地域視点）との融合を大

事にしたい。そのためには「地域が好き」「地域で生きていきたい」と考える

児童生徒を育てたい。そうした視点から 9 割以上の児童生徒が自分たちの住

む富岡に愛着を持ち肯定的に評価している点は素晴らしい。各学校には一層

の学校と地域との連携に努めていただきたい。 

 ⑤ 「心の健康保持」は非常に重要である。児童生徒に困ったときの相談の仕方、

SOS の出し方などを身に付けさせる指導を各学校では重要視してほしい。ま

た、各学校では Web ページを活用した広報に努めている点は評価できるが、

そうしたものを日常的に関心を払って見ている保護者は限られているであろ

う。したがって、今後も様々なツールの活用を図りつつ、学校と保護者や地

域社会との共通理解を図ってほしい。 

 ⑥ 今後、大きな災害に遭遇する危険（リスク）も拡大することが考えられる。

有事の際には学校は「避難所」としての役割を担うことになる。そうした点

からも安心・安全の教育には一層の力を注いでいただきたい。 

（２）地域に根差した、信頼され、魅力ある学校づくり 

 ① ミドルリーダーの教員の層を厚くすることは本市だけでなく重要な学校経営

課題となっている。だからこそ、ミドルリーダーとはどのような資質・能力

を備えた教員なのか、若手のこれからを担う教員にも意識を高めるような指

導を期待する。 

② 「児童虐待」が大きな社会問題となっている。各学校では「児童生徒の人権」 

  に対する認識や人権尊重の感覚をさらに高めるようにしてほしい。児童生徒

問題行動調査の月例報告の認知件数が増加しているのは、そうした感覚が各

学校に行き渡りつつある成果だと思われる。同時に、解消件数の割合も高く

なっている点は高く評価したい。スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーなどの一層の有効活用の方法についても、市教委から各学校に適

切な指導助言をお願いしたい。 

③ 「働き方改革」の視点から教員の勤務環境に関する改善を図ろうとしている

点は評価できる。しかし、教員が指導力を効果的に発揮して質の高い指導を

進めるには指導に関する環境の充実が必要である。そのためには、より教育
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にかける予算を拡大してほしい。そのために、財政当局との協議を深めてい

ただきたい。 

④ 教員の人事評価の導入にあたって、「目標管理」は重要であるが、それが「成 

  果物主義」にならないよう、市教委から各学校の管理職に適切な指導を行っ

ていただきたい。目に見える成果を求めるために教員は時間を割かなければ

ならず、児童生と接していく時間を減らすことになってはならない。 

⑤ 「富岡の子ども」を育てるという観点から、幼保小の連携にさらに力を注い

でいただきたい。同様なことは小中連携であったり、中高連携であったり、

それぞれの学校種間の相互協力の体制を構築するのが教育行政の重点であっ

てほしい。人間性は異年齢集団の中で育つことは様々な研究からも指摘され

ている。学校同士が連絡を取り合い、幼児・児童・生徒の発達が円滑に促進

されるよう、教育行政方針でも明示するなどの努力をお願いしたい。 

⑥ ICT 教育の重要性も指摘されているが、情報教育は一層重要であるが、情報 

  技術教育と混同しないようにしてほしい。情報機器の操作に習熟するのでは

なく、情報リテラシーに基づいて、正しい情報利活用ができる児童生徒の育

成が期待される。なお、タブレット端末などの情報機器の整備活用も計画的

に進めていただきたい。 

（３）学校給食の充実 

 ① 適正な学校給食の提供及びそのための安全衛生管理が行われ、給食に関する

事故等のなかった点は評価できる。 

 ② 栄養士（栄養教諭）などによる児童生徒への指導が行われ、児童生徒の食に

関する意識が高まっている点は評価される。一方で、家庭の理解はどうなの

か、家庭での食生活はどうなのかなどさらに改善が求められる点もある。学

校だけでは解決できない点は、市の関係部局と連携して行政として対応を工

夫されたい。 

③ 特に「食物アレルギー」をもつ児童生徒に対する適切な給食の実施が行われ

た点は素晴らしい。また、給食費滞納者対策なども実質的に進展が見られて

おり関係者の努力を高く評価したい。地場産食品の活用による地産地消の推

進についても拡大の方向で検討されており評価したい。 

 

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を含め

た学校施設の総合的かつ計画的な整備、改修を進めるため、学校施設に係る

あり方検討委員会を設置し、地区ごとに地域住民との意見交換を行うなどし

て、今後の学校施設のあり方に関する基本的な方針を定める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校施設の配置の最適化と効率的な維持管理を進めるため、富岡市学校施
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設のあり方庁内検討委員会を設置し、啓発活動の一環として少子化に伴う学

校施設整備のあり方の方向性を考えるシンポジウムを開催した。パネルディ

スカッションでは PTA 会長から、「統廃合ができる所は、スピード感を持って

やって欲しい」、学識経験者からは、「統廃合は、明るく考えながら安全安心

について地元の方々と話し合いを重ねて欲しい」旨の要望があった。 

市内小中学校区１１会場で開催した地区別意見交換会では、述べ４９８人

が参加した。保護者からは、統廃合について、「少子高齢化が進み統廃合は避

けられないと思うが、小人数で学ぶ良さを残して欲しい」、「中学校は、小規

模校だと部活等の選択肢が少なく、ある程度の人数の中で切磋琢磨できる環

境が良い」という意見が多く、地域の方からは、「地区に学校がないと過疎化

が進むので小学校は残してほしい」との意見を聴取した。 

これらの意見を踏まえながら、適正規模・適正配置を念頭に置き、庁内検

討委員会で、小中学校の再編や統廃合に関する基本的な方針を現在策定中で

ある。 

今後は、改めて意見交換会などを開催し、再編計画の具体的な計画を策定

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） 

平成３０年６月のブロック塀倒壊事故を受けて市内の小中学校のブロック

塀を緊急点検した結果、危険と判断された富岡小学校・一ノ宮小学校・吉田

小学校については、早急にブロック塀の撤去及び改修工事等を行い、安全・

安心な教育環境の改善が図れた。また、トイレの洋式化については、全校に

おいて必要数を設置することができ、快適な学習環境の取組みができた。 

    学校施設の老朽化に伴う改修及び修繕等は、学校からの要望に基づき、現

地確認を行い、危険性や緊急度の高い箇所から実施できた。 

今年度から主な工事について工事前と工事後をホームページで公開するこ

とで、保護者や市民に学校施設の現状や取組みについて理解してもらうよう

努力した。 

引き続き児童生徒の安全な学習環境を確保するため、計画的な老朽化対策

に努める。 

  

（２）施設等の図面の適正な管理 

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適正管理については、適正な場所に一括に
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保管できている。 

今後、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】 

〇 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・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 「富岡市学校施設のあり方検討委員会」は庁内設置とはいえ、今後の小中学

校の統廃合の問題を検討している組織であり、できる限り広く市民の意見聴

取を行う努力を続けてほしい。小中学校の統合は地域のあり方そのものに関

わる大きな影響をもつ重要な問題である。あくまでも地域住民や保護者の意

見をもとに議論を深めていくように期待する。各地区における「意見交換会」

の持ち方も、単に「説明会」になってしまっては意義が乏しくなる。全ての

意見を取り入れることは不可能であるが、様々な意見と議論を経て再編計画

を具体的に設定するための大事な手続きであることを認識したい。今後の市

教委当局の対応は、教育行政に関する市民（地域住民）の信頼感の醸成に大

きく影響することを念頭において対応していただきたい。 

②  ブロック塀の倒壊事故を受けて、リスクを有する学校において早急な対応が

成されたことは評価したい。また、夏季の高温化などに対応する教室環境の

整備改善や洋式トイレへの転換など、限られた予算の中で適切な対応努力が

なされた点も評価できる。安心・安全な施設の整備は児童生徒の命に関わる

重要な問題であり、財政当局においても高い優先度の問題と認識して予算措

置を講じていただきたい。 

 

（２）施設等の図面の適正な管理 

文書等の管理保存は行政の重要な職責であり、適切な対応がなされた点は評

価できる。 

 

３ 青少年の健全育成 

（１）青少年の社会参加活動の推進 

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連合会などの各種青少年関係団体の協力のも
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と、少年の主張、子どもまつり、おばけ大会、子ども料理教室、リーダー研

修、かるた大会、おもしろ科学教室など、青少年が体験学習を通して自立と

社会性を伸ばすべく、各種事業を実施した。 

また、事業の実施にあたって、ボランティアとして高校生に参加してもら

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） 

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、子育ての

悩みを保護者同士で語らう「ワクわく子育てトーキング」を実施し、交流を

図った。また、「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

加など、様々な課題が指摘されている今、家庭教育は子どもたちの発達の原

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実施。公園や大型書店などでの声掛けや、

子ども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、行事や祭りなどで、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等を回収し焼却処分した。 

今後は、補導活動における声掛けもなるべく多くの青少年に温かな声掛け

を増やすようにし、市民の理解や協力を得て挨拶が交わされることにより、

犯罪の起こりにくい地域づくりを目指す。 
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イ インターネットの適切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） 

スマートフォンの普及により、ＳＮＳを利用している中高生などが事件に

巻き込まれる件数が増加している。インターネットに起因する被害児童の状

況は過去最悪という現状をふまえ、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、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」を推進し、ネットの危険性や適正利用を子どもたちや保護者等

に呼びかけている。 

今後も「おぜのかみさま県民運動」をより一層推進していく。 

 

（４）相談活動の充実 

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、今年度

より新たな青少年相談員を配置し、週１日４時間積極的に相談事業を行って

いる。また、福祉課及び社会福祉協議会との連携体制を整え、支援が必要な

若者に「ぷらすゆう」を紹介し、相談へ繋げている。 

その中で、就労相談がある場合は、平成２６年度より産業振興課の協力に

より連携している「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。

また、市内の定時制高校へ「ぐんま若者サポートステーション」を紹介し、

更なる就労支援の連携体制を整えた。 

「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どもや若者、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。 

 

（５）学習機会の提供 

土曜日の学習活動の充実を図るため、地域の施設・企業・団体や地域人材

の協力による「子ども富岡体験学」を開催し、富岡ならではの体験の場・交

流の場を提供する。 
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（担当課の取組結果と成果・課題） 

新事業として、市内の小学生全学年を対象に募集をかけ、講座を開催した。

体験講座として、地域の施設見学や自然体験などを催した。この講座は、児

童が講座に参加し、他校の児童と交流しながら「富岡」を体験することで、

自分を受け入れ、他人と共存していくことを学び自己肯定感を高め、小学校

生活の一助となる学習機会を提供するものである。 

これまで開催した講座はすべて定員を満たしており、数名の児童において

は、継続して参加があった。このような学校外の団体活動においては、異な

る年齢層が存在することで、小社会が形成され、役割分担が決まり責任感が

育まれる。 

    今後も、内容の見直しや改善に努め、特色ある事業を行っていく。 

  

 

（学識経験者の意見） 

【総括的評価】 

〇 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・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）青少年の社会参加活動の推進 

青少年関係団体については、各種行事の実施などを通して参加者に対して楽

しい活動の機会提供などの一定の成果は認められる。一方で、組織構成員の

固定化や毎年同様の活動に終始するなど活動の魅力に乏しいのではないかと

いう指摘がある。そうした状況の改善のためには、若い人たちが活動に積極

的に関わるような工夫を行い、参加者間の交流の促進や地域での活動への関

心を高めるためのボランティアなどの社会参加活動をより充実したものにし

ていく工夫が必要である。現在も実施しているボランティア養成のための活

動などでは若い人たちの意見を踏まえての検討が望まれる。 

（２）啓発事業の推進 

   保護者による幼児児童の虐待の問題がクローズアップされている現状を踏ま

え、家庭の教育力の向上を図る取組のニーズは非常に高まっている。こうし

た啓発活動は、単に呼びかけるだけではなく、ワークショップなど参加型の

研修が有効だといわれている。研修は「受けるもの」という意識から脱し、

これからの新しい時代の過程や家族の在り方、青少年の社会における役割の

重要性に気付く機会となるよう事業の質的な転換を期待する。 

（３）非行防止と社会環境浄化活動の推進 

① 本市を取り巻く青少年の環境は、少子化の影響を受けて、地域で生活する青

少年の数自体の減少が進んでいる。また、青少年の生活様式の変化から、地

域で青少年が実際的な活動を行う機会は以前に比べて少なくなっている。一

方で、インターネットのホームページに代表されるような情報化社会の進展
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に伴い、青少年が様々な人と関わりを持つ環境は広範化しているとともに「実

際に目に見えない人との関わり」が中心になる傾向がある。青少年健全育成

も、こうした実態を踏まえたものに質的に転化していく必要がある。 

② 全国的にも様々な事件が発生していることからわかるように、ネット社会に

おける「誹謗中傷やいじめ」などは他者の目に触れないところで青少年の自

殺などの重大な問題行動につながる大きな問題となる危険性を孕んでいる。

そうした状況に主体的に対応し、正邪を見抜き是非を正しく判断できる資質

能力を向上させるような新たな事業の具体化が望まれる。 

（４）相談活動の充実 

   青少年自身が相談に訪れる機会よりも、その保護者が相談に訪れる機会が増

加している現状を考え、そうした対応ができる相談員の養成を行っていく必

要がある。相談活動の場があることについての広報や周知の重要性を認識し、

一層の充実を期待する。 

（５）学習機会の提供 

新規事業としての「子ども富岡体験学」の開催は非常に高く評価できる。児

童生徒が地域を学ぶことで、自分の故郷をよりよく理解することは有効であ

るが、それだけでなく、こうした機会が異年齢間の交流を促進し、地域の人々

全体を活性化する可能性があるからである。また、児童生徒は地域には多様

な人々が協同しながら生活を営んでいることをすることで、自分の将来の社

会人としての生き方についても考える機会となるからである。本年度は延べ

９３名の参加ということであったが、次年度以降、さらに希望者が増加して

より有意義な学びができることを期待したい。 

 

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、学習ネットワークを通して、家庭・学校・地域で、地区公民

館をはじめ市内外の生涯学習関連施設との連携を図り、市民の要望や地域の

実情に対応した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） 

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。 

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

民館研究集会東京大会等にも積極的に参加し、事業運営の手がかりを得るこ

とができた。 
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さらに、富岡学を継続開講し、富岡製糸場を活用した学習機会を提供した。 

今後も、改善や創意工夫に努め、特色ある事業展開を図る。 

 

イ 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）     

    平成３０年度も引きつづき金沢市と連携し、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」を実施した。 

前石川近代美術館館長 香村幸作氏を講師に招き、「富岡製糸場と金沢製

糸場」と題しての講演と、旧七日市藩前田家の関係者や金沢市の職員にも出

席いただき、金沢市と富岡市の交流を深めるととともに、駒場公園内にある

旧前田家本邸の視察研修を行い、歴史的つながりを再確認し、理解を深める

ことができた。 

また、生涯学習推進会議において、生涯学習推進標語の選定、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ることができた。 

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 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て

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） 

地域生涯学習推進事業として各地区で推薦された生涯学習奨励員の委嘱を

行い、活動の支援と生涯学習の普及推進を図った。 

生涯学習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。 

 

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） 

    福沢一郎生誕１２０年展に合わせ、市民に身近な芸術家の作品をとおした

美術の楽しみ方についての講演会、とみおか市民大学校特別公開講座「美術

を楽しむ」を催した。 

出前講座では、「市役所新庁舎の概要」を新たなメニューに追加紹介を行

い活用の幅を広げた。 

地区公民館の高齢者教室や地域の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、新たな視点を加えながら、市民の要望に応えられる講座の充実

に努める。 
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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） 

とみおか市民大学特別公開講座を計画、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。 

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。今後も改善に努めていく。 

 

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４期が終了し、講座内容の一部見直しを行い第５期がスタ

ートした。受講生による研究成果の発表の機会を設け、調べることの大切さ

を理解してもらえた。受講修了生の中から富岡の良さを伝える案内人として

活動をはじめる人や、地域での学習会で講師を務める人も出てきた。引き続

き、講座内容を検討し、魅力ある講座を目指す。 

 

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

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。 

集会所運営委員会と連携協力して、すべて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） 

    県内で開催される人権啓発講座、人権教育研究懇談会、西部地区人権教育

指導者研修会等に積極的に参加することができた。地区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
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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 とみおか市民大学校や公民館活動等で学んだ成果を発表する場の拡充を

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） 

生涯学習センターで「まなびのつどい～生涯学習フェスティバル」を実施

し、地区公民館で活動する団体の学習成果を発表する機会を提供することが

できた。落語家「古今亭駒子」さんの寄席や抽選会を行うなど参加者を増や

す工夫を行った。 

今後も、学習成果や活動の様子などを発表する場の充実に努める。 

富岡学の講座を通して、地域の良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。 

 

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）社会教育活動と地域づくり活動の推進 

地域住民のよりどころとなる施設として地区公民館の活用を推進し、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、地区公民館と連携・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。 

社会教育館の改修工事が完了しオープニングセレモニーを実施、利用者の

利便性を図るため駐車場の舗装工事を行った。 
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また、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改めて知っ

ていただくよう職員により来館者に説明を行った。 

市民の皆さん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）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、安全安心な

施設整備に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

施設運営に必要な管理や修繕を行った。 

今後の改修工事については、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。 

 

（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

と情提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。 

利用者の読んだ本に対する感想や図書館のおすすめ本を展示することで、

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、読書を楽しんでも

らった。 

    利用者に楽しんでもらうために、手作りしおりや折り紙を作成し、カウン

ターにて配布した。 

    富岡製糸場関連コーナー及びシルバーコーナーの充実を図るため、職員同

士でアイデアを出し合い、より多くの利用者を得られる工夫をした。 

    また、季節に応じた図書の展示や装飾を行い、利用者への情報提供を行っ

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の上、方針を決めたい。 
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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） 

ホームページを利用し、周知を図っている。 

    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、子ども

たちの読書習慣を醸成し、図書館の利用促進を図った。 

    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） 

    職員が学校を訪問し、ふるさと朝礼事業を行った。 

図書館見学、中高生の職場体験等を通して、読書の楽しさ、大切さを子ど

もたちにアピールした。 

    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。 

    図書リクエスト制度を導入し、希望が多かった資料の購入を行った。 

 

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、隔月で図書館報も発行し、館内展示を行ったほか、来館者や関係団    

体等に配布した。「こども版」の図書館だよりでは、子ども達の読書活動の

啓発を行った。 

   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、支援や相談を行い、子どもたちが気軽

に学校図書館を利用できる環境作りに貢献した。 

ふるさと朝礼の際に、子どもたちにユーモアを交えた話をし、読書の大切

さを職員が直接伝えた。 

 

 

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 
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  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、県立図書館や県内他市村

図書館との相互貸借制度を最大限に使い、利用者のニーズに応えた。 

   読書活動を支援するため、小学校への授業支援等を行った。 

 

イ 全ての公民館で図書の返却サービスを実施するとともに、貸出についても

検討する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内地区公民館全館において、返却サービスを実現させ、市民の利便性に

貢献した。 

貸出については、専用端末を各公民館に設置するなどの設備投資が必要と

なるため、先進自治体の事例、導入の課題等を検討する。 

 

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） 

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開催するイベントは、親子で参加できるよう工

夫し、好評を得ている。 

図書館協議会の意見を尊重し、連携を取ることにより、利用しやすい図書

館を目指す。 

 

   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） 

危機管理課、文化振興課と連携した企画コーナーで図書展示や資料の展示
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をおこなった。 

今後も、庁内各課等と積極的に連携・協力を図り、さらなる情報発信に努

める。 

 

（学識経験者の意見） 

【総括的評価】 

〇 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・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）学習機会の拡充 

① 「富岡学」が第５期を迎え、新たに若い人たちが加わった点は、有益な学習

機会の提供として評価できる。「生涯学習の推進」は様々な幅の広い取り組み

とその受け皿が必要である。生涯学習推進会議の内容の充実や生涯学習奨励

員の研修の工夫などによって学びの内容や学ぶことの魅力を市民にどう伝え

ていくかの改善・充実を図ることが望まれる。 

② 「とみおか市民大学特別公開講座」で、ワークショップ的な要素を加味した

内容での講座を開設した点は評価できる。こうした工夫により、市民がより

身近な学びの場を広げることができる。また、昨年度来、解説員やボランテ

ィアの資質向上を図ってきたことから、講座受講のよさをより広く市民全体

に伝えていく下地が整い始めていると思われる。講座開設の時期・時間帯・

場所などについてもより実態に応じた工夫を重ねていくことを期待する。 

③ 人権教育は生涯学習社会においては根幹というべき重要な内容であり、計画

に沿って行事や活動を実施できた点は評価できる。特に、ネット社会におけ

る基本的人権の尊重など大きな課題となる点は多いので、より力を入れた取

り組みを期待したい。外国人などの増加により異文化理解の促進や、障害者

理解の深化など、国においても法整備がなされている点も多い。これからの

社会において人権教育の充実による人権理解は重要であり、市民全体で深め

るための一層の啓発が望まれる。 

（２）学習成果を生かす仕組みの拡充 

   「まなびのつどい」をはじめ、各種の学習団体（地区公民館で活動する団体

を含む）の活動成果が様々な場で発表されたことは評価できる。今後は活動

をより多くの市民に知ってもらうための工夫や活動する人たちの高齢化対策

などの点で工夫が望まれる。 

（３）社会教育活動と地域づくり活動の推進 

   各地区公民館での活動が順調に実施できたことは評価できる。地区公民館の

活動と地域づくりとの有機的な連携を図ることが望まれる。社会教育館の整

備が進んだことは評価できるが、その利活用が伴わなければならない。 

（４）施設の整備 

施設の活用が進むためには常日頃のメンテナンスが不可欠であることと、老
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朽化などにより改修が必要な施設が増えていることから、より効果的で重点

的な予算措置などを財政当局と協議されたい。 

（５）図書館の充実 

① 利用者のニーズに対応するため、リクエストによる蔵書購入や予約・相互貸

借制度の活用などは評価できる。そうしたことにより、利用者の利便性が一

層図られることが期待される。「身近に本のある環境づくり」は家庭教育の充

実という観点からも重要である。そのために図書館が良い見本となることは

意義がある。そのために、魅力ある図書館づくりを目指して必要な予算の確

保の努力を期待する。また、来館動機を高めるための「読書スタンプカード」

や「雑誌スポンサー制度」などのアイディアもよい。 

② 幼児児童生徒(青少年)の時代から読書に親しむことが、生涯にわたって読書

する資質能力を高めることに有益である。そのために、図書館では学校とも

連携を図りつつ、読書運動の推進に努めていただきたい。そのためには各種

ボランティア団体などの協力を積極的に仰ぐことが有益である。また、「子ど

も版の図書館だより」の発行などもよいと思うが、そうした関心の高まる図

書自体が子どもたちの身の回りになければならない。そうした面からも効果

的な図書購入や学校図書館の図書の活用などを図りたい。学校図書館業務担

当職員の研修などを効果的に行って、各学校で学校図書館の活用がさらに図

られるよう期待する。 

③ 関係機関との連携と同時に、富岡製糸場や蚕業に関する資料の充実なども図

書館の重要な責務である。但し、資料の保管整備にあたっては場所の確保が

なされなければならない。すでに図書館の保管スペースは余力のない状況と

いうことであり、どのような場所で保管できるか検討が必要な時期に差し掛

かっているといえよう。 

 

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 

世界遺産・国宝・重要文化財・国指定史跡である富岡製糸場について、富 

   岡製糸場保全課と連携し、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、富岡製糸場の魅力や価値を理解できる整

備・活用を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

富岡製糸場保全課と連携し協議を行い、適切な保存管理に努めた。 

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及び遺構調査検討部会での

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。 

また、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 
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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。 

今後も適切な保存管理・整備活用が行われるよう、文化庁及び県と協議、

富岡製糸場保全課と連携していく。 

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、県及び関係市町村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。 

今後も富岡製糸場保全課、県、文化庁と連携を密にしながら、保存・整備 

及び活用を推進する。  

 

（２） 利活用の推進 

ア 本市の歴史的遺産の核である富岡製糸場に関連する事業を推進し、来場者

の満足度の向上と理解の促進に努める。 

（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

目的として実施した。セミナーは市民からも聴講生を募り、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、場内に残る診療所・

病室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、世界遺産など異なる専攻

の学生が参加し、受講生の幅が拡がった。 

今後は、事業内容について教育的にどのような有効活用ができるか検討す

るとともに、受講生の幅をさらに拡げられるように、多角的な視点から検討

していく。 

 

イ 世界遺産にふさわしい利活用方法を検討し、おもてなしをする施設等の充

実に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

西置繭所の保存修理事業は、富岡製糸場保全課と連携し活用方法を検討し

た。社宅７６の保存整備事業は、富岡製糸場保全課と連携し、復元修理を検

討する際に、体験ゾーンとして活用ができるよう検討した。文化庁・県と協

議を行い、また、保存修理委員会及び整備活用計画実行委員会の協議結果を

踏まえ、活用方法の検討を行った。 

今後も、建造物の保存整備を行う際には、富岡製糸場保全課と協議し連携

をとり、世界遺産にふさわしい活用方法を検討する。 

 

（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

を報告書や展示施設、ホームページを通して市民に提供する。 
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（担当課の取組結果と成果・課題） 

埋蔵文化財発掘調査の成果を出土品特別展として、普段一般公開していな

い首長館で展示した。また富岡製糸場の歴史や文化などについては、富岡製

糸場保全課保存活用係が継続的に調査を実施している。 

    今後も、積極的に成果を公表し、市民に情報を提供する。 

 

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） 

昨年度に引き続き、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についての調査研究を行っ

た。今年度は、これまでの中間報告が行われた。 

富岡製糸場保全課が事務局であるが、文化財保護課としては遺構調査の成

果を検討する観点から関わった。 

今後も積極的に関わっていく。 

 

（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を図り、わかりやすい情報発信に努め

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などを開催し、埋蔵文化財発

掘調査の成果を公開した。 

今後も展示会などを積極的に開催するとともに、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る。  

 

（学識経験者の意見） 

【総括的評価】 

〇 Ｂ評価・・・「全般にわたりおおむね適切な管理・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 

   本項目の内容については、富岡製糸場保全課との連携によって実施されてい

るため、教育委員会事務局の独自性により実施できる内容は限られている。

その前提に立って、関係法令等にのっとり適切な管理保存体制がとられた点

は評価できる。今後も関係部局・諸機関と連携した適切な対応が望まれる。 

（２）利活用の推進 

 ① ワークショップやセミナーなど専門家とともに市民に対する啓発活動が行わ

れ成果を挙げた点は評価される。ただし、受講生の減少が見られる現状を考

えると改善に向けた検討を期待する。富岡製糸場の歴史的資産価値を踏まえ、
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教育的にどのような有効活用ができるか、今後、より広い視点からの検討が

必要となるであろう。 

 ②  西繭倉庫を中心とした「おもてなし施設」「体験ゾーン」などの設置は、富岡

製糸場保全課を中心として進められるべき内容である。教育委員会としては

調査研究の視点から適切な対応をとるようにお願いしたい。 

（３）調査研究の推進 

 ① 出土品展を富岡製糸場内で実施した点など工夫ある取組が見られた点は評価 

   できる。調査研究活動の内容や結果概要などの広報に一層努力し、市民が富

岡製糸場に一層の関心を寄せることができるような努力を今後も期待する。 

② 研究における専門性の確保と、市民に対する周知の一般性の両方が並立でき

るよう常に意識をもって取り組む必要がある。女性労働者の労働環境などは

現代にも通じる重要な視点である。 

（４） わかりやすい情報提供 

   情報公開の努力を着実に進めた点は評価できる。今後も適時的・適応的で適

切な対応を期待する。 

 

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。 

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。今年度も、富岡実業高校園芸科と連携して貴重なツツジを絶やさないた

めの挿し木づくりを行った。また、ツツジの生育を良好に保つため、引き続

き施肥、剪定、土壌改良、薬剤撒布などに取組んでいく。さらにツツジの魅

力を市民に広く啓発していくため、「旧茂木家住宅つつじ祭り」を実施した。 

今後も、未指定文化財について、専門家の指導を仰ぎ、現地調査及び資料

作成を行い、新たな文化財の指定に努める。 

 

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。 
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（担当課の取組結果と成果・課題） 

今年度は、吉田地区でふるさと歴史ウォークを実施した。通常見ることが

できない文化財について所有者の方々に協力してもらい、多くの方が参加し、

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、「富岡市のおいしい近代化遺産めぐり」を実

施した。国の登録有形文化財である割烹旅館ときわ荘で食事をし、保存修理

が行われた社会教育館で抹茶を楽しむ近代化遺産をめぐるツアーを開催し、

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、丹生小学校、吉田小学校、一ノ宮小学校、高瀬小学校、小野

小学校、北中学校、妙義中学校を対象に、富岡市の文化財についての講座を

実施した。子どもたちが文化財に親しみ学ぶ機会を提供するとともに、富岡

市の文化財の魅力を発信することができた。 

今後も、文化財めぐりや出前講座など、市民に文化財に触れ合う機会を提

供するとともに、富岡市の文化財の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ほか、ＳＮＳを利用して文化財を紹介するなど観光

部門等と連携していきたい。また小・中学校や高等学校に対して講座等を周

知し、文化財に親しむ機会を提供したい。 

 

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） 

松義台地における県営農地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査について、

資料整理業務を計画通り実施し、貴重な遺構や遺物について適切に資料整理

を行った。 

市営宇田・一ノ宮地区土地改良事業や田篠西部工業団地造成に伴い埋蔵文

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。 

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ｖ

協議を行い、適切な指導ができた。今年度は店舗建設に先立つ発掘調査を１

箇所実施した。 

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。 

 

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とともに、発掘調査

報告書をホームページで公開するなど埋蔵文化財の保存・保護の啓発に努め
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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及び富岡市内出土品展の開催や富岡市郷土館の一

部展示替え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、「旧茂木家住宅つつじ祭り」の実施にあわ

せてミニ企画展を開催し、関連する埋蔵文化財の資料を展示した。 

松義西部地区遺跡群及び旧富岡製糸場の調査について、資料整理を実施し 、

調査成果を報告書にまとめることができた。 

今後、富岡市郷土館の展示をさらに充実させるほか、別の企画にあわせて

出土品を展示するなど埋蔵文化財への興味・関心を高めてもらう。また、ホ

ームページやフェイスブックなどを通じイベントや展示内容等を積極的に情

報発信し公開に努めていく。 

 

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、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５校（高瀬小、丹生小、小野小、吉田小、一ノ宮小）、

中学校２校（北中、妙中）で実施し、文化財への理解と興味・関心を持って

もらい、埋蔵文化財を体験的に学習できるよう支援した。また、富岡高校の

生徒に対して、研究発表の参考として市内の古墳について富岡市郷土館等の

資料を解説した。 

今後も発掘調査で出土した実物に触れることや現地で説明会を実施するな

ど、埋蔵文化財に直接触れることを通して、子どもたちの郷土への興味・関

心を高めることができるようにしたい。また、学校の教員に対して出前講座

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、整理

作業の様子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。 

 

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。 

（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。 

今年度は、屋根の押さえ竹、石の移動などの修繕を行った。 

新たな試みとして宮崎公園のツツジとあわせて「旧茂木家住宅つつじ祭り」

として実施した。建物についての解説のほかツツジの解説、一ノ宮地区の物

産品の販売、富岡実業高校のツツジの挿し木実習の発表と苗木等の販売、西

中学校吹奏楽部の演奏など地域の方々に協力していただき開催した。物産品
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の販売は好評で多くの方に見学していただくことができた。 

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。 

旧茂木家の歴史的価値を周知するため旧茂木家住宅祭り等を実施している

が、現在文化財指定を目指して調査を実施している宮崎公園のツツジと一体

化した保存、整備・活用を検討する。 

 

イ 国指定重要文化財 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） 

国指定重要文化財である貫前神社及び妙義神社について、防災保守点検を

継続して支援した。 

今後も所有者と連携して、中長期的に文化財の修理を検討し、文化財の適

正な保存管理に努めていきたい。また所有者、観光おもてなし課と連携し、

歴史的・文化的資源を活用できるよう環境整備に努める。 

 

ウ 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） 

昨年度保存修理事業を実施した富岡市社会教育館については、今後貴重な

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。 

富岡市講堂については、所管である生涯学習課と協議しながら、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。 

 

（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） 

定期的な巡視を行いながら、買上げ地の除草等を定期的に行い、史跡の保

存管理に努めた。 

中高瀬観音山遺跡歴史公園については、今年度から整備計画の見直し及び

保存活用計画の策定を行うこととなり、専門家を中心とした整備活用委員会

を開催し整備の推進を図った。また、計画書作成にあたってはコンサルタン

ト会社と契約し、経験豊富な民間組織の力を導入した。 

今後は中高瀬観音山遺跡の特色や魅力を活かすとともに、市民の多様な余

暇のニーズなどに対応できるような整備・活用を進めていく。 
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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】 

〇 Ａ評価・・・「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・活用 

① 有形・無形の文化財の保存に関して、「楽しみながら」という切り口で新規

の取組を行ったり、これまでの取組の改善・充実を図ったりした点は非常に

高く評価できる。また、小学生・中学生・高校生等、若い人たちを巻き込ん

で文化財の保存活用に努めた点も評価できる。宮崎公園のツツジ調査にして

も、富岡実業高校の園芸科と連携して行うなどはその好例である。文化財保

護が活用に繋がっていくためにはこうした取組は必須である。さらに、「歴

史ウォーク」や「富岡市のおいしい近代化遺産めぐり」などは、前年度から

実施されているが参加者が増えたり好評であったりするなど生涯学習の視点

からの効果もあったのではないかと考える。今後は、なお一層その効果が広

がるように工夫されたい。例えば、小学校や中学校における出前講座や、市

民向けの文化財めぐりなどはアイディアを生かし、一工夫こらして次年度に

継続していただきたい。また、こうした活動が実施時期に適時的に市民に広

報されるようマスコミ（メディア）を生かして報道していただけるとより関

心が高まってよいであろう。 

② 小規模の太陽光発電所の建設の増加に伴って発掘調査も難しさが増している

と思われるが、計画的に効率的に実施していただきたい。また、発掘調査結

果の公表を積極的に行っている点は評価できる。それが、現在の我々の生活

（暮らしや生き方）にどのように繋がっているかなど、市民にとってよりわ

かりやすく馴染みやすい視点で工夫していただきたい。昔の人々のものの考

え方などは小学生・中学生・高校生にとっても非常に大切な学習の観点とな

る。その点の工夫を期待したい。 

③  富岡市社会教育館に代表されるように文化財（建物等）については、保存と

活用の両立を図る必要がある。前橋市の臨江閣などは文化協会の行事などで

活用していると聞いている。単に調査・保存だけでなく「活用」をぜひお願
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いしたい。 

（２）次代への継承 

中高瀬観音山遺跡歴史公園の開発計画については関係機関との密接な連携を

図ることを期待する。また、無形文化財である伝統芸能などについては記録

とともに必要な支援を継続的に行うことを期待する。 

 


