
                                   

 

平成２９年度 

 

教育委員会の権限に属する事務の管理 

及び執行状況の点検及び評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富岡市教育委員会 

 

 

 

 

 



 

 

                                     

目  次 

 Ⅰ 点検及び評価の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 Ⅱ 点検及び評価の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  １ 学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

学校教育の充実に対する学識経験者の意見・・・・・・・・・・・１３ 

  ２ 学校教育施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

学校教育施設の充実に対する学識経験者の意見・・・・・・・・・１６ 

３ 青少年の健全育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

青少年の健全育成に対する学識経験者の意見・・・・・・・・・・２０ 

４ 生涯学習活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

生涯学習活動の充実に対する学識経験者の意見・・・・・・・・・２７ 

５ 富岡製糸場の保存と整備活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

富岡製糸場の保存と整備活用に対する学識経験者の意見・・・・・３１ 

６ 歴史・伝統・文化資源の保存と活用・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

歴史・伝統・文化資源の保存と活用に対する学識経験者の意見・・３６ 

 

 
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２９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２９年度に富岡市教育委員会が管理及び執行した事務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６つの基本方針である、「学校教育の充実」、「学校教育施

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」  
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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、各校の課題を洗い出したうえで、指導方法や指導体制につい

ての工夫が行われた。特に算数・数学科、国語科では、習熟度別の少人数指

導やティーム・ティーチングを取り入れ、基礎的・基本的な知識・技能の習

得が図られた。また、小学校においても教科担当制を取り入れるなど、教職

員の専門性を生かした指導体制の工夫を行った。 

今後も、校長会議での情報交換を継続しながら、各学校の実態に応じ、学

力向上委員会を生かした組織的な取組みを推進する。 

 

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） 

児童生徒が各教科や特別活動等において、実際に見たり、体験したりする

活動を積極的に取り入れる授業実践を行った。また、学び合い活動等の言語

活動を意図的に取り入れ、意見交流によって児童生徒の考えや意見を高めた

り深めたりすることで、思考力・判断力・表現力の育成を図った。 

全国学力・学習状況調査の結果では、学校質問紙において、「学級やグル

ープの話し合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げたりすること」

について課題となっており、児童生徒が考えを表現するだけでなく、思考を

互いに高めあう指導方法の改善が求められる。 

今後も、学校訪問時における指導助言を通して、体験活動と言語活動の関

連付けを図るなど、授業のねらいに即した言語活動の展開を図るとともに、

体験活動の積極的な取り組みの継続と問題解決的な学習過程を踏まえた授業

改善を推進する。 

 

ウ 学習意欲を高め、主体的な学習態度を養うとともに、学習習慣を定着でき

るように、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） 

児童生徒にわかる喜び・できる喜びを実感させるために、授業の初めに「め 

あて」を、授業の終わりに「振り返り」を行うという授業展開を行った。 
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全国学力・学習状況調査結果からは、「課題に対して、自ら考え、自分か

ら取り組む」と回答する児童生徒が８割を超えていることから、主体的に学

習に取り組む学習活動が実践されていることがわかる。また、学力向上委員

会の活用によって、学習規律や家庭学習に関する指導を組織的に行い、学習

習慣の定着を図る取組みが進んだ。 

今後も、児童生徒にとって身近な学習課題を設定するなど、学習意欲を高

める指導や、家庭学習の取組みについて家庭との連携を図るなど、学習意欲

の定着に向けた指導を推進する。 

 

エ 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

ケーションを図る態度を養うことができるように、外国語指導助手（ＡＬＴ）

を積極的に活用する。 

 （担当課の取組結果と成果・課題） 

平成２９年９月から、ALT を１名増員し、各小学校への訪問回数を増加す 

ることにより、児童が体験的にネイティブな英語に触れる機会が増え、積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成が図れた。 

今後は、研究指定校を設けたり、指導者の研修の機会を増やしたりしなが 

ら、本市における英語教育の充実を図っていく。 

 

② 豊かな人間性の育成 

ア 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できる

ように、道徳教育の視点に基づいた自然体験や社会体験を重視する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

市内全小学校が妙義青少年自然の家の宿泊体験学習に臨み、豊かな自然に

触れながら主体的な活動を進めることで、よりよく生きるための基盤となる

道徳性を養うことにつながった。また、移動音楽教室や小中合同音楽祭、児

童生徒美術展など、多様な機会を通して芸術と触れたり創造したりしながら

豊かな情操を育成した。 

今後も、行事の適正化を図るとともに、関係機関との連携を深め、児童生

徒が直接体験しながら学べる機会の充実に努める。 

 

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、

自尊感情を高め、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、自分や友達のよさ

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

己の将来に目を向け、夢をふくらませた。中学校においては、職場体験学習

で仕事のもつ価値や労働者の生きがいについて重点的に指導し、市体験学習
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では派遣先を拡大し参加者を増やすことで生徒が、将来の生活をイメージし

ながら主体的に進路選択・決定した。 

今後もキャリア体験事業について、内容を精査、改善し、充実を図る。 

 

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。富岡製糸場を道徳の授業に教材として取り入れるといった、活用

の広がりがみられ、その歴史や人々のかかわりに触れ、人としての生き方に

ついて考え、話し合うことを通して、郷土を大切にする心を育んだ。 

今後も、校長会議や教頭研修会の中で情報交換を行いながら、計画的に学

習が行われるよう配慮し、児童生徒が９年間を通して、地域の人や文化、自

然に触れ、郷土愛を育めるよう取り組んでいく。 

 

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・中学校で体力向上プランを作成し、児童生徒が楽しさや喜びを

感じられるような体育・保健体育の授業づくりや児童生徒の個人差を踏まえ

肯定感を高めることのできる指導の工夫により、体力向上へ向けた日常の運

動の習慣化を図った。また、児童生徒学校保健委員会への企画や参加を通し

て、児童生徒の健康意識の向上や生活環境の改善への主体的な取組みを推進

した。 

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

基本的な生活習慣の確立を目指した保健指導の推進をしていくため、学校か

らの通信やホームページ、ＰＴＡ行事などで情報を発信したり、学校・家庭・

地域の交流の機会を充実したりしていく。 

 

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） 

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

や通信等で家庭の情報提供や改善依頼することで、学校、家庭が互いに連携

を図りながら生活習慣の確立を図った。また、食育指導の充実のために、学

級活動や保健の学習で学級担任と養護教諭、栄養教諭によるティーム・   
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ティーチングでの授業を行い、全校体制で実践した。 

今後も、家庭との連携の強化を図るとともに栄養教諭の積極的な活用を行

い、児童生徒の健康推進を図っていく。 

 

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） 

市内各小・中学校において、地震や火災、不審者に対する避難訓練を年３

回実施するとともに、校長やスクールガードリーダー、関係機関からの講師

による児童生徒への講話や実地訓練などを行い、各学校の実態に応じた安全

教育の充実を図った。また、不審者や交通事故への対応として、市内全小・

中学校の情報共有や児童生徒及び家庭への連絡、具体的場面の提示による危

険予測・回避行動のためのシミュレーションなどを行い危険予測・回避能力

を育成した。さらに、長期休業前の全校集会において、安全担当や警察から

の訓話を行うことで、児童生徒は家庭でも安全意識をもって生活できるよう

になった。 

自転車での交通事故については、今後も自転車運転のルールやマナーの指

導を徹底するとともに、自転車の乗り方に関する指導に重点をおいた取組み

を行う。 

 

（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 学習指導要領の趣旨を踏まえ、自校の教育課題やキャリア教育、読書活動、

ふるさと富岡の学習の視点などから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） 

平成２８年度の評価から明らかになった事項の教育課題を踏まえて、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。また、教育計画にキャリア教育、読書活動、ふるさと富岡の学習を位置

付け、学校ごとに特色ある教育課程を編成し、全校体制で教育活動を行った。 

今後も、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。 

 

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。 
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（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、教職員自らが意識的に児童生徒の手本とな

るよう言語環境を整えることに努めるとともに、異年齢集団で活動したり、

トラブルを冷静にとらえ対応するためのトレーニングを取り入れたりしなが

ら、集団の中で適切にコミュニケーションを図ることができるような指導を

継続して行った。また、各教科の学習に話し合い活動を積極的に取り入れ、

多様な意見に触れながらお互いを認め合えるような活動をした。 

今後も、児童生徒がお互いの気持ちをくみ取りながら、安心して過ごせる

学校・学級づくりに努め、組織的な取組みの充実を図れるよう、学校訪問を

通して指導を継続していく。 

 

ウ 学力向上委員会や教育相談部会等を機能化し、学力向上やいじめ防止に対

する取組が組織的に行えるような体制を構築する。 

（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。また、各学校においては、定期的にいじめに関するアン

ケート調査を実施することで、児童生徒が抱える悩みやトラブルなどの早期

発見・早期対応に努めた。さらに、生徒指導部会や教育相談部会の定期的な

開催によって、教職員間で速やかな情報の共有化ができるよう努力を行った。 

今後も、組織的な取組みが充実するよう学校訪問を通して指導を行うとと

もに、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。 

（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で指

導・助言を行った。また、県教委等の研修会の機会を紹介したり、教職員に

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
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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。 

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。 

 

イ 新しい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） 

市内各小・中学校において、新しい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、能力開発・人材

育成を図った。また、面談を実施し、自己評価に対する目標値の修正等を行

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、管理職に長期研修や特別研修等のスキル  

アップの機会を有効に活用するよう促し、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、教職員の資質の向上と学校運営組織の活性化に活

用する。 

 

ウ 体罰等の力による指導を根絶し、児童生徒への適切な指導を積み重ねるな

ど、服務規律の確保を徹底し、教職員一人一人の信頼を高める。 

（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、漏えい、児童生徒や保護者への不適切な言動、公

金の不正な扱いなど、教職員の服務規律への意識の高揚を図るとともに、教 

育相談的な考え方に基づいた対応をすることを心がけることで、信頼される

学校づくりに努めた。 

校内における定例服務規律委員会の開催などを通して、服務規律に関する

事案を自分のこととして捉える意識を教職員一人一人がもてるようにすると

ともに、教職員がストレスをためこまないようにする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。 
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（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についても小中９年間を見通し作成した。 

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させるとともに、

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、中学校１日体験入学、部活動参加・

部活動見学、運動会招待、ふるさと朝礼による校長講話等、相互交流のため

の取組みを行い、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。 

 

④ 家庭・地域・関係機関との連携 

ア 学校から家庭・地域への積極的な情報発信を行うとともに、学校評議員会

や学校評価を活用し、外部からの意見を適切に取り入れ、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、ホームページや学校便りを用いて、学校の様子を

適時公開するとともに、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。 
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（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、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っていく。 

 

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、ＩＣＴを活

用した今後の教育の在り方について検討を進める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校訪問において、大型モニターやパソコン等を用いた授業展開の工夫に

ついて指導助言し、ICT 教育の推進に努めた。 

平成２９年度は、西中学校を２年間の研究指定校とし、タブレット型端末

を４９台配置し、活用について研究を進めている。 

今後は、その成果と課題を市内の小中学校で共有しながら、学習環境の充

実を図っていく。 

 

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、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） 

校務支援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きて

おり、システムの各種機能を効果的に活用することで効率的に運用している。

また、教室内の大型テレビについても実物投影機やＰＣと組み合わせること

で児童生徒の学習時の効果的な教材として活用している。 

平成２９年度は、緊急メールシステムを改善し、さらにスムーズに緊急  

メールを保護者に通知することができるようになり、児童生徒の円滑な学校

生活に役立てた。 

今後も、校務支援システムについては、学校からの意見を取り入れ、関係

機関と連携して使いやすい機能を充実させながら、校務の軽減を図り、児童

生徒への指導・支援の充実へと生かせるようにしていく。 

 

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の安

全性の確認と周知を行う。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

放射線量測定については、３か月に一度実施し、測定結果を市のホーム
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ページで公表し、児童生徒が安心して学校生活が送れるよう安全性の周知に

努めた。 

また、災害に対する対応については、市内各小・中学校において、災害を

想定した避難訓練を実施するよう指導を行い、特に豪雨による水害への対応

については、本市においても起こりうる災害であることへの意識の高揚を 

図った。 

 

（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。 

今後も安全でおいしい給食を提供するために、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。特に加工品等においては、価格のみならず、品 

質も考慮している。 

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。  

放射線量測定については、毎日、１食分の調理済み給食と野菜を中心に２ 

品の食材を検査し、市ホームページで公表している。 

今後も、安全・安心な給食を提供することは、学校給食センターに課せら 

れた最も大きな責務であることを認識し、この姿勢を堅持していく。 

 

② 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
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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 

３年目になる。 

食生活アンケートでは、「給食が楽しみ」「給食を残さず食べる」と答える 

児童生徒が増えるなど、少しずつ児童生徒に変化が見られ始めている。 

一方で、「日頃、栄養バランスを考えて食べる」と答える割合は約半数で、

嗜好に偏った食事をしている傾向にあることから、栄養バランスの大切さを 

知ってもらうために、生徒自ら栄養バランスを考えながら献立を立てたリク 

エスト給食を実施した。 

今後も、自らの健康を考えて食べる意識の向上に努める。 

 

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、今年度からホームページに「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。 

また、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、積極 

的に情報発信を行っていく。 

 

③ 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との契約栽培品目を増

やし、地元農産物の調達率向上に努める。 

（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

による富岡市における農業の振興と、学校給食に地場産物を使用し、食に関

する指導での「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。 

今年度は、新たに玉ネギを追加して、キュウリ、ニラ、小松菜、ネギ、ニ
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ンジンの合計６品目とし拡大を図った。 

今後は、生産者の顔が見える安全で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する。 

 

④ 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２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２０名の児童生徒に提供している。来年度も食物アレルギー

対応食の対象となる児童生徒の増加が見込まれていて、現在のアレルギー対

応食専用調理室の設備では対応できないことから、設備の拡充を図る。 

食物アレルギーを持つ子どもたちが健康な生活を営めるようにするため、

学校給食においても保護者の協力を得ながら、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。 

 

⑤ 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） 

平成２９年１月に学校給食費の滞納世帯のうち、再三の支払い催告に応

じない２世帯に対して、裁判所に支払督促の申立てを行った。 

対象２世帯のうち、１世帯は裁判所からの催告に応じなかったことから、

給与の差し押さえの申立てを行ったところで、支払いに応じ完納となった。 

残りの１世帯については、支払督促の申立て後、すぐに分納誓約書が提

出されたが、約束どおり履行されないことから、強制執行の検討を行って

いる。 

今後も、学校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

措置等による厳正な姿勢で取り組む。 

 

⑥ 学校給食費の補助 

   子育て支援対策の一環として、１８歳未満の子どもを３人以上養育してい

る場合３人目以降の小・中学校に在籍している子どもの学校給食費補助を引

き続き実施する。 
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（担当課の取組結果と成果・課題）  

子育て支援対策の一環として、１８歳未満の子どもを３人以上養育してい 

 る場合３人目以降の小・中学校に在籍している子どもの学校給食費補助を引

き続き実施した。 

また、現行の給食費補助制度は、今年度で３年目となることから、富岡市 

学校給食検討委員会を設置して、補助制度の検証を行った。その結果、平成

３０年４月から補助制度を拡充し、２人目以降の給食費を補助することとし

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」 

〇 本市においては公立幼稚園の閉園により、小学校と就学前の保育機関との連

携を図ることが一層重要になったと考える。幼稚園や保育所では教育要領や

保育指針などに沿って非認知的な教育（保育）を重視している。そこで培い

たい力は体力や好奇心をはじめとして 10 項目の要素である。幼少期の幼児児

童にとって大切なのは、ストレスの少ない中でチャレンジする心を育てるこ

とである。そうしたことが学校への就学後にも生きていくよう幼保小間の連

携の充実は大事である。 

〇 今の学校教育には、社会の変化の急激な進展が進む時代にあって、アンテナ

を高くし、実態に応じた適切な教育を推進することが求められている。中で

も、地域とともにある学校、地域の教育力を生かした学校経営が求められて

いる。学校教育が学校の中だけで完結できる時代ではない。様々な面で開か

れた学校づくりに取り組んでほしい。また、市民にはそうした学校の取組を

十分に理解し、支援してほしい。そのために教育行政の担う役割はますます

高くなると考える。 

【特に成果として認められる点】 

（１）生きる力を育む指導の充実 

 ① 全国学力・学習状況調査結果から、児童生徒が主体的・積極的に学習態度に

取り組む意欲がみられる点は評価できる。また、英語教育の充実に向けて ALT

を増員しネイティブコミュニケーションを充実させる取組は評価できる。 

 ② 学習指導要領の改訂を見据えて行事の適正化を検討した点は評価できる。ま

た、体験的な活動を重視したキャリア教育の充実への取組も評価できる。 

 ③ 児童生徒が自らの心身の健康に対する関心を高める児童生徒学校保健委員会

の充実は評価できる。また、食に関する家庭の意識や地域全体としての安全

教育の取組も着実に行われた点は評価できる。 

（２）地域に根差した、信頼され、魅力ある学校づくり 

 ① 特別支援教育的な視点にも配慮し、児童生徒が安心して過ごせる学校づくり
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を共通課題として各学校の経営がなされた点も評価できる。また、教育間の

共通理解を促進する各種部会等の充実が図られた点も評価できる。 

 ② 人事交流の促進や長期研修の活用などを通して、ミドルリーダーとなる教職

員の育成に関して積極的な取り組みが行われた点は評価できる。 

③ 中学校区における各学校間の活動や行事などでの連携は評価できる。 

④ 各学校のＨＰを見ると児童生徒の学校生活の様子が適時的に公開され広報活

動の努力がなされている点は評価できる。 

⑤ タブレット端末などの学校への導入は評価できる。なお、学校間での差が児

童生徒の学習環境の格差にならないよう今後の早急な整備を期待したい。 

（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 栄養教諭・栄養士の連携が図られ、食育の推進の結果として「給食が楽しみ」

と回答する児童生徒が多く見られる点は評価できる。 

③ 地場産食品の活用による地産地消の推進、食物アレルギー対策の適切な実施、

給食費滞納家庭への対応など適切に実施された点は評価できる。 

【今後への期待と要望】 

（１）生きる力を育む指導の充実 

  ① 全国学力・学習状況調査結果から、協働的な学習・言語活動の充実・問題解 

     決的な学習を観点とする授業改善の努力が望まれる。特に、小学校における 

     英語教育の開始にあたり保護者の期待も大きい。ALT の増員を各学校でどの 

     ように生かすか、市内在住の外国人などに外国の活動支援員として活躍して 

もらうなどして、市全体としての取組の活性化に努めてほしい。 

② 郷土の学習素材を活用し、児童生徒が生まれ育った地域に対する愛情を深め 

ることができるような学習活動の一層の工夫が望まれる。なかでも、富岡製 

糸場の振興に携わった人々など「人」を視点とした学習で児童生徒の「心」 

を育てることが重要である。また、妙義青少年自然の家については、県有施 

設であるが本市にとって有意義な学習施設であり、その活用について検討を 

してほしい。その中でボランティアの要請、人と人とがつきあう力の育成を 

視点とすべきであろう。 

③ 学校教育において健康安全教育を重視し様々な取組を行っていることが家庭

や地域に十分に伝わっているかの点で見直しと充実が望まれる。また、体育

の学習に対して児童生徒が積極的に楽しんで取り組めるような指導の工夫を

期待したい。さらに、学校は災害時などには避難場所になることもある。そ

うした役割についても学べるようにしていただきたい。 

（２）地域に根差した、信頼され、魅力ある学校づくり 

 ① 学力向上委員会を中心に各種委員会や部会等の活動を進める際に、教員の多 

忙化に配慮し重点化と精選化による効率性の向上を期待する。また、児童生 
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徒の言語能力の向上を目指すためにも教職員の言語活用能力のステップアッ 

プも必要である。そうした研修にも配慮されたい。 

 ② 教職員の年齢構成のアンバランス化が進む中で、一人ひとりの教職員の職能

成長を図るための協働性の充実について一層の工夫が望まれる。その中で、

各学校でのミドルリーダーとなる中堅の教職員の自覚が重要である。人材育

成という観点からの施策の充実を期待したい。 

 ③ 各学校の小規模化が急速に進む中で、本市における小中学校間連携は喫緊の

課題であることを踏まえ、具体的な対策の構築が望まれる。研修会等の機会

の活用とともに教職員同士の相互の授業参観や効果的な指導方法の共有等も

図られたい。  

 ④ 本市の各学校のＨＰを見ると、学校評価結果（学校評価アンケート結果含む）

の公開が少なく、改善が望まれる。他市の有効例を参考にして充実されたい。 

 ⑤ プログラミング教育の導入などこれからの情報化社会の進展に合致した教育 

の充実を期待する。校務支援システムの定着は評価できるが、一方で情報量 

の急増により教職員の事務の多忙化を招いている面があり改善が望まれる。 

（３）学校給食の充実 

 ① バランスの取れた給食を提供している立場から食べ残し調査をはじめアン 

ケート分析などにより必要なデータ取得と活用に努めることが望まれる。 

 ② 児童生徒の充実した食生活の推進には家庭啓発と協力が不可欠である。その

点でのより効果的な広報活動の工夫を期待する。 

 ③ 経済的に問題を抱えている家庭へのより効果的な援助の在り方など今後も

ケースバイケースでの適切な対応を期待する。 

 

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、学校施設の総合的かつ計画的な中 

長期維持管理等を行い、校舎の改修や修繕に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

個別施設計画策定後、児童生徒とその保護者を対象に、今後の学校施設の 

あり方についてのアンケートを実施した。地区ごとのアンケート分析結果や、

児童生徒数の将来推計、学校施設の現況等の情報などをもとに、来年度に予

定している地区別説明会・懇談会で使用する資料を作成した。 

来年度から、地区別に説明会・懇談会などを開催し、地区の皆さんのご意 

見を伺いながら、学校の再編や統廃合を含めた今後の学校施設のあり方につ

いて検討を行い、総合的かつ計画的な中長期維持管理等が行えるよう取り組

む。 

また、学校現場からの要望や施設管理上の必要性に基づき、緊急度や危険 

性などを考慮しながら、施設の改修や修繕に努めた。 
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引き続き、安全で安心な教育環境の整備に努める。 

 

イ 学習環境の改善のため、特別教室の空調設備やトイレの洋式化事業を実施

する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

小・中学校特別教室の空調設備の設置工事及び屋内運動場の窓ガラス飛散 

防止工事は、平成 28 年度からの繰越事業として今年度完了し、普通教室と併 

せて全ての小・中学校の教室への空調設備完備による教育環境の改善及び防 

災機能の強化が図れた。 

トイレの洋式化については、計画に基づき２校の小学校について和式便器 

を洋式便器に取り替え、トイレ環境が改善できた。 

引き続き、計画的に学習環境の改善を図る。 

 

（２）設備・機器の計画的な入替え・修繕 

 給食センターは、施設修繕計画に基づいて、設備や機器等の計画的な入替 

え・修繕を行い安全安心な給食を提供する。 

（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行った。 

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、適宜、施設修繕計

画の見直しを行う。  

 

（３）施設等の図面の適正な管理 

建物や機器の図面等のデータ化と管理の一元化のためにデータ収集に努

める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校施設等の設計図面等の適正管理については、事務所移転に伴い、適正 

な場所へ一括して保管することができた。 

今後、図面等のデータ化を進め、施設の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 Ａ評価・・・「全般にわたり適切な管理・執行である」 

 〇 すべてについて整った環境の中で児童生徒が学ぶことは理想である。しかし、

何でも便利にすればよいという考え方は教育的とはいえない。人間には生活

の中で課題に気付き、それを自らの力やアイデイアを生かして改善していく
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という想像力や応用力が必要である。トイレの洋式化を進めながらも和式ト

イレも残していくという考え方は妥当である。 

 〇 施設の活用は常に新しい発想で進めるべきである。他市町村等の取組を見る

と自由な発想で施設を効果的に活用しようという事例が多く見られる。今後

は、少子化の進展にともない学校の統合なども考えていかなければならない

であろう。そうした際に、その施設をどう生かすのか、計画的に検討を進め

ていく必要があろう。 

【特に成果として認められる点】 

（１）施設の計画的な建替え・改修 

 ① 学校の統合を見据えたアンケートの実施など計画的な施設維持管理計画に基

づく執行は評価できる。 

 ② 夏季の高温化などの環境の急激な変化に対応して適切な対応努力がなされた

と評価できる。 

 ③ 全体的に適切な事務執行がなされたと評価される。 

（２）設備・機器の計画的な入替え・修繕 

   学校給食は「食」の信頼を通して学校教育への保護者の信頼の根幹であり、

適切な対応がとられたと評価できる。 

（３）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。 

【今後への期待と要望】 

（１）施設の計画的な建替え・改修 

① よりオープンな情報開示と検討・協議の機会の適切な計画実施が望まれる。 

② トイレの洋式化などについては、児童生徒の生活環境の変化などを十分に把

握して最も効果的な方法の検討が望まれる。 

（２）設備・機器の計画的な入替え・修繕 

  今後も適時的・適応的で適切な対応を期待する。 

（３）施設等の図面の適正な管理 

  今後も適時的・適応的で適切な対応を期待する。 

 

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

と、おもしろ科学教室、少年の主張、子どもまつり、おばけ大会、子ども料
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理教室、リーダー研修、かるた大会など、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。 

実施にあたっては、高校生や大学生に呼びかけ、ボランティアとして参加 

   してもらうなど社会参加へのきっかけづくりを進めることができた。 

今後も、多様な体験や交流の場を設けていくことで、人とのかかわりや社 

会の仕組みを学び、達成感や自己肯定感を育てていく。 

また、中学生にもボランティアでの参加を呼び掛け、社会参加活動の機会 

を提供していく。 

 

（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、性同一性障害に対する正しい知識を身につ 

け、どのように関わっていけばいいのか「性同一障害を知ろう～多様性を認 

め合える地域を目指して～」と題し、講演会を実施した。また、西部教育事 

務所社会教育主事を講師に、「子どもにやる気をもたせる関わり方」をテー

マに参加学習型の研修会を実施した。 

「家庭の日」の推進をはかるため、子ども料理教室を実施した。子どもた 

ちは高崎健康福祉大学の学生による指導のもと料理を作り、保護者は別室で

群馬県生涯学習センター講師による「ぐんま親の学びプログラム」に参加し、

保護者の家庭教育に対する意識の向上と、子どもが作った料理を親子で食べ

ることにより親子の絆を深めることにつながった。 

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、非行防止を図った。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
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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。年度別にみると回収数は減少傾向に

ある。 

今後は、補導活動における声掛けも違反行為をしている青少年から街中で 

出会う青少年全体に広げ、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。 

 

  イ 青少年のインターネット利用への注意喚起と啓発のため「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） 

ゲーム機やインターネットの利用などが増えており、インターネットに起

因する被害児童数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た。 

今後も「おぜのかみさま県民運動」をより一層推進し、犯罪被害やトラブ

ル防止に努める。 

 

（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、青少年問題の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、青少年相談室「ぷらすゆう」に青少年相談員を週１ 

日４時間配置し、相談事業を積極的に展開している。また、２６年度からは

産業振興課との連携により、「ぐんま若者サポートステーション」から月に

１度職員を派遣していただき、就労に向けた相談を実施し、連携することに

より、相談者の支援をスムーズに運ぶことができた。 

「ぷらすゆう」の活動を周知するため、広報とみおかや公民館報への掲載、

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周知を行った。 

今後も、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、ぐんま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。 

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 
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など相談体制の整備・充実に努める。 

 

（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」 

 〇 青少年関係団体との連携と同時に、そうした団体や機関の活性化が喫緊の課

題である。行政依存型のイベントだけではなかなか活性化は図れない。団体

や機関で活動する人たちの固定化や高齢化が進んでいくと、なかなかニーズ

に合った活動ができにくくなる。いかに新しい人たちを巻き込んで活動のリ

ニューアルができるかを考えられたい。 

 〇 最近の傾向としてはネット社会の中で、児童生徒の姿が客観的に見取りにく 

いという現象が起きている。そのためには、家庭の協力が不可欠である。ま 

た、保護者自身も多忙な生活の中で子どもが何をしているかを見過ごしがち 

である。まず、家庭啓発に一層の力を入れられたい。さらに、支援が必要な 

家庭も増加している。ソーシャルワーカーのような仕事にあたる人の増員や 

拡充を期待したい。 

【特に成果として認められる点】 

（１）青少年の社会参加活動の推進 

   若い人たちの交流や地域での活動への関心を高めるため、ボランティアなど

の社会参加活動の実施は評価できる。 

（２）啓発事業の推進  

   ワークショップなど参加型の研修の有効性をふまえて、今日的でニーズに合

ったテーマに基づく研修の機会がもたれた点は評価できる。 

（３）非行防止と社会環境浄化活動の推進 

   関係者の努力により青少年健全育成のための活動が継続的に実施されている

点は評価できる。 

（４）相談活動の充実 

   就労支援などは本市地域で働き生活したいという若い人たちにとって非常に

重要性が高いため、その対応が進んでいることは評価できる。 

【今後への期待と要望】 

（１）青少年の社会参加活動の推進 

   各種団体主催行事での若い人たちの参加が一過性なものにならないようボラ

ンティア養成のための工夫や若い人たちを交えての検討・協議の場の設置が

望まれる。 

（２）啓発事業の推進 

   研修は「受けるもの」という意識から脱し、「ワールド・カフェ」によるファ

シリテーションなど参加者の主体性や創造性が発揮できるような事業への質

的転換を期待する。 
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（３）非行防止と社会環境浄化活動の推進 

   インターネットに代表される情報化社会の進展の中で匿名性や潜在化が進ん

でいることから、それに対応できる事業の具体化が望まれる。 

（４）相談活動の充実 

   相談員の拡充などによって、相談活動の場があることを広報周知することが

必要でありそうした点での一層の充実を期待する。 

 

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強化し、家庭・学校・地域をはじめ市内

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応じた特

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県公民館連合会の研修、関東甲信越 

静公民館研究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。 

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す 

 ることができた。 

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として関係機関との連携を密にし、生涯学習の推

進と組織のさらなる充実に努める。 

   （担当課の取組結果と成果・課題）     

     平成２９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。                                      

   金沢市立玉川図書館近世資料館から講師を招き、「七日市藩と加賀藩」と題

しての講演と、旧七日市藩前田家の関係者にもご出席いただいたことで、金

沢市と富岡市の交流とともに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。 
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ウ 生涯学習奨励員活動をさらに推進し、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活動支 

援し、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、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） 

とみおか市民大学校特別公開講座「ショウガ健康法」の講演会を開催した。

市民の健康志向の高まりなどによって、科学的根拠に基づく講演内容は参加

者から大変好評を得た。 

出前講座では、「マイライフノートの書き方について」等の新たなメニュー  

   の追加や紹介を行い、利活用の幅を広げた。また、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。 

    

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

機会の提供を図り、生涯学習を推進する。 

（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、市民大学校をＰＲしていく。 

 

ウ 富岡学を開講し、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と絹産業遺産群関連の講座を設けることにより、 

製糸場の解説員やまちなかボランティアガイドで活動する方々の資質向上に

つながった。 

 １１月には、第３期が終了し、講座内容の見直しを行って第４期をスタート 
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した。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。 

また、県の人権教育指導者養成講座事業の委託を受けて、人権教育指導者

研修会や研修視察など、前年度以上の人権教育、啓発活動に励んだ。 

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 社会教育職員の人権研修会への積極的な参加とともに公民館等で実施す

る講座へ人権の学習を積極的に取り入れ、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、講座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。 

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。 
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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、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、窓口設置や市ホームページに掲載することに 

より、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 

  住民の活力を高め、生涯学習・社会教育の拠点としての機能を十分に発揮 

するため、地域住民のよりどころとなる施設として地区公民館を活用してい 

く。  

（担当課の取組結果と成果・課題） 

平成２９年度から地区公民館の所管が地域づくり課へ移管になったが、今 

までどおり地区公民館ごとに作成する運営方針により、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を 

図る。 

 

（４）施設の整備 

ア 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） 

センターの電気室天井に設置されていた冷温水配管の迂回工事や会議室の 

エアコン工事など施設の改修工事を行った。 

今後も計画的に老朽化した施設、設備等の改修を行っていく。 

 

イ 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整備改修事業を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

社会教育館を広く公開し利活用するために策定した保存管理活用計画に

基づき、耐震補強及び改修工事を行った。 

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紹介に努めた。 

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

と整備を推進する。 
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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 市民のニーズに応える資料収集と情報提供に努め、魅力ある図書館づく

りを推進し、教養や学習意欲向上に資するための様々なサービスの向上に

努める。 

（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 

度などを活用して、１００％提供を目標にし、達成した。 

また、利用者の読んだ本の感想やおすすめ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、多くの大人・子ども 

に興味を持ってもらうことができ、大変人気のコーナーとなった。 

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 

もらい、利用者向けに、手作りしおりや折り紙等を作成し配布した。 

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、より多くの方に利用してもらえるよう工夫し

た。 

また、季節に応じた図書の展示・特別展及び市の各担当課との連携事業 

として、企画コーナーを設置した。 

 

イ 読書コーナーを改修し居心地のよい空間づくりに努めるとともに、雑誌

の種類等を増加させることにより、利用者の拡大に繋げる。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

読書コーナーの改修工事を行い、より居心地が良く明るい空間づくりに努 

めた。また、雑誌の種類も増やし、利用者の要望に応えた。 

 

② 広報活動及び利用促進 

ア 学校図書館への支援を強化し、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、幼少期からの読書活動を推進す

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。 

読書関連授業、図書館見学、中高生の職場体験等を通して、読書の楽しさ、 

大切さを子ども達にアピールした。 

また、小中学校図書主任会に出席し、意見交換を行った。 

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、幼児期から絵本等に親しみ、親子での図書館利用の場を提供した。 
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今後は、学校図書館への支援の強化や学校連携システム導入も視野に検討 

していく。 

 

イ 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、管内展示や、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、子どもたち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。 

 

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、県立図書館や市町村図書館 

との相互貸借制度を活発に利用した。 

     また、読書活動を支援するため、小学校の授業支援等を行った。 

     公民館との連携の一環として、妙義中央公民館ほか５館での図書返却サ-ビ 

スを開始し、市民の利便性を図った。 

    今後も、蔵書や廃棄図書（リサイクル本）の有効活用を図る。 

 

イ 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

等を通して図書館を身近なものとして感じてもらった。 

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。 

今後は、イベントのマンネリ化を防ぐための方策やボランティア構成団体

の減少や高齢化への対策も必要となる。 

 

ウ 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） 
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富岡製糸場の研究者や学習者利用に対応し、利用者に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るとともに、書庫保存資料も公開し

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、地域資源に関する書籍等の充実、製糸場

関連の資料収集に努めている。 

 

エ 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） 

都市計画課、高齢介護課、建築課、地域づくり課と連携した企画コ-ナーで 

図書展示や資料の配布を行った。 

今後も、庁内各課等と積極的に連携・協力を図り、市の施策等をＰＲし、 

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」 

 〇 内容を参加者のニーズに合わせたものにすることにより、各種の講座の充実

が図られる。具体的には「終活」を念頭に置いた「マイライフノートの書き

方」などは参加者に好評であったというのがそれにあたる。また、人権教育

に関しても本市でも外国人の居住者が増えていることから、より多様な人権

問題を取り上げ、差別意識をなくしていくような努力が重要であろうと考え

る。 

 〇 地域における生涯学習の活性化のためには、他の地域からの参加者を増やし

たり、若い人たちを取り込んだりすることが重要であろう。前橋市児童文化

センターなどでは、市民の積極的な参加による活動づくりが広がっている。

いわゆる受動型の学習ではなく、参加型・創造型の活動が大事であろう。ま

た、生涯学習の中心拠点となる地区公民館の活用を図るためには行政組織が

安定し継続的に施策展開できるようにならなければ難しい。その点での検討

を求めたい。 

【特に成果として認められる点】 

（１）学習機会の拡充 

 ① 「生涯学習ガイドブック」の作成と活用による学習情報の提示をはじめ、都 

市間連携による新たな学習機会の提供などの取組は評価できる。 

 ② 受講者のニーズを事前に調査しそれに沿った内容での講座を開設したことに 

より、利活用が拡大できている点は評価できる。また、研修により解説員や 

ボランティアの資質向上が図られている点も評価できる。 
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 ③ 人権教育は生涯学習における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。 

（２）学習成果を活かす仕組みの拡充 

   「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）の活動成果が発表されたことは評価できる。 

（３）社会教育活動の推進 

   地区公民館の所管の変更に伴っての問題等が聞かれておらず、各地区公民館

での活動も順調に推移できたことは評価できる。 

（４）施設の整備 

   施設の活動が進むためには常日頃のメンテナンスが不可欠であり、予算の範

囲内で計画的な補修等がなされた点は評価できる。 

（５）図書館の充実 

① 利用者のニーズに対する達成率が 100％である点は高く評価できる。そうし 

た努力が利用者はじめ市民の図書館に対する信頼につながる。また、多様な 

利用者の利便性を考えての環境整備も評価できる。 

 ② 児童生徒の読書離れが指摘される昨今であるが、良書には時代を超えての価 

値があり、その点について図書館が若い人たちにとって身近な場になること 

が重要である。その点での各種の対応は評価できる。 

 ③ 関係機関との連携は常時的に図られなければならず、その努力を怠ると途端 

   にマンネリ化する。その点で本年度の取組は評価できる。 

【今後への期待と要望】 

（１）学習機会の拡充 

① 各学習機会はそれぞれに工夫され内容も充実したものであると考えるが、参 

加者にその内容や魅力をどう伝えていくかの工夫が必要であり、その点の一 

層の改善・充実が望まれる。 

 ② 講座受講のよさや生涯学習の効果について、広く市民全体にどう広げていけ

ればよいかを一層工夫することが望まれる。講座開設の時期・時間帯・場所

などについてもよりフレキシブルに工夫することを期待する。 

 ③ 本市でも居住外国人が急増している。そうした中の人権教育の推進は重要で

あり人権教育の理解を市民全体で深めるための工夫が望まれる。 

（２）学習成果を活かす仕組みの拡充 

   活動の成果発表をより多くの市民（市外の方々も含む）に見て知ってもらえ

るにはどうしたらよいかについての工夫が望まれる。 

（３）社会教育活動の推進 

   教育委員会の立場（方針）を明確に示して、地域振興の核としてだけでなく、

地区公民館での社会教育的な活動が一層充実できるような対応が望まれる。 

（４）施設の整備 

   今後も適時的・適応的で適切な対応を期待する。 



29 

 

（５）図書館の充実 

 ① レファレンスの充実のためには蔵書や所蔵資料の充実は不可欠であり、その 

ための必要な予算の確保などにさらに努力を期待する。 

 ② ＨＰの活用は重要な情報提供手段であるが、情報の受け手にとって見やすく 

   親しみのあるものでなければならない。そうした面からの再検討を期待する。 

③ 今後も適時的・適応的で適切な対応を期待する。単なる連携ではなく、より

機能的な連携はどうしたら図れるかについて一層の工夫を期待する。 

 

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・国指定史跡として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、整備活用計画に沿った整備・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、必要に応じて整備活用計画に基づき発掘調査事業を実施した。 

そのほかの建造物に対しては、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。 

今後も適切な保存管理・整備活用が行われるよう富岡製糸場保存課と連携 

していく。 

 

イ 国・県や関係機関と連携し、保存・整備・活用を推進する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

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。 

西置繭所や乾燥場・繭扱場、社宅７６の保存整備事業等に対し、文化庁及

び県と協議し、保存・整備・活用を推進した。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、文化庁、県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 富岡製糸場との連携を密にし、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する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 
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富岡製糸場保全課と連携し、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、場内に残る寄宿舎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な活用も視野に入れ、多角的な視点から 

検討し継続していく。 

 

  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） 

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文化庁・県と協議を行った。

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

を報告書や展示として市民に提供する。 

（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の速報展示を行い公表した。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、その成果を富岡製糸場総合研究センター報告書として刊行 

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） 

 今年度、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などについての調査研究がはじまった。 

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。 
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（４）わかりやすい情報提供 

    解説員の養成や展示解説の充実を図り、体験型の手法を用いわかりやすい

情報発信に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

埋蔵文化財発掘調査の成果を展示や報告書で公開し、情報公開に努めた。 

今後も情報発信に努める。 

 

（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」 

 〇 富岡製糸場の保全や活用に関して関係各課と連携しながら保存や記録に関し

ての調査等を適切に進められたと考える。その中でもワークショップなどの

開催により市外の方々に多く参加していただけた点は良かったと考える。ま

た、埋蔵文化財としての価値を理解してもらうための取組も適切であった。 

〇 富岡製糸場に関しては様々な関係課、組織等との連携が必要であるし、その

調査には長い時間が必要である。その点で、計画的に進められた点は良かっ

たと考える。富岡製糸場は、中心施設である繭置倉庫等の建造物だけでなく、

広範な関連施設が学術的資料となることをより市民に理解してもらうような

努力を望みたい。 

【特に成果として認められる点】 

（１）保存管理・整備活用の推進 

   関係法令等に則り適切な管理保存体制がとられた点は評価できる。 

（２）利活用の推進 

   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。 

（３）調査研究の推進 

   見学者の利便を図り体験的な活動が可能となるよう様々な工夫を行った点は

評価できる。 

（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。 

【今後への期待と要望】 

（１）保存管理・整備活用の推進 

   今後も関係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 

   富岡製糸場の歴史的資産価値を踏まえ、教育的にどのような有効活用ができ

るか今後とも継続的な検討を期待する。 

（３）調査研究の推進 

   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
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に一層の関心を寄せることができるよう努力を期待する。 

（４）わかりやすい情報提供 

   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の恒久的な保存管理及び

活用を推進するため、環境整備の支援に努める。 

（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、適正な管理に努めると 

ともに、説明板等について優先順位をつけ補修した。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ほか、未指定 

の文化財については、地域づくり協議会と連携し、各地域に残された文化財

の価値を周知していく。 

 

イ 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） 

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、ツツジの健全化を図るため、下草除去などを行ったほか、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、次年度も引き続き調査を行う

ほか、ツツジの生育を良好に保つため、今年度に引き続き土壌改良に取組ん

でいく予定である。 

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。 

 

ウ 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。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

今年度は、富岡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。 

文化財の所有者の方々に協力してもらい、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。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。 
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近代化遺産の一斉公開では、文化財を一般公開するだけでなく、「富岡市 

のおいしい近代化遺産めぐり」と銘打ったツアーを実施した。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、かつ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、一ノ宮小学校、高瀬小学校、小野小学校及び富 

岡市中学校社会科部会を対象に、富岡市の文化財についての講座を実施した。

また市外では、甘楽町立福島小学校、石川県人会への解説を行った。市民が

文化財に親しみ学ぶ機会を提供するとともに、市外へ向けて富岡市の文化財

の魅力を発信することができた。 

また、職場体験として富岡市立南中学校の生徒を受け入れた。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。 

 

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。 

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。今年度は市道整備工事に先立ち２か所の発 

掘調査を実施した。下高田押出遺跡では、近現代の瓦を焼いた「達磨窯」を 

調査し、富岡坪之内遺跡では中世の大溝を調査し、記録保存をすることがで 

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。 

 

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、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） 

富岡市内出土品展の開催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。 
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富岡市郷土館では「夏休み郷土館まつり」を実施した。夏休みの小学生を 

   ターゲットに、体験を通して文化財に興味を持ってもらった。参加者は家族 

連れが多く、楽しみながら文化財への理解を深めてもらった。 

今後、市立美術博物館や富岡市郷土館の展示をさらに充実させ、埋蔵文化

財への興味・関心を高めてもらうとともに、ホームページなどを通じイベン

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

要性の啓発に努める。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

学校出前講座を小学校４校（高瀬小、丹生小、小野小、福島小）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。 

特に学校での出前講座では、発掘調査で出土した実物を持っていき、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愛着や文化財に対す

る興味・関心を高める工夫を行った。 

今後も実物に触れることや現地で説明を実施するなど、興味・関心を高め 

られるようにしたい。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する。 

 

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・活用を図るため、維持管

理、公開、普及等に努めるとともに、その重要性を広く周知する。 

（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。 

旧茂木家住宅まつりを実施し、建物についての解説のほか、一ノ宮地区の 

伝統芸能保存団体等に出演してもらい、多くの方に見学してもらった。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。 

今後は、旧茂木家の歴史的価値を周知するため旧茂木家住宅まつり等を継 

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。また、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。 

 

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。 
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（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。今年度、妙義神社では市指定文化財である「宮様御殿」

で、屋根の葺き替えを主とした保存修理事業を実施し、補助を行った。 

今後も所有者と連携して、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） 

富岡市社会教育館については、今年度に保存修理事業を実施した。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、今後耐震や活用に伴う整備改修が計画されている 

ので、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。 

 

（２）次代への継承 

  ア 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。 

 

 イ 地域に伝わる郷土芸能等の保存・継承を推進するとともに、後継者の育成

を図る活動を支援する。 

（担当課の取組結果と成果・課題） 

郷土芸能保存団体に対して、用具等の補修や購入に補助を実施し、保存・ 

継承を支援した。 

今後も郷土芸能が保存・継承できるよう支援する。 

 

  ウ 国指定史跡 中高瀬観音山遺跡の貴重な歴史遺産と豊かな自然環境を活

用した歴史公園の整備を推進する。 

（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。 
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中高瀬観音山遺跡歴史公園については、関係機関と協議を行い、整備の推 

進を図りたい。また、貴重な歴史遺産と豊かな自然環境の活用を検討し、民

間活力の導入や、周辺地域を含めた「道の駅」構想など整備活用方法の検討

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」 

 〇 「富岡のおいしい近代化遺産めぐり」に代表されるようなユニークで興味を

そそられる企画を具体化できた点は良かった。そういう活動をより広く市民

に紹介し、関心を高めてもらえるかが大事である。また、「達磨窯」などこれ

からの発掘で貴重な資料が得られそうなものもある。そうした点も広報を工

夫されたい。 

 〇 埋蔵文化財発掘などは研究機関との連携・協力が必要である。残念ながら本

市には大学がない。そこで、市外でもよいから大学などとの連携による文化

財保護・保全・活用の研究を活性化していただきたい。そうしたことで、市

民にとっても学びの大切さや面白さなどが具体的に伝わるのではないかと

考える。 

【特に成果として認められる点】 

（１）文化財の保存と活用 

 ① 小学生・中学生・高校生等、若い人たちを巻き込んだ文化財の保存活用に努

めた点は評価できる。また、ユニークな活動など参加者の興味・関心を高め

るための工夫が随所に見られた点は評価できる。 

 ② 調査に関しては適切な資料整理を行った点は評価できる。児童生徒をはじめ

広く市民に文化財への興味を持ってもらう努力がみられた点も評価される。 

 ③ 保存修理事業をはじめ、計画的に保存・整備活動が行われた点は評価できる。 

（２）次代への継承 

   自衛消防団の組織、消防訓練の計画的実施など適切に行われている。危機管

理は「何もないこと」が重要で評価されにくい面があるが、今後とも意識を

高くもって努力していただきたい。 

【今後への期待と要望】 

（１）文化財の保存と活用 

 ① 今後とも若い人たちを巻き込んで活動の継続・発展を期待する。 

② 有形文化財の保存の一つとして、生物（植物）であるツツジの調査などの実

施は重要であり継続を期待する。 

 ③ 特に無形文化財の保存・継承に対して必要な支援を継続的に行うことを期待

する。 

（２）次代への継承 
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   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

に行うことが望ましい。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。 

 


