
- 1 -

渋川市教育委員会の点検・評価制度の概要

１ 経緯

平成１８年１２月に教育基本法が改正され、さらに平成１９年６月に地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）が一部改正されまし

た。この改正を受けて、すべての教育委員会は、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、

議会に提出するとともに公表することが新たに規定されました。本報告書は、地教

行法第２７条の規定に基づき、平成２７年度の教育委員会の点検及び評価を行い、

教育に関する学識経験者の意見を付して報告するものです。この報告書により、効

果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たしてまいります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）注：平成26年法律第76号附則第2条経過措置

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２７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３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。

２ 渋川市教育委員会の活動状況

教育委員会とは、県や市町村に設置されている行政委員会のひとつで合議制の執

行機関です。教育行政の中立性、安全性を確保するため、地方公共団体の長から独

立して設置されております。渋川市教育委員会は５人の委員で構成され、合議によ

り教育行政の基本方針や重要事項などを審議し決定します。

平成２７年の活動状況を振り返るため、平成２７年４月から平成２８年３月まで

の教育委員会の活動についてまとめました。

①開催日数等

教育委員会会議については、渋川市教育委員会会議規則において、委員長が必要

により、招集できる等の規定がされており、毎月１回の定例会の開催と必要により

臨時会を開催しています。平成２７年４月から平成２８年３月までの教育委員会の

開催状況は下記のとおりです。

・定例会１２回

②審議内容等

地教行法第２６条に基づき、次の一覧表のとおり、審議が行われました。
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平成２７年度教育委員会審議案件一覧
開催日 会議区分 案件区分 件 名

4月22日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ４号 平成２７年度一般会計予算について

協議会 議題 １ 平成２７年度定例教育委員会 年間開催日程について

２ 渋川市総合教育会議設置要綱について

３ 赤城地区小学校再編統合に関する学校名の取り扱いについて

４ 群馬県教科用図書採択中毛第一地区協議会会員の選出について

4月30日 協議会 議題 １ 赤城地区小学校再編統合に関する学校名の取り扱いについて

２ 総合教育会議に関すること

5月20日 定例会 議案 選挙第 １号 委員長の選挙について

指定第 １号 委員長職務代理者の指定について(追加）

議案第３６号 渋川市立学校設置条例及び渋川市学校給食共同調理場

条例の一部を改正する条例の渋川市長への申し出につ

いて

議案第３７号 渋川市教育研究所設置に関する条例の一部を改正する

条例の渋川市長への申し出について

議案第３８号 平成２７年６月渋川市議会定例会提出予定議案（予算）

の作成に対する意見について

議案第３９号 渋川市奨学金貸与審査会委員の委嘱について

議案第４０号 渋川市社会教育委員の委嘱について

議案第４１号 渋川市青少年センター運営協議会委員の任命又は委嘱

について

議案第４２号 渋川市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第４３号 渋川市スポーツ推進審議会委員の任命について

議案第４４号 渋川市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につ

いて

議案第４５号 渋川市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて

議案第４６号 渋川市図書館協議会委員の任命について（追加）

協議会 議題 １ ６月定例教育委員会の開催日程について

２ ７月定例教育委員会の開催日程について

6月26日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ５号 渋川市立豊秋小学校校舎耐震改修工事（２期建築主体

工事）請負契約の締結について

議案 議案第４７号 渋川市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につ

いて

議案第４８号 渋川市歴史資料館運営審議会委員の委嘱について

議案第４９号 渋川市社会体育施設整備計画について
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議案第５０号 渋川市ＬＤ・ＡＤＨＤ等のための通級指導教室の設置

及び運営に関する規則の一部を改正する規則について

議案第５１号 渋川市立幼稚園保育料減免規則の一部を改正する規則

について

議案第５２号 渋川市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則につ

いて

協議会 議題 １ ７月定例教育委員会の開催日程について

２ ８月定例教育委員会の開催日程について

7月28日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第５３号 平成２８年度使用渋川市立小学校及び中学校用教科用

図書の採択について

協議会 議題 １ ８月定例教育委員会の開催日程について

２ 第２回総合教育会議の開催日程について

３ ９月定例教育委員会の開催日程について

8月17日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ６号 刀川小・三原田小学校再編検討合同地区委員会の検討

結果について

議案 議案第５４号 平成２７年９月渋川市議会定例会提出予定議案（予算）

の作成に対する意見について

議案第５５号 教育財産の取得の申出について

協議会 議題 １ 平成２７年度全国学力・学習状況調査について

２ (仮称）北橘運動場造成工事に係る業者に対する瑕疵の修補請求に

ついて

３ (仮称）渋川市教育振興大綱(案）について

４ ９月定例教育委員会の開催日程について

５ １０月定例教育委員会の開催日程について

9月17日 協議会 議案 １ 小・中学校再編統合について

9月29日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

協議会 議題 １ 平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について

２ 渋川市教育振興大綱(案）について

３ １０月定例教育委員会の開催日程について

４ １１月定例教育委員会の開催日程について

10月21日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ７号 和解及び損害賠償の額を定めることについて

協議会 議題 １ １１月定例教育委員会の開催日程について

２ 第３回総合教育会議の開催日程についていて

３ １２月定例教育委員会の開催日程について

11月13日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ８号 南雲小学校と津久田小学校の統合に関する意見につい
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て

議案 議案第５６号 公の施設の指定管理者の指定について渋川市長への申

出について

議案第５７号 渋川市通学バス条例の一部を改正する条例の渋川市長

への申出について

議案第５８号 渋川市いじめ問題対策連絡協議会等条例の渋川市長へ

の申出について

議案第５９号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例の渋川市長

への申出について

議案第６０号 平成２７年１２月渋川市議会定例会提出予定議案（予

算）の作成に対する意見について

協議会 議題 １）第３回総合教育会議の開催日程について

２）１２月定例教育委員会の開催日程について

３）１月定例教育委員会の開催日程について

12月18日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ９号 南雲小学校と津久田小学校の統合に関する意見につい

て

議案 議案第６１号 渋川市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則に

ついて（追加）

議案第６２号 渋川市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて

議案第６３号 渋川市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例施行規則について

協議会 議題 １ １月定例教育委員会の開催日程について

２ ２月定例教育委員会の開催日程について

1月26日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 １号 渋川市社会体育施設整備計画（案）に関する建議につ

いて

議案 議案第 １号 平成２７年度渋川市教育委員会表彰について

議案第 ２号 渋川市立小学校及び中学校管理計画の一部を改正する

規則について

議案第 ３号 渋川市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則につい

て

議案第 ４号 平成２８年２月渋川市議会臨時会提出予定議案（予算）

の作成に対する意見について

協議会 議題 １ ２月定例教育委員会の開催日程について

２ 第４回総合教育会議の開催日程について

３ ３月定例教育委員会の開催日程について

2月12日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第 ５号 渋川市事務分掌条例の一部改正に対する意見について
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議案第 ６号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部を改正する条例の渋川市長

への申出について

議案第 ７号 渋川市立学校設置条例等の一部を改正する条例の渋川

市長への申出について

議案第 ８号 渋川市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例

の渋川市長への申出について

議案第 ９号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例の渋川市長

への申出について

議案第１０号 平成２７年度渋川市教育委員会の事務管理及び執行状

況に関する点検・評価報告について

議案第１１号 平成２８年３月渋川市議会定例会提出予定議案（予算）

の作成に対する意見について

議案第１２号 県費負担教職員の人事について

協議会 議題 １ 第４回総合教育会議の開催日程について

２ ３月定例教育委員会の開催予定について

３ ４月定例教育委員会の開催予定について

４ 平成２７年度渋川市立（幼稚園、小学校、中学校）卒園・卒業式告

示案について

3月24日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ２号 刀川小学校と三原田小学校の統合に関する地区合同会

議の協議結果について

報告第 ３号 渋川市教育委員会職員の人事について

議案 議案第１３号 教育財産の用途廃止に係る協議について

議案第１４号 教育財産の用途廃止に係る協議について

議案第１５号 渋川市渋川公民館長の任命について

議案第１６号 渋川市金島公民館長の任命について

議案第１７号 渋川市西部公民館長の任命について

議案第１８号 渋川市古巻公民館長の任命について

議案第１９号 渋川市豊秋公民館長の任命について

議案第２０号 渋川市文化財調査委員の委嘱について

議案第２１号 渋川市重要文化財並びに渋川市重要有形民俗文化財の

指定について

議案第２２号 平成２８年度渋川市教育行政方針について

議案第２３号 渋川市教育委員会教育長に対する事務委任規則等の一

部を改正する規則について

議案第２４号 渋川市立幼稚園保育料減免規則の一部を改正する規則

について

議案第２５号 渋川市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則につ

いて

議案第２６号 渋川市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則

について

議案第２７号 渋川市体育施設条例施行規則を廃止する規則について
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議案第２８号 渋川市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改

正する規則について

議案第２９号 渋川市公民館条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて

協議会 議題 １ ４月定例教育委員会の開催予定について

２ ５月定例教育委員会の開催予定について

３ 第１回総合教育会議の開催日程について

４ 平成２８年度渋川市立（幼稚園、小学校、中学校）入園・入学式告

示案について

５ 「地域づくりの拠点としての渋川市公民館の役割」現状分析と今後

についての提言
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３ 点検・評価対象
平成２０年度に実施をした、教育委員会の点検・評価については、教育行政方針

に定められた重点施策から総合計画の基本計画に掲げられた代表的な指標を踏まえ

て１２の施策を抽出し、点検・評価対象とした。

また、施策の達成に向けて推進している事務事業の点検・評価については、本市

で平成１９年度に実施した「事務事業の総点検」及び平成２０年度に実施した「事

務事業評価」の結果を参考とした。

平成２１年度から平成２６年度については教育行政方針に定められた重点施策の

すべてを点検・評価対象とし、平成２７年度についても、教育行政方針に定められ

た重点施策の４項目の３４施策すべてを点検・評価対象とした。

教育行政方針における重点施策

Ⅰ 学校教育の充実・・・１５施策

（１） 信頼される園・学校経営の推進

（２） 「生きる力を育てるための学校・家庭・地域三者連携推進事業」の充実

（３） 幼稚園教育の充実

（４） 「確かな学力」の向上

（５） 「豊かな心」の育成

（６） 「健やかな体」の育成

（７） 現代の教育ニーズ等に応じた多様な教育活動の充実

（８） 特別支援教育の充実

（９） 教育研究所の充実

（10） 学校事務の共同実施の推進

（11) 各種指定研究の推進・充実

（12） 学校施設の整備・充実

（13） 通学バスの運行

（14） 小・中学校の再編統合

（15） 学校給食調理場の再編整備と地産地消・食育の推進

Ⅱ 生涯学習の充実・・・９施策

（１） しぶかわ市民教育の日の推進

（２） 生涯学習活動の組織の充実

（３） 芸術・文化事業の普及と活動の振興

（４） 青少年の健全育成と非行防止活動の推進

（５） 人権教育の推進

（６） 公民館活動の推進

（７） 図書館運営の推進

（８） 美術館事業の推進

（９） 文学館事業の推進

Ⅲ 文化財の保護と活用・・・４施策

（１） 文化財の保護・管理の推進

（２） 文化財の活用と整備の推進

（３） 郷土芸能、伝統文化の保存と継承活動の支援

（４） 自主的団体の育成・支援
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Ⅳ 生涯スポーツの充実・・・６施策

（１）子どものスポーツ活動の推進

（２）市民の健康づくりの推進

（３）競技スポーツの推進

（４）スポーツ支援体制の充実

（５）スポーツ施設の充実

（６）スポーツによる交流人口の拡大

４ 点検・評価手順
教育委員会の所属ごとに対象となる施策について、各担当者が教育行政方針に基

づき、点検・評価（１現状、２点検、３評価）を作成し、各所属長による点検・評

価を行った後、教育に関し学識経験を有する者の知見を得て、教育委員会としての

最終的な点検・評価結果とする。

５ 学識経験を有する者の選定
点検・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者として、

次の１０名を選定する。

氏 名 役職名 氏 名 役職名

都丸 博行 元教育委員 初谷 三衣子 元教育委員

富澤 孝明 〃 野村 隆 〃

中野 忠夫 〃 青木 忠 〃

山口 満 〃 星野 澄夫 〃

狩野 武志 〃 塩谷 博 〃

６ 取組経過
平成２７年 １１月 点検・評価シートのとりまとめ

１２月 学識経験を有する者の選定

各所属長による点検・評価の実施

平成２８年 １月 学識経験を有する者への意見聴取

２月 最終的な点検・評価の実施

教育委員会に結果報告

３月 市議会へ提出及び市ホームページに掲載

７ 総 括（点検・評価結果）
Ⅰ 学校教育の充実 １５施策

Ⅱ 生涯学習の充実 ９施策

Ⅲ 文化財の保護と活用 ４施策

Ⅳ 生涯スポーツの充実 ６施策
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平成２７年度 点検・評価結果 （シート）
Ⅰ 学校教育の充実

（１） 信頼される園・学校経営の推進 学校教育課

１ 現状

各園・学校においては、毎年度、園・学校評価等を行い、年度内の教育活動に

対して課題の把握や改善策を検討し、、次年度の園・学校経営に生かすというＰ

ＤＣＡのマネジメントサイクルを活用した園・学校経営を推進しています。

今年度は各園・学校の経営方針及び児童生徒の実態を踏まえた学年・学級経営

案及び学習指導計画（週案簿）の作成と活用、ねらいに基づいた行事等の見直し、

反省・評価の実施を重点として取り組んでいます。

教職員の指導力向上については、人事評価制度の推進による職能成長を図る

とともに、保育や授業の改善を目指した実践的な園・校内研修の充実により教職

員の資質並びに指導力の向上に取り組んでいます。また、職場内の温かい人間関

係の構築と働きやすい職場環境の醸成を図ることと、教職員の服務規律の確保を

図るために計画的・組織的に取り組んでいます。

開かれた学校づくりに関しては、具体的な取組を園・学校だよりやWebページ

等による積極的な情報発信や学校公開を行ったり、学校評価や様々な機会を活用

して家庭や地域から情報収集を行ったりしています。

生徒指導については、いじめ・不登校の未然防止と指導体制の充実・強化に努

めています。また、安全管理の徹底・指導については、地域と連携した登下校の

安全対策、不審者侵入対策等を充実・強化しています。また、危機管理マニュア

ルの整備及び児童生徒の危機管理意識の高揚と危険予測・回避能力の育成のため

に様々な指導を工夫しています。

各園・学校では、幼小中の学校間の連携や保護者・地域との連携を図りながら、

特色ある教育活動を積極的に実施し、魅力ある園・学校を目指すとともに、保護

者や地域から信頼される園・学校経営の推進に努めています。

２ 点検（課題）

園・学校経営方針やこれに基づいた学年・学級経営案については、年度当初に

作成し、教職員の共通理解を図り、学期終了後には評価を行っています。教育委

員会事務局では、５月の学校訪問の機会に、その内容や取組について確認・指導

し、経営構想の充実やその具現化に努めています。

週案簿等の学習指導計画の作成については、管理職や教務主任による定期的な

点検を実施するとともに、行事のねらいや内容、成果と課題を明確にして、年度

内に計画の見直しをする学校も多くなってきています。

教職員の指導力の向上については、管理職の定期的な授業参観や、指導主事

の計画訪問・要請訪問等により授業指導を行ったり、職能成長を目的とした様

々な研修会を設定したりしております。また、職場内の温かい人間関係の構築や

働きやすい職場環境の醸成を図ることについては、教職員のメンタルヘルスの保

持の観点から、教職員の勤務状況を含めて時間外勤務の改善について指導してお
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ります。今後も、幼児児童生徒の実態を踏まえた、より質の高い保育や授業、

学級経営等を目指して、教職員に確かな指導力を身に付けさせること及び自己

のメンタルヘルスの保持や服務規律の確保が求められております。

開かれた園・学校づくりについては、全ての園・学校で園・学校だよりを作

成し各々の取組について保護者や地域に配布するとともに、保護者や地域との連

携のための体制づくりを行っています。今後も、指導体制や指導内容を充実さ

せ、積極的な情報発信や情報収集を行い情報の共有化を図ります。

生徒指導については、いじめ・不登校の未然防止を組織的に取り組み、中学

校ブロックごとにいじめ防止に向けての取組を実施しています。安全管理の徹底

については、様々な状況を想定した避難訓練や引き渡し訓練等、内容を工夫して

います。さらに、実施後の課題を踏まえた危機管理マニュアルの整備に取り組ん

でいます。また、近年不審者情報や声かけ事案等の増加を踏まえて、これまで以

上に幼児児童生徒に自分の身は自分で守るという意識を高めさせるとともに、自

ら危険を回避できる能力を身に付けさせることが課題です。

３ 評価（今後の方向性）

今後は、信頼される園・学校経営をより一層充実させるために、以下の点に

ついて積極的に取り組んでまいります。

○学校経営構想の充実に関して、各種評価結果に基づき改善点を明確にするとと

もに、様々な機会を活用して、学校の取組について、保護者や地域への情報発

信と情報収集を積極的に行い、情報の共有化を図り、開かれた園・学校づくり

をより一層推進します。

○幼児児童生徒の状況を十分把握し、きめ細かな指導・支援を行うとともに、

保護者に対しても誠意ある対応に努め、温かい人間関係を構築します。また、

各種研修会や指導主事による園・学校訪問をとおして、各園や学校の保育・

授業改善等を目指した実践的な研修を充実させ、教師一人一人の指導力の向

上を図ります。さらに、人事評価制度の周知と推進を図り、人材育成に努めま

す。

○職場内の温かい人間関係の構築と働きやすい職場環境の醸成及び教職員の服務

規律の確保については、管理職のリーダーシップの下、計画的・組織的に取り

組めるよう指導してまいります。

○事件や事故の事案について、発生要因や課題を分析するとともに、「ヒヤリ・

ハット」の視点を踏まえた危機管理マニュアルの見直しや策定をします。また、

マニュアルを基に避難訓練を実施し、成果と課題を明確にして、より実践的な

マニュアルとなるよう見直しや改善を行います。さらに、地震対応の避難訓練

では、保護者や地域等と連携して、引き渡しを含めた訓練の実施に努めます。

不審者情報や声かけ事案等が増加する中で、自ら危険を回避できる能力を身に

付けさせる指導の充実に努めます。

○様々な視点から教育活動を見直すとともに、幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、

実践的な取組を推進します。また、児童生徒や地域の実態をもとにした、各園

や学校の特色ある取組を充実させ、魅力ある園・学校づくりを図ります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（２） 「生きる力を育てるための学校・家庭・地域三者連携推進事業 」の充実

学校教育課

１ 現状

児童生徒に生きる力を育てるため「生きる力を育てるための学校・家庭・地域三

者連携推進協議会」を設置し、学校・家庭・地域が連携を図りながら以下の具体

的な取組を行っています。

①各学校・園の授業や行事の取組に地域の教育人材を積極的に活用するため、各

校で登録している「子ども生き生き絆サポーター」（スクールサポートボラン

ティア）の人材情報の共有化を図っています。さらに、学校教育活動の計画的

な連携のために年間指導計画に位置づけています。

②協議会では推進委員会及び地区部会、代表部会を設置し、各部会に応じて、基

本方針の策定や年間計画の立案、地域の実態や課題に応じた具体的な実践、各

地区の課題や特色ある活動について情報交換等を行い、中学校地区毎に事業の

改善充実を図っています。

③各小中学校・園においてWebページや学校・園だより等に三者連携事業の取組

を掲載し、各取組を家庭・地域に発信しています。市広報誌の「広報しぶかわ」

に５中学校ブロックの特色ある活動を掲載したり、市のWebページで全１０中

学校ブロックの特色ある活動を紹介したりして、市民への情報発信に努めてい

ます。

２ 点検（課題）

上記①では、本事業開始から１０年目を迎え、組織も整備され、部会や委員会

の機能が徐々に充実してきています。各学校毎に位置づけられていたスクールサ

ポートボランティアを市全体で「子ども生き生き絆サポーター」と呼称を統一し、

活用の促進を図っています。各小中学校では授業や行事での関わりを年間計画で

計画的に位置づけています。学校毎に計画や情報をもとに、絆サポーターと連携

を図りながら、より質の高い授業や教育活動を展開していくことが求められてい

ます。

②では、一昨年度から市共通テーマを「子どもの安全安心」と設定し、子ども

を取り巻く安全や子どもが安心できる環境に対して、子どもが主体的に考え行動

できる具体的な取組はどのようなものなのかを協議しました。市共通テーマを３

つの視点でとらえ、その中でも各地区部会が重要と考えるねらいに的を絞って具

体的な実践を積み重ねています。今後、各地区毎に課題を明確にし、子どもがよ

り主体的に考え行動する活動が増えるように改善を図る必要があります。

③では、各小中学校毎に特色ある取組を学校だより等に掲載したり、市広報誌

「広報しぶかわ」１月１日号の特集として５中学校地区の特色ある活動を連載し

ました。また、市のWebページでは全１０中学校ブロックの特色ある活動を紹介

することで、家庭や地域へ一層の周知を図っています。

３ 評価（今後の方向性）

本事業は年度ごとの反省を生かしながら、学校・家庭・地域それぞれの役割を

明確にし、地道に継続していく事業ととらえています。本事業は開始から１０年

目を迎え、各地区部会の取組も地域に根付き、組織も整備され、部会や委員会の

機能がますます充実してきています。
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一昨年度から設定した市共通テーマ「子どもの安全安心」について、課題を明

確にし、家庭・地域の教育力を学校の教育活動にさらに生かしていく組織体制づ

くりが今後も重要と考えます。その組織の充実を図るためには、学校・家庭・地

域がそれぞれの立場で子どもの健やかな成長に関わる具体的な活動を継続し、三

者が互いに効果的な関わりを持つための共通理解と絆サポーターの人材を生かす

コーディネート機能を高めていくことが必要です。

これからも三者連携事業に対する十分な理解を家庭や地域から得るために、啓

発活動を組織的かつ計画的に行い、「広報しぶかわ」や、学校だよりの内容を工

夫改善していく必要があります。

４ 学識経験者による意見

児童や生徒が家庭にいる世帯以外の地域の意見を聞くとともに、学校へのかか

わりが拡がることを望む。
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（３） 幼稚園教育の充実 学校教育課

１ 現状

幼稚園教育は、生涯にわたる「生きる力」の基礎を培う重要な役割を担って

います。発達や学びの連続性を踏まえた上で様々な面での幼児の成長を目指し、

環境の構成及び援助を工夫することができるよう、園への訪問やワークショッ

プ、実践研究会をとおして指導を行っています。

家庭・地域との連携においては、幼稚園と家庭との生活の連続性を踏まえた

連携推進のために、各園の特色を生かした上で「地域人材の積極的な活用」、「保

護者との情報交換の機会の設定」等の充実を図ることができるよう、関係機関

と連携しながら、資料や情報提供を行っています。

保育所や小中学校との連携においては、幼稚園教育実践研究会への参加を保

育所や小中学校にも呼びかけ、発表園の研究をもとにした保育を市内全職員で

参観し協議したり、保育士・幼稚園教諭・小中学校教諭の合同研修の機会を設

定したりするなど、連携の充実に努めました。

また、定例園長会議や幼稚園代表者協議会等を活用し、学校評価や園内研修

等の情報提供や各園の情報交換をとおして、幼稚園経営の見直しや幼稚園教育

の充実に努めています。

２ 点検（課題）

環境をとおして行う教育という幼稚園教育の特色から、幼児の望ましい成長

を目指す上で、環境の構成及び援助を含めた保育の質を高めていくことが重要

です。そのために、日常的な保育の振り返り及び園内研修の充実が求められま

す。

園内研修を充実させ、保育の質の向上を図るためには、幼稚園教諭一人一人の

ライフステージに合わせた職能成長のための基礎研修が今後も必要であると考え

ます。今年度は、幼稚園の主任、研修主任を対象とした研修を年間各４～５回設

定し、その職能成長に努めてきました。しかし一般的な事例を取りあげたため、

各園の課題に即した研修になっていない点が課題です。また、保育所・小学校・

中学校との連携強化を図る場は改善が図られているものの、依然としてやや少な

いという課題があります。

３ 評価（今後の方向性）

幼稚園教諭の職能成長を図る研修については、各園の課題に即した内容に改

善していくことが必要となります。また、子ども・子育て支援新制度の施行を

受け、全市的な幼児教育の充実という視点から、幼稚園相互の情報交換はもと

より、幼稚園と保育所・小中学校・関係機関との連携が一層図れるよう合同研

修や情報交換等の機会を設定するなど、さらに検討していく必要があると考え

ます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（４） 「確かな学力」の向上 学校教育課

１ 現状

「確かな学力」については、「生きる力」の一つであり、その向上を図ること

は学校教育において大変重要です。そのために渋川市学力向上対策委員会を設置

し、学力検査の結果分析をもとに各校及び渋川市の課題を明確にし、その解決の

ための方策を検討しています。具体的には、「基礎的・基本的な知識や技能の習

得及び思考力・判断力・表現力の育成」、「学ぶ意欲の向上」、「学習習慣の確立」

という観点から、各校において学力向上のための授業を工夫して実践しています。

その上で、各校の実践をまとめ、情報交換することにより、各校で工夫された授

業実践を共有できるようにして、一層の確かな学力の向上に努めています。

各校において、校内研修の一環として授業を参観し合い、授業研究会をとおし

て指導力を高め合う実践が行われ、確かな学力の向上を目指した授業改善が図ら

れています。また、市内古巻小学校・橘北小学校・北橘中学校において渋川市教

育実践研究会を開催することをとおして、全市的に授業を参観し研修する機会を

設定しています。

小学校教科等主任会においては、小学校５校（渋川北小・渋川南小・渋川西小

・長尾小・三原田小）で、算数・生活科・体育・家庭科・道徳の教科の研究授業

を実施し、授業改善のあり方について研修の機会を設けています。また、中学校

教科等主任会においても、中学校３校（渋川北中・伊香保中・小野上中）で、国

語・社会・理科の教科等の研究授業を実施し、授業改善のあり方について研修の

機会を設けています。教育研究所課題研究部では、「考えを広げ深める子どもの

具現化」を主題とし、特に子ども一人一人の考えをつなぐための支援・指導の在

り方に視点をあてて研究をすすめています。

２ 点検（課題）

学力向上対策委員会の報告からは、「自分の考えを筋道立てて説明する」こと

に顕著な課題があることが報告されています。

教科等主任会、研究所の課題研究部、実践研究会での公開授業、各学校の校内研

修等で、「考えを広げ深める」ための言語活動を工夫していますが、活動をすす

めることに焦点化された授業研究が多いことがその要因と考えます。

３ 評価（今後の方向性）

学力向上対策委員会、教科等主任会及び渋川市教育研究所課題研究部等を計画

的・組織的に運営することができました。一方、児童生徒の「考えを広げ・深め

る」姿の具現化に向けては、依然課題があります。

確かな学力の向上のためには、具体的なかつ共通の視点で授業研究を行う必要が

あると考えます。次年度は、授業の終末場面で、児童生徒が考えたことを説明す

る場面を設定し、どのような説明ができればよいか、またその説明を行うために

どのような思考過程が必要か、等の具体的な視点で教材研究や授業研究が行える

よう、改善を図りたいと考えています。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（５） 豊かな心の育成 学校教育課

１ 現状

豊かな人間性・社会性を育成するために、各学校においては道徳教育、特別

活動、人権教育、生徒指導等について諸計画を作成し、各教科等との関連を図

りながら、教育活動全体を通して取り組んでいます。

道徳教育については、道徳の時間を要とした道徳教育の推進及び道徳教育推進

教師を中心にした組織的な体制づくりを重点としています。

特別活動については、授業のねらいを明確にし、自発的、自治的な活動を取り

入れることで児童生徒が充実感や存在感を味わえるような授業づくりを重点とし

ています。

人権教育の充実については、教職員の人権感覚を磨くとともに、言語環境や

教室環境を整備し、幼児児童生徒の望ましい人間関係づくりや互いのよさを認め

合える学級、園・学校の温かい雰囲気づくりに努めるなど、人権教育の基盤であ

る常時指導の充実を重点としています。また、授業中に子ども同士の関わりのな

かで、一人一人が自己有用感を得られるような人権が尊重される授業づくりの工

夫を図っています。

生徒指導の充実については、幼児児童生徒及び保護者との信頼関係に基づく積

極的な生徒指導を推進し、命を大切にする指導の充実と「いじめを絶対に許さな

い」指導の徹底を図っています。また、いじめ防止基本方針のもと、いじめ問題

の未然防止と早期発見・早期対応を図るため、生徒指導体制を確立し組織的に取

り組んでいます。インターネットを通じた、いじめ問題についても、児童生徒の

実態を踏まえ、各学校において情報モラルに関する指導を充実させたり保護者向

けの研修を開催したりして、積極的な啓発を図っています。

教育委員会事務局としても、各園・学校に計画訪問や要請訪問を実施し、道

徳の時間や人権教育に視点をあてた授業等について直接指導するとともに、各

園・学校における各主任となる教職員を対象に人権教育研修会や生徒指導・教

育相談研修会を行っています。また、教科等主任会の中で、道徳における実践

授業と授業研究会を設定し、授業を通して指導方法の改善について協議を深め

たり、情報交換をとおして児童生徒への指導・援助の在り方を探ったりして教

職員の資質向上を図っています。

また、各学校においては、体験活動を充実させるなど特色ある教育活動に取

り組み、児童生徒の豊かな人間性を育んでおります。

２ 点検（課題）

教育課程に関わる調査からは、すべての学校において、道徳教育の全体計画が

整備され、道徳の時間が確保されており、全教育活動をとおして道徳教育に取り

組んでいます。また、人権教育に関わる調査からは、すべての学校において、人

権教育の全体計画や年間指導計画が整備されています。人権教育に視点をあてた

授業の実施や人権週間が設定されるなど、各校において充実した取組がなされて

います。

毎月行っている学校生活（いじめや悩み等）アンケートについては、すべての

学校で行われ、関係機関と協力した指導体制が整備されています。特に、いじめ

問題については、校内における組織的な対応及び保護者や関係機関との連携・協
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力が一層必要とされています。また、インターネットを通じた、いじめ問題につ

いても、学校・保護者・地域が情報端末に関する基本的な知識の習得や理解の促

進に努めるとともに、情報モラルについて児童生徒に継続的に指導していく必要

があります。

各学校で実施されている学校評価によれば、「いじめのない温かい人間関係の

育成」については、ほとんどの学校が「概ね達成できた」という良好な評価を

しています。また、不登校については、今年度は、小中学校ともに減少傾向が

みられました。今後は、各校において、それぞれの取組についての見直しを図る

とともに、児童生徒が豊かな人間性や自己有用感を育むために、人権が尊重され

る授業づくりの充実を図ることが必要です。

また、教育委員会事務局で実施している豊かな人間性をはぐくむための研修会

については、参加者にアンケートをとるなどして、各研修会が終わるごとに成果

と課題について報告書にまとめ、今後の研修会に生かすようにしています。職務

や校務分掌等により研修会に参加する教員が決定されるため、毎年同一の教員が

参加するという現状もあります。研修内容や方法等について工夫や改善を加え、

さらに質的な向上を図ることが課題であると考えます。

３ 評価（今後の方向性）

子どもたちの豊かな人間性を育むために、各学校においては、子どもたちの実

態を踏まえた諸計画を改善していくとともに校内研修等を活用し、道徳の時間や

学級活動、人権教育に視点をあてた研究授業等を計画し、授業実践及び授業研究

会を通して、必要な意識や資質の向上を図ることが必要であると考えます。

また、研修会においては、渋川市の児童生徒の豊かな人間性についての課題を

把握し、子ども一人一人の自己有用感を育むための授業づくりの在り方について

確認するとともに、総合訪問や計画訪問などの学校訪問をとおして、豊かな人間

性や自己有用感を育む教育の必要性や具体的な取組について、指導していく必要

もあると考えます。

特に、いじめ問題については、児童生徒及び保護者との信頼関係を基に、未然

防止や早期発見・早期対応が一層必要になってきます。いじめ防止対策推進法の

もと策定された渋川市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止に向けて、子ど

も主体の取組を行っています。また、インターネットを通じてのいじめ問題につ

いては、各学校や地域における効果的な取組を、学校や保護者に情報提供すると

ともに、啓発活動の充実を図っていきたいと考えます。

さらに、市内小中学校の代表児童生徒が各中学校ブロックで行われる「いじめ

防止子ども会議」に参加し各校での取組状況を振り返り、意見交換をとおして、

これからの各校での取組等について協議します。

これらのことを踏まえ、家庭・地域と学校がより一層連携した取組が実施でき

るように検討していく必要があると考えます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（６） 健やかな体の育成 学校教育課

１ 現状

健康教育の充実として、基本的生活習慣の確立を目指し「早寝・早起き・朝

ご飯」の実践と食育の推進を行い、各教科等での学習をはじめ、健康及び食に

関する指導、委員会活動を中心とした集会活動、常時活動等の取組を行ってい

ます。また、食育に関しては、栄養教諭や学校栄養士と学級担任とのティーム

ティーチングによる授業を行い、朝食の重要性やバランスのとれた食事のとり

方等、望ましい食習慣の形成を目指した指導の充実を図っています。さらに、

栄養教諭や学校栄養士が給食時に各学校の学級を訪問し、紙芝居やイラストを

使いながら、発達段階に応じた食育指導を実施しています。

各校における学校保健委員会の取組では、学校医や学校歯科医、学校薬剤師

の指導や助言のもと、保健主事や養護教諭が中心となり、自校の児童生徒の実

態や健康課題を把握し、課題解決に向けた実践テーマを設定し、年間を通して

健康教育や保健指導・保健学習に計画的・継続的に取り組んでいます。

体力の向上については、平成２０年度に文部科学省が実施した全国体力・運

動能力調査(小学生５年・中学生２年）の結果では、小中学校の男女とも肥満傾

向の出現率が高く、運動能力では、中学校で全国・県平均を下回る種目が多く

見られました。この後、平成２１年度より、全児童生徒を対象に「渋川市新体

力テスト及び質問紙調査」を実施し、市全体の児童生徒の実態把握と結果分析

を行うとともに、各校でも自校の実態を把握・分析し、児童生徒の健康の保持

増進や体力の向上を目指した授業実践に役立てています。

また、平成２２年度に「渋川市体力向上・健康元気アップ推進委員会」を立

ち上げ、全市的な健康面や体力の現状・課題を把握し、発達段階に応じた適切

な指導の充実を図るとともに、体育の授業や休み時間・放課後だけでなく、家

庭や地域とも連携し、健康に関心をもち、運動やスポーツへの積極的な取組を

促すような働きかけや環境整備を進めています。

さらに、昨年度より市の事業として、小学校体育授業支援スポーツコーディ

ネーター及び中学校運動部活動支援外部指導者を各校に派遣しています。体力

テストに伴って行われたアンケート調査を見ると小学校では９０．２％、中学

校では８１．４％の児童生徒が運動をすることが「好き」または「比較的好き」

と答えており、運動好きな児童生徒が多いことがわかります。これはスポーツ

コーディネーター及び中学校運動部活動支援外部指導者の派遣が運動に積極的

に親しむ児童生徒の育成の一助となっていると考えます。

２ 点検（課題）

健康教育の充実では、朝食について「朝食を全く食べない・時々食べない」

の質問に対して、小学校男子が１１％、女子が９％の回答があり、全国平均の

男子１０％、女子７％と比較すると、渋川市では朝食を食べない児童が多い傾

向が伺えます。中学校においても男子１４％、女子１３％の回答で、全国平均

の男子１２％、女子１２％と比べても朝食を食べない生徒が多い傾向にありま

す。睡眠時間については、「６時間未満」との回答者が中学校男子１３％、女子

１５％となっており、全国平均の男子１０％、女子１３％に比べると高い数値
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を示しています。体位・体格の面では、「肥満度２０％出現率」で見てみますと、

小学校４年生男子が１６．６％を示しており、全国平均よりも高い出現率とな

っております。

小・中学校養護教諭部会でも、小児生活習慣病予防や食物アレルギー対策に

向けての取組や、肥満防止対策に関する講演会の開催、各校の健康相談の実施

及び啓発資料の作成等について取り組んでいます。

体力の向上については、新体力テストの結果より小学６年男女及び中学２・

３年女子が全国平均(抽出校)と比較して上回っています。種目別では、小中学

校の男女ともボール投げが全国より下回っていますが、体力（総合）や投げる

力については昨年度よりも、全体的に上回ってきています。また、本市におい

ても積極的に運動に取り組む子とそうでない子の二極化の傾向が見られます。

肥満傾向児童出現率については昨年度より下がっており、改善傾向にあります。

３ 評価（今後の方向性）

健康教育の充実では、質問紙調査から各校における児童生徒の実態把握を行

うとともに、渋川市体力向上・健康元気アップ推進委員会において、体力・健

康・食育の３つの側面から具体的な活動について協議し、市全体の課題として

取り組んでいく必要があります。

また、学校と家庭、地域との連携を図り、基本的生活習慣の確立を図るとと

もに、健康的な生活を送るための情報提供や啓発活動を行うことが必要です。

学校の授業では運動を楽しむことに視点をあて、体育の授業が好きになるよう

に工夫し、児童生徒がさらに運動好きになるようにしていきたいと考えます。

体力の向上では、「新体力テスト」の結果を基に、各校における実態把握を行

うとともに、渋川市体力向上・健康元気アップ推進委員会において、渋川市と

しての体力向上の在り方や方向性について協議し、取り組んでいく必要があり

ます。学校においては、自校の結果分析を行い、成果と課題についてまとめ、

学年の発達段階や実態に応じた指導の充実を図ることが必要です。

また、ＰＴＡ行事においては他課との連携を図りながら親子で運動やスポー

ツ、料理教室に親しむ取組を企画することや地域で開催される運動やスポーツ

イベントに児童生徒が積極的に参加できるように働きかけをすることが必要で

あると考えます。

さらに、これまでＮＰＯ法人群大クラブと連携し「地域スポーツとトップス

ポーツの好循環推進プロジェクト」の実績をもとに、小学校では全校に体育授

業支援スポーツコーディネーターを派遣してきました。担任教師とのティーム

ティーチングによる指導を行うとともに、休み時間や放課後の運動遊び等、児

童の運動意欲や運動技能、体力の向上に向けた活動の支援にあたっています。

中学校では、主にサッカーとソフトテニスを中心に実績と技術を備えた外部指

導者を市内９校に派遣し、技能の向上とスポーツに取り組む意欲や態度の育成

に向けた活動の支援にあたっています。

この事業については、児童生徒のより個に応じた指導や安全指導を通して、運

動習慣に親しむとともに体力の向上や運動好きにする児童生徒の育成にも役立っ

ていると各校より報告されています。今後も継続・発展した取組みができるよう、

成果と課題を定期的に検討していきたいと思います。
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４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（７） 現代の教育ニーズ等に応じた多様な教育活動の充実 学校教育課

１ 現状

少子高齢化や情報化の進行、グローバル化の進展、地域コミュニティの弱体化

や核家族化の進行等、児童生徒を取り巻く状況が様々に変化する中、児童生徒に

社会の変化に適応できる力を身につけさせることが不可欠になっています。こ

のような環境下において、現行の学習指導要領の「生きる力」をはぐくむとい

う教育の基本理念に基づき、現代の教育ニーズ等に応じた多様な教育活動の推

進を図っています。

キャリア教育の推進については、将来の社会的・職業的自立の基盤となる能

力の育成を目指し、学校の教育活動全体を通して行っています。また、小中学

校の連携を意識し、系統的に「児童生徒一人一人に望ましい職業観・勤労観を

育てる教育」の推進を行い、学校での学習や体験と実社会とのつながりを意識

し、児童生徒が目的をもって学ぶことができるような取組を行っています。

平和教育の推進については、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間な

どの教育活動全体を通して、平和教育の土壌となる人権意識や仲間意識、生命尊

重の意識を育てる取組を年間計画に基づき行っています。また、直接的な平和教

育として、中学校の修学旅行に広島平和祈念資料館の見学を取り入れたり、原爆

供養塔で平和集会を実施したりしている学校が多くあります。戦争についての調

べ学習を行ったり、被爆地の広島を訪れて実際に体感したりして、平和への意識

や態度を醸成する取組が行われています。

国際理解教育の推進においては、広い視野で異文化を理解し、思いやりの心を

もって多様な文化や生活をもった人々と共に生き、国際社会から信頼され、尊敬

される国際人の育成を図ることが目標とされています。平成23年度より、小学校

において新学習指導要領が全面実施され、第5・第6学年で年間35単位時間の「外

国語活動」が必修化となりました。外国語活動においては、音声を中心に外国語

に慣れ親しませる活動を通じて、言語や文化について体験的に理解を深めるとと

もに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、コミュニケー

ション能力の素地を養うことを目標としており、ＡＬＴや英語活動協力員を派遣

するなどして、体験的な活動を行っています。

また、中学生海外派遣事業では、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ

にそれぞれ８名ずつの中学生を派遣し、各自が目標を掲げ、現地でのホームステ

イや視察研修を通して目標の達成に向けて主体的に活動することができました。

事前研修、現地での体験、事後の報告や発表の体験を通して、派遣生が確実に成

長した様子がうかがえます。

この他に、福祉教育や環境教育、情報教育や情操教育など、それぞれの全体

計画に基づき、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等と関連させ、各

校の特色を生かした実践を行っております。
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２ 点検（課題）

キャリア教育の推進では、しっかりとした勤労観や職業観を身に付け、様々な

課題にたくましく対応できる社会人や職業人を目指したキャリア教育の視点に立

った進路指導の充実が求められています。そのためには、これまで行ってきた教

育活動にキャリア教育の視点をはっきりと位置付けることや、指導する教員がキ

ャリア教育の観点をもつことが必要となります。キャリア教育の年間指導計画を

作成し、見直しを図りながら体系的、系統的に取り組むことや、児童生徒に自分

の将来について考える意識を高める指導を充実させることも必要と考えます。

平和教育の推進では、平和教育全体計画に基づき、全教育活動を通じて計画的

に取り組むことが必要となります。特に、体験活動や交流活動を充実させる中で

平和への概念や平和への課題について理解を深めることが必要であると考えま

す。

国際理解教育の推進では、小学校間で英語活動の取組に少なからず差がみられ

ます。外国語活動なのか、国際理解のための総合的な学習なのか、必ずしも授業

のねらいが明確になっていないことが要因として考えられます。指導する教員が

授業や活動のねらいを明確にもち計画的・継続的な指導が求められます。

福祉教育や環境教育、情報教育や情操教育についても、指導のねらいや学習内

容を明確にし、授業や活動が関連し、細切れにならないような指導が求められま

す。

３ 評価（今後の方向性）

現代の教育ニーズ等に応じた多様な教育活動については、全体計画や年間指

導計画に基づき、教科、道徳、特別活動をはじめとする学校教育全体を通じて

関連性をもたせながら推進していくことが重要となります。

また、小中の連続性や地域との関わりの中で、各校の特色を生かしながら実

践していくことが求められます。

今後、各教育の重要性を教員一人一人がしっかりと認識し、児童生徒が必要

性を十分に理解しながら推進することが必要となります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（８） 特別支援教育の充実 学校教育課

１ 現状

特別支援教育では、園・学校に在籍する発達障害を含むすべての障害のある子

どもたち一人一人を適切に支援することが求められています。そのために、各小

中学校における特別支援学級、渋川北小学校における言語通級指導教室、渋川南

小学校・古巻小学校・長尾小学校・三原田小学校・渋川中学校５校におけるLD・

ADHD等通級指導教室において、個に応じた教育活動がなされています。また、特

別支援教育支援員の配置による支援、特別支援教育コーディネーターを中心とし

た校内における指導体制の整備を図るとともに、個別の教育支援計画・指導計画

の作成等、具体的な指導内容や指導方法の充実を図っています。あわせて、教職

員の特別支援教育に関する理解を深めるために、研修会等を実施しております。

さらに、支援が必要な子どもたちを把握し、保護者との連携を図るために教育

支援の充実に取り組んでいます。各園・学校ごとに専門相談員及び教育支援相談

員の協力を得ながら、幼・小・中の一貫した、適切な支援を目指しています。

２ 点検（課題）

平成２５年９月１日に学校教育法施行例が一部改正され、早期からの教育支援

の取組の一層の充実が求められています。また、通常の学級に在籍する発達障害

のある子どもの数も増加傾向にあるとともに、早期からの支援を必要とする未就

学児をもつ保護者がことばの教室へ相談に来室するケースも増えています。こう

した状況にあって、個に応じたきめ細かな支援を具体化するかが大きな課題とな

っています。特に、個別の教育支援計画に基づく幼・小・中の連続した支援のあ

り方に大きな課題があると考えます。

３ 評価（今後の方向性）

子どもたち一人一人の教育的ニーズに合った支援を早期から行うために、乳幼

児期にかかわった関係機関と学校とが連携を図り、本人・保護者の教育的ニーズ

を把握した上で、適切な支援を行う必要があります。この課題を解決するために、

個別の教育支援計画の作成及び活用の充実を図ることが急務と考えます。併せて

保健福祉・社会福祉・家庭児童相談員等、各関係機関との一層の連携を図るとと

もに、幼稚園や保育所と気になるお子さんに関する情報を共有し、連携すること

により、就学前の早期から教育支援を推進することが必要です。早期からの教育

支援について、幼稚園や保育所と本人・保護者の理解を促すとともに、本人・保

護者の教育的ニーズを反映させた教育支援体制を整える必要があります。

また学校においては、指導体制の充実や指導方法の工夫が必要です。そのため

に、互いに適切な支援のあり方について研修し、教職員のより一層の指導力の向

上に努める必要があります。

法改正の趣旨に則った教育支援の具体化に向け、趣旨の理解及び周知に努めて

おりますが、現状では不十分です。十分なアセスメントにより子どもたち一人一

人の障害特性を見極め、適切な支援計画に基づき支援を行うことについて、教育

支援委員会や特別支援教育研修を通して今後も啓発を図っていく必要があると考

えます。
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４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（９） 教育研究所の充実 学校教育課

１ 現状

教職員の資質向上を図り、子どもたち一人一人に「生きる力」を育む教育の確

立を目指し、以下の５項目を重点に、教育研究所の運営に努めています。

①研究部には学習指導研究部、課題研究部、学級経営研究部があり、教育力の向

上を目指して研究や研修を行っています。社会科副読本部では、「第三版 新

しい渋川」の作成を行っています。

②研究員は、継続的に研究を進め、課題の解決を図るため、翌年度に研究発表委

員会を組織し、研究の取り組みを発表しています。

③各研究部と社会科副読本部において、教職員の資質向上を目指したワークショ

ップを企画し、市内全教職員を対象とした研修を実施しています。

④来所相談や電話相談、訪問相談により、子どもや保護者、教職員に対して当面

する教育課題の解決に向けて教育相談を実施しています。

⑤ 適応指導教室「かけはし」では、様々な理由で学校へ行きにくいと感じてい

る不登校や不登校傾向の子どもたちの学校復帰を目指して、学校・家庭・関係

諸機関との連携を図りながら支援をしています。

２ 点検（課題）

研究事業に関しては、所員が限られた研修時間を有効に活用し、見通しをもっ

て研究員への指導等にあたるため、さらに所員自身の職能成長を図るために、指

導主事の関わりや支援のあり方が課題です。また、研究員の主体性や意欲を高め、

研究員の職能成長に資する研究部の運営のあり方を検討することが必要と考えま

す。

研究発表会とワークショップについては、授業改善や授業づくりに着眼した講

座・発表が多く、教師自身自分の授業を振り返るよい機会となりました。

不登校をはじめとする問題を抱える子どもや保護者への支援には、学校と研究

所とが、さらなる連携を図り、学校復帰に向けて取り組んでいくことが課題です。

３ 評価（今後の方向性）

教育研究所の一層の充実を図るために、以下の点に留意しながら運営をしてい

く必要があると考えます。

○所員が研究部運営の見通しをもてるよう、合同所員会での情報交換を有効活用

する。また、研究内容について、「生きる力」を育む特色ある渋川の教育を確

立するため、授業や保育の充実に資する内容にできるよう見直しを図る。

○発表会とワークショップについては、授業や日々の子どもとの関わり等に視点

をあて、新しい授業研究の方法なども提案し、教職員の資質向上に資するもの

にしていく。

○子どもの学校復帰や問題解決に向けて、担任との電話での情報交換や、学校関

係者と相談員、「かけはし」の専任指導員とのケース会議をもつなど、学校と
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の連携のあり方を工夫する。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（１０） 学校事務の共同実施の推進 学校教育課

１ 現状

２６校の小中学校を５つの地区に分け、学校事務の適正かつ円滑な執行・事

務処理体制の確立及び事務機能の強化を目指し、学校事務の共同実施を推進し

ています。各地区ごとに中心校と共同実施責任者を指定し、原則として週１回

中心校に集まり、以下のような取組を継続して行っています。

①学校事務の適正かつ円滑な執行・事務処理体制の確立のために、各共同実施

グループの年間計画を作成し、実態に応じた業務を分担しています。

②事務機能の強化のために、各共同実施地区の業務に連携し、学校事務のＩＣ

Ｔ化の推進、教材・備品の共同購入の推進、学校事務についての広報活動を

行っています。

③学校預り金の取扱いマニュアルに基づいた適正な会計処理の推進並びに「学

校預かり金のＱ＆Ａ」の見直し及び改善に取り組んでいます。

２ 点検（課題）

本年度の取組により、

①グループ処理による学校事務の正確かつ迅速な処理

②ＩＣＴ化による学校事務の効率化

③備品や教材等の共同購入による予算の効果的・効率的な執行

④「事務だより」等の広報活動による教職員への情報提供

と理解の促進などについて、一層の成果をあげています。

さらに、学校預り金の取扱いマニュアル及びＱ＆Ａを活用し、学校預り金の適

正な会計処理を目指しています。

また、学校を取り巻く状況の変化から、事務職員による学校組織への積極的

な参画が今後さらに求められている一方で、学校の管理運営にかかわる業務の

拡大、教員が児童生徒の指導に専念する時間を確保するための事務補助の拡大、

関係者や外部への説明責任等の多種多様な課題が増えてきています。

３ 評価（今後の方向性）

学校管理運営全般に係る支援や教員のゆとり確保等を図るために、職務担当

制による事務処理体制、共同実施地区間の連携強化、学校事務の効率的な実施

に取り組み、学校事務の適正かつ円滑な執行・事務処理体制の確立及び事務機

能の強化を継続して目指す必要があると考えます。また、学校預り金の会計処

理について、継続した研究を進めることが必要であると考えます。

そのために、以下の事項について継続して改善を進める必要があると考えま

す。
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○各共同実施地区の実態に応じた職務担当制による事務処理体制の一層の確立

○学校事務共同実施連絡会議及び共同実施実務者会議の充実による共同実施地

区間の連携強化

○学校事務のＩＣＴ化、共同購入、広報活動等の工夫・充実による学校事務の

効果的・効率的な実施

○学校預り金の取扱いマニュアルに基づいた適正な会計処理及びＱ＆Ａの実際

的な活用

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（１１） 各種指定研究の推進・充実（文部科学省・県教委・市教委関係）

学校教育課

１ 現状

本年度は、以下の園・学校が研究指定を受け、推進しています。

＜文部科学省の指定研究＞

人権教育推進事業推進校として、赤城北中学校が指定を受けています。

＜県教育委員会及び関係団体の指定研究＞

群馬県教育委員会より、キャリア教育推進事業指定地域として、渋川中学校区

（渋川南小・豊秋小・渋川中）が指定を受けています。(３年指定の２年目)

第４２回群馬県学校情報教育研究会中毛地区大会の授業公開校として、子持地

区が指定されています。また、理科の観察実験指導等に関する研究協議会の授業

公開として子持中学校が指定されています。さらに、東国文化副読本を活用する

モデル授業として、伊香保中学校が指定されています。

＜渋川市教育委員会関係の指定研究＞

渋川市実践研究会として、こもち幼稚園、古巻小、橘北小、北橘中が指定を受

けています。また、グリーンカーテン実践協力校として、渋川幼稚園、かに石幼

稚園、こもち幼稚園、赤城幼稚園、北橘幼稚園、金島小、豊秋小、伊香保小、中

郷小、長尾小、刀川小、津久田小、伊香保中、金島中が昨年度から継続して取り

組んでいます。各種指定については、研究の推進・充実により学校課題や授業等

の改善を図ることを目指しています。

２ 点検（課題）

それぞれの園・学校に対して、計画訪問・要請訪問・随時訪問等の形態で、指

導主事が訪問し、各園・学校の実態に応じた指導助言を行い、研究が充実するよ

うにしています。

また、授業については、市教委や県教委の指導主事が、 授業者と複数回打合

せを行い、課題解決や授業改善に向けて具体的な指導が可能になるようにしまし

た。

今後は、研究の成果と課題をもとに、子供の成長を願い、研究の継続と課題の
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改善を具体化するように自主的な取組が必要です。そのために、訪問指導をこれ

まで以上に計画的に実施することが課題としてあげられます。

３ 評価 （今後の方向性）

指定研究の一層の推進・充実を図るために、計画的に訪問指導を行い、各園・

学校の研究を推進する体制を整備するための助言をする必要があります。また、

各園・学校の課題の改善や保育・授業の改善を図るために、事例研究や授業研究

の際に、具体的な指導助言をし、各園・学校の課題に応じた解決策を模索する必

要があると考えます。

特に、研究の充実のために、マネージメントサイクル（Ｐ（計画）Ｄ（実施）

Ｃ（評価）Ａ（改善）サイクル）の視点から以下の点に留意しながら指導助言を

進める必要があると考えます。

○Ｐ（計画）では、子どもの実態を基に課題を明確にし、ねらい達成までの見通

しを立てるよう指導助言する。

○Ｄ（実施）では、課題の解決や改善のための視点や手立ての有効性について指

導助言する。

○Ｃ（評価）では、観点を明確にもって取組を振り返るよう指導助言する。

○Ａ（改善）では、改善点を明らかにし、新たな視点で見通しをたてるよう指導

助言する。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（１２） 学校施設の整備・充実 教育総務課

１ 現状

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、地震等の災害時には

地域の避難所として指定されており、市民の安全・安心においても重要な役割を

担っています。こうした学校施設の役割を踏まえ、教育環境整備に取り組んでい

ます。

小中学校の校舎等は、耐震診断結果を踏まえ、これまで取り組んできた施設構

造体の耐震化は平成２７年度をもって完了しますが、屋内運動場等の天井等非構

造部材の耐震対策についても、早期の完了を目指しています。

また地球温暖化に伴う気温上昇により児童生徒の熱中症予防及び良好な学習環

境の確保を図るため、普通教室に順次、エアコンの設置を進めています。

当市の学校施設は、昭和４０年代後半から昭和５０年代前半にかけて建設され

た施設が多く、老朽化し修繕に要する経費が増大していることから、今後、公共

施設総合管理計画との整合性を確保し、学校施設の長寿命化に対応する修繕改修

を計画的に進める必要があります。

２ 点検（課題）

学校生活における児童生徒の安全確保と、災害時の地域住民の安全な避難所を

確保するため、渋川市耐震改修促進計画に基づき、平成２７年度完了を目指して

耐震補強工事を進めていますが、国からの通知により新たに屋内運動場等の天井

等非構造部材の耐震対策についても、早期の対応が求められています。

エアコン整備は、児童生徒の健康管理の観点から、早期の対応が必要ですが、

耐震補強工事など安全確保を最優先に据えながら計画的に取り組みます。

学校施設は、市が所有する公共施設の中でも割合は高く、武道場や校庭の整備

など多くの懸案事項を抱えていますが、耐震対策に伴う財源の平準化の必要性か

ら、先に送らざるを得ない事業が生じるなど計画どおりに進んでいません。

３ 評価（今後の方向性）

学校施設の整備については、耐震対策、空調機器整備、武道場建設、校庭整備、

校舎等の長寿命化と併せたトイレの洋式化を含む大規模改修と、枚挙に暇があり

ません。そのため学校施設に関連する予算が膨大となることから、財源の平準化

を図りながら計画的に整備を進める必要があります。

４ 学識経験者による意見

トイレの洋式化は、対外的に改修率を示し、施設長寿命化計画とは別に速やか

に進める検討を望む。
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（１３）通学バスの運行 教育総務課

１ 現状

本市の通学バスは、遠距離を通学する児童・生徒の通学利便を図るために、市

内１６路線を委託方式で１路線を直営方式で運行し、児童・生徒の約６００人が

利用しています。

本年度から少子化による子育てと小中学校の再編統合の支援として、通学バス

使用料を無料化し保護者の負担軽減を図りました。

なお、路線バスが運行する渋川伊香保線及び行幸田団地線の２路線の利用者に

は、通学バスの無料化と同様の対応として遠距離通学費を全額助成しています。

また、平成２８年度の小野上中学校と子持中学校の統合に伴って、統合先の子

持中学校への新たな通学手段として、委託方式で新規に２路線を増加し、直営方

式の棚下線は、委託方式に切り替える検討をし準備を進めています。

２ 点検（課題）

棚下線を直営方式から委託方式に切り替える検討では、市有マイクロバスの老

朽化に伴う修繕費の増加や安全性を確保する観点から運行を見直す必要がありま

した。

また、通学バスの運行について、児童・生徒の通学の安全を確保する観点から

安定した運行を専門のバス業者に委託することが最善と考えますが、民間業者へ

の委託では、貸切バスの料金制度に改正があったため、料金改正の影響を受けな

い特定バスなどの委託方式について検討する必要があります。

また、小・中学校の再編統合の推進にあたっては、長期休業中バス運行につい

て要望があるため支援を行う予定ですが、今後、教育の機会均等や少子化による

人口減少対策の観点から、市内全域を対象とした対応を検討する必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

通学バスの運行は、児童・生徒の安全安心と利便性を第一に考えて、今後も引

き続き安定した運行を確保すると共に、貸切バス新料金制度の影響を受けない特

定バスなど委託方式を検討し移行を図ります。

また、小・中学校の再編統合に伴って、通学バスの運行経路の変更や運行路線

の拡充を図るため、きめ細かい支援について検討します。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（１４） 小・中学校の再編統合 教育総務課

１ 現状

現在、少子化に対処するため、児童・生徒のより良い教育環境を整えること

を目的に、渋川市小中学校再編計画に基づき、対象校において再編統合を推進

しています。

①南雲小学校と津久田小学校

両校の代表による再編検討合同地区委員会から学校の統合に合意し、学校名

を教育委員会に委ねるとした報告があったことから、学校名を赤城北小学校に

改称する議案を市議会に提出しましたが、「新校名に地元から反対する意見があ

り、市と関係住民との意見の一致が見られない。」との理由から、学校の統合が

議決されませんでした。そのため、現在、学校名の判断を地域に戻して検討を

いただいております。

②刀川小学校と三原田小学校

両校の代表による再編検討合同地区委員会から、三原田小学校を受け入れ校

として統合し、学校名を教育委員会に委ねるとする報告がありました。

③小野上中学校と子持中学校

両校の代表による再編検討合同地区委員会から学校の統合に合意すると報告

されたのを踏まえ、平成２８年４月に小野上中学校を子持中学校に統合するこ

とが市議会で決定され、現在統合に向けた準備を行っています。

２ 点検（課題）

小・中学校の再編統合では、対象校の学校関係者や地域の代表による再編検討

地区委員会の協議結果や両校代表による合同委員会の合意を踏まえて進めていま

す。

しかし、学校名を教育委員会に委ねるとした学校の統合では、学校名の取り扱

いについて、改めて地元から反対が起こり統合が進められない状況となっていま

す。

このことから、学校の統合では、学校が地域のシンボルである役割を再認識し、

地域の合意が得られるよう慎重に進める必要があります。

また、学校の統合に向けた具体的な対応にあたっては、児童・生徒への精神的

なケアに対する配慮や、統合で遠距離通学となる通学バス、長期休業中バス運行

などのきめ細かい要望があり対応を求められています。

３ 評価（今後の方向性）

今後の小・中学校の再編統合の推進では、これまでの統合の事例を踏まえて、

地域の合意が得られるよう慎重に推進していきます。また、学校名などデリケ

ートな取り扱いについては、地域に戻して検討いただく必要があると考えます。

また、推進にあたって、学校の統合に関する不安が生じることのないよう保

護者や地域住民への丁寧な説明を行うとともに、適切な支援を検討していきます。

４ 学識経験者による意見

再編統合に向けた支援について、特段の配慮を望む。



- 29 -

（１５） 学校給食調理場の再編整備と地産地消・食育の推進 学校給食課

１ 現状

学校給食の調理施設は８施設あり、共同調理方式と単独調理方式の２つの方式

により運営されています。衛生面や安全性や教育的効果などに配慮した調理場整

備について検討を行い、南部、北部、東部の３箇所の共同調理場として整備する

こととしており、昨年の２学期から南部、北部の新調理場が稼働しました。

(仮称)東部学校給食共同調理場の実施設計については、財源的な平準化を行う

必要があることから次年度以降としています。

伊香保地区及び北橘地区の自校式調理場は、大規模な改修工事等の支出を伴う

までの間は引き続き使用することとしていますが、新衛生基準に適合していない

ため、新共同調理場への切り替えが望まれます。

２ 点検（課題）

児童生徒の食物アレルギー対策については、平成２５年１０月に群馬県教育委

員会から示された「学校における食物アレルギー対応マニュアル」や平成２７年

３月に文部科学省から示された「学校給食における食物アレルギー対応指針」に

基づき、共同調理場における、市としてのアレルギー対応方針を慎重に検討する

必要があります。

また、学校給食費は、平成２１年度に改定して以来、７年間据置きとしていま

す。この間、平成２６年４月の消費税増税、近年の諸物価等の上昇に伴い、現状

の食材費では献立の質を維持していくことが、困難な状況となっている、将来を

見据えた給食費金額を検討する必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

(仮称)東部学校給食共同調理場の整備については、現行施設の状況も勘案し、

予算の平準化を図りながら計画的に進める必要があります。

アレルギー対応食については、児童生徒への個別対応方法の決定や、学校と調

理場・保護者との連携によりマニュアルに沿った体制を整えることが急務である

ことから、共同調理場運営委員会において、アレルギー対応食について検討する

組織の立ち上げを協議しています。

また、給食費についても、共同調理場運営委員会において協議を進めています。

文部科学省の「食育推進基本計画」で学校給食での地場産物の活用を推進して

います。本市でも地場産野菜を農協や生産者団体と連携して活用しています。

今後も学校給食に更に地場産物を多く取り入れ、顔の見える安全な給食、笑顔

あふれるおいしい給食の実現に向けて取り組んでいきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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Ⅱ 生涯学習の充実

（１）しぶかわ市民教育の日の推進 生涯学習課

１ 現状

近年の少子化や高齢化、核家族化、価値観の多様化等に伴い、子どもたちを取

り巻く地域や家庭の環境は大きく変化しています。

そこで、学校・家庭・地域それぞれの役割と責任の自覚、相互の補完機能の回

復を目指し、三者連携のもと「地域の子どもは地域で育てる」という教育風土を

再構築することを目的として「しぶかわ市民教育の日事業」を実施しています。

今年度は、３４の青少年健全育成関係機関・団体による実行委員会を設置し、

各機関・団体の活動紹介を展示するとともに、体験コーナーの設置、「少年の主

張」「家族の日大会作文」などの青少年の発表を行い、今年度の新たな試みであ

る「市内高校連携事業」の一環として、県立高校及び特別支援学校の高校生によ

る、学校紹介や部活動の演舞などのプログラムで開催しました。

また、「教育の日」という堅いネーミングから脱却すべく、実行委員会でサブ

タイトルを「まなびの日」と定め、市民に親しみ安いネーミングとすることで市

民への行事参加を周知いたしました。

２ 点検（課題）

今年度初めて市内高校生の参画を得たことは大きな成果であり、今後とも様々な

分野で、継続的な連携協力体制を構築し、市行事への積極的な参加促進をすすめて

いく必要があります。

また、実行委員会構成団体の積極的なイベント参加や、子どもたちが参加できる

仕組みなどを検討することで、伸び悩んでいる参加者の増大を図る必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

今後も多くの市民に「市民教育の日」事業の趣旨を理解していただけるよう広報

活動を行うとともに、子どもたちが参加できるイベントとなるよう、創意工夫をも

って進めてまいります。

また、学校・地域・家庭の三者の連携を一層すすめていくため、地区の事例発表

・啓発の場とするなど、学校と連携した事業に取り組んでまいります。

４ 学識経験者による意見

教育振興の機運を高める取組として、積極的な周知を望む。
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（２）生涯学習活動の組織の充実(推進） 生涯学習課

１ 現状

｢渋川市生涯学習推進計画｣に基づき、庁内各課の生涯学習関連事業の調査研究、及

び事業の連携を図るため、事務担当者を対象とした専門部会を設置しています。

また、各地域における生涯学習活動の推進者を育成するため、２年間の単位制によ

る生涯学習指導者養成講座を実施しています。

２ 点検（課題）

今年度の専門部会において、｢学校・家庭・地域の三者連携事業｣について協議

・検討した結果、次の課題があげられています。

①少子化・高齢化により地域内の交流自体も減少傾向にある。

②地域の状況を把握している公民館と、学校との連携が不足している。

③縦割りの弊害により、庁内の連携が不足している。

次に、生涯学習指導者養成講座については、講座修了者が円滑に各地区公民館

を拠点とした生涯学習活動の推進者として活躍できるよう、適切な支援体制を行

うことが必要です。

３ 評価（今後の方向性）

専門部会(三者連携事業)については、あげられた課題解決に向け、今後も継続

して実施します。

また、生涯学習指導者養成講座の継続実施と、修了者が地域で活発に活躍でき

る体制づくりを進めてまいります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（３）芸術・文化事業の普及と活動の振興(活動の普及推進） 生涯学習課

１ 現状

渋川市文化協会を中心に、日頃の文化活動の成果の発表の場として「市民総合

文化祭」を実施しています。

また、「しぶかわ能」「全国創作こけし美術展」「バンドフェスティバル」「彌酔の

句会」「歌舞伎公演」等を実施し、新市としての一体感の醸成と芸術、文化の普及、

啓発に努めています。

２ 点検（課題）

市民総合文化祭については、合併後１０年目を迎えて、円滑な運営が図れるよ

うになりましたが、新たな課題もいくつか見受けられています。

①各事業の対象者の高齢化・固定化が目立ち、後継者育成が課題となる。

②合併に伴い、交流範囲が拡大し地域の様々な文化交流活動が活発になってき

ている反面、全市的な規模のため、発表部門での時間配分や展示部門での展

示スペースが制限されるなどの問題が生じています。

③市民総合文化祭の主会場となる市民会館を長期間にわたり独占的に使用する

結果となり、他の施設利用団体との調整問題が生じています。

また、その他の文化提供事業においても、それぞれの事業目的や費用対効

果について引き続き検証していく必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

市民総合文化祭については、課題解決に向けた方策を検討するとともに、地区

単位で行われている地区文化祭との連携を深めていくことを検討し、効果的な事

業の展開を進めてまいります。

特に、後継者養成の観点から、青少年を対象とした「しぶかわ能」「バンドフェ

スティバル」「彌酔の句会小・中・高校生俳句作品募集」「子ども歌舞伎」等の実

施について、更なる事業効果が得られるよう進めてまいります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（４）青少年の健全育成と非行防止活動の推進 生涯学習課

１ 現状

青少年センターでは、青少年の健全育成と非行防止を図るため、「補導活動」「面

接相談活動」「環境浄化活動」「健全育成啓発活動」を四本の柱として様々な取り

組みを行っています。

特に、青少年補導員による補導活動や有害図書回収活動（白ポスト）、及び電話

（面接）相談員による面接相談活動は、通年にわたって継続実施しています。

また、青少年育成推進員との連携強化を図り、へそまつり、山車祭り等におけ

る特別補導や列車内特別補導等にも積極的に取り組んでいます。

２ 点検（課題）

青少年の健全育成や非行防止を図るためには、青少年補導員や青少年育成推進員

等の関係機関・団体のみならず、各学校や自治会、そして何よりも各家庭との連携

を図り、それぞれの立場や専門性を活かした地域全体のネットワークの構築が必要

となります。

３ 評価（今後の方向性）

地域の拠点となる各公民館を中心とした青少年健全育成、非行防止活動のネット

ワークを構築するため、「地域で見守る」組織体制づくりと「地域で見守る」人づ

くりを進めてまいります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（５）人権教育の推進 生涯学習課

１ 現状

様々な人権問題の解決に向けて、渋川市人権教育推進協議会の分科会（学校教育

部会・社会教育部会・広報部会）のそれぞれの取り組み方針に基づき、人権教育を

すすめています。

学校教育部会では教職員向けに「人権問題の映画と講話の会」の開催や、小学５

年生の保護者を対象とした「人権教育意識調査」を実施し、保護者の人権意識の向

上を図っています。

社会教育部会では「人権教育講演会」や、子ども達から人権尊重ポスターを募集

し、「人権尊重ポスター展」等を実施し啓発活動を実施しています。

広報部会では人権尊重ポスター優秀作品を掲載した「人権啓発カレンダー」を作

成し毎戸配布するほか、「広報しぶかわ」に啓発記事を定期的に掲載しています。

また、人権教育集会所として設置した各集会所の維持・管理に努め、集会所の活

用を支援しています。

２ 点検（課題）

市民の意識の更なる向上を図るため、より一層人権教育の啓発活動を充実させる

ことが必要です。、

また、人権教育集会所については、施設の老朽化を踏まえた維持管理に努めると

ともに改めて人権教育集会所の設置目的を広く周知し、学習活動や交流活動の促進

を図っていく必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

人権問題は社会教育の重要課題であり、各種人権の課題を計画的に取り上げ、関

係機関との連携を深めながら、児童生徒・一般市民を対象に、更なる啓発活動の推

進を進めてまいります。

また、地域の人権教育の拠点となる人権集会所の適切な維持管理に努めるととも

に、学習活動支援体制の充実を進めてまいります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（６）公民館活動の推進 公民館

１ 現状

公民館は、渋川市生涯学習推進計画の基本目標である「学ぶ、集う、活かす、

創る」を実現するために、各種学級などの開催や市民の自発的な生涯学習活動の

支援を行っています。３年前から自主企画生涯学習講座「わくわく学び塾」を全

公民館で展開し、学習成果の地域還元に力を注いでいます。また、市民運動会や

地区文化祭を実行委員会や運営委員会を組織し、住民主体で地域の事業を実施し

ています。そして、こどもの居場所づくり事業の推進、子育て世代への支援や学

校・家庭・地域と連携した事業を積極的に推進しました。さらに地域ごとの特色

ある事業を発展的に続けています。平成２６年度から、生涯学習地域づくり推進

事業補助金を市内の各自治会に交付し、生涯学習活動による地域づくりを支援し

ています。

平成２６年度は、２９万７千１８９人の利用者があり、平成２４年度以来、利

用者は増加傾向にあり、人づくり・地域づくりの拠点としての役割を深めていま

す。なお、老朽化した公民館の施設整備についても、公民館施設の長寿命化に対

応する修繕等計画を見直しながら計画的に進めていきます。

２ 点検（課題）

公民館は地域の生涯学習活動の拠点としての機能が期待されます。そのため、

さまざまな情報提供や助言相談、交流の場など多くの役割が求められています。

このことから、生涯学習地域づくり補助事業を広く生かすことが必要です。また、

厳しい財政状況ですが、老朽化した公民館の施設の修繕を計画的に行い、長寿命

化を図り、公民館運営については、地域住民の参加を推進し、創意工夫や効率性

を追求していきます。

地域においては少子高齢化や人間関係の希薄化、災害時の防災対応等の様々な

地域課題があり、住民が主体となり地域課題を解決できるよう、また、公民館が

地域活動の拠点となるよう、事業や運営組織の工夫が必要となっています。

３ 評価（今後の方向性）

公民館では、地域住民の学習ニーズを把握し、将来を見据えた人づくり、地域づくりを

展開するために、的確な情報提供を行い、組織づくりを支援します。そのため、公民館が

社会教育施設ということを明確にし、職員の専門性を高め、市民主導の活動を支援してい

きます。

また、総合計画の施策目標として公民館利用者数を平成２９年度までに３０万２千人と

設定していますので、地域住民と協働し、各公民館で地域の特色を生かした事業を行い、

参加者のニーズを事業に反映させ、地域住民が公民館活動の主体となることで、利用者の

増加を目指します。

４ 学識経験者による意見

各地域に公民館活動の運営母体となる推進員を形成するため、地域の人材を発

掘する取組を望む。
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（７）図書館運営の推進 図書館

１ 現状

図書館は、心豊かな市民生活を送るために必要な資料や情報の提供など、暮ら

しや学習の援助を行う施設として、大きな役割を担っています。

高度化する市民の学習要求に対応できるよう、図書資料、視聴覚資料及び情報

の収集に努めて提供しております。

また、各種の行事を開催し、読書意欲の高揚と市民文化の向上に努めています。

２ 点検（課題）

全国的に活字離れが危惧されている状況において、より多くの市民が読書に関

心を持つことを課題として各種事業を実施しています。

ネットワークの構築では、平成２７年３月の伊香保公民館図書室のネットワー

ク化を以て、旧６市町村の図書館または公民館図書室の連結が完了し、旧市町村

間の地域間格差の解消と利用者の利便性の向上が図れました。また、平成２６年

度にはインターネット予約も開始することができました。

平成２５年度から施行された「渋川市子ども読書活動推進計画」では、ブック

スタート事業、ボランティア団体による読み聞かせ、学校・保育園や支援センタ

ーなどへの団体貸出し事業など、家庭や地域における読書活動の推進を図り、広

く市民に読書活動に関する理解と関心の普及を図っています。

ハンディキャップ・サービスでは、引き続き、大活字本や点字図書、文学の朗

読ＣＤ、「広報しぶかわ」等の朗読テープの収集・配架を行います。

また、北橘図書館においては、小・中学校の近くという地の利を活かした学校

支援を目指し、小・中学生の利用促進を今後も推進していきます。

３ 評価（今後の方向性）

図書館管理システム及びインターネット検索の利用促進を図り、図書館資料の

利用をさらに推進します。

また、「渋川市子ども読書活動推進計画」に基づいて、すべての子どもがあら

ゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を行うことができるよう、

計画の推進を図ります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（８）美術館事業の推進 美術館

１ 現状

市美術館は、市民や観光客をはじめ多くの方に本物の美術作品を直接鑑賞して

いただく機会を提供することや市民の美術活動の成果を発表する場を提供するこ

となどを目的に平成１２年１２月「街角美術館」として、経費削減を図るために

銀行店舗の空きスペースを借用するというユニークな手法で、中心市街地に開館

しました。

桑原巨守の彫刻を展示する常設展では、桑原巨守氏の遺族から寄贈された石膏

原型から毎年数点ずつブロンズ像を鋳造し、年２回の展示替えに新しい作品を加

えて展示しています。企画展では郷土にゆかりの作家展・現代美術作家展・新進

気鋭の作家展・子供を対象とした展示などを行うと共に、市民参加の渋川市民美

術展や児童生徒を対象とした渋川・北群馬図工美術作品展などの共催展も行って

います。

また３階は市民ギャラリーとして絵画や彫刻、生け花などの芸術活動を行う市

民に対して貸し出しを行っています。

２ 点検（課題）

市美術館の年間観覧者数は概ね１３，０００～１４，０００人程です。平成２

６年度は１３,１６３人でした。

平成２７年度の企画展として７月から８月にかけて日頃ご協力を頂いている渋

川美術協会の歴代会長による「長岡荘三・石野泰之・浦野礼三 ３人展」を実施

し、多くの観覧者がありました。

常設展では新たな試みとして、１１月に渋川高等学校吹奏楽部による「ミュー

ジアム・アンサンブルコンサート」を実施し、会場にあふれるばかりの市民が桑

原巨守彫刻と共に演奏を楽しみました。特に若い世代の参加者が多かったと思わ

れます。

気軽に来館していただくため、いろいろな事業と連携して美術館の事業を展開

していくと共に、市民ギャラリーの活発な利活用が必要であると考えているとこ

ろです。

また、群馬銀行との賃貸借契約が平成３２年９月末で終了となることから、そ

の後の美術館のあり方についても検討しているところです。

３ 評価（今後の方向性）

市美術館は桑原巨守の彫刻作品を常設とし、魅力ある企画展を開催し、市民の

芸術文化の発表の場としても多くの市民に利用され評価されています。

市の財政状況が厳しい中、引き続き観覧者の増加を図るためにマスコミ等を利

用した広報活動を積極的に行い、展示等についても工夫を凝らして実施すると共

に、他の事業と連携して事業を展開していきたいと考えています。

また、群馬銀行との賃貸借契約終了後の平成３２年１０月以降については、「市

美術館の将来構想」を基に群馬銀行との協議を進めていきたいと考えています。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。



- 38 -

（９）文学館事業の推進 徳冨蘆花記念文学館

１ 現状

明治の文豪「徳冨蘆花」の業績を顕彰するとともにその足跡を紹介するため、

徳冨蘆花記念文学館を設置するとともに、蘆花が伊香保温泉に逗留した際に使

用し、終焉の場所となった旅館の離れを記念館（蘆花記念会館）として復元し

公開しています。

現在、常設展示室では徳冨蘆花関係の資料を展示しています。

また、企画展示室では文学館が収蔵する資料を展示するとともに、群馬県立

土屋文明記念文学館の協力を得て、移動展を開催しています。

なお、その他の情報発信として、文学サロン（講演会）を開催しています。

２ 点検（課題）

当該施設は、築２７年目になり今後計画的な修繕を必要としています。

常設展示室は、平成元年度にオ－プンした当時から展示替えを行っていないこ

とから、資料の購入及び複製等により展示替えについても検討していかなければ

なりません。

また、今後は嘱託職員などを配置するなどし、経費の削減に努めていかなけれ

ばならないと考えています。

３ 評価（今後の方向性）

当該文学館は、県内でも代表的な観光地のひとつである伊香保温泉のなかで特

に多くの観光客の訪れる石段近くに立地しています。

文化の香りを漂わせる温泉地の施設として、今後は観光施設のひとつとしても

その位置づけを検討しながら、これまでと同様に各種文化的事業を展開してまい

ります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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Ⅲ 文化財の保護と活用

（１）文化財の保護・管理の推進 文化財保護課

１ 現状

本市には、国指定８件、国登録３件、県指定３８件、市指定１２５件の１７４

件の指定文化財があり、これら貴重な文化財の保護と適正な維持管理を推進して

います。

国指定史跡黒井峯遺跡や市指定史跡白井城址等の史跡については、現在は、除

草等による環境整備事業が中心ですが、今後は計画的に保存整備を進めていく必

要があります。国指定史跡瀧沢石器時代遺跡については、２７年度で発掘調査を

終了しましたので、保存整備に向けて、発掘調査報告書の作成、保存管理活用計

画の策定等を順次進めていきます。

国指定の上三原田の歌舞伎舞台、石造不動明王立像、敷島のキンメイチク、県

指定の長井坂城跡、中筋遺跡、八木沢清水遺跡は、地元の団体等に管理を委託し

ています。また、その他の文化財についても、文化財保護員による市内全域の指

定文化財の月１回の巡視を実施し、修理や補修等の問題が生じた場合は適宜対処

するなど、保護と維持管理を行っています。

ハワイ王国公使別邸・ガイダンス施設、及び旧有限責任渋川信用組合（旧渋

川公民館）については、復元整備以降、普及、活用を図っています。

埋蔵文化財包蔵地については、緊急性の高い開発計画に対応するため、範囲確

認調査、試掘調査等を実施し、記録保存にあたっています。また出土品について

は、埋蔵文化財センタ－、歴史資料館などを利用して保存と活用を図るとともに、

埋蔵文化財包蔵地の分布調査と周知などに努めています。

２ 点検（課題）

史跡等の除草作業は委託で行っていますが、特に黒井峯遺跡などの史跡は面積

が広大なことから、快適な環境を保つためにはさらに計画的かつ定期的な除草作

業等を実施していく必要があります。

指定文化財は、経年とともにその保存が危ぶまれるものがあります。指定文

化財の調査・研究と合わせ、文化財調査委員会による観察を続けるとともに、

外部の専門家による検討、改修法の検討等を行い保護を図っています。

また、市内に点在する文化財や伝承される文化を市民に周知し、保護・保存

の意識を促すことを目的に標柱や説明板が設置されていますが、これらについ

ても経年劣化等を考慮し、順次補修を行っていく必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

県指定天然記念物「ヒメギフチョウ」は、適正な保護管理と継承を目的に「ヒ

メギフチョウ保護管理計画」を平成２２年度に策定しました。計画に基づいて

適切な保護活動を実践していくため、ヒメギフチョウ連絡協議会を主体に、県

教育委員会、南雲小学校、保護団体等と連携し保護に努めていきます。このほ

かの県・市指定天然記念物についても、保存管理計画が策定されていますので、

適切な保存管理を推進していきます。
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地元の団体等に管理委託をしている文化財については、引き続き管理の委託を

お願いし、適切な管理に努めていきます。

ハワイ王国公使別邸は、ガイダンス施設とともに、公開後は多くの見学者が訪

れています。隣接する伊香保関所跡と合わせ、市指定文化財として適正な保存

・管理を行っていきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（２）文化財の活用と整備の推進 文化財保護課

１ 現状

赤城・北橘の両歴史資料館では、地域の歴史資料を収集、保管、展示、公開

し、広く市民に文化財の活用を図っています。企画展を開催し文化財の普及に

努めるほか、学習会等を開催しています。また、市内小学校生徒の授業に対して、

資料館友の会、ボランティアの会が解説、体験学習にあたっています。

埋蔵文化財センタ－では、火山灰被災遺跡の常設展示を行っている他、講演会

を開催し、子供向けの文化財教室も実施しています。

普及事業では、はた織り講座、古代米づくり体験教室、しめ縄飾り作り教室、

文化財見学会などの各種事業を実施し、文化財に触れる機会の場の提供と文化財

の普及を図っています。

黒井峯遺跡、白井城址は定期的な除草により史跡の環境の整備を行い、白井城

址では散策路等の環境改善を進めています。瀧沢石器時代遺跡は史跡の活用と整

備の推進を図るため、保存整備委員会を運営しています。

ハワイ王国公使別邸・ガイダンス施設については、ハワイ王国との交流を知る

貴重な資料として、また、地域の歴史的遺構として公開普及を図っています。

上三原田の歌舞伎舞台では、平成２２年度から２６年度に実施した改修工事の

終了を受け、２７年１１月１５日に舞台公演「地芝居in渋川」を開催しました。

この上三原田の歌舞伎舞台及び石造不動明王立像では、見学者の要望に合わせ、

管理団体に公開・説明等の対応をお願いしています。

金井東裏遺跡については、渋川市に所在する貴重な遺跡であることを周知する

ため、２５年度に製作した甲着装人骨のレプリカ及び関連資料の巡回展示を行っ

ています。２７年度は伊香保公民館、小野上住民センターを巡回展示し、１０月

には島根県立古代出雲博物館に展示のため貸し出しました。

２ 点検（課題）

黒井峯遺跡１４ヘクタ－ル、瀧沢石器時代遺跡４ヘクタ－ルといった広大な面

積の国指定史跡等を抱えるため、管理経費も多額になりますが、今後、保存整備

を図っていくためにもしっかりとした管理が必要です。

国指定重要文化財の道訓前遺跡出土品や石造不動明王立像、さらに世界遺産富

岡製糸場に関連し県が進める「ぐんま絹遺産」に登録された下郷の大桑、下南室

太々御神楽「養蚕の舞」などについて、積極的に情報発信を図る必要があります。

金井東裏遺跡は多くの情報を持ち、市内外からの関心も高いことから、渋川市

に所在する多くの火山被災遺跡と合わせ、情報発信を図っていくことが必要です。

３ 評価（今後の方向性）

赤城・北橘２館の歴史資料館は、それぞれを活動の場とする自主活動団体と共

同して集客を意識した企画展やイベントを開催し、文化財の活用や普及を図って

いきたいと考えます。

黒井峯遺跡、白井城址、不動山城址、三原田諏訪上遺跡等の史跡については、

順次「保存整備調査委員会」を組織し、関係機関と協議する中で保存整備計画を

策定していきます。

上三原田の歌舞伎舞台については、修復等に係る方針・指針を示す保存管理計
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画を策定するため、保存管理計画策定委員会を設置し、地元に口伝で伝わる舞台

改修の経過・歴史の明文化、舞台の構造・建築部材・建築方法の調査等を行い、

舞台の価値の再発見に努めていきます。

金井東裏遺跡は、国内でも一級の評価を受けている遺跡であることから、今後

も県教育委員会等関係機関と連携を取りながら情報の収集や発信に努めるととも

に、保存や活用等について検討していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（３）郷土芸能、伝統文化の保存と継承活動の支援 文化財保護課

１ 現状

市指定の重要無形民俗文化財１６件と、県指定重要有形民俗文化財津久田の

人形舞台に伴う人形操作、国選択無形民俗文化財の上三原田歌舞伎舞台の装置

操作が伝統文化として継承されています。

上三原田歌舞伎舞台では２７年１１月１５日に「地芝居in渋川」として舞台公

演が開催され、屋根掛け等の舞台製作、舞台装置操作について、操作伝承委員会

による伝承活動が行われました。また、津久田人形操作伝承委員会は人形芝居を

公演しました。

２４年に県無形民俗文化財に指定された下南室太々御神楽「養蚕の舞」はぐん

ま絹遺産に登録されたことから、県内のイベントへの出演が多くなりました。

地域の伝統芸能の保存や継承は地域の文化を育てていくために欠くべからず存

在であり、団体の活動費補助として市補助金を交付しています。

２ 点検（課題）

若い世代の後継者をうまく育てているところは活動が活発です。しかし、後継

者が不足しているところは活動が停滞しているなどの傾向が見られます。

伝統芸能の継承には、後継者や指導者の育成は不可欠です。地元自治会や学

校関係・各種関係機関等と連携し、これら伝統芸能にいかにして人を引きつけ

るか、あるいはこれらをとおして地域の魅力を再発見させられるかが課題です。

３ 評価（今後の方向性）

伝統芸能や無形文化財は地域の文化であり、芸術的にも失われてはならない

ものであるため、保護し保存・継承していくことが大切です。そのため、指定

団体間の連携をとおしての自団体の価値の再認識、また、他自治体団体のノウ

ハウを学習する機会の検討や、保存や継承活動に関する継続した支援の充実や

補助を行っていきます。併せて子どもの頃から、伝統芸能に触れられる環境を

整備していけるよう検討していきます。

本年実施した「地芝居in渋川」では、平成２６年に発足した三原田小学校歌

舞伎クラブの１０人の児童が演技を披露しました。今後も児童・生徒による歌舞

伎や獅子舞等の伝承活動を継続して支援していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（４）自主的団体の育成・支援 文化財保護課

１ 現状

赤城歴史資料館ボランティアの会、北橘歴史資料館友の会、竹親会、北たちば

なふるさとガイドの会等の自主活動団体があります。活動の内容は違っています

が、それぞれが歴史資料館を中心に活動を行っています。また、市内小学校の来

館授業に対しては、資料館友の会、ボランティアの会が解説、体験学習にあたっ

ています。これらの団体に対して補助金等は交付していませんが、竹工芸教室、

月を愛でる会等、教育委員会、資料館と連携し活動を行っています。団体が活動

をしやすくするために、歴史資料館等の活動の場の提供、研修会の実施などの支

援を行っています。北橘歴史資料館で行う「縄文まつり」は、これらの団体が協

力して実施するイベントです。

２ 点検（課題）

自主活動団体の会員は徐々に増えているようですが、一方、会員の高齢化や事

業のマンネリ化などで活動が停滞する傾向もあります。

地域文化の振興や地域の伝統文化の保存・継承などのためにも自主活動団体の

参加や活動は欠かせません。このようなことからもこれらの団体への継続した育

成・活動支援を続けていくことや、団体間のネットワークの構築、連携、さらに

会員どうしの情報交換のできる場や機会の確保を図っていくことが必要です。ま

た、新たな団体の発足や育成も望まれます。

３ 評価（今後の方向性）

自主活動団体の活動推進のための場所の確保や活動事業等の拡大のため、歴史

資料館や公民館等と連携した事業、イベントなど協働できる場の拡大を図ってい

くことが重要です。活動の成果を発表する場を増やしていくことや活動内容の周

知を広く市民にＰＲしていくことなど、主体的な活動を支援していくことも大切

です。これらをとおして団体の活動に対して適切な評価がされることにより、活

動が一層活発化したり改善されることが考えられます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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Ⅳ 生涯スポーツの充実 体育課

（１）子どものスポーツ活動の推進

１ 現状

① 子どものスポーツ機会

学校や地域等において、全ての子どもがスポーツを楽しむことができる環境

を整備するため、少年スポーツ教室、小学生なわとび大会等の少年を対象とし

た各種スポーツ活動を実施しています。

② 学校の体育に関する活動

児童・生徒がスポーツの楽しさや喜びを味わえるようにするとともに、体力

の向上を図るため、市教育委員会において体力向上・健康元気アップ推進委員

会を軸に子どもの体力向上に取り組んでいます。

また、中学校運動部活動の支援としては外部指導者の派遣を行い、学校の体

育活動支援に努めています。

２ 点検（課題）

① 子どものスポーツ機会

○ 子どもの生活スタイルの変化等の影響により、スポーツ以外の興味・関心

によりスポーツ機会が減少しています。

○ 少子化による児童数の減少により、チームスポーツ活動が難しい状況にあ

ります。

② 学校の体育に関する活動

○ 小学校では、児童数の減少や教員の高齢化等により学校体育の指導におい

て、専門性を有する指導者の活用が必要とされています。

○ 中学校では、部活動の指導者不足により専門的な技術指導を有する指導者

が必要とされています。

さらには、少子化に伴う運動部活動の所属生徒の減少により、チームスポ

ーツにおいてチームが編成できない等の活動に支障をきたす状況にあること

から、昨年度に引き続き外部指導者の派遣をする必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

① 子どものスポーツ機会の充実

○ 子どもが運動する時間・場所・仲間を生み出すため、幼児を対象としたス

ポーツ教室を開催することによりスポーツ機会の確保を図りました。

○ スポーツ少年団等を通じて、子どもが十分に体を動かして、スポーツの楽

しさや意義・価値を実感することができるトップアスリート等による指導を

実施しました。

② 学校体育に関する活動の充実

○ 学校体育において、武道等の指導の充実や専門的な指導を行うことができ

る指導者不足を補い、体育の授業や運動部活動の充実を図るため、中学校部

活動外部指導者派遣を行いました。

○ 中学校部活動指導において、トップアスリートとしての実績や経験を有す
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るスポーツ指導者の講習会を開催しました。

○ 新体力テストの結果をリーフレットにまとめ、子どもたちや保護者に通知

するとともに、一人ひとりの課題を明確にし、体力や運動能力のレベルアッ

プに努めました。

○ 市単独事業により、中学校体育部活動支援外部指導者派遣について、市の

体育協会等と連携し継続して支援を行いました。

４ 学識経験者による意見

子どもの体力低下傾向と少子化によるチームスポーツ活動が難しい現状への

方策の検討を望む。
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（２）市民の健康づくりの推進

１ 現状

ライフステージに応じて、いつでも・どこでも・だれでもが安全にスポーツに

親しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の整備を進めるととも

に、スポーツを健康対策として位置づけ、生活習慣病予防等の事業展開を積極的

に行うため、一市民一スポーツを掲げ、市民を対象とした各種スポーツ教室やイ

ベント等により健康づくりを図っています。

２ 点検（課題）

○ スポーツを健康対策として位置づけ、年齢や性別を問わず誰でもが安全にス

ポーツに親しめる環境整備を進める必要があります。

○ 日常的に時間のない等の理由によりスポーツ活動を実践できない市民に対し、

短時間で継続できる運動の紹介や、成人のスポーツ未実施者数の削減を進める

必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

○ 高齢者の健康づくりを進め、健康寿命の延伸とスポーツ機会の増進・地域間

交流及び親睦を図りました。

○ 親子や家族がともに参加できる様々なスポーツ教室を通じて、スポーツへの

参加のきっかけづくりに取り組みました。

○ 各種のスポーツ大会やイベント等を開催し、日頃のスポーツ活動の成果を発

表できる場の充実を図りました。

○ ウォーキングやトレッキング等を健康対策として位置づけ、毎月健康増進ウ

ォーキングの実施やさわやか健康山歩き等を開催し、生活習慣病予防等に効果

的な事業展開を行いました。

○ 各公民館で実施している、地区の運動会や各種スポーツ大会、各種スポーツ

教室を継続実施し、地域住民の健康増進と各世代間の交流や親睦の向上を図

りました。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（３）競技スポーツの推進

１ 現状

関係スポーツ団体を育成・支援するために、体育協会等スポーツ関係団体に対

し、助成金を交付するなどの支援を行い、各団体の組織強化や指導者養成を行う

とともに、県民体育大会等に積極的に参加し、競技力向上及びジュニア選手の育

成を図っています。

さらに、全国大会等に出場する選手・役員に対し、参加費補助を行い個人の負

担軽減を図っています。

２ 点検（課題）

体育協会加盟の各競技団体において、競技力がトップレベルの競技団体とそう

でない競技団体があるため、競技力の底上げが求められています。

また、少子化の影響で少年スポーツにおいて、競技団体での競技者確保が課題

となります。

３ 評価（今後の方向性）

○ 体育協会、スポーツ少年団等の自立した団体運営の促進と各競技種目への市

民参加の拡大を支援しました。

○ 競技力向上のため、より高い指導力や高度な専門技術を有した指導者の育成

を図るとともに、競技力向上対策事業の充実を図り、体育協会加盟団体が行

う講習会・強化事業を支援しました。

○ スポーツ少年団等において、トップアスリートとしての経験を有するスポー

ツ指導者等を定期的に招き、適正な指導を行うことにより、ジュニア選手の

育成を図りました。

○ 全国大会や世界大会の出場に際して、競技スポーツに取り組む人の努力に対

する顕彰を継続して実施します。

○ よりきめ細かい競技力向上対策を図るため、市体育協会加盟団体組織の体制

強化を推進しました。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（４）スポーツ支援体制の充実

１ 現状

「一市民一スポーツ」の実現を目指し、「いつでも、どこでも、だれでも」が

継続してスポーツを行うことができる環境づくり、地域づくりを基本とする、

体育協会を軸とした総合型地域スポーツクラブを新たに設立する準備を行って

います。

さらに、市民が自主的・自立的にスポーツ活動に関われるよう、スポーツ・

健康推進調整室を中心としてスポーツボランティア登録制度を構築し、市民の

スポーツ活動体制及びスポーツ指導体制を充実し、市民協働型のスポーツ活動

の促進や、地域コミュニティの構築を図っています｡

２ 点検（課題）

総合型地域スポーツクラブ設立について、以下の課題があげられます。

ア 活動内容での課題

○ 中学校部活動の外部指導者の派遣

○ 市民の健康づくりの推進

○ スポーツ指導者養成

○ スポーツボランティア登録制度の継続実施

イ 運営体制での課題

○ 組織体制づくり

○ クラブマネージャーの資格取得者の確保

○ 運営経費財源の確保

○ 総合型地域スポーツクラブの事務所設置場所

３ 評価（今後の方向性）

○ 子どもから高齢者までスポーツに親しめ、それぞれのライフステージに応じ

たスポーツ振興を総合的に図り、活力ある地域づくりが図られるようコミュ

ニティの核としての総合型地域スポーツクラブを設立します。

○ 総合型地域スポーツクラブの設立までの間について、市教育委員会と関係団

体との連携を行い、設立調整会議や設立準備委員会を設置し、関係事業の実

施を行っています。

○ 総合型クラブの設立及び市教育委員会が実施する関係事業（委託事業を含む）

の実施等にあたっては、調整会議や設立準備委員会を設置し、市体育協会等

の関係団体との意見調整を十分図りながら進めています。

○ 市民が自主的・自立的にスポーツ活動に関われるよう、民協働型のスポーツ

活動を促進し、地域コミュニティの構築を図ります。

○ 指導者派遣事業や総合型地域スポーツクラブにおいて、指導者が共通認識で

指導に取り組むために、指導者講習会の開催を進めます。

４ 学識経験者による意見

総合型地域スポーツクラブの早期設立を望む。
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（５）スポーツ施設の充実

１ 現状

市全体としては、一定程度の施設は充足されているが、休日における特定施設

の利用が飽和場状態にあり、また、全国大会等レベルの高い大会を開催できる施

設が少ない状況であります。

また、施設の老朽化対策として、スポーツ施設の長寿命化を図り、安全性を確

保し、利便性の向上に努め施設の充実を図るため、スポーツ施設の修繕改修計画

の策定を進めています。

なお、社会体育施設につきましては、施設予約システムの導入によりインター

ネットを利用しての施設予約が可能となり、利用者の利便性を進めました。

２ 点検（課題）

○ 各施設の老朽化が顕著であるため、今後、多額な費用を要すると想定される

ことから、修繕改修計画の策定が必要とされています。

○ 社会体育施設利用手続きについて、インターネットを利用しての施設予約が

開始されましたが、公園施設については所管が異なり、予約方法も異なってい

るため、利用者の利便性の向上を図るため、社会体育施設と公園施設の管理運

営上の課題解決のため、改善が求められています。

３ 評価（今後の方向性）

○ 既存施設が老朽化していることから、利用者の安全確保や利便性の向上を目

的に、計画的な改修整備による長寿命化を図るため、利用率の低い施設につ

いては施設の統廃合を含めた、修繕改修計画を策定しています。

○ 社会体育施設については、利用者の立場に立って運営を促進するため、イン

ターネットを利用したスポーツ施設予約手続きが行えるシステムを導入しま

したが公園施設を含め、市内全ての体育施設につきまして、システム導入を

進める必要があります。

○ スポーツ施設、スポーツ大会・イベント、スポーツ教室等の情報を市ホーム

ページに継続して掲載します。

○ ゆうあいピック記念温水プールは、ユニバーサルデザインによる施設として

整備されているため、障害者や高齢者等の更なる利用促進を図ります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（６）スポーツによる交流人口の拡大

１ 現状

地域の魅力を発信し、県内外のスポーツクラブとの交流大会や、トップスポー

ツの大会等を誘致し、子どもに夢と感動を与えることによりスポーツ機会の充実

と各大会の開催により、交流人口の拡大を図っています。

２ 点検（課題）

全国規模の大会が開催できる施設が少ないため、観るスポーツの機会が充実さ

れていない状況にあります。

伊香保温泉や小野上温泉等の宿泊施設が充実していることから、各旅館、宿泊

施設との連携により、大会や大学等の合宿等の誘致を進める必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

○ スポーツ少年団の合宿等を積極的に誘致し、交流人口の拡大を図りました。

○ 県内外のクラブチームとの市内競技団体との大会等の開催について、支援し

競技交流を図りました。

○ サッカー、野球、バスケットのプロスポーツイベントを開催し、市民のスポ

ーツへの関心を高めるとともに、トップレベルと接することにより、子ども

に夢と感動を与えることを図りました。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。


