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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２９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

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

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

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

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

の知見の活用を図るものとする。

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一つで合議制の執行

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教育長及び４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２９年度の活動状況を振り返るため、平成２９年４月から平成３０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、教育長が必要

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２９年４月から平成３０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１４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２９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26日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第１８号 渋川市図書館協議会委員の任命について

協議会 議題 １ ５月定例教育委員会の開催日程について

２ 第１回総合教育会議の開催日程について

３ ６月定例教育委員会の開催日程について

5月22日 定例会 報告 １）教育長報告

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（追加日程）

議案第１９号 渋川市社会教育委員の委嘱について

議案第２０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２１号 渋川市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第２２号 渋川市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

議案第２３号 渋川市奨学金貸与審査会委員の委嘱について

議案第２４号 平成２９年６月渋川市議会定例会提出予定議案（予算）

の作成に関する意見について

協議会 議題 １ 第１回総合教育会議の開催日程について

２ ６月定例教育委員会の開催日程について

３ ７月定例教育委員会の開催日程について

４ ５歳児検診導入について

6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２５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２６号 渋川市図書館協議会委員の委嘱について

議案第２７号 渋川市文化財調査委員の委嘱について

議案第２８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２９号 渋川市立小学校及び中学校管理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26日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第３０号 平成３０年度使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30日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告



- 3 -

議案 議案第３１号 平成２８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３２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３３号 平成２９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

協議会 議題 １ ９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 １０月定例教育委員会の開催日程について

9月11日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第３４号 渋川市社会教育委員の委嘱について

協議会 議題 １ 第２回総合教育会議の開催日程について

２ １０月定例教育委員会の開催日程について

３ １１月定例教育委員会の開催日程について

４ 第二次渋川市子ども読書活動推進計画（案）中間報告について

10月27日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

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 １１月定例教育委員会の開催日程について

３ １２月定例教育委員会の開催日程について

11月22日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第３５号 平成２９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）１２月定例教育委員会の開催日程について

２）１月定例教育委員会の開催日程について

12月20日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

議案 議案第３６号 第二次渋川市子ども読書活動推進計画について

協議会 議題 １ 第２次渋川市生涯学習推進計画（案）について

２ １月定例教育委員会の開催日程について

３ ２月定例教育委員会の開催日程について

４ 第４回総合教育会議の開催日程について

1月25日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第１号 渋川市教育委員会職員の人事について

議案 議案第１号 平成２９年度渋川市教育委員会表彰について

議案第２号 渋川市奨学金貸与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 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16日 定例会 報告 １）委員長報告



- 4 -

２）教育長報告

報告第 ２号 和解及び損害賠償の額を定めることについて

報告第 ３号 第二次渋川市子ども読書活動推進計画（案）に関する

答申について

議案 議案第 ３号 渋川市立渋川北小学校田部井文庫基金条例及び渋川市

立豊秋小学校大谷文庫基金条例を廃止する条例の渋川

市長への申出について

議案第 ４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 ５号 成３０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

提言 渋川市教育委員会に対する渋川市社会教育委員会議提言書の提出につい

て

協議会 議題 １ 平成２９年度渋川市立（幼稚園、小学校、中学校）卒園・卒業式告

辞案について

２ 渋川市重要文化財「旧入沢家住宅及び所蔵文書」について

３ 第４回総合教育会議の開催日程について

４ ３月定例教育委員会の開催日程について

3月27日 定例会 報告 １）委員長報告

２）教育長報告

報告第 ４号 渋川市教育委員会職員の人事について（追加日程）

議案 議案第 ６号 渋川市渋川公民館長の任命について

議案第 ７号 渋川市金島公民館長の任命について

議案第 ８号 渋川市豊秋公民館長の任命について

議案第 ９号 渋川市文化財調査委員の委嘱について

議案第１０号 平成３０年度渋川市教育行政方針について

議案第１１号 渋川市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則について

議案第１２号 渋川市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則

について

議案第１３号 渋川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関

する規則の一部を改正する規則について

議案第１４号 渋川市教育委員会事務局文書取扱規則の一部を改正す

る規則について

議案第１５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

議案第１６号 渋川市徳冨蘆花記念文学館条例施行規則の一部を改正

する規則について

議案第１７号 渋川市西部公民館長の任命について（追加日程）

議案第１８号 渋川市古巻公民館長の任命について（追加日程）

協議会 議題 １ 平成３０年度渋川市立（幼稚園、小学校、中学校）入園・入学式告

辞案について

２ 第４回総合教育会議の開催日程について



- 5 -

３ ４月定例教育委員会の開催日程について

４ ５月定例教育委員会の開催日程について



- 6 -

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２８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２９年度についても、教育行政方針に定められ

た重点施策の３項目の２８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) 各種指定等研究の推進・充実

（12） 小･中学校再編統合の推進

（13） 学校施設の整備・充実

（14） 児童生徒の通学支援

（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） 生涯学習活動の推進

（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
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（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

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

中野 忠夫 元教育委員 都丸 俊六 元教育委員

富澤 孝明 〃 初谷三衣子 〃

田中 博 〃 青木 忠 〃

星野 澄夫 〃 角田 幸一 〃

神道 民一 〃 塩谷 博 〃

６ 取組経過
平成２９年 ５月 各所属長による点検・評価の実施

６月 点検・評価シートのとりまとめ

８月 学識経験を有する者の選定及び意見聴取

８月 最終的な点検・評価の実施

９月 教育委員会に結果報告

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
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平成２９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ＰＤ

ＣＡ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。

教職員の指導力向上及びメンタルヘルスの保持と服務規律の確保については、

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、規律確保行動計画の点検

評価及び服務規律委員会に取り組んでいます。

地域に開かれた園・学校経営に関しては、具体的な取組を園・学校だよりやWe

b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、学校評価や学校評議

員会など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・充実については、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。

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改善のための指導を行ったり、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。

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
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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見直しに取り組

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）

今後も、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。また、教職員のメンタルヘルスの保持の観点

から、勤務時間の適正化について指導していきます。

○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。

○いじめや不登校の未然防止に向けて、分かる授業の実践及び子どもたちの自己

有用感を育むために常時指導を充実させていきます。

○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。

（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各地区部会での三者連携事業の取組としては、各地区の特色を生かした取組が

定着しています。地域では行事等に子どもが参加する場をつくり、学校や家庭

で子どもの参加を促すなどの連携も図られています。また、子どもが行事に参

加する際に、ボランティアとして運営に関わることができるようにするなど、

子どもが活躍できるように工夫している取組も見られています。
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②市の共通テーマの取組として、「子どもの安全安心」の取組を行っています。

具体的には、通学路点検、交通安全指導、防犯パトロールについて、全地域で

実施され、子どもの安全を確保する取組が充実してきています。また、学校に

おいては、親子で通学路点検を実施したり、子ども自らが安全マップの作成・

見直しをしたりする取組も多く見られています。さらに、生徒が主体となりス

マートフォン等の活用についてのルールづくりをしたり、地区部会でインター

ネットの活用についての資料を作成したりして、家庭に啓発する取組が増えて

います。

③広報活動の取組を行っています。具体的には、学校だよりで三者連携の取組を

知らせたり、『広報しぶかわ』やホームページに取組を掲載したりして、三者

連携事業の取組を市民に広く知らせています。広報活動をとおして、子どもが

地域の方々と交流をして、生き生きと活動している姿を伝えることができるよ

うに努めています。

２ 点検（課題）

上記①では、本事業開始から１２年目を迎え、組織も整備され、部会や委員会

の機能が充実してきています。しかし、目指す子どもの姿の実現に向けて、子ど

もにどのような力を身に付けさせたいかを三者で共通認識のもと取組を推進して

くことに課題が残ります。子どもの主体性が育まれるように、取組の内容や運営

の在り方について工夫することで、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。また、子どもが地域に関心をもったり地域をよりよく

したいと考えたりすることに対して課題があります。各地区における活動を見直

し、改善や工夫をしていくことで、地域を愛することができる子どもを育成して

いくことが求められます。

②では、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ています。今後、子ども自身が安全につ

いて考え、危険を回避する能力を養っていけるように改善を図る必要があります。

③では、取組の目的や子どもに身に付けさせたい力を学校・家庭・地域で共有

していけるように改善を図る必要があります。そのために、学校の周辺地域への

広報活動を行い、より地域に密着する必要があります。

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

明確にするとともに、子どもの主体性が育まれるような活動を工夫しながら地道

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１２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。さらなる発展を目指して、自治会や公民館の方々の意見を

広く取り入れていくことが重要であると考えています。

市共通テーマとして設定している「子どもの安全安心」についても、子ども自

身が安全について考え、危険を回避する能力を養っていける改善を図ることが今

後も重要と考えます。

市民に三者連携事業を周知するという点では、一定の成果を得ることができて

いると考えます。また、今後は、学校周辺の地域の方々にその学校が目指す子ど
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もの姿や特色ある取組を周知することを強化していきたいと考えます。このこと

から、各学校だよりやＰＴＡ新聞等によって三者連携事業の推進を図っていく広

報活動を展開していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（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会議等を活用し、学校評価や園内研修等

の情報提供や各園と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。しかし幼稚園教育に関わる一般的なテー

マを取りあげたため、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。定期的に各幼稚園を訪問し、園内研修の現

状や課題等についてさらに協議していきます。また、子ども・子育て支援新制
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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。

（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。身に付けた知識や技能を活用して課題を解決

する経験をとおして、学ぶことの楽しさや大切さを実感できる教育を推進するこ

とで、生涯にわたって学び続ける意欲を育む必要があります。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。

「考えを広げ・深めた姿」の具現化が、確かな学力を身に付けた児童生徒の姿

であるという共通の認識に則り、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。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、市内渋川北小学校・金島小学校・渋川北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。

教科等主任会においては、教育研究所学力課題研究部の実践授業（豊秋小学校

国語科・赤城北中学校英語科）の参観及び授業研究会を実施しています。なお、

教育研究所学力課題研究部では、「考えを広げ深める児童生徒の育成」に向けて、

「課題を解決する過程を子ども自身が自覚できる授業の工夫」をすすめています

また、今日的な教育課題の解決に向けた研究として、外国語教育に焦点を当て

て取り組んでいます。

２ 点検（課題）

全国学力・学習状況調査の児童質問紙の結果からは、考えを広げたり深めたり

することの実感を十分に持てていない現状が明らかになりました。また、教育研

究所学力課題研究部の実践からは、授業場面において学習活動に意欲的に取り組

んでいる姿が見られたとしても、必ずしも主体的な学びにつながっていない実態

があることが明らかになりました。

３ 評価（今後の方向性）

新学習指導要領の移行措置期間にあたり、学力向上対策委員会、渋川市教育研

究所学力課題研究部及び教科等主任会等を計画的・組織的・意図的に運営し、本

市の目指す姿の具現化に向けて、「主体的・対話的で深い学び」を授業改善の視
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点として推進していきます。また、子ども自身が考えを広げたり深めたりした実

感を持てるように、考えたことを子ども同士で話し合ったり子どもが自分の言葉

で振り返ったりする場面を設定するなど、授業の工夫を推進していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（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、よりよい人間関係を築く力を育成するための体験活動、

「議題に対する集団決定・自己決定」ができる話合い活動、及び異年齢集団活動

の充実を重点としています。

人権教育については、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ています。また、人権教育の基盤で

ある常時指導の充実を重点とし、児童生徒が学校で過ごすすべての時間において、

お互いを大切にする指導を行い、児童生徒一人一人のよさが認められ、ともに生

きていこうという実感がもてるようにしています。また、授業中に子ども同士が

互いを認め合い、自己有用感を得られる授業づくりに努めています。

生徒指導については、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・早期対応を図る生徒指導体制の確立と児童生徒が主体となった

いじめ防止活動の推進をしています。

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、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。
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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・協力が一層必要とされています。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。特に、

自己有用感を高めるために、授業をはじめとするすべての教育活動の中で子ども

たち同士がお互いに認め合い、主体的に子どもたち同士がかかわり合う活動を取

り入れていきたいと考えます。

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。

次に、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。いじめ防止に向けて、子

ども主体の取組を行っています。また、けんかやふざけ合いであっても、子ども

の感じる被害性に着目して、いじめの積極的な認知に取り組んでいます。

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。

（６） 「健やかな体」の育成 学校教育課

１ 現状

体力の向上については、「渋川市体力向上・健康元気アップ推進委員会」にお

いて、渋川市の児童・生徒の体力及び運動・生活習慣の実態を把握し、体力向

上並びに健康的な生活をおくるための具体的な方策について協議しています。

そして、学校・家庭・地域が連携し心身ともに健康で運動好きな児童生徒の育
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成を進めるための働きかけや、環境整備を進めています。

運動好きな児童生徒を育成するために、体育主任会では児童生徒が運動好き

になるために体力向上プランを作成しています。プランにもとづいて各担任が

楽しい体育の授業を行えるよう支援したり、体育集会の充実を図ったりするな

ど、校内の体制づくりを行っています。養護教諭部会では学校保健委員会を開

催し、自分の健康に気付くための取組を行い、児童生徒が日常生活を見直し、

健康的な生活を送る意識づくりを進めています。栄養士部会では給食時の訪問

や担任と連携した栄養に関する授業を行い、バランスの取れた食事の摂り方な

どの食育を通して児童生徒の健康づくりに役立つ取組をしています。

渋川市の児童生徒の実態を体力テストのアンケート結果などから見ると、小

学校では９０．５％、中学校では８３％の児童生徒が運動をすることが「好き」

または「比較的好き」と答えています。健康に関心を高め、運動ができる楽し

さから運動への興味・関心が高まり、運動好きな児童生徒が多くなっています。

２ 点検（課題）

体力の向上については、新体力テストの結果より、種目別では、全国平均を

上回っている種目もありますが、総合では全国平均を下回っています。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。さらに、肥満傾向児童は全国平均よりも出現率が高く、その割合は

昨年度より増加傾向にあります。

このように、体力テストの測定結果や生活習慣等の調査から捉えられる課題

解決に向け、体育主任会や養護教諭部会、栄養士部会などの各組織が地域や家庭

とも連携した取組をさらに充実させることが課題です。また、単年度でなく、長

期的な計画に基づき、各組織の事業を継続させ、発展させることが重要です。

３ 評価（今後の方向性）

前年度までの渋川市の現状を分析し、各組織で計画を立て、それぞれが取り組

む内容を共有します。

体力テストについては、全学年で全８種目（５０ｍ走、立ち幅跳び、ボール投

げ等）を実施するとともに、リーフレットの記載内容を検討し、学校・家庭・地

域とで市内児童生徒の実態を共有します。養護教諭部会、栄養士部会については

体育主任や学級担任と連携し、肥満傾向児の減少に向け、日常生活の見直しや栄

養指導などを計画的に行います。

肥満傾向児の減少については家庭、保護者や地域の協力も不可欠です。家庭や

地域にも児童生徒の肥満傾向児が多いという現状をリーフレット等を活用して情

報提供します。

児童生徒が運動習慣に親しむとともに、体力の向上を図り、運動好きな児童生

徒の育成にも役立てるよう、継続的に取組内容を検討していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（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
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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。

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、平和教育の基盤となる人権意識や生命尊重の意識を

育てる取組を年間計画に基づき行っています。また、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。

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、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。小学校外国語活動においては、ＡＬＴや英語活

動協力員を派遣するなどして、外国の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、ニュージーランドそれぞれ

１０名ずつの中学生を派遣しています。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。

現地での交流では、自国の文化のよさを積極的に発信すると同時に、外国の文化

を直接体験することを通して、国際感覚を磨くことができました。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、派遣生徒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。

２ 点検（課題）

キャリア教育の推進では、指定校の研究成果を広く共有し、市内全校に於いて

小中学校９年間を見通したキャリア教育を推進することに課題があります。

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、児童生徒が課題解決的な学習をとおし

て平和な社会の構築に向けた自己の関わりについて考えを深めることが課題であ

ると考えます。

国際理解教育の推進では、小学校外国語活動において、新学習指導要領の完全

実施を見通した実践が不十分である点が課題です。

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。
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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。

そのためには、各学校において、既存の教育活動にキャリア教育や平和教育

等各教育の視点を明確に位置付けることが必要となります。特に小学校外国語活

動においては、新学習指導要領の完全実施を見通し、担任とＡＬＴとのティーム

ティーチングのより効果的な在り方を研修する必要があります。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（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・学校に在籍する障害のある子どもの自立や社会参加に

向けて、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、これに応じた適切な指導及び

必要な支援を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、子ども一人一人の教育的ニーズ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ってよりきめの細かな支援を行うことがで

きるようにしています。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

る指導体制の整備では、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等、具体的

な指導内容や指導方法の充実を図ることができるよう組織的・計画的に取り組ん

でいます。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

会やケース会議等を実施しております。さらに、特別な支援が必要な子どもを把

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・

学校ごとに特別支援学校の専門アドバイザーや中部教育事務所の専門相談員、市

の教育支援相談員等の専門家の協力を得ながら、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、平成２８年４月１日には障害者

差別解消法が施行され、不当な差別的扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務

付けられました。

こうした社会情勢の中、早期からの支援を必要とする未就学児をもつ保護者が

言語通級指導教室へ相談に来室するケースが増えているとともに、通常の学級に

在籍する発達障害のある子どもの数も増えています。これらの子ども一人一人の

教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を具体化し、組織的・継続的に取り組むこ
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とが大きな課題となっています。特に、個別の教育支援計画を活用して関係機関

と連携することと、幼保・小・中の継続した支援によって学びの連続性を保障す

ることに大きな課題があると考えます。

３ 評価（今後の方向性）

子ども一人一人の教育的ニーズに応じ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園・学校とが連携を図り、本人・保護者の願いを把握し

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

教育支援計画を作成すること、活用を図ることが重要です。この中で、医療・保

健・福祉等、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、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・保護者へ適

切な情報を提供して理解を促すとともに、本人・保護者の教育的ニーズに応じる

ための教育支援体制を整備する必要があるということです。

また学校においては、組織的な指導体制の構築や指導内容と指導方法の工夫が

必要です。そのために、適切な特性理解やよりよい支援のあり方について日々考

え、組織として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、趣旨の周知に努めており、少

しずつ理解が図られています。十分なアセスメントにより子ども一人一人の障害

特性を見極め、個別の教育支援計画を活用して適切な合理的配慮を提供すること

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継続的に啓発を図

っていく必要があると考えます。また、共生社会の実現に向けた交流及び共同学

習を推進する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。

（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研究部には教育実践研究部及び学力課題研究部があり、教育力の向上や市の教

育課題の解決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」活用のための評価テストの作成を行っています。

②研究員は、教育的課題の解決を図るため、２年間の継続的・発展的な研究に取

り組み、その成果を報告しています。

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。
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２ 点検（課題）

①研究部の改編を行い２研究部体制としたことで、研究員自身の教育活動上の課

題解決に向けた研究と、学力向上に関する市の教育課題の解決に向けた研究と

を棲み分けることができ、所員や指導主事の関わり方が明確になりました。そ

れにより、研究員及び所員がそれぞれの強みを発揮することができ、職能の成

長につながりました。

②研究発表会については、研究員として取り組んだ実践の発表を踏まえた協議を

行うことで、発表者と参加者双方にとって授業改善を図る機会となりました。

③ワークショップについては、授業づくりに着眼した参加型の講座を実施するこ

とができ、指導力向上に資することができました。

④相談事業については、不登校をはじめとする問題を抱える子どもや保護者に対

して、安心感がもてるよう専門相談員が心がけ、きめ細かで親身な対応ができ

ました。

⑤適応指導教室「かけはし」については、専任指導員の子どもに寄り添う的確な

対応ができ、学校復帰に向けた支援を行うことができました。課題としては、

学校と研究所とのさらなる連携の在り方を構築していくことです。

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。

①教育実践研究部では、今日的な教育課題として英語教育の充実を図るため、小

中連携を推進した研究をすすめていきます。

②研究員は前年度の研究の成果と課題を踏まえ、校内において研究を継続し、そ

の２年間の継続研究についてまとめ、報告します。

③ワークショップでは、次期学習指導要領を見据えた授業づくりに資する講座を

充実させていきます。

④専門相談員同士の情報交換や協力体制を整え、相談機能の充実を図ります。

⑤適応指導教室「かけはし」に通う子どもの担任との情報交換や、ケース会議を

もつなど、学校との連携のあり方を工夫していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。

（１０） 学校事務の共同実施の推進 学校教育課

１ 現状

２３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
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Ｔ化の推進、財務マニュアルの見直し、福利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に取り組ん

でいます。

２ 点検（課題）

学校を取り巻く状況の変化から、事務職員による学校運営への積極的な参画

が求められています。特に、学校施設の維持・管理業務をはじめ、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

の説明責任等の側面から、共同実施の果たす役割も大きくなっています。

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。

○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

○学校事務のシステム管理、財務マニュアルの改訂、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並びにマニュアル

の見直し

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。

＜県教育委員会及び関係団体の指定研究＞

ぐんまの子どもの体力向上推進事業の３年指定の３年目として渋川西小学校、

健康教育総合推進事業の２年指定の２年目として北橘中学校区（橘小・橘北小・

北橘中）が指定を受けています。

＜渋川市教育委員会関係の指定研究＞

渋川市教育実践研究会として、北橘幼稚園、渋川北小、金島小、渋川北中が指

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



- 21 -

小、中郷小、長尾小、伊香保中、子持中が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）

ぐんまの子どもの体力向上推進事業では渋川西小学校に体育専科の職員を配置

しました。全学年、全クラスの体育授業の支援として授業に関わっております。

１年目は主に体育専科が主担当として授業を行い、クラス担任が副担当として体

育授業を行いました。２年目からは職能成長の観点から担任が主担当、体育専科

が副担当として体育授業をおこなっています。その結果、学級担任の授業力が向

上しました。また、学校全体の体育の授業の系統性が図られました。今後も継続

した取組がなされるよう助言していきます。

健康教育推進事業では、北橘地区の小学校２校、中学校１校が指定を受け、３

校共通のテーマで健康教育を進めています。１年目は各校の課題を集約したり、

先進校視察を行ったり、地域合同保健委員会を開催いたしました。地域合同保健

委員会につきましては、１年目の成果を活かし、２年目も継続して開催いたしま

した。課題であった地域の方々への周知については、事業の取組について記した

リーフレットを作成し、北橘町全戸に配付しました。

グリーンカーテンの取組としては、過ごしやすい涼しい生活環境をつくり出す

ことに効果的であるとともに、地球温暖化防止などの身近な環境問題を考えるき

っかけになっています。

３ 評価 （今後の方向性）

今後は、研究の成果と課題をもとに、子どもの成長を願い、研究の継続と課題

の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、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。

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） 小・中学校再編統合の推進 教育総務課

１ 現状

平成２６年度に上白井小学校と中郷小学校が統合し、平成２８年度に小野上

中学校と子持中学校が統合し、平成２９年度に南雲小学校と津久田小学校及び刀

川小学校と三原田小学校が統合しました。

今後の再編統合の取り組みにあたり、平成２８年度に渋川市小中学校の再編

に関する長期的な方針（以下｢長期的な方針｣という。）を策定しました。この長

期的な方針に基づいて、再編統合について引き続き取り組みます。

２ 点検（課題）

①通学について

学校の統合に伴い通学距離が国の通学距離基準（小学校でおおむね４ｋｍ以

内、中学校でおおむね６ｋｍ以内）を超える遠距離となるため、通学バスの対

応が必要となりました。また、長期休業中の通学バス運行や、通学路の安全確

保などにも配慮する必要があります。

②準備期間について

学校間の児童生徒の事前交流や、学校の施設整備などを行うための準備期間

を十分に確保する必要があります。

③学校名について

統合後の学校名の取扱いについては、地域の意見を聴いて検討合同地区委員

会が主体的に決定する必要があります。

④学校と地域のつながりについて

伊香保地区と小野上地区には、学校をこのまま存続させたい意向があります。

小規模校では児童生徒のきめ細かな指導が行いやすいことや、異学年間の交

流により人間関係が深まりやすいことなどが利点とされています。統合により

学校がなくなると地域が衰退してしまうという懸念もあります。統合にあたっ

ては、学校規模の観点だけでなく、地域における学校の果たす役割についても

十分に考慮する必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

小・中学校の再編統合の推進では、長期的な方針で示された基本的な考えに

より引き続き取り組みます。

①より良い教育環境の実現として学校再編にあたり、児童生徒が集団生活を通し

て成長する上で、学校が果たす役割を認識し、教育環境を整える目的から小規

模校の利点も考慮しつつ、一定の学校規模を確保することを基本とします。

②地域住民への説明や情報提供を十分に行い、地域の合意形成を図りながら取り

組みます。また、学校は地域コミュニティの核として地域社会と密接な関係が

あることから、地域の合意が得られない場合は、地域の意向を尊重し、小規模

校の特性を生かした在り方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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（１３） 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、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、平成３０年度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年代以降の児童生徒の急増期に建設されたものが

大半を占め、老朽化は深刻な課題となっています。現有施設の長寿命化を図り、

修繕にかかる総合的な経費の抑制を目的に小中学校施設長寿命化計画を策定し、

修繕改修を計画的に進めます。

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実施した耐震補強工事が、平成

２７年度をもって完了し、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、平成３０年度の完了が見込まれます。

エアコン整備は、平成２５年度に策定した当初の年次整備計画に遅れが生じて

いますが、児童生徒の健康管理の観点から、早期完了を目指しています。

学校施設の長寿命化には、耐震対策に要した費用を超える財政負担が予想され、

多くの懸案を抱える老朽化対策を進める上で、財政負担の平準化を踏まえた事業

の優先順位を整理する必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

学校施設の整備については、空調設備整備、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、財政負担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

評価のとおりとする。

（１４） 児童生徒の通学支援 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１９路線を運行し、児童・生徒の約６７０人が利用しています。
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平成２８年度の小野上中学校と子持中学校の統合に伴い、委託方式で新規に２

路線を運行しています。また、直営方式の棚下線を委託方式に切り替えたことに

より市内１９路線が全て委託方式となりました。

平成２９年度の刀川小学校と三原田小学校、南雲小学校と津久田小学校の統合

に伴い、通学バスの運行経路や停留所の設置について検討し進めました。

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、引き続き、遠距離通学費を全額助成しています。

２ 点検（課題）

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っています。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します。

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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（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

学校給食共同調理場の再編整備については、安全安心な給食の提供、食育の推

進、地産地消の拡大などを目指し、市内３カ所（南部、北部及び東部）に共同調

理場を整備することとしており、このうち、南部、北部の新調理場が平成２６年

８月から稼働しています。

一方、老朽化した赤城学校給食共同調理場及び自校方式の北橘地区３校の調理

場を再編整備する（仮称）東部学校給食共同調理場は、平成２９年度、実施設計

に着手しました。

食育については、子どもたちに食に関する正しい知識と望ましい食習慣が身

に付くよう、様々な取り組みを行い、食の大切さの理解が深まってきています。

給食食材の地産地消については、関係機関との連携により使用が増加してい

ます。

学校給食費については、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、市内小中学

校に通う児童生徒の学校給食費を、平成２９年度から全額公費負担し、無償化と

なりました。

２ 点検（課題）

学校給食調理場の再編整備については、整備が完了するまでの期間は、赤城学

校給食共同調理場及び自校方式調理場では、老朽化が進む中、安全な給食提供の

ため、適切な施設の維持管理が必要となります。

食育については、子どもたちが食に関する正しい知識や望ましい食習慣が身

に付くよう、食育指導の充実と給食への地産地消を推進していく必要がありま

す。

学校給食費の無償化は、多額の一般財源が必要となり、財政面で大きな負担と

なっています。

学校給食費の無償化により生ずる、食物アレルギーにより給食が食べられない

ために弁当持参している児童生徒の保護者の不平等感を払拭するため、アレルギ

ー対応食の提供を開始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、平成３２年の２学期から

の給食開始を目指して進めています。

伊香保地区自校式調理場は、「現有施設設備が使用できるうちは使い、移行の

時期は地域住民の意見を聞きながら柔軟に対応していきたい。」としていますの

で、南部学校給食共同調理場に移行する時期については、保護者の皆さんと相談

し、決定していきたいと考えています。

食育については、子どもたちの健全な食生活の実現と豊かな人間形成を図る

ため、引き続き、各学校と連携し全体計画を作成する中で、学校給食の教育的

役割を確認し、食育を進めるとともに地産地消の拡大を進めて行きたい。

給食費の無償化については、子育て世代の経済的な負担を軽減することにより、

子育て支援の充実を図り、切れ目のない総合的な少子化対策及び人口減少対策を

推進するものであるため、財源の確保を前提に引き続き継続していきます。
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アレルギー対応食の提供については、安全面を最優先に考慮して、提供に向け

て進めていきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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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。

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ったほか、「三者連携事業」の取り組みとして、

津久田小学校の児童たちによる「ヒメギフチョウの保護活動」についての事例発

表を行いました。

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、市民に親しみやす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）

小学校の児童による三者連携の事例発表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

評価のとおりとする。
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（２） 生涯学習活動の推進 生涯学習課

１ 現状

平成３０年度からの１０年間を計画期間とする「第２次渋川市生涯学習推進計

画」を策定するとともに、庁内各課の生涯学習関連事業の実施状況を「施策展開進

行管理シート」により確認しました。

生涯学習推進本部専門部会では、３つの部会（スポーツと健康、子育て、三者

連携）がそれぞれ関係各所属と、所属を超えた横断的な取り組みとして、情報共

有や情報交換を行いました。

各地域における生涯学習活動の推進者を養成するため、既設の２年を１期とする

単位制による生涯学習指導者養成講座の２年目の講座を実施しました。また講座の

実施方法を見直し、１年を１期とする講座（初級編）に変更した上で実施しました。

新たに自治会内の生涯学習推進員や自治会役員を対象とし、生涯学習の基礎知

識や実践に役立つ知識が身につく「生涯学習研修会」を実施しました。

２ 点検（課題）

例年「施策展開進行管理シート」の調査時期が遅いことから、直近の状況把握

のため、年度当初にも実施する必要があります。

生涯学習推進本部専門部会では、各部会ともに１回のみの開催であったため、

より連携を密にするためには複数回の開催が必要です。

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）

平成３０年度から１０年間を計画期間とする「第２次渋川市生涯学習推進計画」

に基づき進行管理を行い、「施策展開進行管理シート」については、年度当初に

も実施し、直近の取り組み状況の把握に努めてまいります。

生涯学習推進本部専門部会については、既存の（スポーツと健康、子育て、三

者連携）の３部会を継承するとともに、継続的に密な連携をとりながら取り組ん

でまいります。

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 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、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舞台部門では、分野別に発表会を開催しているため、他分野間の交流が疎に

なっています。

また、日程が分散することで、主会場である市民会館を長期間にわたり独占

的に使用する結果になっているほか、多くの観客を動員できなくなっています。

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、へそ祭り、山車まつり等におけ

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。

近年相談活動については、電話やメールによる相談件数が減少傾向にあること

から、相談環境の充実に向けた検討が必要となります。

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。

ＳＮＳ（ライン等）が広く普及していることから、電話やメールに加えた通信

手段として、ＳＮＳを活用した相談体制について調査・研究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を対象とした「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、教職員と保護者

の人権意識の向上を図っています。

社会教育部会では一般市民向けに「人権教育講演会」を開催しています。また、

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」実施するなど啓

発活動を展開しています。

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」に啓発記事を掲載しています。

そのほか、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）

市民の人権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

進してまいります。

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」

を実現し、市民が生涯にわたり主体的に学習し、生きがいのある充実した生活を送れる

よう、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。

各公民館では地域住民の各世代の学習ニーズに合わせて、生涯学習講座の主要６事業

として、高齢者学級、女性学級、家庭教育学級、成人学級、親子ふれあい教室、子ども

の居場所づくり事業を実施すると共に、各地域で特色のある事業を実施しています。ま

た、発表の場を作り、学習意欲や創作意欲の高揚を図るため、地域住民による実行委員

会等を組織し、文化祭や作品展並びに演技発表会を開催しています。これらの事業によ

り、平成２９年度は昨年度より５，８８２人多い、２７万５千７００人の利用者があり、

人づくり、地域づくりの拠点施設として貢献していますが、老朽化が進んでいることか

ら、機能を維持するために公民館の修繕計画を見直しながら順次整備を行っていきます。

なお、平成２６年度からは、生涯学習地域づくり推進事業補助金制度を創設し、自治

会への支援を強化することで、地域主体の生涯学習活動を推進しています。

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

まな講座や教室の開催、情報提供、助言相談、交流の場など多くの役割が求められてい

ます。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、

長寿命化を図ると共に、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。

地域においては人口減少や高齢化、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づくりができるよう、また、公民館が地域活動

の拠点となるよう、事業の工夫や運営組織との連携が必要となっています。

３ 評価（今後の方向性）

個々の価値観の多様化や人口減少、少子高齢化などの社会状況の変化により、近年の

公民館利用者は減少傾向にありますが、生涯にわたり主体的に学習し、生きがいのある

充実した生活が送れるよう、地域住民や利用者のニーズに合わせ、教育、学術及び文化

に関する各種の事業を行い、教養の向上、健康の増進、生活文化の振興等を図ると共に、

学びやイベントなどを通じて人々が集い、繋がる、地域のコミュニティ増進の役割を担

うため、開かれた公民館運営をおこなって行きます。

また、市民の生涯学習活動を推進する地域の拠点施設として役割を果たすため、公民

館職員としての専門性が高まるよう、生涯学習や社会教育等の各種研修会を通して知識

と能力を研鑽していきます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（７）図書館の運営の推進 図書館

１ 現状

図書館は、心豊かな市民生活を送るのに必要な資料や情報の宝庫であり、必要

に応じこれらを提供することで、暮らしや学習の支援を行う施設として、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

の積極的な収集に努めるとともに、公民館図書室とのネットワーク化を図ること

で内容の充実並びに利用促進に努めてきました。

各種行事の開催、ボランティアとの協働により読書意欲の高揚と親しみやすい

図書館であるためのサービス提供や地域文化の創造に努めています。

子どもの「読書離れ」の対策として、平成２５年度に施行された「渋川市子ど

も読書活動推進計画」に基づき、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・幼稚園・保育所（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ってきました。

２ 点検（課題）

全国的にペーパーレスによる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、今後も図書館利用促進に繋がる

ような工夫した各種事業を実施していく必要があります。

図書館と公民館図書室のネットワークの充実を図り、地域格差の解消と利用者

の利便性は向上しましたが、より多様化する市民ニーズに迅速に対応できるよう

更なるネットワークの拡充を検討し、一層充実した図書館サービスに努める必要

があります。

「渋川市子ども読書活動推進計画」の取組の中で、ブックスタート事業等によ

り家庭や地域で読書活動を推進した結果、読み聞かせを実施している家庭が増加

傾向にあることがわかりました。更に子どもが読書活動に取り組めるよう、市全

体で環境づくりを行う必要があります。

ハンディキャップ・サービスでは、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・配架を引き続き行います。また、「障害を

しるための本」の展示等、館内行事を積極的に行うことで障害についての理解を

更に広めたり、深めていくことが必要です。

北橘図書館や伊香保公民館図書室では、小学校入学時に図書利用券を作成する

など学校と地域の連携に努めています。今後も図書館や公民館図書室と学校等と

の連携を一層深め利用促進に努める必要があります。

３ 評価（今後の方向性）

公民館図書室全館の図書館管理ネットワークシステムの導入拡大に向け、その

効果と必要性について検討し、図書館利用の利便性向上に努めます。

平成３０年２月に策定された「第二次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、家庭・地域・学校等関連機関との連携や協力をし、

子どもが読書に取り組める環境づくりに市全体で取り組んでいきます。また、図

書館の利用促進に繋がるよう、啓発活動にも努めていきます。



- 34 -

なお、計画の進捗状況を確認するため、計画の進行管理及び評価を行います。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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（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」として中心市街地に開館しま

した。開館にかかる経費の削減を図るため、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がとられました。

桑原巨守氏の彫刻を展示する１階常設展示室では、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回の展示替え時に新

しい作品を加えて展示しています。

３階市民ギャラリー兼企画展室では企画展として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、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も行っています。

２ 点検（課題）

市美術館の年間観覧者数は概ね１２，０００～１３，０００人程です。平成２

９年度は１２，４７９人でした。

平成２９年度の企画展としては、「八峠操展」や新進気鋭の作家を紹介する

「The rising generation」、現代美術作家を紹介する「林耕史展」のほか、収

蔵品を活用し、渋川市ゆかりの狩野守と石野安親に焦点をあてた展示や子ども達

がワークショップで制作した作品の展示等を実施し、多くの方々にご観覧いただ

きました。

また、常設展示室では前年度に引き続き、「渋川高等学校吹奏楽部によるコン

サート」や「渋川ジュニアオーケストラによるコンサート」を開催し、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。

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。

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

用した広報活動やコンサート等のイベントを積極的に行い、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、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。
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（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２９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。また、平成３０年度は徳冨蘆花生誕１５０年と開館３０年を記念して特

別企画展を開催する予定ですので、ひとりでも多くの方に徳冨蘆花を知っていた

だく良い機会と考えています。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。
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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４件、国選択１件、県指定４０件、市指定１２

７件の１８０件の指定文化財等があり、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、２８年度に総括報告書を刊行し、２８・２９年度で保存管理

活用計画の策定を行いました。この保存管理活用計画に基づき、３０年度に整備

基本計画を策定しています。併せて、３０・３１年度で史跡指定範囲の境界測量

を実施し、境界標を設置する予定です。

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。その他の指定文化財については、文化財保護員による市内全域の月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、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。遺跡出土品については、

市埋蔵文化財センタ－、歴史資料館などで保存と公開を図っています。また、３

０年度に、過去の埋蔵文化財包蔵地の取扱い履歴や調査成果データをデジタル化

し、ＧＩＳフォーマットデータを構築し、デジタルデータで管理ができるような

環境を整備します。

ヒメギフチョウの保護については、県教育委員会、津久田小学校、保護団体

等と連携して保護パトロールを実施するとともに、間伐や下草刈り等の生息域

環境整備を行っています。

２ 点検（課題）

史跡等の除草作業は委託で行っていますが、史跡の数が多く、面積も広大なこ

とから、快適な環境を保つため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、経年とともに文化財そのものの劣化や、担い手の高齢化等で

その保存が危ぶまれるものがあります。文化財調査委員や外部の専門家により

調査、改修方法の検討を行い、適正な保護を図っていく必要があります。

市内に点在する文化財や伝承される文化を広く市民に周知し、保護・保存の

意識を促すことを目的に標柱や説明板を設置していますが、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。
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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」が策定されています。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、

津久田小学校、保護団体等と連携し保護に努めます。他の県・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。

地元の団体等に管理委託をしている文化財については、引き続き適切な管理を

お願いし、地域で主体的に継承していただきながら保護・管理に努めます。

ハワイ王国公使別邸・ガイダンス施設は、平成２５年の公開後多くの見学者が

訪れています。隣接する伊香保関所跡と合わせ、市指定史跡として適正な保存

・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、体験学習の指導にあたっています。

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、２８年度からは整備に向けた保存

活用計画の策定を進めています。

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。

金井東裏遺跡や黒井峯遺跡は、古墳時代の詳細な情報を所有する重要遺跡と評

価されています。埋蔵文化財センターでは榛名火山被災遺跡の資料展示や、甲を

着た古墳人のレプリカを始め、２９年度からは金井東裏遺跡の発掘調査現場のジ

オラマの展示、講演会や子ども文化財教室の開催等、遺跡の周知に努めています。

特に、２９年度に県埋蔵文化財調査事業団や県歴史博物館と連携して開催した講

演会には１７０人以上の参加者があり、遺跡の周知が図れました。

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。

金井東裏遺跡や金井下新田遺跡からは稀少な発見が相次ぎ、市内外からの関心

も高いことから、黒井峯遺跡等市内に所在する多くの火山被災遺跡と合わせ、県

教育委員会等関係機関と積極的に連携しながら情報発信を図っていかなければな

りません。

３ 評価（今後の方向性）

赤城・北橘２館の歴史資料館では、それぞれを活動の場とする自主活動団体と

協働して企画展や講演会、イベントを開催し、子どもから大人まで幅広い世代に

とって身近な文化施設として活用されるよう周知を図っていきたいと考えます。

子どもたちに文化財に触れる機会を提供し、親子の対話機会の増加による家庭

教育力向上を目的として、２９年度から実施を始めた親子文化財めぐりを、引き

続き企画します。
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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、

現在保存整備に向け事業を進めている瀧沢石器時代遺跡の進捗状況を踏まえなが

ら、関係機関と協議する中で保存整備計画等の策定を検討します。

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

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・歴史や、舞台の構造・建築部材・建築方法の調査・検討等を行い、

舞台の価値の再発見に努めます。また、３１年度に開催を予定している「上三原

田の歌舞伎舞台創建２００年祭」を通して、市内外のより多くの人に舞台の存在

を周知するために、実行委員会（３０年度は準備委員会）を組織して取り組んで

いきます。

金井東裏遺跡や金井下新田遺跡は、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し、黒井峯遺跡と一体的な活

用が図れる方策を検討していきます。

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、２９年度も操作伝承委員会による舞台操作訓練・点

検を行いました。この舞台が同地にあることにより三原田小学校で結成された歌

舞伎クラブも、舞台操作訓練の際にこの舞台で公演しています。津久田人形操作

伝承委員会は練習を継続し、県での公演等に出演した他、津久田小学校や群馬大

学でワークショップを行いました。ぐんま絹遺産にも登録されている、県指定重

要無形民俗文化財の下南室太々御神楽「養蚕の舞」は、２９年度、県文化事業団

が主催した「ぐんまの神楽シンポジウム」でも上演されました。

地域に伝わる神楽や獅子舞、祭り囃子等、伝統芸能の保存や継承は地域の文化

を守り育てていくために欠くことのできない存在であり、団体の活動費補助とし

て市補助金を交付するなど、支援に努めています。

２ 点検（課題）

地域で後継者をうまく育成している団体は活動が活発ですが、後継者が不足し

ている団体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、後継者はもとより指導者の育成も不可欠です。世代を

超えて地域で受け継がれてきた伝統芸能は、地域の一体感を醸成することにも

寄与してきたものであることから、地元の自治会や学校を核とし、各種関係機

関等とも連携し、これら伝統芸能にどのよう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どのように再発見させ、発信させられるかが課

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ます。

三原田小学校歌舞伎クラブの活動や、津久田小学校での人形芝居出前講座の

実施等、今後も児童・生徒の歌舞伎や伝統芸能の学習について、継続して支援し

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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（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。活動の目的や内容は異なり

ますが、それぞれが歴史資料館を中心に自主活動を行っています。また、市内小

中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

習の指導にあたっており、そのほかにも竹工芸教室、月を愛でる会等、団体と教

育委員会、歴史資料館が連携した活動も行っています。

これらの団体に対して補助金等は交付していませんが、団体の活動をしやすく

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。これらの団体が協力して実施するイベントとして、２９年度も北橘歴史

資料館を会場とした「縄文まつり」を行いました。

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、さらに会員同

士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。

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が適切に評価されるようになれば、活動の改

善や活発化が図られると考えられます。

４ 学識経験者による意見

評価のとおりとする。


