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１

はじめに
前 橋 市 教 育 委 員 会 で は 、「 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 」
第２７条の規定に基づき、平成２２年度の教育委員会の活動を振り返る
とともに、教育行政方針の柱に沿って、学識経験者の意見をいただきな
がら、教育委員会自らが点検・評価を行い、報告するものです。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）
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。
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平成２３年度における点検・評価の概要
(1) 対 象 事 業
平 成 ２ ２ 年 度 の 教 育 委 員 会 の 活 動 及 び「 平 成 ２ ２ 年 度 教 育 行 政 方 針 」
に位置付けられた主な施策・事業を対象に評価を行いました。
(2) 点 検 ・ 評 価 の 方 法
最初に、各施策の所管課で自己評価を実施し、それを基に教育委員
会が点検・評価を行いました。なお、評価に当たっては、学識経験者
から評価内容や適切な指標の設定など、評価の手法についてアドバイ
スをいただくとともに、本市教育委員会の各具体的施策に対する意見
をいただきました。

３

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る行政委員会のひとつで、合
議制の執行機関であり、教育行政の中立性・安定性を確保するため、地
方公共団体の長から独立して設置されています。原則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
ています。
平成２２年度の教育委員会の活動を振り返るため、平成２２年４月１
日から平成２３年３月３１日までの教育委員会の活動について、次のと
おりまとめました。
(1) 教 育 委 員 会 会 議 の 開 催 状 況
ア 開催日数等
教育委員会会議については、前橋市教育委員会会議規則において
定例会と臨時会が定められており、定例会は原則として毎月１回開
催し、臨時会は必要に応じて開催することとされています。平成２
２年度の開催状況は、次のとおりです。
(ｱ) 定 例 会 １ ２ 回
(ｲ) 臨 時 会 １ 回
イ 審議内容等
「 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 」第 ２ ６ 条 に 基 づ き 、
次のとおり審議を行いました。
件

名

件

数

教育行政方針について

1

教育委員会事務の点検・評価について

1

教育文化功労者の表彰について

1

教育財産の取得又は処分について

1

職員人事について

９

委員会の規則の制定、改廃について

2

１２

市議会議案についての意見について
（予算３件、条例２件、事件 1 件）

６

附属機関の委員の委嘱及び任命について

５

その他

３
計

３９

※

開催日ごとの審議案件は、次ページの「平成２２年度教育委員
会 審 議 案 件 一 覧 」（ 以 下 「 一 覧 」 と 表 記 し ま す 。） の と お り で す 。
※ 上記のほかに、一覧に記載のとおり、教育長からの諸報告その
他事業に関する報告が行われました。
(2) 教 育 委 員 会 会 議 以 外 の 活 動 状 況
教育委員会会議のほかに、協議会（任意に開催される打合せ会議）
の開催や学校その他の教育施設等の視察を実施し、意見交換を行いま
した。
また、各種行事等にも出席しました。
ア 協議会 ４回
イ 学校その他の教育施設等の視察 ４回
実

施

日

５月２１日
１０月

８日

視

察

先

児童文化センター、市立前橋高等学校
桂萱東小学校、宮城幼稚園

１月１７日

細井小学校、芳賀中学校

２月２５日

城東小学校、下増田運動場

ウ

各種行事等
群 馬 県 市 町 村 教 育 委 員 会 連 合 会 総 会 、成 人 祝 、教 育 文 化 功 労 者 表 彰
式など
(3) 教 育 委 員 会 の 活 動 に 対 す る 評 価
教育委員会では、平成２０年度から教育委員による学校その他の教
育現場の視察を行っており、平成２２年度も４回（８施設）実施しま
した。
また、市内の全ての学区において、教育長その他関係部課長が出席
してＰＴＡ会長及び学校長との意見交換を行う移動教育委員会を実施
し、学校・家庭・地域の声を吸い上げ、市教委と保護者の連携を深め
るとともに、教育現場の声を活かした教育行政の推進に努めました。
今後も「県都まえばし教育のまち」の具現化に向けて、継続的に実
施していく必要があるものと考えています。

3

平成２２年度教育委員会審議案件一覧
開催日 会議区分 案件区分
4月12日

定例会

諸報告

件

名

(1) 職員の人事異動（課長補佐級以下）の専決について
(2) 教育委員会事務の点検及び評価について
(3) 平成２２年度学校施設等整備計画（案）について
(4) 第１１回前橋シティマラソンの開催について
(5) 平成２１年度末教職員人事の概要について
(6) 小学生への図書館利用カードの配布について

議案

議案第１３号
報告第１号

その他

前橋市体育指導委員の委嘱について
職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について

(1) 行事について
(2) 下増田運動広場の整備について
(3) 平成２２年度前橋市立前橋高等学校入学者選抜実施結果につい
て
(4) 平成２１年度前橋市立前橋高等学校卒業生進路状況について
(5) (新）総社公民館建設の概要について
(6) 児童文化センターの再整備（設計）について

5月11日

定例会

議案

議案第１４号

平成２２年第２回定例市議会提出予定議案(条例）
の作成に対する意見について

議案第１５号

前橋市立学校授業料等減免に関する規則の改正に
ついて

議案第１６号

前橋市立高等学校管理規則の改正について

議案第１７号

前橋市社会教育委員の変更に伴う委嘱について

報告第２号
その他

職員の人事に係る臨時代理について

(1) 行事について
(2) 第１１回前橋シティマラソンの開催結果について
(3) 大室古墳群公開・普及イベントの開催について
(4) ブックスタート事業の実績について

6月22日

定例会

諸報告

(1) 平成２１年度不登校の状況について
(2) 平成２２年度前橋市中学生海外研修事業について

議案

その他

議案第１８号

前橋市スポーツ振興審議会委員の任命について

議案第１９号

前橋市文化財調査委員の臨時委員の委嘱について

議案第２０号

前橋市公民館運営審議委員の委嘱について

(1) 行事について
(2) 絵本セット団体貸出事業の平成２１年度実績について

7月16日

定例会

諸報告

(1) 平成２２年７月１日付け職員の昇格について
(2) 第３２回少年の主張前橋大会の実施結果について

議案

議案第２１号

前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
の改正について

議案第２２号

平成２３年度使用前橋市立前橋高等学校の教科用図
書の採択について

議案第２３号

平成２３年度使用前橋市立小・中・特別支援学校の
教科用図書の採択について

4

開催日 会議区分 案件区分
その他

件

名

(1) 行事について
(2) 平成２２年度第１回前橋市スポーツ振興審議会の開催結果につ
いて
(3) 第５４回前橋市民講座の開催について
(4) 小学生への図書館利用カード配付の実績について

8月18日

協議会

議題

定例会

議案

１ 平成２２年度前橋市教育員会事務の点検・評価報告書（案）に
ついて
議案第２４号

平成２２年第３回定例市議会提出予定議案（予算）
の作成に対する意見について

議案第２５号

平成２２年度前橋市教育委員会事務点検・評価報告
書について

議案第２６号

「前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規
則」の改正について

議案第２７号

「前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規
則の一部を改正する規則」の改正について

報告第３号
その他

県費負担教職員の処分に係る内申の臨時代理について

(1) 行事について
(2) 工事請負契約の締結について
(3) 「前橋市生涯学習フェスティバル２０１０」の開催について

9月17日

協議会

議題

１

平成２２年度教育文化功労者表彰候補者の選考について

定例会

諸報告

(1) 平成２１年度教育費決算の概要について
(2) 平成２３年度前橋市立前橋高等学校前期・後期選抜志願者案内
について

議案

議案第２８号

平成２２年度前橋市教育文化功労者の決定について

議案第２９号

教職員人事に関する基本方針について

報告第４号
その他

職員の行政処分の臨時代理について

(1) 行事について
(2) ｢前橋市生涯学習フェスティバル２０１０」の開催結果につい
て
(3) 平成２２年度前橋市中学生海外研修事業及び市立前橋高校海
外研修事業の体験発表会・帰国報告会及び今後の活動について
(4) 第４６回前橋市青少年育成大会の開催について
(5) 「戦争と平和を考えるコーナー」設置結果について

10月1日

臨時会

議案

10月13日 定例会

議案
その他

(1) 教育委員長の選挙、委員長職務代行者の指定等
議案第３０号

前橋市学校給食共同調理場の管理及び運営に関する
規則の改正について

(1) 行事について
(2) まえばし学校フェスタ２０１０の開催について（まえばし教育
の日事業）
(3) 平成２２年度移動教育委員会について

11月11日 定例会

諸報告

(1) 学校における暑さ対策について
(2) 前橋こども公園の再整備に伴う前橋児童文化センター業務の一
部停止について
(3) 平成２３年度市立幼稚園の入園申込状況について

議案

議案第３１号

平成２２年第４回定例市議会提出予定議案（予算）
の作成に対する意見について

議案第３２号

教育財産（土地）の取得に係る申出について
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開催日 会議区分 案件区分
その他

件

名

(1) 行事について
(2) 第３８回前橋市郷土芸能大会の開催について
(3) まえばし学校フェスタ２０１０の開催結果について
(4) 第６３回優良公民館文部科学大臣表彰について
(5) 第５４回市民講座の開催結果について
(6) 第４６回前橋市青少年健全育成大会の結果について
(7) 平成２２年度前橋市海外研修事業体験発表会及び帰国報告会の
結果について

12月20日 定例会

諸報告

(1) 平成２２年度「まえばし教育の日事業」について
(2) いじめ問題への対応について

その他

(1) 行事について
(2) 宮城幼稚園園舎竣工式の開催について
(3) 市民体育館弓道場における物損事故について
(4) 第５５回全日本実業団対抗駅伝競走大会について
(5) 前橋・高崎連携文化財展の開催について
(6) 第６３回前橋市成人祝の開催について
(7) ふれあい図書館まつりの結果について

1月13日

協議会

議題

１

定例会

議案

議案第１号

平成２３年４月１日付人事異動方針について

報告第１号

職員の行政処分の臨時代理について

その他

平成２３年度当初予算要求概要（教育費）について

(1) 行事について
(2) 平成２２年度前橋市公民館職員研修「社会教育主事によるワー
キングチーム研究結果」について
(3) 平成２２年度生活実態調査について
(4) 第６３回前橋市成人祝の開催結果について

2月17日

協議会

議題

１

平成２３年度教育行政方針（案）について

定例会

諸報告

(1)「まえばし『夏の学び舎』」（新規事業）について
(2)研修用デジタルカメラ等盗難事件への対応について
(3)公民館利用者への鍵の貸出し時間延長について
(4)前橋市立図書館本館中央カウンター業務及びこども図書館カウ
ンター業務の民間委託について

議案

議案第２号

平成２３年第１回定例市議会提出予定議案（予算）の
作成に対する意見について

議案第３号

平成２３年第１回定例市議会提出予定議案（条例）の
作成に対する意見について

議案第４号

平成２３年第１回定例市議会提出予定議案（事件）の
作成に対する意見について

議案第５号

平成２３年度教育行政方針について

議案第６号

前橋市文化財施設の設置及び管理に関する条例施行規
則の改正について

議案第７号

前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校管理規則及
び前橋市立幼稚園管理規則の改正について

議案第８号

県費負担教職員（管理職）人事の内申について

6

開催日 会議区分 案件区分
その他

件

名

(1)行事について
(2)前橋・高崎連携文化財展の開催結果について
(3)平成２２年度前橋市社会教育活動功労者への感謝状の贈呈につ
いて
(4)「朔太郎と能」の開催結果について

3月25日

定例会

諸報告

(1)前橋市指定文化財の種別及び名称の整理について
(2)第１６回山王廃寺等調査委員会の開催結果について

議案

その他

議案第９号

前橋市教育委員会行政組織規則の改正について

議案第１０号

前橋市教育委員会職員の職の設置に関する規則等
の改正について

議案第１１号

前橋市教育委員会公印規則の改正について

議案第１２号

前橋市指定文化財の指定について

議案第１３号

弱視者等のための特別支援学級等の設置及び運営
に関する規則の改正について

議案第１４号

市費負担教職員（管理職）の人事について

(1)行事について
(2)平成２３年度市立前橋高等学校入試結果について
(3)平成２３年度前橋市中学生海外研修事業について
(4)文化講演会「前橋藩日記にみる庶民のくらし」の開催結果につ
いて
(5)読み聞かせ入門講座の開催結果について

7

４

Ⅰ

平成２２年度教育行政方針の概要

基本理念
前橋市教育委員会は、「前橋市民憲章」を基本として、「水と緑と詩のまち 前橋」
の豊かな自然や薫り高い文化を背景に、明日の前橋を担う人づくりのための基本理念
を次のとおり定め、その実現に努めます。

前橋市民憲章 ・ 市民の願い
わたくしたちは
水と緑と詩のまち 前橋の市民です
日々のしあわせと伸びゆくこのふるさとの
明日をめざして
１ やさしい心をもとう
１ 強いからだをつくろう
１ たのしく働こう
１ 自然をまもろう
１ 文化を大事にしよう
（昭和５８年７月１日制定）

基
１
１
１
１
１

本

理

念

思いやりの心、自他を尊重し協力し合う態度や社会に奉仕する心を養う
自らものを見、考え、意見を持ち、主体的に行動する力を養う
健康でたくましい体力と精神力を持ち、生き生きと働く力を養う
自然を愛し守る心、文化に親しみ創造する心を養う
明日の前橋を担う人づくりの環境整備を進める

8

Ⅱ

施策の柱
前橋市教育委員会は、基本理念をもとに、次の５つの充実を「施策の柱」とし、市

民自らが求める姿の実現に向け、学校、家庭、地域及び行政が一体となり、「県都前
橋

教育のまち」の実現を目指します。
【充実の１】

【充実の５】

「生きる力」を育む
学校教育の充実

「教育のまち」を支
える施設・環境の
充実
充実の５

【充実の２】
心豊かな地域づくり
の充実

誰もが住んでよかった
誰もが学んでよかった
･･･と思える「まち」

県都前橋
【充実の４】

実

教育のまち
現

へ

スポーツ・レクリエ
ーションの充実

人間性豊かな
青少年育成の充実

市民が求める市民の姿

求める市民像

求める子ども像

【充実の３】

・社会参加する市民
・学び続ける市民
・健康づくりに努める市民
・思いやりのある優しい子ども
・基礎基本を身につけた子ども
・丈夫なからだを持つ子ども
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Ⅲ

目標と施策の構成
１「生きる力」を育む学校教育の充実
◎

「県都前橋

教育のまち」の実現に向け、「生き生きと学ぶ、元気な前橋の子ども」を育てる

教育を推進します。
具体的には、「学校力を高める学校経営」「魅力あふれる教育活動」「開かれた学校づくり」
の３つの重点目標を設け、「知・徳・体」の調和のとれた教育活動を展開し、「夢や希望をはぐ
くむ学校文化の創造」を目指します。また、市立前橋高等学校では、「市立前橋高等学校充実発
展策」に基づいた教育活動を実践し、生徒一人ひとりが大きな夢を持ち、高い志をたててその実
現に向けて努力できる学校づくりを推進します。
この重点目標の実現に向け、義務教育では１４、幼稚園では１３、高等学校では１０、教育プ
ラザでは８つの具体的施策を推進します。

２

心豊かな地域づくりの充実

◎

「地域づくり」という今日的課題と社会教育とを結びつなげることに焦点を置き､社会的要請に応
えるとともに、地域課題の解決を目指します。そのため「学び」と「地域づくり」を有機的に結合さ
せる“～生涯学習「三つの仕掛け」～”を推進します。さらに様々な人権問題の解決に向け人権教育
の推進や各種生涯学習事業の推進を目指します。
「三つの仕掛け」
①子育てを支援する仕掛け
②公民館という仕掛け
③団塊世代の地域回帰への仕掛け

◎

地域づくりに地域の誇り、伝統としての郷土芸能や史跡など、文化財の活用を進めます。

◎

市民が自ら学び、考え、心豊かに暮らせ、また、子どもたちが楽しく読書活動に親しめるよう図書
館を充実します。
具体的には、８つの重点目標を設け、それぞれの目標の実現に向け、２７の具体的施策を推進しま
す。

３
◎

人間性豊かな青少年育成の充実
前橋市は、めざす青少年像を「礼儀正しい青少年」「思いやりのある青少年」「自主・自律の精
神に満ちた青少年」とし、人間性豊かな青少年を育成します。そのため、家庭、地域、学校の連
携のもと前橋市青少年健全育成計画「いきいき前橋っ子

はぐくみプラン」でその推進を図りま

す。家庭、地域、学校それぞれの目標は、次のとおりです。
・家庭

きびしく、あたたかく育てよう 明日を担う前橋っ子

・地域

地域のみんなで育てよう

・学校

夢や希望をはぐくむ学校文化の創造

明日を担う前橋っ子
生き生きと学ぶ元気な前橋の子ども

具体的には、３つの重点目標を設け、それぞれの目標の実現に向け、７つの具体的施策を推進
します。
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４

スポーツ・レクリエーションの充実

◎

市民の生きがいづくりと健康増進のため、生涯を通じて身近にスポーツに親しめる環境づくり
を推進するとともに、競技スポーツ人口の拡大のためスポーツ団体の育成に努めます。
具体的には、２つの重点目標を設け、それぞれの目標の実現に向け、７つの具体的施策を推進
します。

５

「教育のまち」を支える施設・環境の充実

◎

生涯にわたる「学び」「創造」「交流」の場として、環境に配慮した高機能・多機能な施設づく
りとともに、安全、安心、健康、快適な施設づくりを目指します。また、防災の拠点として、災害
に強い施設整備を進めます。
具体的には、１つの重点目標を設け、それぞれの目標の実現に向け、５つの具体的施策を推進し
ます。
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５

教育委員会の施策に関する点検・評価

（１）施策の重点目標別評価
※ 評価基準
Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画どおり進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

【充実の１】 「生きる力」を育む学校教育の充実

施 策 の 重 点 目 標
【義務教育】学校力を高める学校経営
学校経営の基盤となる各種管理体制や指導体制、学校評

（１） 価等の充実を図ることにより、学校力を高めます。

【義務教育】魅力あふれる教育活動
基礎・基本の確実な定着をはじめ、知・徳・体のバランスの取

具体的施策
評価

施策数

Ａ

2

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

3

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

2

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

4

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

3

Ｂ

0

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

4

Ｂ

0

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

（２） れた教育を進めるとともに、子どもたちが「生きる喜び」や「学
ぶ楽しさ」を味わえるような魅力ある教育活動を展開します。

【義務教育】開かれた学校づくり
地域の教育力を積極的に活用するなど、学校と地域社会、
（３） 関係機関との連携を深めるとともに、各学校で展開されている
教育活動への説明責任を明確に果たすことで、開かれた学校
づくりを一層推進します。

【幼稚園教育】学校力を高める学校経営
学校経営の基盤となる各種管理体制や指導体制、学校評
（１） 価等の充実を図ることにより、学校力を高めます。

【幼稚園教育】魅力あふれる教育活動
基礎・基本の確実な定着をはじめ、知・徳・体のバランスの取

（２） れた教育を進めるとともに、子どもたちが「生きる喜び」や「学
ぶ楽しさ」を味わえるような魅力ある教育活動を展開します。

【幼稚園教育】開かれた学校づくり
地域の教育力を積極的に活用するなど、幼稚園と地域社
（３） 会、関係機関との連携を深めるとともに、各幼稚園で展開され
ている教育活動への説明責任を明確に果たすことで、開かれ
た園づくりを一層推進します。

【高校教育】学校力を高める学校経営
校訓である「進取・自律・創造」を実践できる生徒を育成する
（１） ため、教職員一丸となり、学校力の向上に取り組みます。

【高校教育】魅力あふれる教育活動
生徒
主体的 自主的な
組
基本
生徒一人ひとりの主体的、自主的な取り組みを基本とし、

（２） 「文武両道」をモットーに学習と部活動のバランスのとれた学
校生活の実践を支援し、高い理想と明確な目標の実現に向け
た「進路に強い市立前橋高等学校」を目指します。
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評

価

学校評価については、８割を超える学校がニーズ度方式に移行してき
ました。今後は、充実指針を生かせる学校評価システムの改善が求めら
れます。
学校経営の柱となる安全管理、生徒指導体制、教職員の資質向上に
ついて、具体的施策により充実させることができました。
特別支援教育については、個の実態に応じた支援の充実を図ってい
きます。また学校評価については、学校教育充実指針を生かせる学校
評価システムの改善が求められます。
平成２２年度の学力検査の結果から、基礎・基本の確実な定着につい
て、一定の成果を得ることが出来ました。また、徳・体（健康教育）の部分
においてもそれぞれの具体的な施策について計画通り進めることができ
ました。今後は体力の向上に向けた施策を工夫改善していく必要があり
ます。
人権教育については、参加体験型ワークショップや人権教育に視点を
当てた授業の参観により、教員が人権感覚を磨くとともに授業改善に有
効であると感じています。今後は、限られた時間に中でさらに効果的な
研修になるよう研修内容の見直しを求められます。

頁

18
|

23

24
|

30

学校支援センター及び寺子屋事業のボランティア登録人数も目標値
学校支援センタ
及び寺子屋事業のボランティア登録人数も目標値
31
を越え、地域と連携・協力した教育活動をすすめることができました。今
|
後は、各学校のホームページの充実を図るなど、学校からの情報提供を
34
一層進める必要があります。

市立幼稚園独自の評価項目による学校評価を行い、各園の課題を明
35
確にして、その解決に向けた方策に取り組むことができました。また、園
|
からの要請により、出前訪問研修・相談に応じ、障害のある幼児の教育
37
相談や、教職員の資質の向上に努めることができました。

幼児が基本的な生活習慣を身に付け、主体的に活動することを促し支
えるため、各市立幼稚園とも計画訪問や要請訪問、幼児教育センター
56
主催の研修会への積極的な参加を通して、教師の資質向上図ることが
できました。

地域の人的・物的資源を活かし、園活動を充実させることができまし
た。また、各種通信、Ｗｅｂページ、園庭開放、保育参観等により、園の
教育活動を、保護者や地域に対して発信することでき、ほとんどの保護
者から、高い評価を得られました。

全校集会において、内面に訴える指導、各種行事の事前事後に参加
姿勢について継続的な指導、または授業、課外学習、学習合宿の充実
と全職員による身嗜み等の指導を行い、学校力の向上に取り組めまし
た。

38
|

41

42
|

43

学年職員による進路検討会の実施 担任から進路について具体的事 44
学年職員による進路検討会の実施、担任から進路について具体的事
例を用いた指導、部活動参加者に対する日常生活の指導を行い、学習 |
47
と部活動のバランスのとれた学校生活の実践を支援できました。

施 策 の 重 点 目 標
【高校教育】開かれた学校づくり
PTA・同窓会及び地域社会との連携を密にし、地域に根ざし

（３） た学校づくりを目指します。

情報、資料整備・提供機能の充実
教科書、研究報告書等の教育関係資料やビデオ、DVD等

（１） の視聴覚資料の情報提供に努め、活用を推進します。

教職員研修、調査・実践研究機能の充実
研修の充実により教職員の実践的な授業力と経営力の向上

（２） を目指し、調査・実践研究の推進により学校における課題解
決を支援します。

相談機能の充実
各種相談機関の連携を深め、教職員の資質・能力を高める

（３） ことにより、相談機能の充実を目指します。

幼児教育の充実
幼児教育センターとして、幼児教育にかかわる調査・研究、

（４） 各種研修、幼保小連携推進事業、各種相談、情報提供等をと
おして、幼児教育の充実を図ります。

具体的施策
評価

施策数

Ａ

0

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

3

Ｂ

0

Ｃ

0

Ｄ

0

評

価

ＰＴＡによる中庭ふれあいコンサートの開催、ホームページによる学校 48
活動の早期発信、地域自治会へ学校活動の案内を配布等を通じて、地 |
50
域に根ざした学校づくりにに取り組めました。

学校文書等教育資料の収集、整理、保存を行い、またビデオやＤＶＤ
などの視聴覚資料の提供（貸出）の推進を図ることがでました。

51
|

52

より効果的な教職員研修となるように各講座ごとに研修内容や形態等
53
について改善を進めることができました。また、本市の教育課題である教
|
科指導の充実、特別支援教育、人権教育、学級経営について提言性の
54
ある実践研究を行うことができました。

相談者や相談内容に応じて、各種相談機関と連携することができまし
た。また、教育相談研修を実施することで、教職員の相談技術が向上し
ました。

55

曜 催
研修会の土曜開催、アンケート調査などにより、多くの教員が参加しや
すい形態等の工夫をしました。
56
幼保小連携地区ブロック研修会での助言等を通して、市内の幼小連
|
携の推進ができました。
59
福祉部との連携により多くの園所への訪問をし、就学相談へとつなぐこ
とができました。

学識経験者意見
学校教育については教育活動の充実と教職員の資質向上のために多くの事業が実施され、すべての事業でＢ以上の評価でした。特に、幼稚園で
は研究活動の活性化や幼保小連携への取組が、小中学校では基礎・基本の定着のための取組や職場体験の充実が、また市立高校における進学
率の向上や部活動での活躍が注目されます。一方、小中学校における食育及び特別支援教育への取組、高校における学内研修の在り方について
は、目標達成に向けた工夫と努力が求められています。
学校運営の面では学校評議員制度が定着するとともに、学校評価アンケートについても市独自の方式が開発され、学校改善に活用されていま
す。
また、平成22年度から幼児教育センターが前橋市総合教育プラザに移転し、それに合わせて教育プラザの機能が拡充されました。特に、各種教
員研修や教育相談機能が充実している点については高く評価できます。前橋市の教育活動を支える拠点として、今後の活躍がますます期待されま
す。
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【充実の２】 心豊かな地域づくりの充実
施 策 の 重 点 目 標
子育て支援の充実
家庭教育学級をはじめとする学習機会を提供し、家庭の教

（１） 育力の向上を図るとともに、子育てをサポートする体制を整え
ることにより、地域における子育ち・子育て環境の充実を目指
します。

公民館機能の充実
住民のニーズを踏まえた各種講座や地域課題・今日的課題

（２） の解決に向けた講座を開催するとともに、地域情報の発信の

場、地域住民の交流の場としての公民館機能の充実を目指し
ます。

地域の担い手の育成と活用
「団塊の世代」の人材活用も含め、シニア世代が、その豊富

（３） な職業・人生経験などを地域に還元できるような環境づくりを
目指します。

職員体制の充実
市民サービス向上への意識と社会教育に関する専門的な知

（４） 識を有する職員の育成・強化を図ります。

人権教育の推進
一人ひとりが人権の意義や重要性について正しい知識や豊

（５） かな人権感覚を身につけ、人権が尊重される地域社会づくり
を目指します。

各種生涯学習事業の推進
生涯学習を推進するため、身近な地域から全市的な事業ま

（６） で幅広く支援し、生涯学習の推進を目指します

史跡や文化財の活用
前橋の歴史的風土に根ざした伝統と文化を尊重し、広く市

（７） 民に周知するとともに、郷土前橋を愛する心を育てます。

図書館の充実
市民の多様な学習要望に応えるとともに、暮らしに役立つ図
（８） 書館の充実に努めます。
また、子ども読書活動を推進し、本好きな子どもの育成に努め
ます。

具体的施策
評価

施策数

Ａ

1

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

5

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

0

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

評

価

家庭教育学級は、平成２２年度は全１６公民館で実施され、３,０９２人
が受講し、出席者の満足度も高く、子育て支援の充実が図れました。ま 61
|
た大学と連携し効果を上げた公民館もありました。
子育サポート体制については、生涯学習課と地区公民館で連携して 62
事業を行い、事業から実際に託児ボランティアが生まれています。

地域づくり講座で地域理解を進める講座が多く見られ、住民みずから
63
が地域を大切にしていく土壌を作る講座の推進が図られました。また、
|
少年教室、家庭教育学級、高齢者教室を全公民館で実施し、受講者
68
数の増加により、市内全地区で市民ニーズに応えることができました。

地域づくり講座、セカンドライフセミナーなどの事業で、シニア世代を
はじめ地域住民が自分たちの地域に愛着を持ち、地域のリーダーとし
て活躍できるよう、６公民館で事業実施しました。

69
|

71

年間を通して公民館職員研修を行い、職員の意識の向上を図りまし 72
た。また、全公民館に社会教育主事の配置をしていくことを目標に、社 |
73
会教育主事講習に職員を１名参加させました。

平成２２年度は、県の事業委託がありませんでしたが、人権教育指導
者研修事業では、対象団体の選定に努めた結果、当初の目標を大き
74
く上回ることができ、人権教育が推進できました。集会所人権教育推進
事業では目標を下回ったものの前年度実績を上回ることができました。

「生涯学習フェスティバル」では、多くの市民が気軽に生涯学習に触
れることのできる機会が持てました。また、「市民展覧会」は市民の芸術 75
創作活動の発表の場として長年継続している事業であり、最も身近な
|
展覧会です。生涯学習推進の手段としても有効性の高い事業であると 76
考えます。

実施事業ごとの進捗状況には差がありますが、全体としては計画通り
順調に推移しており、史跡や文化財の活用を図ることができました。

図書資料を整備し、分館を日曜・祝日に新たに開館することにより、
図書館利用者が増え、身近で魅力ある読書環境を提供しました。ま
た、ブックスタートや絵本団体貸出、新たに小学生への図書館利用
カードの配付等、こどもの読書活動を推進できました。

学識経験者意見
「地域づくりは人づくり」とは、既に言われて久しいところであります。その意味で、人づくりのための様々な仕掛けが各課において着実に取り組ま
れていることがうかがえました。
生涯学習・社会教育の分野においては、特に地域づくりという今日的課題を視野に入れた新たな取り組みがみられ、一時期において全国的に指
摘された個人の学びに傾注しているという状況からの転換が開始され、そのための努力がなされていることが感じられます。史跡や文化財は、その
歴史的意義はもちろんのこと、地域づくりという観点からも、その地域の大いなる財産であり、市民とともにそれらを活用しようとする姿勢がうかがえ評
価できます。図書館は、文化都市・教育都市のまさに核となる「場」です。子どもたちへの積極的な働き、全市図書館網が完成しつつあること、さら
に利便性を高める最新システム導入が計画されていることなど 評価できる取組がなされています
に利便性を高める最新システム導入が計画されていることなど、評価できる取組がなされています。
今後は、これらの取り組みを広く市民と共有できる情報発信の在り方に関して、まだ検討の余地が十分にありそうですので、期待しております。
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77
|

81

82
|

86

【充実の３】 人間性豊かな青少年育成の充実
施 策 の 重 点 目 標
地域健全育成活動の充実
家庭、地域、学校との連携のもと、地域健全育成活動を推進

（１） し、人間性豊かな青少年の育成を目指します。

健全育成支援活動の充実
青少年支援センターによる問題行動防止対策、被害防止対
（２） 策、不登校・いじめ対策を、迅速かつ効果的に進め、青少年
の健全育成を支援します。

体験・学習活動の充実
青少年の体験活動を支援する人材の育成とプログラムの開
発及び青少年教育施設機能の充実に努めるとともに、青少年
の国際感覚の育成を推進し、自主・自律の精神に満ちた人間
（３） 性豊かな青少年の育成を目指します。

具体的施策
評価

施策数

Ａ

0

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

評

価

前橋市青少年健全育成計画「いきいき前橋っ子はぐくみプラン」の部
分改訂を行い、市民活動のテーマを「大人と子どもが共に活動する体
験の充実をはかりましょう」としました。各種団体の会議等において、趣
旨の理解と活動の重点等の周知を図ることができました。また、前橋の
87
こどもを明るく育てる地区別活動、青少年健全育成大会、のびゆくこど
ものつどい、子ども会育成団体連絡協議会の活動、青少年育成推進
員連絡協議会の活動、成人祝開催事業、遊び場利用推進事業等が
計画通り実施できました。
「子どもの被害防止活動の充実」の１つの指標を除き、「問題行動の
防止と早期発見・早期解決」、「不登校・いじめ対策の充実」のいずれ 89
の指標も目標を達成し、青少年の健全育成を支援できました。指標の |
妥当性については今後も毎年検討し、効率的で効果的な健全育成支 91
援活動の推進に努めます。
小中学生の自然体験活動の充実のために、中学校林間学校指導者
講習会、小学校自然体験活動指導者講習会を教職員対象に実施し、
理論と実習を通して自然体験活動の在り方の理解を深めるとともに、
指導協力者のリストアップや講師派遣事業が実施できました。
児童文化センターにおいては、現状の施設設備、職員・運営体制の
92
中では精一杯の事業展開ができていると考えています。さらに、子ども
|
たちや親子の健全な体験活動充実のため、建設工事中及び新館にお
94
ける事業の充実に努めます。
中学生海外研修事業について、事前研修により本研修の充実を図る
ことができました。また事後の活動についても、生徒は、校内での体験
発表や地域での体験発表、帰国報告会等により国際交流活動に積極
的に取り組みました。

学識経験者意見
人間性豊かな青少年育成という課題は、今日の社会にとって、大変重要かつ大きな課題であるともいえます。地域社会のつながりが希薄化して
いると言われ、また少子化が進行する中で、子どもたちの成長に資する様々な体験活動や日常の経験が不足しがちであることは従前より指摘され
てきたところです。そのような状況の中で、様々な体験学習の機会を用意されていることは、大変意義深いものであります。
また、大人たちによる見守りも、細やかに進められていることがうかがえました。今後も、青少年を支える視点を維持していただき、地道ではありま
すが、着実な取り組みがなされることを期待しております。
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【充実の４】 スポーツ・レクリエーションの充実
施 策 の 重 点 目 標
日常的な運動と体力づくりの推進
市民がいつでも、どこでもスポーツに親しめる環境づくりを推
（１） 進し、スポーツを通じた生きがいづくり・仲間づくり・健康な心と
体づくり・明るい地域づくりを目指します。

スポーツ団体の育成と競技力の向上
各種スポーツ団体の育成と運営支援により、競技スポーツ人

（２） 口の拡大と競技力の向上を推進し、市民のスポーツへの意識
の向上に努めるとともに、健全な青少年の育成を図ります。

具体的施策
評価

施策数

Ａ

2

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

評

価

生涯にわたり、市民がスポーツに親しむための各種施策を体育指導
委員の活動を通して、「いつでも、どこでもスポーツに楽しむ環境づく
95
|
り」の推進が図れました。また、市民ニーズを把握し、各種教室等を指
定管理者と連携し積極的に開催しスポーツを楽しむ機会の提供を図る 99
ことができました。

本市のスポーツを総括する前橋市体育協会の運営支援により、ス
100
ポーツ団体の育成と種目団体の競技力向上が図れました。また、前橋
|
市スポーツ少年団の運営支援を通して、単位少年団の育成、指導に
101
努め青少年の健全育成を図れました。

学識経験者意見
これまでの取り組みを十分に生かしながら、着実に取り組まれていることが確認できました。また、これまでの点検評価を踏まえた改善もみられまし
た。今後は、改善等により新たに導入した取り組みの検証を確実に行い、その内容をより良いものにしていただくよう努めていただいただきたいと思
います。
スポーツ・リクリエーション活動の意義は、子どもたちの成長、高齢社会への対応等々、今後の社会にとって、より一層高まるに違いありません。今
日的な視野に立ちつつ、取り組みが充実していくことに期待しております。
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頁

【充実の５】 「教育のまち」を支える施設・環境の充実
施 策 の 重 点 目 標

具体的施策
評価

施策数

教育施設の整備

Ａ

2

安全性の確保や環境への配慮など、生涯にわたる「学び」
「創造」「交流」の場としてふさわしい施設づくりを推進します。

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

（１）

評

価

（学校教育施設）耐震化を重点に進め、安全性の確保に努めていま
す。また、建替えの際には太陽光発電設備の設置により環境教育の推
進と環境面にも配慮した施設としています。なお、体育館の整備につ
いては、中学校については建替え、大型化とし、小学校については耐
震化と同時に大規模改修を行い、教育環境の向上を図るとともに地域
活動においても快適に利用できるように施設整備を行っています。
（社会教育施設）総社公民館整備が予定したスケジュールに沿って
契約、着工、施行できました。公民館運営では、整備・補修工事につ
いて、優先度に応じた執行をするとともに、各館へのカメラ設置など安 102
|
全対策に配慮した工事も実施しました。
（青少年教育施設）児童文化センター再整備については、一部震災 108
の影響で遅れているものの、概ね計画どおり建設が進んでいます。工
期中、ゴーカート運行の中止等ありましたが、主催事業及び児童の安
全に配慮しながら建設を進めることができました。
（スポーツ施設）多目的運動場である下増田運動広場が完成し、施
設の充実が図れました。また、安全な施設利用について指定管理者
への指導を徹底しました。
(文化財施設)当初の予定通りに進められたましたが、文化財施設整
備の方向性を打ち出すには、さらに検討が必要と考えます。

学識経験者意見
施設の充実、改修等の計画は、すべて順調に進捗していることが確認できました。今後も着実な計画履行をお願いいたします。
施設の充実、改修等の計画は、す て順調に進捗していることが確認できました。今後も着実な計画履行をお願いいたします。
また、東日本大震災の後、教育委員会が所管する施設は、市民にとってこれまで以上に重要な意味を有することが改めて再認識されました。日
頃の教育、学び、諸活動が円滑に取り組まれる環境を整備することはもちろん、積極的に防災や環境という視点を取り込んだ、施設・環境整備を進
めていただきたいと思います。
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頁

（２）具体的施策別評価
【充実の１】 「生きる力」を育む学校教育の充実
具体的施策 （義務教育）学校経営の充実に向けた学校評価の活用

施策の
ねらい

各学校においてこれまで進めてきた学校評価の取組をさらに充実させ、調査や情報収集によって明
らかになった学校課題の解決に向けた組織マネジメントの工夫や学校関係者評価を生かす工夫な
ど、学校経営の充実に向けた取組を支援することを目指す。

主な実施事業名

学校評価システム

1 の充実

事業概要

事業指標

学校評価システムや学校関係者評価を活用し、
学校課題の具体化とその解決に向けた学校経営
の取組を支援する。

学校評価の評価項目「学
校評価の結果に基づい
て、教育計画が改善され
ること」で４段階評価の
達成の程度の平均値が５
以上の学校の割合（最高
値７）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

66%

75%

68%

児童・生徒がよりよい学校生活を送るために、各学校において、学校評価結果を生かしながら教
前年度評
価に伴う 育活動がさらに充実するよう、学校評価に関する研修会の開催（２回）や学校評価システムに関す
る研究を実施しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

６月２５日に希望者を対象に「学校評価システム研修会」を実施したところ、小・中学校より３
９名の教員の参加がありました。７月２６日の教務主任研修会では、前橋工科大学小林清教授を講
師に「学校評価の考え方と学校経営」について研修を行い、学校評価の意義について理解を深める
ことができました。
また、市内の状況としては、平成２０年度より始まった現行の学校システムが３年を経過し、学
校評価を学校経営や特色ある学校づくりに生かしているという学校が増えてきています。
学校評価システムに関する調査研究から、８割を超える小・中学校（５９校）が本市独自のニー
ズ度方式を採用しており、今後も増加することが予想されます。

前橋市独自の学校評価システムとしてニーズ度方式を開発し、その普及が図られてきた結果、大
多数の学校で採用されるようになりました。今後は、その結果を実際の学校改善に活かすことが求
められています。平成２２年度の実績が目標に達しなかったことは、評価システムの活用の仕方な
学識経験
どの点でまだ現場の理解が深まっていないことを示唆しています。学校独自評価項目を導入する試
者意見
みも、次第に普及しつつありますが、評価すべき教育活動やそのねらいと、それを評価するための
評価項目の設定にはまだ工夫と改善の余地があるように思われます。独自方式の普及は着実に進ん
でいるので、研修等を通じてその趣旨を浸透させていくことが次の課題だと思います。

学校独自の評価項目を追加して学校評価を実施している学校が増え、２割（１４校）に達してい
ます。今後さらに学校独自の評価項目を追加し、調査を行う学校が増えると思われます。そこで、
それに対応できる学校評価システムのデータ処理ソフトの開発が必要であり、平成２３年度には、
システム開発に着手していきたいと思います。
課題及び
また、平成２２年度から始まった「まえばし学校教育充実指針」と学校評価の評価項目を関連さ
改善策
せてほしいとの学校からの要望があるとともに、「まえばし学校教育充実指針」を生かせる学校評
価の報告書様式についても改善していく必要があり、システム開発とともに対応していきます。そ
して、システム開発後には、学校評価担当者を中心に、学校評価システムの活用についての教職員
研修を行いたいと思います。
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具体的施策 (義務教育）教職員の資質・能力の向上

施策の
ねらい

指導主事が学校へ訪問し、各教科等の指導や校内研修の取組について指導助言することにより、教
職員の授業力、マネージメント能力などの資質の向上を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学校訪問指導や研 ２年間ですべての学校を訪問する計画訪問と学
1 究校の指定による 校からの要請により行う要請訪問の機会をとら
えて教師の指導力向上に取り組む。
指導力向上支援

学校訪問の評価
・学校訪問報告書の５
段階評価で上位２位以
上の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

87%

85%

89.7%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２２年度は計画訪問（２年計画）の２年次にあたり、３９校園（うち幼稚園は２園）を訪問
指導しました。各教科等の指導では、授業を公開した教諭に対して新学習指導要領の趣旨や本市の
各教科等の課題を踏まえた指導助言を、全体会では、自校の校内研修の取組状況について協議や指
導助言をそれぞれ行うことができ、教職員の資質・能力の向上を図ることができました。
要請訪問は、平成２２年度、２３校から要請があり、延べ４３回に渡り訪問を実施しました。要
請訪問は、自校の課題が明らかになった学校が訪問指導を要請するため、すべての学校で指標をク
リアすることができました
リアすることができました。

計画訪問は２年計画で進められ、２年目の平成２２年度も予定通りに実施されました。新指導要
領完全実施の年度に当たり、訪問指導は例年以上に重要な意味を持っています。教員個人の指導力
の向上はもちろんのこと、全体会において全学的な取組について指導助言することで、新しい指導
学識経験 要領に基づく教育活動がスムーズにスタートできたものと思います。とはいえ、小学校の外国語活
者意見 動のような新しい活動や、内容の増えた教科等については、今後もきめ細かい指導を継続していた
だきたいと思います。
要請訪問は主に研究指定校等が中心になっていると思いますが、生徒指導上の問題を抱えている
学校等でも積極的に活用するよう、学校側に呼びかけることも必要だと思います。

平成２３年度は小学校学習指導要領が完全実施となり、新たに設けられた外国語活動の他、各教
科等では年間指導計画に基づく授業が行われることになります。訪問指導の中で、新学習指導要領
課題及び の趣旨を踏まえた授業改善と合わせて、年間指導計画についても指導助言するなど、教科等の経営
改善策 にかかる指導助言を充実させていきたいと考えます。
要請訪問については、学力向上をはじめ、生徒指導や学校経営など、様々なニーズに応じられる
よう、他課との連携を図りながら進めていきたいと思います。
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具体的施策 (義務教育）生徒指導体制の充実

施策の
ねらい

訪問指導や研修会等を通して、教師と子どもたち、及び子どもたち相互の望ましい人間関係づくり
に向けた指導方法の改善や指導体制の充実を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学校訪問や研修等通して教師の児童生徒への関
積極的な生徒指導 わり方を支援するとともに、人間関係づくりに
1 の充実
ついての研修会を行い、各学校での実践を推進
する。

学校評価
（学校が楽しいという
児童生徒の割合５段階
評価で上位２位以上の
割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

85.6%

前年度評
総合教育プラザと連携し、研修において指導資料「きずな」を活用したり、訪問指導の機会にお
価に伴う
ける指導を充実したりしながら、日常の指導に役立つ情報の提供に努めました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

計画訪問においては、授業中における子どもの意見・発言の生かし方や子どもの存在を認め、賞
賛する声かけの仕方などを、具体的に指導してきました。また、総合教育プラザにおける教務主任
研修、研修主任研修、及び希望研修講座において、人間関係作り資料「きずな」を活用した具体的
な事例を基に、児童生徒の人間関係づくりのためのスキル指導等について研修を実施し、成果を得
ました。

生徒指導の基本は一人ひとりの児童生徒理解に基づいた個別指導にあり、その成果は充実した学
校生活を送る児童生徒の姿になって示されることになります。学校が楽しいと感じている児童生徒
の比率を指標とすると、実績は目標を大きく上回っています。しかし、学校別の評価結果を見る
学識経験 と、明らかに小学校で高く、中学校で低くなっています。この指標を使って各学校が生徒指導の数
者意見 値目標を設定する場合には、小学校と中学校を分けて考えた方が良いように思います。また、学校
評価アンケートの中の教職員評価項目に学校の決まりや約束を守って生活しているかという項目が
ありますが、この項目での評価結果は必ずしも高くないのが気になります。この評価項目をもうひ
とつの事業指標として利用することも検討する価値があると思います。

人間関係作りの取組を進めていく上で、研修の成果をさらに広め、日々の具体的な実践につなげ
課題及び ていくことが求められます。また、市の研究指定校（積極的な生徒指導）の成果を発表会や資料等
改善策 により広めていくことも一つの方法となると考えます。指標については、小学校と中学校の実態が
異なる部分があることを踏まえ、次年度に向け検討していきたいと思います。
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具体的施策 (義務教育）安全管理・指導の徹底

施策の
ねらい

校内・園内及び通学路の安全点検の徹底を図るとともに、児童生徒の日常生活に潜む危険を予測し
回避する能力を育成し、自他の安全に配慮して安全な行動がとれるようにする。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

通学路の危険箇所確認及び校舎内外の安全点検
結果、学校事故・交通事故に関する情報提供や
危険回避能力の育
安全教材を配付し、危険場面を想定した具体的
1 成
な対応の指導、避難訓練や交通安全教室などの
体験的な活動を支援する。

学校評価
交通事故や不審者等に
あわないようにするた
めの学習がよくできて
いる児童生徒の割合５
段階評価で上位２位以
上の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

83.7%

75%

86.3%

駒形小学校での事件を踏まえ、学校とＰＴＡの連携により青色パトロールを定期的に実施した
前年度評
価に伴う り、危機回避能力の更なる育成に向け、各学校へ交通安全教室や避難訓練の内容を見直しを図るよ
う指導しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

学校を取り巻く交通事情や社会情勢は年々変化し、児童生徒が通学途中に事故や事件に巻き込ま
れる可能性が高まる中、保護者と連携して通学路の安全点検を実施して危険箇所を把握することは
不可欠であると考えます。平成２２年度においては、平成２１年度の駒形小学校での事件を踏ま
え、学校とＰＴＡが連携し、青色パトロールを定期的に実施するなど地域の安全確保に向けた取組
が定着してきました。また、学校安全総合点検を学期ごとに集約し、各学校の取組内容を把握して
改善を図ることで、様々な緊急時を想定した避難訓練を実施することができ、児童生徒の危険回避
能力を高めることができました。さらに、東日本大震災時においては、停電により連絡手段が途絶
えたものの、各学校内では子ども達の避難誘導や施設の安全点検が行え、学校と教育委員会が連携
をとりながら連絡を取り合うとともに、計画停電や給食への対応等を適切に行うことができまし
た。

３月に起こった東日本大震災の時には、停電によりいくつかの学校との連絡が一時的に途切れた
こと以外には、大きな問題もなく対応できたとのことで、日頃の安全管理・指導の成果によるもの
だと思います。このような機会をとらえて、教職員や児童生徒だけでなく、保護者に対しても防災
学識経験 意識を高める働きかけをしておくことが、将来の防災に役立つことにつながると思います。
日常的な安全管理・指導の最大の課題は交通事故防止と交通安全の確保にあると思います。常に
者意見
地域の交通事情をチェックし、通学路の安全確保と指導を続けていくことが求められます。事業指
標では目標を上回る実績が上がっており、児童生徒の安全指導は効果的になされていることがわか
ります。特に自転車通学の生徒が多い中学校では交通安全指導の徹底をお願いします。

通学路の状況を把握した上で、地域や関係機関とさらに連携して、児童生徒の安全を確保してい
く必要があります。また、各学校で作成している危機管理マニュアルや交通安全教室や避難訓練の
内容について、学校や地域の実態に応じて引き続き見直していく必要があります。
特に、中学校では自転車の乗り方やマナーについて、交通安全教室等で指導の徹底を図っていく
課題及び 必要があると考えます。
また、安全教育に関する目標値の設定が低かったので、目標設定値の改善を行っていきたいと考
改善策
えます。
さらに、大震災時に備えた緊急連絡手段の確立に努めるとともに、避難所となる学校施設の詳細
な初期対応要領等について、関連課と詰める必要があります。

21

具体的施策 (義務教育）特別支援教育の推進
施策の
ねらい

児童生徒一人ひとりに応じた特別な教育的支援が行えるよう臨時職員を配置するとともに、各学校
の特別支援教育体制の充実を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

特別支援学級の担任1人では指導が困難な児童生
徒に対して、指導の援助を行うための特別支援
児童生徒への支援
学級介助員を配置する。また、通常学級におい
1 の充実
て特別な支援が必要な児童生徒に対して、生活
の向上を目差し学校支援員を配置する。

配置した学校支援員の
成果調査
(効果的な活用のため
の評価項目に対する評
価の割合５段階評価で
上位２位以上の割合)

－

75%

90%

特別支援教育校内委員会の設置及び特別支援教
特別支援教育の推
育コーディネーターの活用を推進し障害のある
2 進
児童生徒の実態把握と支援を充実させる。

特別支援教育の推進に
ついての状況調査４項
目５段階評価の合計点
が１５点以上の学校の
割合

26%

60%

40%

特別支援学級介助員及び学校支援員の学校への配置については、年度途中に希望してきた学校に
前年度評 対し、緊急雇用の特別支援教育サポーターの配置状況や予算の執行状況を確認しながら配置しまし
価に伴う た。
改善
特別支援学級介助員や学校支援員の研修を行い、障害児童生徒に対する専門的な知識や技能の向
上を図りました。
進捗管理
Ｂ Ａ：計画以上に進められた Ｂ：計画通り進められた Ｃ：計画より若干遅れている Ｄ：計画よりかなり遅れている

評

価

特別支援学級介助員及び学校支援員の配置活用については、予算の執行状況を確認しながら、配
置の必要性の高い学校に配置することができました。また、支援員を対象とした研修会を年間３回
行うことができました。
各学校の特別支援教育体制の充実については、全ての学校で特別支援教育コーディネーターの指
名や特別支援教育校内委員会が設置されました。
希望職員向けの研修会や特別支援教育コーディネーター研修会を実施するなど、各学校の支援体制
の充実に向けた取組を行うことができました。

特別支援教育の充実のためには人的資源の確保が急務です。人的資源には２つの面があり、ひと
つは個別指導計画に従ってきめ細かい指導ができるよう、指導が必要な児童生徒数に応じた支援員
や介助員を配置することです。この点については目標を上回る実績が上がっています。もうひとつ
学識経験 は、児童生徒の実態に合わせた適切な指導計画を立てられる専門性を備えた人材である特別支援教
者意見 育コーディネーターの確保とその活用ですが、残念ながらこの点については目標を大きく下回る結
果になっています。支援員や介助員を効果的に活用するためには、指導の前提となる指導計画が適
切に立案されている必要があることから、コーディネーターの質的向上は最優先の課題です。それ
までの間は、支援員や介助員を配置するよりも、専門家の派遣をする方が効果的かもしれません。

各学校からの評価を見ると、研修会の成果が十分に生かされていなかったり、取組はしているが
支援を要する児童の数が多すぎて十分に支援が行き渡らない状況があったりするなど、課題をもっ
ている学校も見られました。
従って、各学校において特別支援教育コーディネーターが十分に機能できるよう、サブコーディ
ネーターを指名するなど、学校の実情に応じた取組ができるように学校に指導していきたいと考え
ます。また、学校内において特別支援教育に関する研修を行うなどして、職員の意識向上や障害者
課題及び
に対する理解を深めるようにしたいと考えます。
改善策
特別支援教育コーディネーターの資質向上については、通級指導教室担当や養護学校特別支援教育
コーディネーターといった専門性の高い教職員の巡回相談の活用を促すといった取組をさらに充実
させていきたいと考えます。
また、特別支援学級介助員や学校支援員の配置についても、今後も予算の執行状況を確認しなが
ら配置を必要とする学校への配置を工夫していきたいと考えます。同様に、特別支援教育サポー
ター（緊急雇用）の配置についても、学校の状況を把握しながら進めていきたいと考えます。

22

具体的施策

施策の
ねらい

(義務教育）より良い教育環境を目指す学校の適正規模化の推進
児童生徒のよりよい教育環境の整備と、教育の質のさらなる充実を目的として、学校の適正規模及
び適正配置を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

「前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本
方針」に基づき、緊急性の高い対象校や「適正
学校の適正規模・ 規模地区委員会」の設置を希望する学校に「適
1 適正配置推進事業 正規模地区委員会」を設置し、通学区の見直し
や学校の統合について検討協議を行い、学校の
適正規模化を図る。

適正規模地区委員会の
設置状況

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

5地区

6地区

6地区

学校の適正規模化は教育的な必要性だけではなく、長期的視野に立って地域住民の理解と合意に
基づいて進めてきました。その結果、第二中学校と第四中学校を統合した「みずき中学校」が、地
前年度評
域や保護者の理解を得て、平成２３年４月に開校することとなりました。また、東小学校の大規模
価に伴う
校化の解消や滝窪小学校金丸分校の適正規模化については,「子どもたちのために」という視点とと
改善
もに、地域の諸事情も考慮し、現状を維持しながら、子どもたちにとってよりよい学習環境を整備
するという方向となりました。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

市教委に寄せられる市民の声や保護者・地域住民の協議状況から「児童生徒に望ましい教育環境
を整備する」という学校の適正規模化の目的への保護者や地域住民の理解は深まってきていると考
えられます。
第二中学校と第四中学校の統合が６月議会で議決され 平成２３年４月の「みずき中学校」開校
第二中学校と第四中学校の統合が６月議会で議決され、平成２３年４月の「みずき中学校」開校
に向け、順調に業務が進められてきました。この「みずき中学校」の開校は、保護者や地域住民の
理解と合意に基づいて進められたもので、開校に伴う諸準備も保護者・地域住民・学校が一体と
なって進められてきました。こうした状況は、今後新たに進められる学校の統合に向けた理想的な
モデルとなると考えられます。
東小学校では、よりよい教育環境の整備に向けて、保護者・地域住民が地域や学校の実態を踏ま
え、しっかりと協議を行い、今後の東小学校のよりよい教育環境づくりにむけた方向性が示されま
した。
このほかの適正規模地区委員会でも、保護者や地域住民が子どもたちのよりよい学習環境の整備
という視点で、地域の学校の在り方について検討協議が行われ、「学校の適正規模・適正配置」の
事業が推進されているものと考えられます。

平成２２年度は第二中学校と第四中学校の統合が正式決定し、４月にはみずき中学校の開校が実
現しました。それまでの関係機関・関係者間の話合いや調整は非常に民主的に行われ、これからの
学校の適正規模化を図る上でのモデルケースになると思います。関係者のご努力に敬意を表したい
と思います。
学識経験
平成２２年度には他の地区でも委員会が立ち上がるなどの動きがありました。学校の適正化は単
者意見
に学校とそこに通う児童生徒・保護者だけの問題ではなく、コミュニティの在り方に関わる問題で
もあります。結論を出すこと大切ですが、住民が自分たちのコミュニティの将来について話合い、
考える機会にもなります。学校作りはコミュニティ作りでもあるということを意識して進めていっ
ていただきたいと思います。
滝窪小学校金丸分校の存続という結果は基本方針とは異なるものの、保護者や地域住民が｢分校の
子どもたちをできるだけ本校の子どもたちと交流させてほしい｣という付帯事項がつきました。今後
どの程度交流が深められるか、また現在の課題が解決するかを見守り、適切な対応を取ることが課
題です。
嶺小学校では保護者や地域住民から「適正規模地区委員会」を立ち上げて欲しいとの要望が出さ
課題及び れ、地区委員会が設置されましたが、今後は「子どもたちの立場に立って考える」という視点とと
改善策 もに、地域のコミュニティについても配慮しながら、じっくりと保護者・地域住民との合意形成を
図ることが必要です。
春日中学校と広瀬中学校では、自治会やＰＴＡを中心に、「中学校を考える会」での意見交換を
経て、適正規模地区委員会が設置されました。今後は、第二中学校と第四中学校の統合の経緯も踏
まえながら、地域や保護者の理解と合意を得て、地域づくりにも配慮しながら検討協議を進めてい
く必要があります
く必要があります。
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具体的施策 (義務教育）基礎・基本の確実な定着

施策の
ねらい

個に応じるきめ細かな指導の充実に向け、指導内容や指導方法についての提案や助言を行い、児童
生徒の基礎・基本の確実な定着を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

きめ細かな指導を推進し、国語等教科支援講
きめ細かな指導の 師・学習支援講師を配置するとともに、支援講
1 充実
師の指導力の向上を目指して、研修会を実施す
る。

学校評価(配置校)
（授業がわかると言う
児童生徒の割合５段階
評価で上位２位以上の
割合）

78.9%

82%

79.4%

各学校における言語活動の充実と言語環境整備
言語の能力向上推
のための資料提示や学校訪問や研修等を通して
2 進
言語の能力向上への取組を支援する。

言語活動の充実、言語環境整備の
取組状況調査
（取組状況評価５段階評価で上位
２位以上の割合）
言語活動の充実に係る内容で校内
研修を行った学校の割合

－

80%

84.7%
90.3%

各学校において「学習習慣形成のためのヒント
集(H19市教委版)」を活用したり、学校訪問や研
学習習慣の確立支
修等を機会を活用したりするなど、学習規律に
3 援
ついての情報提供を行い、学習習慣の確立を推
進する。

学習習慣についての推進
状況調査
（学習習慣形成のための
取組成果５段階評価で上
位２位以上の割合）

－

75%

67.5%

全国比
＋3.86
ﾎﾟｲﾝﾄ

全国比
＋４
ﾎﾎﾟｲﾝﾄ
ｲﾝﾄ

全国比
＋4.07
ﾎﾎﾟｲﾝﾄ
ｲﾝﾄ

「授業改善資料（H22市教委版）」の活用を推進
し、課題に応じた授業改善の在り方について研
ＣＲＴ学力検査の結果
授業改善推進事業
4
修会を開催するとともに、担当校指導主事によ
る支援を行う。

「きめ細かな指導の充実」については、児童生徒の理解度の面からの評価を重視した指標とする
とともに、支援講師のニーズに応じた課題の設定、グループ協議を中心とする研修会に改善しまし
前年度評
た。「言語の能力向上」については、評価指標を改め、直接的に学校の取組状況を把握できるよう
価に伴う
にしました。「学習習慣の確立支援」では、学校訪問において、ヒント集を活用した指導を徹底し
改善
ました。「授業改善事業」では、結果の分析シートを継続するとともに、授業改善資料を作成しま
した。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

「きめ細かな指導の充実」については、学校の要望を聞きながら国語等教科支援講師・学習支援講
師の配置を中学校２校にも広げました。目標にはやや届かぬものの、平成２１年度を若干上回る数
値が出ています。活用についてのアンケートでは、約９割の学校で、学習内容の理解・技能の定着
に効果があったとしていました。言語活動の充実及び学習習慣の形成は、多くの学校で課題として
いることから校内研修としての取組が見られました。また、計画訪問では、学校からの質問に対し
て「言語の能力向上推進会議中間報告」「学習習慣形成のためのヒント集」を引用しながら、具体
的な指導を行うことができました。「授業改善事業」に関しては、CRT結果分析に基づく「授業改善
資料」を作成し、各学校での活用を促したところ、９割の学校で授業改善の参考として活用があ
り、半数弱の学校では校内研修で資料として扱ったとの報告がありました。また、計画訪問におい
ては、個々の授業について担当指導主事より、課題に応じた指導を行い、授業改善の援助を行うこ
とができました。

国語等教科支援講師・学力支援講師の配置については、講師の資質向上と学校での活用が課題で
したが、講師を対象とした研修会が開催され、各学校での活用方法を例示する報告書が作成される
などの取組によって成果があがっていると思います。
言語活動の充実は新しい指導要領で強調された新しい教育課題であり、指標を見ると学校側の関
心も高く、積極的に取り組んでいることがわかります。
学識経験
学習習慣の形成については目標を達成することができませんでした。日頃の生徒指導に加えて保
者意見
護者にも協力を求めることが必要だと思います。
学力検査の成績はほぼ目標を達成することができました。成績を上げる一番の近道は成績の底上
げを図ることですが、結果に基づいて作成された資料には児童生徒のつまづきやすい問題と指導の
ポイントがあげられており、日頃の指導に役立つものとなっております。できればすべての学校で
活用して欲しいと思います。
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子どもたちの、知識・技能の定着とともに思考力・判断力・表現力の育成も大切です。ただし、
これらは定量的に測ることが難しいため、評価の指標を工夫していく必要があります。学力検査の
結果もその一つですが、学校評価アンケート等における子どもや保護者の授業評価、国語等教科支
援講師及び学習支援講師の学校での活用状況の結果等を生かしていく必要があると考えます。ま
課題及び
た、検査の結果を基に作成した指導資料の活用を促すため、訪問指導や校内研修での働きかけも必
改善策
要です。学習習慣については学力の基盤となるものであり、日々の学校での取り組みとともに家庭
との連携を一層深められるようにする必要があります。各学校ではこれまでも通信等で保護者への
働きかけを行ってきていますが、教育委員会としてもこれまでに作成した資料を通信等で取り上げ
てもらうなどの活用を促していくことも必要であると考えます。
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具体的施策 (義務教育）豊かな人間性の育成

施策の
ねらい

子どもたちの豊かな人間性を育むために、道徳の時間の授業改善を行なったり、人権教育の研修を
行なったりすることで、教職員の道徳教育、人権教育に関する指導力の向上を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

1 道徳教育の充実

担当指導主事と道徳主任会との連携を強め、
「心のノート」等を含む道徳の資料活用や指導
法の改善など、道徳の時間の充実に取り組む。

取り組み状況調査(資
料の活用や指導法の改
善に関する取り組み状
況５段階評価で上位２
位以上の割合)

－

75%

79%

2 人権教育の充実

人権教育授業研修や人権感覚を高めるワーク
ショップ研修を開催し、教師の人権意識の高揚
と指導力の向上を図り、教育活動全体を通して
人権教育の充実に取り組む。

実施研修内容にかかわ
る受講者の満足度

100%

80%

99%

道徳教育の充実では、「心のノート」の活用のみを成果とする指標とせず、道徳の時間の充実を
前年度評
図ることを指標としました。
価に伴う
平成２１年度は人権教育授業研修において授業研究会を開催しませんでしたが、平成２２年度は
改善
授業研究会を設けたことにより、さらに授業改善に向けた意識を高めることができました。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

道徳教育の充実では 主任会や学校訪問等で「心のノート」の活用を促すだけでなく 授業で使
道徳教育の充実では、主任会や学校訪問等で「心のノート」の活用を促すだけでなく、授業で使
用する資料の検討や中心発問等授業の構成を充実させたり、指導方法の工夫を図ったりと道徳の時
間が充実するよう周知を行いました。
参加体験型ワークショップ研修は、教師自らが人権感覚を磨いたり、人権感覚を磨くことの大切
さを理解する上で効果的であり、アンケートからも、本研修について９７％の受講者が役に立つと
回答しました。また、人権教育授業研修では、実際に人権教育に視点を当てた授業を参観しそれを
基に今後の在り方を考えることができたため授業改善に有効でした。また、アンケートでは、全て
の受講者が、長い目で見て、人権教育の充実に役立つと回答しました。

道徳教育の充実のためには各学校の道徳主任の働きがキーになります。事業指標としては道徳主
任を対象とした調査結果を利用し、目標を上回る実績をあげることができました。とはいえ、道徳
主任を対象としているのであればもっと高い数字が期待されます。また、道徳主任の取組が学校全
学識経験 体にどのように反映されているのかという点も気になります。
人権教育の研修会は参加者の満足度が高く、目標を大きく上回る実績をあげています。今後は、
者意見
内容の充実を図りながら、同時に参加者を増やしていくことが課題になると思います。体験型ワー
クショップの研修会では一度の参加者を増やすことは難しいと思いますが、回数を増やす等の方策
を検討してください。

道徳教育の充実では、各校の道徳主任と道徳教育推進教師が中心となって道徳の時間を計画的に
推進していくことが必要です。そこで、毎年開催している道徳主任研修会において、各校の道徳教
育全体計画や道徳の時間の年間指導計画の充実・改善に向けて指導していくとともに、学校への計
画訪問時の道徳の授業研究会において、道徳の授業が充実するための具体的な指導をしていこうと
思います。
課題及び
人権教育研修で行った参加体験型ワークショップ研修は、教員が人権感覚を磨くために効果的で
改善策
すが、研修時間が２時間以上必要なため、研修開始時刻が１５時以降では時間的な確保が難しい。
しかし、授業時数確保の観点から、研修開始時刻は早められないので、講師との事前の打合せを十
分に行い、研修内容のさらなる充実を図る必要があります。さらに、人権感覚を高めるワーク
ショップ研修では、比較的参加経験が乏しい教員が参加できるようにし、多くの教員が自らの人権
感覚を磨けるようにするなど、参加形態を工夫していきたいです。
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具体的施策 (義務教育）健康保持・体力の向上
施策の
ねらい

学校体育や部活指導、保健指導、食に関する指導の充実を通して、子ども達の健康保持増進、体力
の向上を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

新体力テストの取り組みを通して児童生徒の体
力の実態を把握するとともに、市全体の傾向も
明確にし、具体的な目標値を設定して体力向上
1 体力向上推進事業 を図る。また、教科体育や中学校の運動部活動
に専門的な技能を有する人材を派遣して部活動
の充実を図る。
担当指導主事と養護教諭主任会との連携によ
り、定期的な疾病治療調査を行い、各校の実態
を踏まえた治癒率の向上に取り組む。
2 治療率の向上
また、疾病予防に関する指導の在り方や家庭と
の連携の在り方等に関する研修会を充実させ、
疾病の一次予防に取り組む。
各学校における「朝食摂取率１００％運動」へ
3 朝食摂取促進事業 の取り組みを促進することを中核に、基本的生
活習慣の確立に取り組む。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

全国平均を上回る新体
力テスト各学年各種目
の割合

39%

55%

－

定期健康診断の結果、
治療の必要のない児童
生徒及び治療済みの児
童生徒の割合

－

93%

97.2%

①②
93%

① ②
94.1 96.8
%
%

80%

69 2%
69.2%

学校評価
(①朝食を摂取してい
②
る児童生徒の割合、② ① 93.4
90%
%
朝食摂取が重要と考え
る保護者の割合)

栄養教諭、学校栄養職員と連携して「食育推進
計画（H20版）」を推進し、児童生徒の望ましい
食習慣の形成に取り組む。
食に関する指導取組状
食に関する指導の
また 各学校に対し 給食の時間を直接指導の 況調査(５段階評価で
また、各学校に対し、給食の時間を直接指導の
4 充実
中心として位置付けた、「楽しくおいしい給食 ４以上の割合)
デー」の展開を促進するとともに、「食に関す
る指導」実践事例集を作成する。

－

１ 体力向上…小学校における体育授業プログラムを普及させるため、普及委員を講師に招き、小学
校体育実技研修会を行いました。また、体育主任研修会では体力向上に向けた研修を行い、各校の
課題解決に向けての取組を話し合いました。
２ 治療率状況調査（年４回）を行い、治療率の進行管理を行いました。養護教諭研修会では学校
前年度評
での取組について班別協議を行い、情報の共有化を図りました。また、学校保健委員会の中で治療
価に伴う
の重要性やむし歯予防などを取り上げるなど早期治療や予防の大切さを呼びかけました。
改善
３ 朝食摂取推進事業…、学級担任や栄養士が朝食摂取の有効性を児童生徒に指導したり、保護者
に対して啓発をも行ったりするなど、食に関する指導と関連させながら朝食摂取を推進しました。
４ 食に関する指導の充実…実践資料集に各学校における代表的な取組の指導計画を掲載しまし
た。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

１ 体力向上…前橋市全体で新体力テストを実施し、その結果をもとに本市の児童生徒の実態把握
や、実態に応じた課題解決への取組を行うことができました。また、体育主任研修会では、体力向
上の実践例を発表し、各校の改善策を話し合いました。小学校における体育実技講習会では、体育
授業プログラム普及委員を講師に実技指導を行い、文書では分からない細かな点まで先生方に伝え
ることができました。中学校の部活動では、各校から要請された人数分の外部指導者を派遣し、よ
り専門的な指導ができました。
２ 定期健康診断の適切な実施とそれに基づく年間を通した治療状況調査により、疾病異状の児童
生徒の健康管理が図られました。また、長期休業前の治療勧告やＰＴＡ集会、家庭訪問等を活用し
た治療状況調査など、家庭と連携した取組が実施することができました。
３ 朝食摂取…教職員や学校栄養士の取組により児童生徒や保護者の朝食摂取の認識の高まりが感
じられます。市としても１００％を目指しておりますので、朝食の内容の改善と合わせて来年度も
取り組んでいきます。
４ 食に関する指導…各教科や給食の時間など様々な場面を通して取り組まれておりますが、充実
度としては低くとらえている学校が多くありました。実践資料集においては、各学校の取組にかか
わる指導計画を掲載するなど改善を図ることができましたので、活用について検討していきます。
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体力テストの平均を向上させるには運動嫌いの子どもを減らすことが重要です。そのための方策
として、小学校体育の授業力を高めるための研修会や講習会は効果があると思います。また、講習
会がテスト結果で特に弱い面を補強するような内容になっている点も評価できます。
疾病治療率と朝食摂取率はいずれも目標を上回る実績を上げており、高く評価できます。どちら
学識経験 も最終的には100％達成が理想であり、家庭との連携による継続的な努力が必要な事業です。治癒率
者意見 については多くの学校で平成21年度より高まっていますが、中学校に低い学校が目立ちます。中学
生には保健教育の中で健康管理能力を育成することが治癒率の向上につながると思います。
食育の推進については目標を達成できませんでした。本来、食育は日常的な給食指導や生活科、
家庭科、学活、総合的な学習の時間等の授業の中で実践すべきものです。実践事例集には各学校の
取組が紹介されており、取組が遅れている学校は是非参考にして欲しいと思います。
１ 体力向上…新体力テストの結果から、本市の中学生は多くの種目で全国平均を上回りますが、小
学生は同程度か平均を下回る種目が多く見られます。そこで、運動好きの子どもを育てるための授
業の工夫や、休み時間や放課後も運動するように、学校として組織的・継続的に運動量確保の取組
を進めていく必要があります。また、現在の指標は実績値が明らかになるまでかなりの時間がか
かってしまうことから、運動嫌いの子どもの状況を把握するような内容の指標に変更していきたい
と考えます。
２ 全市的に治療率の低い項目や治療率の学校の格差があることから、児童生徒及び保護者へ向け
た啓発をさらに進めたり、養護教諭研修会等の機会を通じて、学校の取組内容を情報交換したりす
るなど、更なる取組が必要と考えます。
３ 朝食摂取…朝食に対する保護者の重要度と実際の児童生徒の摂取状況に差が見られることか
課題及び
ら、保護者が重要と考えていながら準備ができていない、或いは準備はされているが児童生徒が食
改善策
べないなどの状況が考えられます。今後も保護者への啓発を進めるとともに、児童生徒に対して生
活習慣や生活リズムの形成と関わらせた指導を充実させていく必要があります。また、朝食の内容
についても重要性が高いと考えられることから、栄養バランスの取れた食事などについても児童生
徒や保護者に対して啓発を一層図りたいと考えます。
４ 食に関する指導…実践資料集に掲載した指導計画が各学校で活用され、優れた実践が市内の学
校に広まっていくことが必要と考えます。そのために、食に関する指導の他校の実践例を自校の教
校に広ま ていくことが必要と考えます。そのために、食に関する指導の他校の実践例を自校の教
育活動にどのように活用していくのかということについて、検討していきたいと考えます。また、
食に関する指導情報交換会の内容について、学校における指導の向上に結びつくよう検討していく
ことが課題となります。食に関する指導では各学校の担当者が推進役となりますが、関連する教科
主任との連携を深めていくことも求められています。
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具体的施策 (義務教育）健康保持・体力の向上（学校給食）

施策の
ねらい

家庭・地域との連携を図り、基本的生活習慣の形成・確立を目指すとともに、疾病の治療促進や
一次予防に努める。また、栄養教諭・学校栄養職員との連携等により食に関する理解を深め、望ま
しい食習慣の形成を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前橋産農産物の使 前橋産農産物等の流通情報等の共有化を図り、
学校給食における地産地消の拡大を図る。

1 用拡大

前橋産農産物使用率

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

31.45%

35%

35.57%

2 献立内容の充実

前橋産農産物等の流通にあわせた献立の作成と
各地区の農産物を取り入れた献立の充実を図
る。

献立別前橋産農産物等
1.8品目/日 3品目/日 2.5品目/日
使用率

3 給食指導の充実

学校給食を生きた教材として給食指導の充実を
図る。また、生産者との交流による学校給食の
充実を図る。

学校訪問による給食指
1.52回/週 2.0回/週 2.3回/週
導回数

前年度評
地産地消を推進するため、農産物のみならず、鶏肉や鶏卵等の畜産物の使用も開始しました。
価に伴う
また 食育の充実を図るため 給食指導の回数を増加しました
また、食育の充実を図るため、給食指導の回数を増加しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

前橋産農産物の使用拡大については、夏の猛暑による地場産野菜の供給が激減する中にあって、
年度のトータルとして前年度を上回り、目標が達成できました。さらに、野菜以外の品目でも、鶏
肉、鶏卵、果実（イチゴ）など、前橋産の使用を開始しました。
献立内容の充実では、献立別の前橋産食材の使用品目数では、目標に達しませんでしたが、食育
の一環として、高崎市の人気メニューの情報交換や生産者との交流給食を実施するなど、子ども達
の食への関心を高める工夫を行いました。
給食指導の充実では、栄養職員による食の指導を充実するため、調理場の体制を整備し、指導回
数も目標を上回ることができました。

地産地消への取り組みは順調に進捗しています。一昨年と比較すると比率にして倍増しているだ
けでなく、米や豚肉などでは非常に高い地元産使用率を記録し、高く評価できます。また、給食の
時間に、地元産の食材を紹介する等の取り組みによって、生きた教材としての活用も効果を上げて
学識経験
います。関係者・関係部署との協力関係を深めて、今後とも推進して頂きたい事業です。
者意見
センター方式の給食では栄養職員が給食指導に当たる機会が少なくなりがちですが、学校訪問の
取り組みも計画以上に実施されました。献立内容の充実については、あと一歩で目標には達しませ
んでしたが、さまざまな方法で食育の充実が図られていると思います。

前橋産農産物の使用拡大については、平成２２年度は猛暑による作柄の不作や野菜の価格高騰の
影響で数値が伸び悩みました。平成２３年度もそうした不測の事態でも安定的に地産地消の推進が
図れるよう、より品目や数量が拡大できる方策を大胆に講じていくため、引き続き、農林課等関係
課題及び 機関との連携を強化していく必要があります。
献立内容の充実では、前橋産食材の使用献立数を増し、積極的に多くの食材を献立に取り入れる
改善策
よう調理場とも連携を強化していく必要があります。
食の指導については、給食時間の訪問指導を計画的に実施しているところですが、より学校との
連携を密にし、栄養職員を中心に調理場からの積極的な情報発信を行っていく必要があります。
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具体的施策 (義務教育）現代の教育ニーズに応じた多様な教育の推進

施策の
ねらい

環境保全、国際化社会、情報化社会やキャリア発達など、子どもたちを取り巻く現代の社会的な課
題の解決に向けて、自ら考え自ら行動し、逞しく生きていく力を育てる。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

キャリア教育推進資料をもとに、キャリア教育
の全体計画の見直しを行うとともに、事前事後
を含めた５日間の職場体験活動「まえばしキャ
1 職場体験推進事業 リアスタートウィーク」では、実施マニュアル
や事例を提示するなどして、各学校の取り組み
を支援する。

職場体験活動について
の生徒アンケート調査
(中学校)（体験によっ
て学ぶことがあったと
答えた生徒の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

89%

平成２１年度までは職場体験実施日数を指標としていましたが、今後は職場体験の内容の充実を
前年度評
価に伴う 図って良く必要があると考え、平成２２年度より、学習活動による子どもの意識変化を指標として
設定しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

職場体験をキャリア教育の柱的な取組として確立するためには、学習活動としての適切な評価が
欠かせません。今年度は事前事後の職場における活動も含め３日以上の体験活動を全ての学校で実
施し５日以上の体験活動を実施した学校も１５校になりました。体験日数はもとより、子どもたち
がどのようなことを学べたかに視点を置いて評価をしました。８校が全ての生徒が学ぶことがあっ
たとしており、望ましい勤労観・職業観の育成につながる感想等が多く回答されています。

新しい学習指導要領で、中学校での職場体験の充実が求められるようになりましたが、短い準備
期間の間に、ほぼすべての中学校で職場体験を実施できる体制を整えることができました。多くの
関係者・関係機関の努力と協力の成果であり、高く評価できます。また、実施の有無ではなく、生
徒アンケートによる学習成果に目を向けた事業指標を設定したことも適切で、目標を大きく上回る
学識経験 成果を上げています。キャリア教育のより一層の充実に期待します。
なお、この施策においては、キャリア教育だけでなく、環境教育や国際化・情報化社会に生きる
者意見
ための教育等も求められます。環境教育については各学校でのグリーンカーテンの実施、また国際
化については小学校で新しく設けられた外国語活動の充実に向けた新しい取組等、他にも成果を上
げている事業も注目されます。同じ施策の一環として、これらの事業についても評価対象にできる
よう、検討して下さい。

８校において１００％の生徒が「学ぶことがあった」と回答をしている反面、６０％台の生徒し
か「学ぶことがあった」と回答していない学校もあり、職場体験の学習活動としての効果に差が生
じています。これは体験日数の長さとは直接の関係は見られないので、各校におけるキャリア教育
課題及び としての職場体験の位置づけや、事前指導等の指導内容によるものと考えられます。職場体験が単
改善策 なる体験活動に終始することないように、研修会や担当者を招集する会議の場等において優れた実
践を紹介したり、事前や事後の指導を含めてどのように各校で取組んでいるのかを把握し必要な指
導助言をしたりするなど、学校を支援していきます。また、小学校における外国語活動の充実度や
環境教育への取組状況等についても評価対象に加えるよう検討して参ります。
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具体的施策 (義務教育）学校評議員制度の活用

施策の
ねらい

学校が地域住民や保護者及び有識者等から幅広く意見を聞き、家庭や地域社会と連携して開かれた
学校づくりを推進する学校評議員制度の機能を活用し、学校改善に生かす。

主な実施事業名

学校評議員会の充

1 実

事業概要

事業指標

学校評議員会の持ち方や聴取した意見の学校改
善への生かし方について、各学校を支援し、学
校評議員会の充実を図る。

学校評議員から聴取し
た意見を学校改善に生
かせた学校の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

78%

75%

78%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・各学校から、教育に関する理解や見識を有する地域の人材が学校評議委員として推薦され、それ
らの方々からの意見聴取を通して、地域の意見を学校経営に生かすことができました。
・各学校で、学校評議員会を開催して（１校当たり平均２．２回）、意見聴取するとともに、学校
評議員会以外でも多くの学校が個別に意見聴取する機会を持ちました。
・学校評議員による意見聴取を学校経営に生かしており、登下校等の安全面や体力向上など多岐に
わたる意見内容をもとに学校改善に役立てています。

学校評議員制度も制度として定着し、どの学校でも年に２回以上は学校評議員会が開催されるよ
うになり、おそらく学校によってその運営方法にもさまざまな工夫がなされていることと思いま
す。事業指標は学校評議員の意見が具体的な学校改善に繋がった事例を見ているため、目標値も実
績もやや低い数字になっていますが、地域等との関係の中で学校に関心を寄せる多くの住民の代表
学識経験
である学校評議員に学校を理解してもらい、協力関係を築くという点では、どの学校もその目的を
者意見
達成しているものと思います。そのような制度の趣旨を活かすためにも、学校評議員会の開催だけ
でなく、学校行事や授業参観日等に招待して学校理解を深めてもらうなどの日常的な関わりを増や
す工夫や、それを評価できるような指標の工夫（たとえば、学校評議員の学校訪問回数など）も必
要になると思います。

・各学校評議員の方々に学校の教育方針や教育活動の理解をより深めていただくとともに、提供す
る情報の内容や提供方法及び機会を工夫するなどして、学校の実態を踏まえた、効果的な意見聴取
の方法を設定することが必要です。また、学校評議員が学校行事や学習参観などの学校の諸活動に
参加できる機会を増やすなどして、学校の教育活動についてさらに理解を深めていただくような工
課題及び
夫も必要です。
改善策
・学校評議員の意見を学校経営や学校改善に生かした取り組み例等を、教育委員会から各学校に提
供するなどの支援を通して、学校評議員制度を活用した学校改善をより一層推進します。
・各学校の教育活動の内容を、学校評議員をはじめ、保護者や地域の方々に積極的に発信し、地域
と連携した開かれた学校づくりをさらに推進します。
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具体的施策 (義務教育）地域の人材や学校支援センター等の活用

施策の
ねらい

地域の教育力を積極的に活用するとともに、学校と地域社会、関係機関との連携をより深め、各学
校で展開されている教育活動への説明責任をしっかりと果たすことで、開かれた学校づくりを一層
推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

地域の教育力を積極的に学校の教育活動に取り
入れ、より充実した教育活動を展開するため、
学校支援センター
ボランティアバンクの充実に向けた支援や、
1 充実事業
コーディネーター養成の支援を行い、学校支援
センターの活性化の支援を行う。

授業における学校支援
ボランティアの登録人 2,909人 3,000人 3,414人
数

地域の高齢者等と子どもたちの交流の場を設
学校支援寺子屋事 け、子どもたちの豊かな学びや確かな学力の定
2 業
着を図るとともに、高齢者の生きがいづくりや
居場所つくりを図る。

ボランティア登録者数

435人

450人

467人

平成２１年度に作成した学校支援センターハンドブックを希望する学校に再配布し、ボランティ
アバンクの整備・充実やコーディネーターの育成等、特に中学校を重点的に学校支援センターの活
前年度評
性化への支援を行いました。その結果、ＰＴＡ役員や地域ボランティアでコーディネーター役を担
価に伴う
う方を、中学校１１校で養成することができました。
改善
また、地域の高齢者等と子ども達との交流の場を設け、子どもたちの豊かな学びと学力向上の定
着を図る寺子屋事業を推進しました。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

学校支援センター活性化のため、学校支援センターハンドブックを希望する学校に再配布し、共
通理解を更に深めていただくなかで、各校の状況に応じた支援を行いました。そのなかでボラン
ティアバンクの登録人数が目標値を超えるとともに、コーディネーター役を担う方を、各校のＰＴ
Ａ役員や地域ボランティアの中から小学校１１校、中学校１１校で養成することができました。ま
た、学校支援寺子屋事業においては、子どもの豊かな成長を支援するよう、多様な実践が取組まれ
てきた結果、課題がより明確となり、より改善が図られてきています。このことから、開かれた学
校づくりが推進されたと考えられます。

学校支援ボランティアの登録人数は目標を大きく上回り、学校支援センターの機能の充実ぶりがう
かがえます。コーディネーターの養成も順調に進んでおり、今後は各学校独自の活動が活性化され
ていくものと期待されます。ただし、学校間の格差が大きく、まだ十分に地域の人材登用が進んで
学識経験
いない地域も散見されます。ハンドブックは内容がよく整理されているので一層の活用を図るとと
者意見
もに、活動の盛んな学校の事例などを広く紹介する等、学校参観や広報を通じて活動の輪を広げて
いき、格差を解消していただきたいと思います。寺子屋事業も事業として定着し、目標を上回る実
績を上げることができました。

学校支援センターについては全ての学校に設置され、それぞれにボランティアバンクが設置され
ていますが、学校がボランティアを必要とする学習場面とボランティアの希望や特性、特技等を調
整し、さらに効果的で充実した学習活動の支援が行われるようにしていくことが必要です。
学校支援センターの活性化に向けて、ボランティアと学校の調整役となるコーディネーターの養
成にさらに積極的に取り組み、必要に応じて効果的なコーディネートの方法等について情報提供し
課題及び
ていくことが必要です。
改善策
学校支援センターハンドブックを有効活用しながら、ボランティアの活動が充実している学校の
事例を積極的に広報したり、情報提供したりして、学校間の格差の解消をすることが必要です。
子どもたちに確かな学力の定着を図る一助となると考えられるとともに、地域の高齢者等に生き
がいづくりともなると考えられる寺子屋事業については、地域の教育力を高め、学校支援センター
との連携も図りつつ、情報交換会等を実施するなどして事業の充実を図ることとします。
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具体的施策 (義務教育）地域の文化や自然を生かした教育活動の推進

施策の
ねらい

川などの自然を活用した環境学習や地域指導者の協力による農産物の栽培体験など、地域の実態に
応じた様々な教育活動を進めることにより、児童生徒に地域とのつながりを肌で感じ取らせ、社会
性や豊かな人間性を育む。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

地域の教育資源活 地域の文化、自然などの教育資源を活用する教
1 用
育活動を関係諸機関と連携し支援する。

地域の教育資源を活用
した教材開発の充実度
調査（５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

87.5%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

各学校では、地域の自然や文化財、人材を活用した教育活動をこれまでも進めてきており、実績を
重ねてきていることから、目標を大きく上回ることができました。この点検・評価により、各学校
が地域の教育資源活用という視点で自校の教育活動を振り返れたことが、何よりの成果であると考
えます。

地域の文化や自然は各学校で特色ある教育活動を展開するための貴重な教材です。実績は目標を
上回り、多くの学校で積極的な活用が図られています。地域の教育資源を生きた教材として活用す
るためには、まず、地域についての情報を収集して正しく理解しておくことが求められます。この
学識経験 点については公民館など地域の社会教育関係機関との連携を深めることが助けになると思います。
者意見 また、教科や行事のねらいに合わせて教育活動の中に適切に取り込んでいくためには、毎年の活動
を指導案の形で蓄積し、継承していくことが必要です。教員は必ずしも学校の置かれた地域に詳し
いとは限りません、そのような先生でも地域の教育資源を活用した教育活動ができるよう、学校全
体の仕事として取組んでいただきたい事業です。

全体的には充実できた学校が多いですが、「あまりできなかった」と評価した学校に対しては、他
校の取組み例を紹介するなどの支援を行う必要があると考えます。また、各学校での取組につい
課題及び
て、ねらいの明確化や教科等との関連、活動そのものの充実など、質的な向上が図れるようにする
改善策
とともに、公民館等の施設との連携や実践例の蓄積等について指導助言を行っていきたいと考えま
す。
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具体的施策 （義務教育）教育活動の積極的な公開

施策の
ねらい

家庭や地域に対して学校の教育活動を積極的に公開することで、教育活動に対する理解を得るとと
もに、説明責任を果たす。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

各種通信やＷｅｂページを用いて学校の教育方
教育活動公開の推 針や日々の教育実践を公開することにより、説
1 進
明責任を着実に果たすとともに、家庭・地域と
連携を深めた学校教育の充実を推進する。

学校評価（保護者対
象）
（学校からの情報提供
５段階評価で上位２位
以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

75.7%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

教育活動の公開として、学校の教育方針や教育実践を家庭や地域に説明するために、学校通信や
学年・学級通信などの各種通信を有効に利用することができました。また、平成２３年１月に開局
した前橋コミュニティＦＭの中で「スクール通信」という番組を編成し、計画的に学校を紹介する
取組を進めているところです。
しかし、学校Ｗｅｂページの公開では、平成２２年度途中から、学校Ｗｅｂページのシステムが
新しくなったため、その移行作業等で十分な公開ができなかった学校もありました。

学校のＷｅｂページの内容は年々充実してきました。平成２２年度はシステムの変更がありまし
たが、どの学校でも行事の様子や学校の取組についての情報が発信されており、保護者だけでなく
地域住民にもわかりやすいものになっています。事業指標はＷｅｂページだけでなく学校通信等を
含めた情報提供に対する保護者の評価になっていますが、目標を達成できました。さらに実績を上
学識経験
げるためには、アンケート等により保護者がどのような情報を求めているのか把握する必要がある
者意見
かもしれません。
前橋コミュニティFMを利用した学校紹介の取組は、学校としては貴重な情報発信の機会であり、
また児童生徒にとっては愛校心を高める教育活動にもなり、大きな可能性を感じます。今後の展開
が楽しみです。

教育活動の積極的な公開のために、今までのように各種通信を活用し、情報を発信していくこと
が学校の説明責任を果たす上で重要と考えます。また、家庭・地域が必要としている情報を発信す
課題及び るという観点から、各種通信や学校Ｗｅｂページの内容等を充実していく必要があります。特に、
改善策 学校Ｗｅｂページは、平成２３年度中に新しいシステムへの移行が完了し、情報の発信がより簡便
化するため、内容の充実に役立つと思われます。今後は、保護者のニーズにも目を向け、提供する
情報の質的向上も図っていきたいと考えます。
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具体的施策 （幼稚園教育）園経営の充実に向けた学校評価の活用

施策の
ねらい

前橋市立幼稚園独自の評価項目を設定することにより、各園の成果や課題を明確にし、改善に向け
ての方策に取り組む。

主な実施事業名

1 学校評価の充実

事業概要

事業指標

市立幼稚園独自の評価項目を活用し実施する。
各園の経営方針を意識した独自の評価項目を追
加し、園の課題を明確にしてその解決に向けた
方策に取り組めるよう支援する。

学校評価（教職員対
象）
（「学校評価を基に改
善策を具体化してい
る」４段階評価の上位
２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

90%

96%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

幼稚園評価の保護者アンケートの結果と各行事の事前の検討、事後の評価をもとに、成果と課題を
明確にした上で、改善策を策定し、日々の教育活動に生かしました。行事等の事後評価に関して
は、職員だけでなく、保護者にアンケートをとり、今後の参考にしたり、改善に役立てたりしまし
た。そして各行事については課題と改善策を同一ファイルに記入し、教師間で情報を共有して改善
が図れるようにしました。また、学級経営案については、学期ごとに自己評価を行い、次の学期に
生かしました。

保護者アンケートの結果は整理されて教育活動の改善のために利用されているだけでなく、保護
者にも報告されており、十二分に活用されています。特に、園の経営方針を反映した独自項目を設
学識経験
定し、活動計画と結びつけた設計になっている点は高く評価できます。今後は、保護者のニーズや
者意見
要望を把握して新たな活動につなげることができるような工夫が求められると思います。アンケー
トの実施回数を増やすことや、自由記述欄や意見欄を活用する等の方策をご検討下さい。

学校評価の結果、行事の事後評価、幼児の実態などから、保育内容や園行事等の見直しと改善を
図っていく必要があります。その際には、職員が何でも話せる職場の雰囲気作りが重要です。ま
た、同じ人が何年も同じ分掌を受けもつことがないように工夫していくことも必要です。さらに、
課題及び
園の教育活動全般を常に新しい見方で見直していくよう努めることも大切です。各幼稚園の経営方
改善策
針を意識したその園独自の評価項目を追加し、課題解決に取り組むとともに、自由記述欄の保護者
のニーズや要望を把握して、新たな活動につなげ、特色ある幼稚園作りに生かせるようにしたいと
考えます。
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具体的施策 (幼稚園教育）教職員の資質・能力の向上

施策の
ねらい

「計画訪問」や園からの要請による「出前訪問」等をとおして園内研修の充実を図るとともに、
個々の教師の資質向上を目指す。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

計画訪問指導や出 年１回の計画訪問と幼稚園からの要請により行
1 前訪問等による指 う出前訪問の機会をとらえて教師の指導力向上
に取り組む。
導力向上支援

学校訪問の評価
（学校訪問報告書。５
段階評価で４以上の割
合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

85%

81%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

「計画訪問」を年１回実施することで、市立幼稚園の全ての教員に「保育・指導案にかかわる指
導・助言」を行うことができました。これに関しての評価は「役に立った」という園が１００％で
した。この他の評価項目「園内研修に関わる指導・助言」「情報提供」の項目の評価が低かったで
す。幼稚園からの要望を事前に聞いて、それに応えるために保育参観・事後指導を行う「出前訪
問」は報告書によると満足度は１００％でした。幼稚園の課題と捉え、指導して欲しいと感じてい
る部分に、応えていくことが重要です。

平成２２年度の実績は目標に達していませんが、計画訪問は十分な成果を上げているものと推測
されます。また、出前訪問も園からの要望に応えて実施されており、教職員の資質向上に役立って
います。園の研修ニーズを開拓するためには、これまで要望の多かった内容について研修プログラ
学識経験
ムを作成して園に対して提案していくことも一案です。
者意見
各園で実施している研究も冊子にまとめられ、参考になります。ただし、園によって書式が異
なっている点、各園が独自に研究を進めた成果だと思いますが、逆にそのために読者が戸惑う恐れ
があります。研究成果を共有し、蓄積し、深めていくためにも、一工夫して頂きたいと思います。

今後も、年１回の「計画訪問」を実施していきます。その際には、この訪問が園内研修の充実を
図り、個々の教師の資質向上につながるように、事前に幼稚園との情報交換を密に行い、「園内研
課題及び
修で指導して欲しいこと」「必要としている情報」等をしっかり把握して、幼稚園の要望に応えて
改善策
いけるようにしていきます。また、「研究のまとめ」の冊子に関しては、各園の実態や独自性を生
かしつつ、読み易さを工夫します。
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具体的施策 （幼稚園教育）安全管理・指導の徹底

施策の
ねらい

遊具・園舎内外の安全点検の徹底を図るとともに、幼児に危険を予測し回避する能力の育成を目指
す。

主な実施事業名

危険回避能力の育

1 成

事業概要

事業指標

遊具・園舎内外の安全点検を行い、様々な想定
による避難訓練や親子対象の交通教室を実施す
るなど、幼児の安全教育を推進する。

学校評価（保護者対
象）
(「施設の安全確保」
「安全教育の実施」４
段階評価の上位２以上
の割合)

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

80%

97%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

全職員で月１回の安全点検を実施したり、毎日の安全点検を担当が責任を持って行ったりして報告
し合い危険箇所の早期発見、早期改善を図ってきました。また、日々の保育の中で、施設、設備の
安全な使い方が守れるように指導に努めるとともに幼児の実態を教師間で話し合い、共通理解を図
りました。火災、地震、不審者侵入等を想定したマニュアルの共通理解を図り、避難訓練を繰り返
し実施するとともに、実施後に内容を見直しました。バス停班長会議、送迎コース保護者会議、保
育参観で親子交通安全実施体験などを聞き 交通安全に対する保護者の意識化を図りました
育参観で親子交通安全実施体験などを聞き、交通安全に対する保護者の意識化を図りました。

安全管理と安全指導は年間計画により適切に実施されています。園内の施設・設備の点検や避難
訓練に加えて、保護者への働きかけによって通園時の安全にも目配りされており、高く評価できま
学識経験
す。３月に東日本大震災があり、今は地震に対する防災意識が高まっている時期です。これを機会
者意見
に、家庭での緊急時の対応に対する保護者の意識を高め、危険回避能力の向上を図っていただきた
いと思います。

引き続き、月１回と日々の安全点検の実施と早期対処に努めることが重要です。また、避難訓練
を実施し、内容の見直しを通して、マニュアルを全職員が共通理解できるようにしておく必要があ
課題及び
ります。さらに、園外保育等実際の場面で道路の歩き方や横断歩道の渡り方など交通ルールを守り
改善策
正しく道路が歩けるよう指導するなど、分かりやすい交通安全教室の工夫を考えます。地震が起き
た時の避難の仕方や連絡方法等、保護者との連絡・連携を含めて明確にします。
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具体的施策 （幼稚園教育）学校評議員制度の活用

施策の
ねらい

学校評議員制度を活用することにより、園の課題解決に向けた方策の検討に生かす。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学校評議員会の持ち方や聴取した意見について
学校評議員会の充
の学校改善への生かし方について、各幼稚園を
1 実
支援し、学校評議員会の充実を図る。

学校評議員意見聴取等
報告書
(学校改善に生かせた
学校の割合８０％)

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

100%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

４園とも学校評議員会を年間２回以上開催しました。また、それ以外にも個別に随時意見聴取を
行いました。学校評議員会の際には保育参観を行ない、園児の活動する様子を見ていただくととも
に、学校評価の結果を踏まえての意見を伺いました。また、評議員から、在園児の保護者にも呼び
かけて幼稚園のよさを伝えてもらうことが園児募集となること等、今後の園経営に活かしていくご
意見を伺いました。

各園とも定期的に学校評議員会を開催するだけでなく、日頃から情報提供や参観の機会を設けて
おり、制度として定着しているだけでなく、十分に機能していることが分かります。小中学校の場
合と同じ意見になってしまいますが、地域等との関係の中で学校に関心を寄せる多くの住民の代表
学識経験
である学校評議員に学校を理解してもらい、協力関係を築くという制度の趣旨を活かすために、学
者意見
校評議員会の開催だけでなく、学校行事や授業参観日等に招待して学校理解を深めてもらうなどの
日常的な関わりを増やす工夫や、それを評価できるような指標の工夫（たとえば、学校評議員の学
校訪問回数など）も必要になると思います。

評議員会だけでなく、保育参観や、園の公開日等、さまざまな機会を設けて、幅広く意見聴取が
できるようにしていきたいと考えます。さらに、学校評議員の幼稚園訪問回数も指標につけ加えて
課題及び
いきたいと考えます。また、評議員会の意見や学校関係者評価については、教職員に周知し、共通
改善策
理解のもと園経営に活かします。子育てに悩んでいる保護者のための巡回相談を行い、保護者が共
に成長できるようにしていく必要があるので、幼児教育センターの出前訪問相談で支援します。
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具体的施策 (幼稚園教育）地域の人材活用や幼児教育のセンター機能の充実

施策の
ねらい

子育て相談、預かり保育、園庭開放、保護者同士の交流の場の提供等をとおして、保護者や地域の
人々の幼児期の教育に関する理解が深まるように努める。

主な実施事業名

子育ての支援の充

1 実

事業概要

事業指標

子育ての支援のために、保護者や地域に機能や
施設を開放し、園が支援センターとしての役割
が果たせるよう、各園を支援する。

未就園児の子育て支援
事業の回数・参加人数
（４園合計）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

１５回・ １７回・
親子
親子
３６０組 ３９４組

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

定期的に園児全員の個人面談を実施したり、園庭開放を行ない、担任から積極的に保護者へ話し
かけたりしました。また日常的には、送迎時の情報交換や電話相談などをきめ細かく行ないまし
た。その結果、子どものことについて園に相談しやすいと感じる保護者の割合が94%と高い評価を得
ることができました。
未就園児の子育て支援事業を計画的に進める中で、幼児教育センターの「いきいき子育て井戸端
会議」を通して、保護者の相談にきめ細かく対応することができました。

市立の幼稚園を地域の子育て支援の場として活用しようという取組で、園児はもちろん、地域の
未就園児を対象にした交流活動や相談活動を展開しています。実施回数、参加者ともに目標を上回
り、またアンケート結果でも評判は良く、高く評価できます。本来は子育て支援を主な目的とする
学識経験
事業ではありますが、このような機会を利用して未就園児の保護者に市立幼稚園の教育活動を知っ
者意見
てもらったり、総合教育プラザが実施する相談・個別支援事業につなげるなど、副次的にさまざま
な目的にも活用できると思います。関係者からの協力を得て、支援内容に特色をつけることで、今
後も参加者が増えていくことと思います。

園児全員を対象とした定期的な個人面談や、必要に応じての家庭訪問、日常的な送迎時の情報交
換や電話連絡等をきめ細かく行なうことにより、さらに相談の場を増やします。また、気軽に相談
課題及び
できるように担任から積極的に保護者に話しかけるなど、相談しやすい雰囲気作りを心がけます。
改善策
今後も引き続き、保護者や地域の人々の幼児期の教育に関する理解が深まるよう、要望に応じ
て、幼児教育センターの「いきいき子育て井戸端会議」や各種の出前訪問で、支援していきます。
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具体的施策 （幼稚園教育）地域の自然や文化を生かした教育活動の推進

施策の
ねらい

各地域の実態に応じた栽培体験や伝統行事への参加等をとおして、様々な教育活動の展開に努め
る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

地域の教育資源活 地域の文化(人)、自然などの教育資源を活用す
る教育活動を関係諸機関と連携し支援する。

1 用

学校評価(教職員対
象）
（「地域の人的・物的
資源を活用したり、交
流したりしている」に
ついて４段階評価の上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

78%

92%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

幼稚園の畑でサツマイモやジャガイモを栽培したり、地域の婦人会や老人会とダンスや昔遊びな
どで交流を行ないました。また、地域のボランティア団体「わくわく遊び場」と計画的に交流を行
なったり、地区の祇園祭や体育祭などの行事に積極的に参加したりしました。全体として、地域の
文化(人)、自然などの教育資源を活用する教育活動を関係諸機関と連携し推進することができたと
考えます
考えます。

各園では地域の人材や環境の特性を活かした教育活動を展開しています。人や自然といった教育
資源は、とりわけ幼児教育においては重要な教材であり、地域住民との交流や地域の自然環境を活
学識経験 かした活動は子どもたちにとって貴重な経験となります。地域の教育資源について蓄積された情報
者意見 は、その園の財産として後々まで継承して頂きたいと思います。また、地域住民との交流活動で
は、教育効果を高めるために関係者との打合せを密にしてより教育効果を高めると同時に、そのよ
うな機会をとらえて園の活動を地域住民に理解してもらうよう努めていただきたいと思います。

地域の行事、ボランティア団体、施設や人材の情報収集に一層努め、関係諸機関との連携した取
り組みを通して、地域の特性を踏まえた教育活動を展開していきたいと考えます。また、地域に向
けて、園の活動を公開する日を設定するなどして、地域に開かれた幼稚園としての機能も果たして
課題及び
いきたいと考えます。さらに、日々の園での教育活動の中で、季節に応じた身近な地域の自然を子
改善策
どもたちが実感し、興味・関心がもてるような環境の構成を工夫したり、教師の声掛けを考えたり
していくことが重要です。地域の方々との交流活動では、互いの理解が深まり双方向の活動となる
よう打合せを密にしていきたいと考えます。
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具体的施策 (幼稚園教育）教育活動の積極的な公開

施策の
ねらい

各種通信やＷｅｂページ、幼稚園公開やＰＴＡ集会等、幼児の日常の園生活を紹介する機会を充実
させることにより、園経営や教育活動に対する保護者や地域の理解と協力を得られるように努め
る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

各種通信やＷｅｂページを用いて園の教育方針
教育活動公開の推 や日々の教育実践を公開することにより説明責
1 進
任を着実に果たすとともに、家庭、地域と連携
を深めた幼稚園教育の充実を推進する。

学校評価(保護者対象)
（「園の様子が分かり
やすく伝わっている」
について４段階評価の
上位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

97%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

園だより、学年だよりの発行、Ｗｅｂページの更新等を随時行ない、具体的な園生活の様子や成
長・発達の姿など日々の教育実践を公開しました。その際には、写真等を取り入れるなど受け取る
側が読みやすい・見やすい物となるように工夫しました。また、保育参観や懇談会の定期的な開催
により、教育方針や園生活の様子等を直接、保護者に伝えました。保護者にアンケート調査を行
なった結果、園の様子が分かりやすく伝わっているとする割合が97%と高い評価を得ました。さら
に、保育参観や懇談会、ＰＴＡ行事などに参加する割合が各園共に95%を超え、家庭、地域との連携
を深めることができました
を深めることができました。

各幼稚園のＨＰは内容も豊富で園生活の様子がよくわかるものになっていますので、できるだけ
多くの方に見ていただけるよう、教育委員会や教育プラザとの相互リンクをチェックして、アクセ
スの便を図ってください。学園だより、保育参観、各種行事等による保護者に向けた公開も目標を
学識経験 大きく上回る実績が示されており、十分な成果を上げているものと評価できます。特に定員を満た
者意見 していない園においては、今後、入園を検討している保護者向けに園の特色やセールスポイントを
積極的に伝える試みを広げていくことが必要だと思います。特に保護者等から高い評価を得ている
ことや、教職員研修が充実していて先生の質が高いことなどは入園を考えている保護者には強い訴
求力があると思います。

園だより、学年・学級だよりなどの各種通信やＷｅｂページについては、内容を吟味し、個人情
報保護に配慮しながら写真を活用するなど、子どもたちの成長や園での活動の様子などが、さらに
分かりやすいものとなるようにしていきます。特に、各園のＷｅｂページは、アクセスし易いよう
に見直していきます。また、情報発信の際には、一方通行とならないよう、保護者からの意見を募
課題及び
集したり、保護者の希望を聞いたりできるような工夫をしていきます。また、保育参観前に園長講
改善策
話の時間を設けて、子どもたちの実態や保育を進めていく上でのねらい等を分かりやすく話し、一
層の理解を深められるようにしていきます。入園を検討している保護者向けに園の特色やセールス
ポイントを伝えるチラシを作成し、公民館や保健センターなど公共施設等に置いて、広報活動に努
めたいと考えます。
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具体的施策 （高校教育）教職員の資質・能力の向上

施策の
ねらい

県、市をはじめする各種研修会への参加を図り、指導力の向上を図る。授業観察、職員相互の授業
見学等を推進し、質・量ともに充実した授業を実践する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

生徒の夢を実現さ
教員の各種研修会への参加と職員間の校内授業
1 せることができる 参観などを充実させ指導力の強化を図る。
指導力の養成

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
学習に対する達成感・
満足感を持っている生
徒の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

54.4%

60%

58.5%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

授業改善推進計画に基づき、教員相互の研究授業は原則としてひとりの職員が２授業を参観し、延
べ80人が取り組みました。参観者は意見を書面で提出し、授業者はその意見を参考にすることで相
互に良い点を共有することができ、指導力の強化が図れました。また、他校の授業視察にも課題を
持って３校へ５人が参加し、新聞記事を活用した授業などを学び、授業内容の工夫の幅が広がりま
した。

校内研修のひとつとして教員が相互に授業参観し合うことは、授業改善策として非常に有効な方法
だと思います。ただし、まだ始まったばかりで、その進め方などには改善の余地があるようです。
実施要領を整えて趣旨や目的について共通理解を深め、授業後は授業検討会を開いて意見交換する
学識経験
ことが研修効果を高めることにつながると思います。たくさんの授業を参観してまわることも大切
者意見
ですが、参観する授業を減らしても授業検討会を行えるよう検討をお願いします。なお、この事業
の指標が生徒の達成感・満足感になっていますが、教員の資質向上のための研修会の開催回数や参
加人数、あるいはその効果を利用する方が妥当だと思います。

授業内容の質を向上させるため、教員相互の授業見学期間を年間２期設定して授業方法・内容の研
課題及び 究を行います。さらに、意見交換の内容をとりまとめ、職員全体で共有するとともに授業検討会を
改善策 年２回実施します。外部模試を成果の検証に役立てます。
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具体的施策 （高校教育）生徒指導の充実と良き校風の樹立

施策の
ねらい

生徒指導に力を入れ、規律・節度を重んじた基本的な生活習慣を身につけさせる。明るくたくまし
い生徒を育成し、品格と友情に満ちた校風の確立を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学習と部活動との 基本的な生活習慣の確立を生徒指導の基本と
1 ﾊﾞﾗﾝｽのとれた学 し、校訓である「進取・自律・創造」を実践で
きる人材を育成する。
校生活の確立

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
学校生活に積極的に取
り組んでいる生徒の上
位２の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

90%

92%

87%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

生徒指導の一環として、毎朝の登校時指導、欠席遅刻の保護者との連絡の徹底、遅刻者に対する指
導により遅刻者の年間の延べ人数はH21年度2,045人からH22年度1,274人と前年度より771人減少しま
した。教育相談、学年、担任、スクールカウンセラーの連携により、長期欠席者はH21年度5名から
H22年度2名となりました。生徒指導上重大な問題行動はなく、生徒は落ち着いた生活を送っていま
す。

生徒指導の充実度を見る視点には、中途退学、不登校、非行等の逸脱行動といった問題をかかえ
た生徒への指導に着目する視点と、日頃の学修態度や生活意欲の向上といったポジティブな人格的
成長を促すような指導に着目する視点とがあります。市立高校では、着実な努力の結果、生徒の問
学識経験 題行動については充実した指導が図られ、一定の成果をあげてきました。現在の指導の重点は遅刻
者意見 指導と服装指導に置かれ、この面でも指導の効果が上がっています。事業指標は積極的な生徒指導
に関するものとなっており、残念ながら目標には達しませんでした。しかし、この目標自体が非常
に高いところに設定されていることから、進路指導、学修指導、部活動の充実など学校全体で充実
した生徒指導に取組もうとしている意気込みを感じます。

課題及び
学校の内外を問わず身嗜みを整える習慣を植え付けることが必要です。また、積極的に学習や部
改善策 活動に取り組める指導や環境づくりを行います。
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具体的施策 （高校教育）学力向上対策の推進と進路指導の充実

施策の
ねらい

充実した授業をとおして、基礎的な学力を養う。課外、土曜講座校外模試など学習全般に繋がりを
持たせ、一貫性のある指導による進路実現を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

目的、目標を明確にした学習計画の樹立と授
学習相談及び進路
業、補習、課外、土曜講座等の繋がりを持った
1 相談の充実
指導の充実。

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
学習指導と進路指導に
ついての満足度の上位
２の占める割合
※対象者は生徒と保護
者

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

67%

70%

66%

前年度評
職業と学問の関係を調査研究しました。土曜講座と平常課外補習を充実させました。大学見学報告
価に伴う
会を実施しました。小論文面接指導を充実させました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

進路講演会や進路学習を通して職業の方向性と学問の系統について理解させることができたた
め、生徒は自分の目指す方向に粘り強く努力を重ね、センター試験受験者は、H21年度139名からH22
年度144名と増加し、国公立大学合格者はH21年度11名からH22年度16名へと増加しました。

学力向上策として土曜講義や課外補習を実施すると同時に、３年間を見通した年間計画に基づく進
路指導を展開することで、大学進学志望者および進学者は着実に増えており、高く評価できます。
学識経験 しかし、残念ながら事業指標の実績は目標に届きませんでした。目標を達成するためには、年間計
者意見 画と指導の改善が求められると思います。特に、進学率が高くなれば、それに合わせて生徒や保護
者の側のニーズも変化してきます。改めてニーズの把握に努め、それに合わせて計画と活動を見直
す時期にきているのかもしれません。

①年間計画及び指導
・各学年の進路目標を定め、必要とする進路行事を適切な内容で適切な時期に実施する。
・土曜講座の内容を改善するとともに、部活動加入者も出席可能な日程とする。
・平日実施する課外補習に高いレベルの講座を開講し生徒のニーズに応える。
課題及び ・教員相互の授業研究を実施し、質の高い授業を行う。
改善策 ②保護者との連携
・年間２回の生徒との面談、１･２年生は年間１回、３年生は年間３回の保護者面談を通して、保護
者、生徒の意向を掌握し個々の生徒に応じた進路指導を進める。また、職員による進路検討会を年
間３回開催して生徒の志望を実現できる情報を提供する。
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具体的施策 （高校教育）少人数指導によるきめ細かな指導の充実

施策の
ねらい

生徒の進路選択に応じたきめ細かな指導を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

生徒の進路選択に応じ、習熟度別、少人数制の
きめ細かな指導を実施し、学力の伸長を図り、
1 教育活動充実事業 進路実現の支援に努める。（英語・数学・国
語）

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
少人数制の授業に満足
している割合
※対象者は生徒と保護
者

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

87%

88%

87%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

生徒の学力等に応じて９教科で少人数・習熟度別授業を実施しました。英・数・国の習熟度別で
は科目により異なるが２段階又は３段階に分け、本校教員の協力と臨時的任用職員３名の増員で指
導し、レベルに応じた学力向上ができました。この結果、学力が伸長し、生徒の進路希望を実現す
ることができました。

学力差の大きい教科では習熟度別クラス編成による教育が効果的ですが、その効果を確実なもの
にするためには、生徒の実態を踏まえた運用の工夫が不可欠です。市立高等では、近年の進学状況
学識経験 に示されているように、生徒の進路志望を考慮したクラス編成により効果を上げています。その一
者意見 方で、進路志望に関わらず、その教科に苦手意識を持った生徒に基礎基本を身につけさせることも
重要です。担当教員者間での連携と共通理解を深め、今後も工夫を重ねてくことで、より効果的な
運用を図っていただきたいと思います。

進学意欲の高い生徒の学力をセンターテスト７割まで引き上げるため、習熟度別授業で教材を工
夫し重要項目の習得と考える力を養成します。また、苦手意識の克服のため少人数指導を生かし生
課題及び
徒個々に声掛けと指導をする時間を確保します。これらを実行するため各教科で指導方法・指導手
改善策
順を統一します。
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具体的施策 （高校教育）部活動の指導の充実

施策の
ねらい

外部指導者を活用した質の高い指導を行うことで競技力の向上を目指す。部活動への加入率を一層
向上させ、活力ある学校生活の充実を図る。

主な実施事業名

1 部活動振興事業

事業概要

事業指標

外部指導者を招き、質の高い部活動指導を行う
ことで、競技力の向上を目指す。今年度から実
技指導員を増員することにより、部活動の一層
の活性化を図る。

部活動入部率

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

66.7%

70%

65%

前年度評
部顧問・コーチとも部活指導に励み練習試合、合同練習、中学との連携も含めて対外的な活動も
価に伴う
行いました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

部活動も学校教育の一環であり、文武両道を目指すことが人間形成の育成につながること等を指
導してきたが入部率は若干減少しましたが、部活動での連帯感や上下関係、規律等を学ぶことによ
り、日常生活における挨拶・掃除・片付けなど積極的に取り組む姿勢が多く見受けられました。ま
た、講師を招いて食事や身体的精神的ケアの指導を受け有効でした。

市立高校の部活動が充実していることは、近年の各種大会や競技会での活躍ぶりがそれを証明し
ています。平成22年度も、女子バスケットボール部、硬式野球部等の運動部だけでなく、吹奏楽部
や書道部等の文化部の活躍にも目をみはるものがありました。また、部活動への加入率も１年生で
学識経験
74％（４人のうち３人）にまで高まってきています。部活動は異学年同士の交流や、規律ある校風
者意見
の醸成につながるだけでなく、生徒ひとりひとりが個性を発揮できる機会であり、高校生活の充実
に欠かせない重要な教育活動です。今後とも、より多くの生徒が部活動に活躍の場を見いだせるよ
う、働きかけていただきたいと思います。

入部していない生徒への参加呼びかけや部活動が今後の人間形成に大きく関わってくることな
課題及び
ど、部活動の意義を積極的に伝えるとともに生徒の目標となる選手を育成します。今後は入部して
改善策
いない生徒の実態を把握し、生徒や保護者集会及びホームページで入部促進に努めます。
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具体的施策 （高校教育）海外研修事業の充実

施策の
ねらい

海外研修事業への参加者を軸に高等学校における英語活動や国際交流活動の充実・国際感覚の醸成
を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

生徒が帰国後に学校や
高校生海外研修事 高校生１０名をｵｰｽﾄﾗﾘｱへ研修派遣し、異文化体 地域において行った海
1 業
外研修体験発表の平均
験等を通して国際理解の推進を図る。
回数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

3.5回

3.1回

前年度評 ①学校の事業として取り組むため海外研修委員会を設置②事前指導における英会話練習の増加と事
価に伴う 前事後の英語力テストの実施③校内報告会の実施
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

健康面や安全面ともに問題なく実施でき充実した研修でした。事前事後の英語力テストを実施
し、生徒自身が英語力の伸びを確認でき達成感を持てました。生徒主体の校内報告会を実施するこ
とで、在校生に異文化交流を還元することができました。また、学校説明会で海外研修内容を発表
することで国際感覚を身につけることもできる学校であることもＰＲできました。

オーストラリアへの海外研修のほかにも、アメリカの高校生との交流など、市の国際交流事業と
も連携した教育活動が実施され、効果を上げています。海外研修については、実際に研修に行った
学識経験 生徒にとってためになることはもちろん、さらにその成果を全体に広げていくことが課題になりま
者意見 す。残念ながら、平成22年度は実績が目標にわずかに達しませんでした。また、10名の参加者が女
子生徒ばかりであることも気になります。学校行事として、全教員、全生徒が関われるような活動
になるよう期待します。

学校全体の取り組みとして、英語科以外の教員も参加し、海外研修の重要性、有効性を全職員の
共通認識とします。
男子の参加が少なく男子に対して積極的な参加を呼びかけます。
課題及び
改善策 訪問先の異文化を吸収するだけでなく、訪問先の人々に日本、前橋の伝統や文化、習慣等を伝えら
れるよう事前の研修内容を充実させます。
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具体的施策 (高校教育）学校評価システムの活用

施策の
ねらい

学校評価アンケートを実施し、生徒保護者等の意見・要望を把握し、学校運営や学力向上対策に反
映させる。

主な実施事業名

学校評価ｱﾝｹｰﾄの

1 実施

事業概要

事業指標

学校評価アンケートを年２回実施し、生徒、保
護者の意見・要望を把握し、学校運営や学力向
上対策等に反映させる。

学校評価ｱﾝｹｰﾄ（４段
階評価）全項目中上位
２の占める割合
※対象者は生徒と保護
者

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

82%

83%

82%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

アンンケートの実施により。習熟度・少人数指導の効果、家庭での進路関係の会話の増加、基本
的生活習慣の確立等、本校の取組について生徒保護者の意識の変化を確認することができました。
また、保護者からの提案により、ホームページに通知等を掲載することで、迅速な情報の発信をす
ることができました。

学校評価アンケートは生徒、保護者、教職員を対象に年２回実施され、その結果は細かく分析さ
れて改善策が考えられるようになっており、具体的な改善につながる評価システムとして十分に機
学識経験 能しています。また、評価結果は学校運営や重点的な取り組みが順調に進捗していることを示すも
者意見 のとなっており、教育活動に活かされています。なお、アンケートの自由記述の回答には、しばし
ば貴重なヒントや拾い上げるべき少数意見が見つかることがありますので、活用を図る方策を検討
していただきたいと思います。

生徒保護者ともに本校に満足している割合を更に増やします。進路通信・講演会により保護者へ
課題及び
の働きかけを強め、家庭と学校との連携を図ります。また、アンケートの自由記述の部分について
改善策
まとめたものを職員に周知し、反映できるものについて取り組んでいきます。
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具体的施策 （高校教育）学校評議員制度の活用

施策の
ねらい

有識者による学校運営評議員会を組織し、様々な学校課題の解決や特色ある学校づくりへの意見や
提言を得て、学校改善に生かす。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学校評議員より特色ある学校づくりへの取り組
学校評議員会の充
みに対する評価及び意見等をいただき学校改善
1 実
に資する。

評議員ｱﾝｹｰﾄを実施
し、特色ある学校づく
りに対す４段階評価の
上位2の占める割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

70%

－

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

第１回評議員会において課題と方策を説明し助言を受けました。第２回では資料を事前に配布し、
課題と方策による改善点さらなる課題について助言を受けました。また、本校の目標に対する前向
きな助言を受け、方策のヒントとなり有効でした。

平成22年度は２回の評議員会が開催されました。事前の情報提供が不十分であったことなど、な
お改善の余地はありますが、議事録を見ると活発な意見交換がなされていたことがわかります。ま
学識経験 た、評議員の先生方のご意見には市立高校に対する高い期待をうかがうことができ、制度が十分に
者意見 機能しているものと判断します。さらに充実を図る方策としては。評議員会の成果を全教職員で共
有するシステムを整備すること、保護者にも報告して学校改善に向けた学校側の考え方について理
解と協力を求めていくことが考えられます。

学校評議員会開催日の１ヶ月前に会議資料を配付します。会議の記録を校内サーバーで公開し全
課題及び
職員で共有し、活用を促します。学校評議員にアンケートを依頼し、評価・検証に役立てます。
改善策
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具体的施策 （高校教育）教育活動の積極的な公開

施策の
ねらい

学校の教育目標や教育活動を保護者や地域、市民に広く周知し、学校への理解と支援を得る。ホー
ムページ等による情報公開や公開授業、学校開放などの機会を積極的に設け、開かれた学校づくり
を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

学校公開やホームページ等を通じた学校生活・
生徒の学習公開と
課外活動等の情報を発信するとともに、地域活
1 地域活動への積極 動への生徒の積極的な参加を促進し、学校への
的な参加
理解と協力を得る。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

授業公開、学校説明
会、ふれあいｺﾝｻｰﾄ参 1,024人 1,150人 1,259人
加人数

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

学校行事や部活動・進路等における生徒の成果をホームページを通して早期に最新のものを発信
し、本校のPRを図りました。H22年度から積極的公開をするためPTA活動としてふれあいコンサート
を開催しました。H22年度の参加数は、授業公開は保護者等140人、学校説明会は中学生728人・保護
者186人、ふれあいコンサートは地域の方々等205人の参加があり、延べ1,259人へ公開することがで
き、前年度と比較すると235人増加しました。

高校のホームページは進学を考えている中学生やその保護者にとっても重要な情報源になってい
ます。市立高校のHPは内容も豊富で充実しています。特に、卒業生の進路先の情報や、部活動の様
子については最新の情報が公開されており、学校の様子がよくわかる内容になっています。その他
学識経験
にも学園祭（けやき祭）やオープンスクール、ふれあいコンサートなど、学校公開の行事や活動も
者意見
活発で、参加人数も順調に増えています。今後も積極的に広報活動を展開して来校者の一層の増加
を図るとともに、来校者へのアンケート等により、公開内容の充実を図っていただきたいと思いま
す。

生徒の活動についてＨＰや学校新聞を通して保護者地域にできるだけ早く配信し、さらに、保護
課題及び 者宛文書の発行を保護者に周知するため、ＨＰを活用します。また、学校公開行事については１ヶ
改善策 月前から中学校・地域自治会に対して積極的に広報活動をします。
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具体的施策 教育資料の整備及び資料活用の推進

施策の
ねらい

貴重な教育資料を収集、整理、保存し、利用者からの問い合わせに迅速・的確に対応できるように
する。

主な実施事業名

教育資料活用推進

1 運営事業

事業概要

事業指標

教育文化の振興に寄与するため、教育資料の収
集、整理、保存に努め、Ｗｅｂページによる情
報提供の推進を図る。

教育資料レファレンス
件数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

-

400件

369件

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２３年３月現在７０，０００点を超える教育資料について、整理、保存、更なる収集を図る
ことができ、また利用者からの電話や来館による問い合わせにも適切な対応ができました。

創造的な教育活動を展開するためには、過去の優れた教育実践を知ることが不可欠です。そのた
めにも、教育資料を収集、整理、保存しておくことは教育委員会の重要な仕事です。しかし、役に
立つ資料検索システムの構築には時間と労力がかかります。今回、総合教育プラザの機能拡充のタ
学識経験
イミングに合わせて、緊急雇用創出事業を活用して資料検索システムの準備が進められたことは、
者意見
非常に喜ばしいことだと思います。また、近年はさまざまな教育資料がCDで配布されることも多く
なり、資料の電子化も進んでいます。そのような新しい動きも踏まえて、利用しやすいシステムの
構築を期待します。

平成２３年度中に緊急雇用創出事業を活用して、教育資料の確認及び整理を実施し、さらにＷｅ
課題及び
ｂでその資料をデータ検索ができるシステムを構築し、平成２４年度にはそのシステムを稼動する
改善策
ことで利用者の利便性の向上を図ります。

51

具体的施策 視聴覚機材、視聴覚資料の提供

施策の
ねらい

視聴覚資料及び視聴覚機材の貸出を行い、視聴覚教育の振興を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

視聴覚教育の振興に寄与するために、視聴覚資
視聴覚資料、視聴
1 覚機材の提供事業 料の収集、保管、貸出及び視聴覚機材の貸出を
行う。

学校及び社会教育団体
への視聴覚資料（ビデ
オ、ＤＶＤ等）の貸出
件数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

500件

465件

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

総合教育プラザ所有の１，０００点を超えるビデオ、ＤＶＤ等の視聴覚教材の中から、学校や社
会教育団体の求めに応じた貸出を実施できました。

総合教育プラザには多くの視聴覚資料があり、多方面の教育活動のために利用されていますが、こ
の数年の貸出件数はやや伸び悩んでいるようです。定評ある資料については一定の固定したニーズ
があり、活用されているようですが、それだけでは貸出件数は頭打ちになります。今後、目標を達
学識経験
成していくためには、新しい利用ニーズを開拓する必要があると思います。一案としては、既存資
者意見
料を利用した小中学校の授業や研修会の提案等、教育プラザならではの広報活動が考えられます。
また、新規購入した資料を積極的に紹介していくことも必要だと思います。せっかくの資料が宝の
持ち腐れにならないよう、工夫をお願いします。

１６ミリについては映写機、フィルムが老朽化しており他のメディアに写していくなど対応が求
課題及び められます。また今後は、関係者による教材選定に対する意見聴取や、貸出実績の分析等により、
改善策 より魅力ある資料の選定を心がけ、事業を充実していきます。また初めての利用者にも役立つよ
う、学年別のおすすめ教材などをＨＰに掲載し宣伝します。
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具体的施策 教職員研修の充実
施策の
ねらい

「県都前橋 教育のまち」の実現に向けて「夢や希望をはぐくむ学校文化」を創造し、「生き生き
と学ぶ、元気な前橋の子ども」を育てる教育を推進するため、教職員一人ひとりの経験年数や職
務、自身の課題に応じて、資質と能力の向上を目指した各種研修を実施することにより、「児童生
徒理解に基づいた情熱と使命感、確かな授業力と経営力を身に付けた教師」への成長を支援する。

主な実施事業名

教職経験に応じた

1 研修事業

職務に応じた研修

2 事業

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

初任者から１５年経験者までを対象とした節目
研修を通して、教職員の経験に応じて求められ
る授業力・経営力をバランスよく高める。

節目研修参加者への意
識調査（役に立つと考
える回答の割合）

95%

90%

98%

教務主任や研修主任等を対象とした研修を通し
て、職務に応じて求められる実務能力と経営力
を高める。

職務研修参加者への意
識調査（役に立つと考
える回答の割合）

83%

80%

92%

・研修コマごとに研修内容の見直しを行いました。
前年度評
・研修形態を検討し、演習のような受講者が自らが考える場面を増やしました。
価に伴う
・振り返り用紙を複写紙とし、振り返り用紙を持ち帰り、研修内容を校内において確認及び復命に
改善
活用できるようにしました。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

研修コマごとに研修内容の見直しを行うことで、たとえば、初任者研修では、教師としての使命
感や指導技術を高めるために、講義だけでなく、演習によって授業力向上を図ったり、班別研修に
感や指導技術を高めるために
講義だけでなく 演習によ て授業力向上を図 たり 班別研修に
よって課題解決を図る場面を設けたりしました。また、１５年研の先輩の助言を基に自己課題の解
決を図る３年研、授業実践力を高める７年研、経営的な資質能力を高める１０年研、組織経営力を
高める１５年研等においても研修コマごとに見直しを行いライフステージに応じた研修を系統的か
つ多彩に展開できました。研修当日の最後に振り返りの時間を設け、振り返り用紙への記入によっ
て、受講者から今後の研修企画に生かせる意見を受け取ると共に、受講者も具体的な学びを校内で
活用できるよう目に見える形で持ち帰ることができました。

市のレベルで多くの節目研修や職務別研修プログラムを策定し、実施していくことは大変な苦労
が伴う仕事だと思いますが、おそらく前橋市の教員研修システムは、研修生以上に、研修担当講師
にとって厳しいものになっています。教員の資質向上に向ける担当スタッフの真摯な態度がうかが
学識経験
える、優れたシステムとして高く評価できます。実績としてもほぼ１００％に近い数字が記録され
者意見
ています。これも、研修する側のニーズを踏まえ、プログラム構成や研修内容について絶えず見直
し改善を図ることができている証拠です。学習指導要領の完全実施に伴い、プラザではこれからも
新たな研修ニーズに応えていく必要がありますが、十分に期待にこたえてくれるものと思います。

初任者研修等の節目研修では、さらに研修コマごとに研修内容の見直しを行うことで、教科に対
する深い理解と指導力向上のため、理論と実践を関連づけた教科研修の充実を図る必要がありま
す。教務主任研修では、教育課程の適正な実施と充実の視点から、学習指導要領や指導要録、学校
評価にかかわる研修としていく必要があります。
課題及び
節目研修（経験者研修）では、経験年数に応じた研修を実施しているが、産休・育休等により資
改善策
質を高める研修を受けない教諭もおり、必ずしも経験年数に応じた力量形成がなされていないこと
もあまります。そこで、総合教育プラザで行う節目研修の受講対象者を、政令で定められた在職期
間の計算方法により特定することにより、全ての教職員が計画的、系統的に確実に受講できるよう
改善する必要があります。
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具体的施策 調査・実践研究の推進

施策の
ねらい

学校や前橋市において指導的な役割を担うことのできる人材を育成するため、各教科等における指
導の充実に向けた研究・開発と学校経営参画能力を高める研修を通して、実践的な授業力と経営力
の向上を支援することを目指す。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

調査・実践研究事 調査研究や実践研究を通して、教職員の授業力
と経営力の向上を目指す。

1 業

研究員の授業力、経営
力で伸長した項目の割
合（評価項目に基づい
た自己評価、担当者評
価、管理職への聞き取
りによる）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

80%

93%

前年度評 研究員相互で学びを深める機会を効果的に設けるとともに、学校経営参画能力を高める経営研修を
価に伴う 実施し、研究員自らが実践的な授業力と経営力にかかわる資質・能力の向上を意識づけられるよう
に内容や配列を工夫しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

協議や演習による研修機会を設けるとともに、研究員相互の意見交換を促したことで、研究員が
実践研究を通して、学校や本市の教育課題の解決に取り組もうという意識が高まっています。指導
主事が所属校校長へ研究員の取組み状況や課題などについて聴き取りを実施し、一人ひとりの研究
員の特性や校内事情を生かせるように指導助言を行いました。また、学校においては、校内研修の
一環として研究授業や授業研究会を行うなど、研究員の実践研究を学校全体の取組として位置付け
ていただいた。
経営参画意識を高めながら自らの実践研究を効果的に進められるように、１４回の経営研修を通じ
て研究員が学校全体に働き掛ける手だてや心構えなどを高められるようにしました。

研究員の制度には２つの機能があると思います。ひとつは研究員（教員）自身の研究能力、実践
能力を高めることであり、もうひとつは研究を通して研究員自身あるいは学校が直面している教育
課題を解決していくことです。前橋市の制度では、研究員の授業の様子を指導者が参観したり、勤
学識経験 務校の校長へのヒアリングを行うなど、他には見られないきめ細かい指導をすることで、この２つ
者意見 の機能を共に充実させようとしています。高い目標値が設定されていますが、結果的に、実績はそ
れを上回り、この制度が十分に機能していることを示しています。一方で、この制度は指導者の側
にも高い資質を要求するものです。制度整備とともに、指導者の養成を進めていくことも必要だと
思います。

各学校においては、研究員の実践研究を通して、学校改善を図りたいとの要望が高まっているの
課題及び で、所属校の期待を踏まえて研究員自らが実践的な授業力と経営力にかかわる資質・能力の向上を
改善策 図れるよう、所属校校長の考えを十分に聴き取り、継続的に相談を繰り返しながら研究員を指導し
ていく必要があります。
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具体的施策 相談機能の充実
施策の
ねらい

青少年の相談や幼児の発達相談、適正な就学に関する相談等の各種相談機関の連携を図ることによ
り、相談機能の充実を図る。
教育相談研修を実施し、教職員の教育相談技術認定初級取得を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

相談者の年齢、性別、学校種、職業や相談内
各種相談機関との 容に応じ、学校や青少年課、他の相談機関と連
1 連携事業
絡を取り合って対応したり、より適した相談機
関を紹介したりした。

相談者が満足して相談
を終了した割合（相談
担当者による４段階自
己評価で、上位２以上
の割合）

－

70%

89%

教育相談技術認定初級未取得の教職員を対象
に希望者を募り、市内の生徒指導･教育相談に優
れた教職員を講師に依頼して研修を実施し、申
2 教育相談研修事業 請に必要な講座をすべて受講した者が群馬県教
育研究所連盟に教育相談技術認定初級を申請し
た。

教育相談技術認定取得
率（初級以上取得者の
全教員数に対する割
合）

39%

40%

42%

他の相談機関との連携が図れるよう、プラザ相談室を青少年課青少年支援センターから、総合教
育プラザに移管し、教育相談係を新設して係長１名と嘱託相談指導員６名で構成することとしまし
前年度評 た。
平成２１年度の研修講座では、事例研究レポート作成過程で受講者の理解が不十分な面があった
価に伴う
ので、平成２２年度は初日の「事例研究の考え方･進め方」を全ての受講者に受講してもらったり、
改善
夏季休業中にじっくり事例研究レポート作成ができるよう研修日程を工夫したりするなどの改善を
図りました。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

教育相談係では、特別支援教育巡回相談も担当しています。そこで、青少年相談のケースで、特
別支援教育に関係すると思われるものを特別支援教育巡回相談にかけたり、特別支援教育巡回相談
の中で家庭環境に課題があるケースを青少年相談で扱ったりするなどの連携を行いました。また、
相談者や相談内容により、中央児童相談所やこども課児童支援係など、他の相談機関と連絡を取り
合って対応したり、紹介したりすることにより、できるだけ相談者のニーズに応えられるよう努め
た結果、相談者により満足していただける相談を実施することができました。
教育相談についての８日間１３コマの講座を開設し、初任者のほか、幼稚園１名、小学校３１
名、中学校１９名が受講。教育相談初級については、必要な講座をすべて受講した３５名が事例研
究レポートを作成して申請し、３４名が認定されました。しかし、他の１６名は学校行事と研修日
が重なったり、病気になったりして受講できない講座があり、申請できませんでした。

青少年相談の機能は平成２２年度からプラザの仕事になりました。特別支援や適正就学に関わる
相談も含め、幅広い相談への対応が可能になるとともに、相談内容に合わせて多様な相談スタッフ
を配置することで、高い実績をあげることができました。相談者からの満足度評価を求めたり、相
談員の自己評価を求めるなど、業務と一体化した自己点検がなされたことが有効に機能したと思い
学識経験
ます。
者意見
教育相談技術認定初級は、できればすべての教員に取得してほしい資格です。特に、若い教員に
取得を勧め、またサポートしていくことは、教育委員会の重要な仕事だと思います。一挙に取得率
を高めることは無理でも、計画的に受講生を募集し、徐々に取得率を高めることができます。長期
的な展望に立って進めていただきたい事業です。
県のいじめ対策室や市の障害福祉課等、他の相談機関と普段から交流を図って情報を収集し、連
携することで、常に相談者のニーズにあった適切な相談ができるよう努めるとともに、より業務と
一体化した自己点検ができるよう評価を工夫します。
学校行事や病気等で受講できない講座があるために、教育相談技術認定初級の申請ができない教
課題及び
改善策 職員が多かった。申請するために必要な講座は、群馬県総合教育センターや高崎市教育研究所等で
も同様の研修講座を実施しているので、そちらの日程を受講者に情報提供し、前橋市で受けられな
い講座を他機関で取り、申請できるようサポートします。また、若い教員を中心に初級取得を呼び
かけ、長期的な展望に立って取得率の向上を図っていきます。

55

・教職員研修の充実
・基本的な生活習慣の形成
具体的施策 ・気付く、考える、表す力の育成
・やさしい心の育成
・健康・体力の増進
施策の
ねらい

教員や保育士を対象とした各種研修会を実施し、幼児教育の質の向上を目指す。
（幼児に、心情・意欲・態度を育て、豊かな感性や思考力・表現力の基礎を培います。）

主な実施事業名

事業概要

事業指標

市内の国公私立幼稚園、公私立保育所（園）、
国公立小学校、特別支援学校の教職員を対象と
幼児教育に関する
した研修の機会を提供する。（幼保小研修会１
1 研修の充実
回、こども教育研修会５回、幼児教育研修会８
回、市立幼稚園保育研究会1回）
初めての集団生活の中で、家庭と連携しなが
一人ひとりの発達
ら、一人ひとりの発達に応じたきめ細かな指導
2 に応じた指導の充 を行い、小学校以降の生活や学習の基盤となる
実
基本的な生活習慣の形成の支援に取り組む。
幼稚園訪問や幼稚園保育研究会、各種研修会等
を通して、教師の適切な幼児理解に基づいた環
計画的な環境の構
境の構成や援助の下で、幼児が主体性を発揮し
3 成と援助の充実
て活動を展開できるような保育のあり方への支
援に取り組む。

4 体験活動の充実

動植物と触れ合ったりできる環境の構成の工夫
をするとともに、幼児の発達段階に応じた自然
体験活動や交流体験活動の充実への取り組みを
支援する。

幼児の興味や能力などに応じた遊びの中で、自
体を動かす遊びの 分から十分に体を動かす心地よさや戸外遊びの
5 充実
楽しさを味わえるよう、環境の構成の工夫や指
導の充実の支援に取り組む。

各園における「朝食摂取率１００％運動」への

6 朝食摂取促進事業 取り組みを促進することを中核に、基本的生活
習慣の確立の支援に取り組む。

各事業後アンケート
（4段階評価で上位２
以上の割合）
学校評価（保護者対
象）
(「自分でできるこ
とは自分でしようとし
ている幼児」の割合４
段階評価の上位２以上
研修会後アンケート
（気付く、考える、表
す力の育成にかかわる
研修会で参考になった
割合（4段階評価で上
割合（
段階評価 上
位２以上の割合）
研修会後アンケート
（やさしい心の育成に
かかわる研修会で参考
になった割合（4段階
評価で上位２以上の割
合）
研修会後アンケート
（健康・体力の増進に
かかわる研修会で参考
になった割合（4段階
評価で上位２以上の割
合）
学校評価（保護者対
象）
(朝食を毎日摂取し
ている幼児の割合95%
以上）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

85%

99%

－

85%

94%

－

100%

98%

－

100%

100%

－

100%

100%

－

90%

97%

前年度評
・所管の違う私立幼稚園や保育所（園）から参加できる研修会を増やしました。
価に伴う
・参加者への事後アンケートによるニーズ調査により、研修内容を工夫しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

幼児の心情・意欲・態度を育て、豊かな感性や思考力・表現力の基礎を培える教育活動が展開で
きるよう教員・保育士の資質向上を図りました。また、今日的な課題となっている保護者との連
携、幼保小連携、特別支援教育にかかわる内容も取り入れ、研修会を、１５回開催しました。研修
会への参加者は幼保小・公私立・関係機関等の所管を越えた方々で、合計５１１名でした。参加者
への事業後アンケート「とても参考になった」「参考になった」の各回平均割合は９９%であり、幼
児教育の質の向上につながったと考えます。
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幼児教育センターの開催する各種研修会については、例年、参加者から高い評価を得ていること
から、市立幼稚園だけでなく私立幼稚園や保育所、小学校等からの参加者を増やすことが課題と
なっていました。平成２２年度は、センターが教育プラザに移り、参加者へのアンケート等に基づ
いて関係者が参加しやすいよう工夫したことで、参加者数を増やすことができました。また、研修
学識経験
内容も豊富になっていますが、質的には高い水準を維持しています。今後も引き続き、参加者を増
者意見
やす工夫を期待します。
なお、重点目標に関する研修会については、同じ内容の研修会を複数回開催することによって、
目標達成を促進するとともに、参加者の増加も図ることができると思いますので、ご検討くださ
い。

所管の違う園所からの参加をより増やすために、参加者、公私立幼稚園・保育所（園）長会へのア
ンケートの結果を踏まえた研修内容や時間設定を工夫していきます。具体的には土曜日開催や５時
課題及び 以降開始の研修会を企画したり、同じ内容の研修会を、開催時刻をかえて設定するなどして、より
改善策 参加し易い工夫も考えます。全ての研修会の対象を、公私立、幼保小、行政機関等に広げ、保育・
教育にかかわる人々が一緒に研修できるようにしたりしていきます。さらに出前訪問を利用しやす
くし、出向く研修を心がけていきます。
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具体的施策

施策の
ねらい

・幼保小連携の推進
・小学校との連携
子どもたちが、幼児教育の成果をもって、意欲的に入学後の生活に移行できるように、小学校と幼
稚園、保育所（園）の学びのつながりを軸に市内１８の地区ブロックにおける幼保小連携活動を推
進する。

主な実施事業名
幼保小連携地区ブ
ロック代表者会議
1 幼保小連携地区ブ
ロック全体会

2 幼小連携の推進

事業概要

事業指標

前橋市内の各１８地区ブロックにおいて、幼保
小の連携が深まるように、代表者会議で１年間
の進め方を説明したり、学びのつながりについ
て協議したりして連携の意義を伝える。また、
全体会で各地区ごとの計画を立案して見通しが
もてるようにする。
小学校への滑らかな接続のため、幼稚園や保育
所〔園）と小学校の教師の研修会や、幼児と児
童の交流等、幼児が小学校への憧れや意欲をも
てるような取り組みを支援する。

幼保小連携会議の満足
度調査
（5段階評価で上位２
以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

75%

100％
（５段
階評価
で上位1
以上だ
と85%）

前年度評
所管の異なる幼保小の教員や保育士が参加しやすいように、１８の地区ブロック研修会では、午
価に伴う
前中に保育参観をし、夕方に研修会を行う等研修会の持ち方を提案しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

年２回の幼保小連携地区ブロック代表者会議と年１回の幼保小連携地区ブロック全体会、年間２
０回開催された各地区ブロックにおける研修会を合わせると、参加者合計は、４４３名でした。
１年間の成果を「学びのつながりを考えるⅣ」の冊子にまとめました。（前半：幼保小連携地区
ブロック研修会の様子を取材形式でまとめ、幼保小連携の意義を具体的に記述。後半：１８の地区
ブロックそれぞれの１年間の活動の様子・成果や課題等についてまとめた。）これを、市内の１５
１校園所に２冊ずつ配布し、多くの教職員が幼保小連携の意義や重要性を理解できるようにしまし
た。

幼保小連携は目的や性格の異なる３タイプの組織が関わるため、その進め方や運営には難しい面
があると思います。ブロック別の会議や研修会では、年間計画の策定など幼児教育センターが重要
学識経験 な役割を果たし、着実に成果を上げています。また、各ブロック内での活動も活性化しており、関
者意見 係者の関心も高まっていることが分かります。その意義や重要性の認識を広く共有するためには、
研修会の参加者を増やしていく必要がありますが、長期的な視点に立って、すべての関係者が何年
かに１度は研修を受けることができるように工夫することも一案だと思います。

所管の異なる私立幼稚園、私立保育園、公立保育所等との合同研修会をしていくので、全体会の
際には各校園所の行事予定表を持ち寄り、研修予定の調整を綿密にしていきたいと考えます。ま
た、各地区ブロックにおける研修会の際には、幼保小連携の意義や学びのつながりへの理解が深ま
課題及び るように、幼児教育センター職員や幼小連携アドバイザーも参加し、適切な助言をしていきたいと
改善策 考えます。また、年１回開催している幼保小研修会には、幼保小連携担当者に限らず、幼保小連携
に関わったことのない先生方の出席も促していきたいと考えます。今後も、幼稚園での「幼児の遊
び」は、小学校での教科の基礎になる力の育成を目指していることを、園だよりや保護者会等を通
して保護者や地域の方々に分かりやすく伝えていく必要があると感じます。
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具体的施策

施策の
ねらい

・子育て支援
・特別支援教育の推進
子育てや幼児の発達、就学に関わる個別の相談や通級教室「幼児教室」での継続した個別指導、幼
児教育に関する情報提供や関係機関と連携した事業の実施を通し、子育て支援の充実を目指す。
園所における障害のある幼児の教育相談や支援を通して特別支援教育の推進を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

子育てや幼児の発達、就学、気になる子に関す
る個別の相談に応じる。<電話> <電話→面接> <
電話→面接→発達相談（医師や言語聴覚士との
電話相談の件数
相談）> <電話→面接→通級教室「幼児教室」>
<電話→園所訪問>など、一人ひとりに応じた支
援を行う。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

400件

536件

2 室」

通級教室「幼児教 通級教室「幼児教室」で、継続したきめ細かな
支援を行う。

保護者アンケートによる「幼児教
室」の満足度（４段階評価で上位
２以上の割合）
（ ）は、利用人数。定員は４８
人。
※利用人数は、年度内の継続、新
規、中断、終了者を含む。

－

75%

91%
(62人)

乳幼児を持つ保護者の子育て支援として、公民
館の家庭教育学級等と連携し、保護者がちょっ
いきいき子育て井
とした悩みなどを話したり、専門家による助言
3 戸端会議
を聞いたりして、子育ての大変さや楽しさなど
を共有できる機会を提供する。

事業後の満足度アン
ケート（４段階評価で
上位２以上の割合）

－

80%

100%

園所からの要請をもとに、相談担当指導主事や
園所からの要請をもとに
相談担当指導主事や
保育カウンセラーが、出前訪問相談を行うこと
により、園内体制や支援について指導・助言
し、障害のある幼児の教育相談や支援に取り組
む。

出前訪問相談報告書
（５段階評価で４以上
の割合）

－

75%

100%

1 個別の相談

4 出前訪問事業

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

子育てや幼児の発達、就学等に関する不安や疑問への相談、発達に課題のある幼児への支援を行
いました。個別の相談では、５３６件の電話相談から２４０件の面接相談につながり、きめ細かな
情報提供や助言等を行なってきました。また、福祉部等関係諸機関との連携を図りながら、市内幼
稚園・保育所(園)を依頼により訪問し、１０６件の情報交換や個別支援についての助言等を行いま
した。これらの相談から希望により、通級教室「幼児教室」に６２名の幼児が通所し、幼児に対し
ての個別支援を行なうと同時に、保護者への継続的な支援を行ないました。利用者からは、満足し
ているとする割合が９１%と高い評価を得ました。また、就学相談は電話相談２０４件、面接相談１
３０件（来所１１９件、訪問１１件）でした。これらのことを通して、｢早期発見・早期支援」に取
り組み、子育て支援の充実を図ることができました。

教育・子育て相談とそれに続く個別支援は、教育プラザの重要な機能のひとつです。実施された
事業を見ると、相談ニーズを徹底的に開拓し、とことんそれに応えていこうとする姿勢がうかがえ
ます。短い期間の間にこのような体制を整えることができたことは高く評価できます。また、実績
学識経験
もすべて目標を上回っており、相談機能、個別支援機能が十分に果たされていることがわかりま
者意見
す。事業が多様化すると、えてして各事業の縦割りの弊害が生じがちです。これからも各事業の充
実を図るとともに、他の関係機関との連携及び担当者間の連携を密にして、このように一体として
機能できるよう進めていただきたいと思います。
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幼児教室では、４８枠ある指導枠に平均５２名の幼児が通所し、対象となる幼児は継続的な個別
指導が必要であるため、年度当初に通所児が決定されると、年度途中からは新規に通所を開始する
事は難しい現状があります。そのため、７月以降は１０名程度待機してもらう希望者がいました。
通所児決定の際には、保護者との丁寧な相談を行い、幼児の実態や将来を考慮しつつ、適切な相
課題及び 談・療育機関等の紹介を積極的に行なうとともに、待機している希望者に対しては、｢幼児の発達相
改善策 談｣や｢いきいきことば相談｣等の利用や不定期ではあるが、面接相談等の実施、福祉部等関係諸機関
との連携により、支援を必要とする幼児や保護者との繋がりを保っていきたいと考えます。就学相
談に関しては、就学までの流れや準備について情報提供を行い、スムーズに小学校生活に移れるよ
うにしていきます。
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【充実の２】 心豊かな地域づくりの充実
具体的施策 家庭教育学級の充実・再活用

施策の
ねらい

単に家庭教育や子育てに関する知識を習得するだけでなく、そこに集う人が互いにネットワークを
構築することができるような学習機会の充実に努める。

事業概要

主な実施事業名

事業指標

乳幼児あるいは小中学生を持つ親を対象とした
家庭教育に関する学習を通して、明るく豊かな
各公民館主催社会 家庭教育を築こうとする意欲や実践力を高め
1 教育事業
る。
※実施公民館数（全１６公民館）
家庭教育学級・・・１６公民館

アンケート（受講者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
目標
実績
実績

95%

80%

94.1%

前年度評
講座アンケートで「講座をまだ続けたい」「受講生同士でまた会いたい」等の意見が聞かれ、ネッ
価に伴う
トワーク化に向けあと１歩という段階にきている公民館もあります。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２１年度は、実施公民館が１４公民館でしたが、平成２２年度は必須事業として全１６公民館
で実施し、２，５７６人が受講しました。出席者の満足度も高かった。また、大学（共愛学園前橋
国際大学）と連携し、より先進的な取組みで効果を上げている公民館（永明）もありました。ま
国際大学）と連携し、より先進的な取組みで効果を げて る公民館（永明）もありました。ま
た、公民館同士連携をとって講座を行った公民館も見られた。講座担当者が１年間継続的に研修を
行った結果、生涯学習課、地区公民館、共愛学園前橋国際大学と連携して「お父さんのまえばし・
きょうあい子育てひろば」を開催し、ワークライフバランスにも考慮した講座の充実を図ることが
できました。自主グループへの働きかけを行っていますが、ネットワークの構築については、うま
くいっていない。

市内全公民館において、家庭教育学級が実施されたことは高く評価されるべきことと思います。
満足度も高く、内容も充実していたことがうかがえます。ただし、さらに実効性を高めるために
は、評価や課題にある通り、ネットワーク化に向かうステップにもう少し工夫が必要のようです。
子育てボランティア等の活動につながることだけが目的ではなく、共助グループというようなこと
もあり、あるいは、単にお友達になるということもあります。要は講座に出て終わりということで
学識経験
はない仕組みがあればなおよいということであり、声掛けをしてグループになってもらうというこ
者意見
とではなく、講座の中におのずとネットワーク化される、あるいはしたいと思われるような内容や
手法が盛り込まれることが望ましいと思われます。
なお、指標における平成２２年度の目標は平成２１年度のままになっており、実績に対してより
高い目標を掲げるか、あるいは別の指標を検討する等の前向きな取り組みが期待されます。このこ
とは、生涯学習課の担当事業全般に言えますので、検討してください。

少子高齢化、核家族化、個人の価値観の多様化などにより、家庭教育の必要性はますます高まっ
ており、より、地域ニーズにあった家庭教育学級の推進が望まれます。また、受講後自主グループ
課題及び
に発展し、子育てボランティア等で活躍するなど、ネットワーク化を推進していくことが望まれま
改善策
す。
また、事業指標について見直す方向で検討していきます。
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具体的施策 子育てサポート体制の充実

施策の
ねらい

子育てボランティアを養成すると共に、ボランティア連絡会や保健推進員と連携しながら、地域の
人材による講座開設の際の託児サービスや子育てサロンの実施を進め、子育て中の親に対する学習
機会の提供を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

子育て支援を目的としたボランティア活動者育
生きがいづくり支
成のため、託児等で即実践できる技術や知識を
1 援事業（子育て支 習得する講義のほかボランティアとしての姿勢
援講座）
を学べる講義も取り入れ事業を推進する。

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

子育て世代の親子及び子どもの居場所づくりを
行い、相談などにも適宜対応し子育て支援を図
子育て遊び場事業
2
る。臨時職員３名を雇用し大胡公民館で実施
（緊急雇用創出基金事業）。

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

91%

80%

96%

70%

80%

91%

生涯学習課と地区公民館で連携したボランティア養成講座の実施を行い、実際に託児ボランティ
前年度評
アを行う人が出てきています。生涯学習課と各公民館家庭教育学級担当者、共愛学園前橋国際大と
価に伴う
の連携による「お父さんのまえばし・きょうあい子育てひろば」を中央公民館で開催し、子育てサ
改善
ポートの輪を広げました。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

子育て支援講座については、生涯学習課のボランティア養成講座と地区公民館の子育て支援ボラ
ンティア講座とを連携して事業を実施しました。受講生の中から実際に家庭教育学級の託児ボラン
ティアを行う人がでてきており、効果がみられました。子育て遊び場事業（大胡公民館の１室を開
放し親子や子どもの憩いの場を提供する事業）については、家庭教育支援活動員会（文科省の訪問
型家庭教育相談体制家庭教育充実事業でできたグループ）が協力して、子育て遊び場事業の利用者
の相談を行ったり、月１回の交流イベントを行っており、利用者の交流と増加を促進する活動が効
果を上げています。

ボランティア養成について、生涯学習課と地区公民館の連携により、実際に活動まで連結する実
績が出ていることは高く評価されます。また、市内には学習者による子育て支援の取り組みが形成
されている事例もあり、着実に成果が出ていると評価できます。
大胡地区における遊び場事業については、今後の継続の可能性やあり方について、引き続き検討
学識経験
をしていただきたいと思います。
者意見
なお、子育て支援という枠組みでとらえるとき、市内各所で開設されている子育てサロンや市行
政他部署との役割分担や連携の在り方を総合的に検討し、市民にとってわかりやすい支援事業が展
開されることが望まれます。子育て支援事業そのものは、担当部署の役割と位置づけ、生涯学習課
の社会教育としての役割は、その担い手を養成すること、という視点もあり得るかもしれません。

子育て支援講座については、より多くの公民館での実施が望まれます。子育て遊び場事業の緊急
雇用創出基金事業は平成２３年度で終了してしまうため、この事業の担い手を養成することが望ま
課題及び れるところです。そのため平成２２年度から大胡公民館において、子育て支援員養成講座を実施し
改善策 ており、この事業から子育て遊び場事業の後継者が生まれるよう今年度も継続して実施する方向で
努力していきます。
また、事業指標について見直す方向で検討していきます。
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具体的施策 多くの住民が参加できる事業の推進

施策の
ねらい

学習者としての主役である市民の目線に立ち市民のニーズを的確に把握した上で、複数の公民館で
協力したり他機関との連携を図ったりしながら、魅力ある学習プログラムを開発し受講者の増加を
図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

高齢者教室・少年教室・家庭教育学級等ライフ
ステージに対応した講座の充実
各公民館主催社会

1 教育事業

※実施公民館数（全１６公民館）
高齢者教室・・・全１６公民館 5,319人
少年教室・・・・全１６公民館 4,920人
家庭教育学級・・全１６公民館 2,576人

受講者数

9,810人 9,900人 12,815人

各公民館で必須で高齢者教室、少年教室、家庭教育学級などのライフステージに対応した事業を
前年度評
価に伴う 行ったため、受講者数が増加しました。公民館のＨＰで主催事業の一覧を掲載しているところがで
てきており、どこの公民館でどんなことが行われているのか、わかるようになってきました。
改善

Ａ

進捗管理

評

価

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

少年期 子育て期 高年期それぞれの時期に対応した講座を全公民館で実施したため 受講者が
少年期、子育て期、高年期それぞれの時期に対応した講座を全公民館で実施したため、受講者が
大きく増加し、市内全地区で市民のニーズに対応することができました。また、平成２１年度に引
き続き大学（共愛学園前橋国際大学）と公民館（永明）との連携による家庭教育学級の実施など、
より、内容が高い学習プログラムが実施できました。

高齢者、少年、家庭教育の各教室が、市内全公民館で実施されていることは大変高く評価できま
す。受講者数が順調に増加していることも、その効果の表れと思われます。各公民館で実施されて
学識経験 いる教室は、名称は同じであってもその内容は異なり、それぞれに魅力的なものであると思われま
者意見 す。ゆえに、当該地区住民のみならず、市内全域にその講座を発信し、市民がより学びを享受でき
る工夫も期待されます。そのためには、各公民館の主催事業を一覧にして、生涯学習課のページで
公開したり、生涯学習カレンダーのようなものを作成してもよいのではないでしょうか。

少子高齢化、核家族化、個人の価値観の多様化が進む中、地域の実情や世代ごとのニーズに合わ
課題及び せたきめ細かな公民館事業の実施が望まれます。他機関との連携などにより、より質の高いプログ
改善策 ラムの開発等を行い効果の上がる事業にします。また、多くの住民が参加できるようＨＰ等で公民
館の主催事業の一覧等を載せ、情報提供していくよう検討します。

,
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具体的施策 地域課題に対応した事業の推進

施策の
ねらい

地域の課題を把握して企画した公民館主催事業を実施することにより、地域づくりやコミュニティ
づくりを促進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

地域づくり推進事業のテーマ内容にそった講座
各公民館主催事業
を企画するなど、地域住民が地域に目を向け、
1 社会教育事業（地 主体的に地域づくりにかかわっていく人材の発
域づくり講座）
掘・養成を図る。

アンケート（受講者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

95%

80%

96.6%

地域に根ざした人材を養成する講座がいくつかの公民館（中央、上川淵、下川淵、桂萱、城南）
前年度評
価に伴う で実施されました。桂萱公民館では、地域づくり推進事業を後方支援する事業として「桂萱村誌を
読む歴史講座」を実施し、講座終了後、桂萱歴史友の会に入る方がいました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２２年度は、公民館に配置された社会教育主事に集まってもらい地域づくり講座のあり方に
ついて研究し職員の全体研修会でその成果を発表しました。効果はこれから出てくるものと思われ
ます。平成２２年度は、「ふるさと発見塾」や「ふるさと再発見」「地域の歴史を探る」といった
地域理解を進める講座が多く見られ、住民みずからが地域を大切にしていく土壌を作る講座の推進
が図られました。

公民館に配置されている社会教育主事の皆さんが研究活動を展開されていることは、大変頼もし
く、素晴らしい取り組みと思われます。今後もぜひ継続していただきたいと思います。
地域づくり推進事業との連携を視野に入れた取り組みがなされていることも、今日的意義、部署
学識経験
者意見 横断的連携としての意義ともに認められるところであり、評価できます。今後は、地域づくり推進
事業が順調に推移している地域だけではなく、むしろもう少しで軌道に乗りそうな地域において、
その後方・側面支援を検討していただけるとありがたいと思います。

職員研修等や社教主事のワーキングチームの活動を通じ、地域課題に対応した行動が住民の中か
課題及び ら生まれるような講座を展開します。また、桂萱公民館のように地域づくり推進事業を後方支援す
改善策 るような事業を他の公民館でも実施できるよう推進します。
事業指標の見直しを行う方向で検討していきます。
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具体的施策 今日的課題に対応した事業の推進

施策の
ねらい

環境、食育、防犯防災、福祉などをテーマとした講座を開催するとともに少年教室、高齢者教室な
どの事業に今日的課題を組み入れることにより、いろいろな世代の人が課題に対応する知識や技能
を身につけ、課題解決に向けて行動できるよう、意欲の喚起を図る。

主な実施事業名

各公民館主催事業
社会教育事業（環
1 境・食育・防犯防
災等をテーマとし
た公民館講座）

事業概要

事業指標

（環境講座）環境問題の現状を学びながら自ら
の生活を問い直し、環境課題に向けた各自がが
取組の必要性の理解及び実践しようとする意識
を高める。（食育講座）正しい「食」の知識や
食生活の大切さを理解する等、地域の食育への
関心を醸成する。（防犯防災講座）高齢者等を
対象に防犯や防災に関する知識の高揚を図り危
機を未然に回避させる。
※実施公民館数（全１６公民館）
環境講座・・・５公民館 354人
防犯防災講座・・・５公民館 284人
食育講座・・・４公民館 239人

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

95%

80%

90%

少年教室で、地元の方の協力で参加した子どもたちが育てた食物を学校給食に取り入れて、それ
前年度評
を食べるというまさに地産地消の実体験をする講座の実施がみられました。食育講座は増えました
価に伴う
が、環境講座は、必須の講座が増えたことにより、結果的に各公民館で取組めなかった状況があり
改善
ました。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

少年教室や高齢者教室、地域づくり講座など、１１公民館の１４事業で今日的課題をテーマとし
た事業が実施され、各世代にわたってこの課題に向けた取り組みがなされました。

地域づくり、学校教育、学校給食、そして社会教育事業が連携した食育の取り組みなどは、大変
すばらしい実績であると思われます。東日本大震災後の社会を考えると、今後は、環境と防災の
テーマがますます重要になり、かつニーズも高まると思われます。中央公民館などで、多くの市民
学識経験
を対象とし大々的に実施するのも一つの方法かもしれません。また、全館実施は様々な要因から難
者意見
しい側面もあります。各館協働で実施し、年度ごとに持回るというような形態も検討されるとよい
でしょう。

今日的課題の学習機会を様々な講座で取り入れ、住民同士の共通認識を図ると共に課題を住民自
らが解決し、住民による地域づくりの推進が図られるような事業を展開します。また東日本大震災
課題及び
後の社会を考え環境・防災をテーマにした事業など、今後も引き続き各公民館でこれらのテーマを
改善策
取り入れた事業の開催に努めます。
事業指標について見直す方向で検討していきます。
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具体的施策 地域の人材活用

施策の
ねらい

講座や教室参加者の多彩な交流ができるように「公民館利用グループリーダー研修」や「公民館文
化祭」の企画、運営に地域人材の積極的な活用を図る。また、学習成果の発表の場を提供すると共
に、関係機関と連携し、学習者が生涯学習の支援者として活躍できる場づくりに努める。

主な実施事業名

各公民館主催事業
社会教育事業（公
1 民館グループリー
ダー研修・公民館
文化祭）

事業概要

事業指標

（公民館利用グループリーダー研修）学習グ
ループのリーダーとしての資質向上及び各学習
グループリーダー相互の学び合いと交流を図
る。
（公民館文化祭事業）地域の人たちが、日頃、
公民館や各町の集会所等を利用して行っている
学習・文化活動及び伝統芸術継承活動等の成果
を発表することにより、さらなる学習意欲の喚
起を図ると共に住民相互の親睦と連帯を深め、
地域づくりを図る。

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

88%

80%

96.8%

公民館利用グループリーダー研修では、他の公民館で人命救助が行われ実際に人が助かっている
前年度評
価に伴う ことから、日頃からの研修が大切だということで、２公民館で「心肺蘇生法とＡＥＤの使い方」の
研修を実施しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

公民館文化祭においては、全般的にはほぼ計画どおり進められました。文化祭の運営は、自主学
習グループ連絡協議会が中心に行っており、地域住民の文化の発表の場であるとともに地域住民相
互の交流の場づくりを進めるものとして評価できます。公民館利用グループリーダー研修事業は、
１１公民館で実施し、１，２１６人が参加しています。

公民館文化祭事業は、課題の欄にもある通り、日頃の学びの発表の場として大変重要な取り組み
でありますので、今後も着実に継続していただくことが必要と思います。
グループリーダー研修については、AED対応など具体的な内容も盛り込まれ改善が進んでいること
学識経験
者意見 がうかがえますが、現状としては交流を中心としたものであることから、リーダーが中心となり日
頃の取り組みを地域の生涯学習機会へと昇華させながら還元できるような取組も視野に入れた、研
修内容のさらなる検討が重ねられることが期待されます。

地域でのリーダー養成、資質の向上を図る事業としての、公民館利用グループリーダー研修事業
は、学んだことを地域に還元し地域力の向上を図っていくために必要なものです。また、地域住民
課題及び
の学習成果の発表の場としての公民館文化祭は、なくてはならぬものであり、より一層の推進を図
改善策
ることが公民館に求められています。
また、事業指標について見直す方向で検討していきます。
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具体的施策 情報の提供・発信

施策の
ねらい

各公民館のホームページを充実させるとともに、分かりやすい公民館報の工夫に努め、学習機会を
始めとする地域情報を積極的に発信していく。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

Webページ構築（CMS）研修や行列のできる講
各公民館主催事業
座・チラシの作り方講座など公民館職員研修に
1 社会教育事業（情 より、公民館情報提供担当職員の資質・能力向
報提供事業）
上を図る。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

公民館ホームページの
23,500件 23,600件 25,227件
アクセス数（年間）

公民館事業の一覧表示をした公民館ＨＰが２館（上川淵、桂萱）で見られるようになってきてい
前年度評
価に伴う ます。将来的には、生涯学習課のＨＰに各公民館主催事業のページをつくり、そこと各公民館の
ページをリンクを張って一括して見られるようにします。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

公民館報の編集も充実してきており、また、ホームページも各公民館ともほぼ統一した形式で、
構成されて見やすくなっています。公民館ホームページの中に、公民館事業の一覧表示も出てきて
おりより親切で分かりやすいホームページになっているところも見られました。

情報の提供・発信は社会教育事業にとって、また公民館にとって、大変重要な位置を占める取り
組みであります。特に昨今では市民が学習機会を照会しようとする際、インターネットは欠かせな
いツールとなっています。その意味で、前橋市の公民館のHPは充実の度合いが増しているとはいう
ものの、アクセス方法に難が認められたり、各館の掲載内容が統一されていない部分があります。
学識経験
さらなる改善が必要と認められます。全市の社会教育、生涯学習事業が一覧できる仕組みやイン
者意見
ターネット上での申込み、終了講座等の報告などの内容の充実と同時に、携帯やスマートフォンへ
の対応という今日的な課題も残されています。システムはより容易なものに改善されましたが、更
新、充実させるのは人であることを鑑みるとき、全館の情報を統一的・総合的にHPへ反映させるた
めの人的な措置（たとえばアルバイトや嘱託等）の可能性はないでしょうか。

公民館事業の一覧の出ている公民館のホームページに合わせて、他の公民館のホームページも統
課題及び
一していきたい。
改善策
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具体的施策 居場所づくり

施策の
ねらい

地域に根ざした施設として、また、放課後の児童をはじめ幅広い世代の市民の居場所として、フ
リースペース等を気軽に利用できる環境づくりに努める。

主な実施事業名

1 公民館運営事業

事業概要

事業指標

「いつでも、だれでも、気軽に」をモットーに
明るく居心地の良い公民館を目指し、地域住民
に親しまれる居場所づくりに努める。

来館した市民を対象に
アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

―

80%

86.7%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

公民館は地域住民の活動の拠点として機能しており、コミュニケーションの場として有効かとい
うアンケートに対して８６．７％の人が有効と答えており、住民からも認識されています。

地域の居場所としての公民館という視点が取り組みに反映されたことは、大変すばらしいことと
思われます。この事業指標において用いられたアンケートは、各館を利用している50名を抽出して
学識経験 実施されたとのこと。対象者の年齢や性別等の属性なども分析には必要になってくると思われま
者意見 す。例えばどういった年齢層が広く利用しているかなどの分析も今後の居場所づくりに有効なデー
タとなるでしょう。さらに、真に居場所としての公民館について検証するには、利用者以外の住民
も含めた、地域住民意識調査のような取組が必要になってくるのではないでしょうか。

気軽に立ち寄れるコミュニケーションスペースとしての機能を推進し、より地域住民から地域の
課題及び
拠点として、認識されるよう努めます。
改善策
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具体的施策 地域理解支援の推進

施策の
ねらい

シニア世代などを対象に、自らの生き方を問い直し、地域に貢献しながら自分らしく生きていける
ことを目的に「セカンドライフセミナー」や「地域理解講座」等を実施し、地域に対する誇りと愛
情をもって、地域活動に進んで取り組もうとする意識を醸成する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

（地域理解講座）
シニア世代が自らの生き方を問い直し、地域に
貢献しながら自分らしく生きていけることを目
各公民館主催社会 的に「地域理解講座」や「セカンドライフセミ
1 教育事業
ナー」等の講座を実施し地域づくりの推進役と
して活躍できるよう支援する。
※実施公民館数（全１６公民館）
地域理解支援講座・・・６公民館

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

82%

80%

80%

前年度評
シニア世代を対象にした本事業の実施により次世代のリーダー養成に貢献する事業の推進が図れ
価に伴う
ました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

地域づくり講座・セカンドライフセミナーなどの事業で、地域理解支援の講座を実施し、シニア
世代や地域住民が自分たちの地域に対する愛着を深める事業を６公民館で実施しました。ほぼ計画
どおりに進められました。
どおりに進められました

今後はますますセカンドライフと地域活動とのかかわりが密になってくると思われますので、セ
カンドライフセミナーと地域づくりを結びつけた観点は高く評価できます。理想的には、若年層や
学識経験
新規移住者等も含めた地域理解講座が展開され、住民同士の交流が進むことも期待されますが、現
者意見
実的には困難を伴うことであることも承知しているので、今後の検討課題の一つとしていただけれ
ばと思います。

課題及び
シニア世代が、地域の歴史等を知り地域に愛着をもち、地域における次世代のリーダーになるよ
改善策 う事業の推進を図りましたが、本事業をより多くの公民館でも実施できるよう努めます。
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具体的施策 キャリアデザイン支援活動の推進

施策の
ねらい

団塊の世代が自らの生き方を問い直し、地域づくりに貢献しながら、自分らしく生きていけるよ
う、「セカンドライフセミナー」等の講座を実施し、それを地域づくりにつなげていく。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

（セカンドライフセミナー）
中年世代が自らの生き方を問い直し、自分らし
各公民館主催社会
く生きていけるようにするとともに、地域回帰
1 教育事業
への働きかけをとおして、地域づくりの推進役
として活躍できるよう支援する。

アンケート（満速度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

82%

80%

80％

前年度評
シニア世代を対象にした本事業の実施により次世代のリーダー養成に貢献する事業の推進が図れ
価に伴う
ました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２１年度は生涯学習課と地区公民館が連携して事業を行いましたが、平成２２年度は単独で
事業を行いました。 セカンドライフセミナーや高齢者教室の一環として、男の料理教室や町の広報
紙づくりに生かすパソコン講座などの事業を開催し、シニア世代を対象に生きがいづくりと地域回
帰の意識づけをしていくことを目的とした事業を実施しました。ほぼ計画どおり進められました。

学識経験
地域理解、セカンドライフ、キャリアデザインのそれぞれについて、事業の枠組みをもう一度整
者意見 理してみる必要があるかもしれません。

シニア世代から、地域において次世代のリーダーが出てくるよう事業の推進を図り、地域づくり
課題及び に人材を供給できるよう努めます。
また、内容的に共通する面があるので本事業と地域理解支援の推進のシートを統合する方向で検
改善策
討していきます。
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具体的施策 ボランティア・市民活動の推進

施策の
ねらい

ボランティア育成講座などを開催し、市民の自発的活動による社会参画を推進するため、生涯学
習、福祉、文化、学校支援などのボランティアの育成を図る。市民活動支援センター等との連携に
より、「学び」の成果を還元する場の提供を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

（ボランティア育成講座）
ボランティア活動をしようとする市民を対象に
生きがいづくり支
研修講座を実施し、その成果をボランティア活
1 援事業
動者として明るく活力に満ちた地域づくりの推
進に生かす。

受講者数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

―

20人

53人

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

ボランティア活動の推進を図るため、生涯学習課でボランティア養成講座を企画し、市民活動支
援センター・ボランティアセンター・地区公民館と連携を図りながら、講座修了後の活動を見据え
た講座としました。内容は、まず講師からボランティアの活動意義や役割について学びその後活動
情報について市民活動支援センターとボランティアセンターから話を聞きました。受講生から「こ
んなに多くのボランティア先があることが分かった。」「まず１歩踏み出したい」等の意見が聞か
れ、受講生の関心の高さが伺えました。

ボランティア育成講座について参加者が目標を超えたことは評価できます。またボランティアセ
ンター等と連携を図りながら、具体的なボランティアの紹介等も行えたことは素晴らしいと思いま
学識経験 す。今後は、参加者の追跡調査等を行い、実際のボランティアに結び付いたかどうかも評価できる
者意見 とよいと思います。また、地域が、あるいは市行政が必要としている特定のテーマに特化したボラ
ンティア講座があって、その講座の受講者はすぐに当該ボランティア活動を行う様な、即戦力とし
てのボランティア養成を展開してもよいと思います。

課題及び
改善策

関係団体等と連携を図り受講者への情報提供を含めた講座とします。
また、参加者の講座受講後の追跡調査等を行ったり、特定のボランティア講座を実施し受講後そ
の活動を行う事業等も視野にいれながら今後の事業のあり方を検討していきたいと思います。
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具体的施策 職員研修の充実

施策の
ねらい

社会教育担当職員を対象とした初任者研修会・事業別研修会・全体研修会等の充実により職員の資
質・能力の向上を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

（各種研修事業）
社会教育担当職員を対象とした初任者研修会・
1 生涯学習奨励事業 事業別研修会・全体研修会等の充実により職員
の資質・能力の向上を図る。

アンケート（利用者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

―

80%

81.3%

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

上記各種研修講座のほかに、公民館配置の社会教育主事によるワーキングチームで全６回にわた
る研究と職員への発表を行いました。また、実際に公民館で人名救助が行われたことから３年に１
度だったＡＥＤ講習会を前倒しして実施しました。接遇研修では、職員が集まりやすいように午前
と午後に研修を実施しました。また、事業別の研修で家庭教育学級担当者が１年間自主的に研修を
続け、平成２２年度は生涯学習課と各公民館、共愛学園前橋国際大とで連携して「お父さんのまえ
ばし・きょうあい子育てひろば」を開催し成果が上がりました。

大変熱心に、かつ充実した回数・内容で研修がなされていると評価できます。今後は、課題の部
学識経験
分に記載がある通り、職員研修が大変重要になってきますので、さらに充実した取り組みを継続さ
者意見
れるよう期待いたします。

平成２３年度は、１１公民館の出張所部分が市民サービスセンターとなることに伴い、職員の発
課題及び
令が教育委員会から市長部局に変更になることで、公民館事業に対する意識低下が起きないよう、
改善策
職員研修により、一層意識を高めていく必要があります。
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具体的施策 社会教育専門職員の養成

施策の
ねらい

地域における生涯学習の一層の充実を図る上で重要な役割を担う専門職員として社会教育主事（社
教主事）の資格取得の促進及び社教主事をメンバーとする課題研究ワーキンググループの設置など
積極的な人材活用を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

（社会教育主事資格の取得）
資格取得のための公民館職員等を国立教育政策
1 生涯学習運営事業 研究所（社会教育実践研究センター：東京）で
実施される社会教育主事講習に派遣し有資格者
の充足を図る。

社教主事教習（公費）
への派遣人数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

―

1人

1人

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

昨年は、社会教育主事研修に予定通り１人派遣しました。また、公民館配置の社会教育主事によ
るワーキンググループでその専門の知識とノウハウを生かして講座の研究を行い、公民館職員全体
研修会において発表を行い、研究成果を職員で共有することができました。これにより参加した職
員の、社会教育主事としての自覚も一層高まっています。社会教育主事のいない公民館からも希望
があれば傘下できる体制を整えていきます。

予算の関係もあり、人数的には1名という実績ではありますが、社会教育主事を養成しようとする
取り組みは大変すばらしいものであり、ぜひ継続していただきたいと思います。社会教育主事教習
学識経験
で得られる知見は、市行政のどこの部署に配属されても、有用になるはずです。このことと並行し
者意見
て、社会教育主事によるワーキングが行われ、研究発表等も予定されています。主事の養成のみに
とどまらず、その活用が具体的に進んでいることは注目されます。

課題及び
各公民館で社会教育事業の企画・実施するときに社会教育主事が相談・助言者として、職員の相
改善策 談にのり事業の推進を図るよう努めます。
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具体的施策 様々な機会をとおした人権啓発の推進

施策の
ねらい

「人権を考える講演と映画のつどい」や「人権教育指導者研修会」等の講座を計画的に開催すると
共に、館報等での啓発活動を充実させることにより、同和問題を始めとする、あらゆる人権問題の
解決に向けてねばり強く生涯学習活動をする。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

集会所において、人権に関する講座や学習会を
集会所人権教育推 開催することにより、お互いの人格を尊重し、
1 進事業
思いやりの心や幅広い知識を身につけ、地域住
民との交流を促進する。

事業参加者数

同和問題を始め様々な人権問題についての理解
人権教育指導者研 を深め、人権教育の進め方、啓発活動のあり方
2 修事業
について研修し、人権教育指導者としての資質
向上を図る。

事業参加者数

513人

300人

507人

各公民館主催社会 同和問題を始め様々な人権問題に係わる講演
会、映画会などを開催し、人権啓発を図る。

事業参加者数

208人

100人

121人

3 教育事業

2,219人 2,300人 2,260人

前年度評
県の事業委託がなかったが、実施団体（中公：明寿大学）の選定に努めた結果、目標を大きく上
価に伴う
回ることができました。館報でも人権啓発の記事を掲載しました。
回
。館報
人権啓発 記事 掲載
。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２２年度は、県の事業委託がありませんでしたが、特に事業２では実施対象団体（社会教育
関係団体：中公明寿大学）の選定に努めた結果、当初目標を大きく上回ることができ広く人権に対
する理解を推進することができました。事業３についても当初目標を上回ることができました。事
業１については、目標を下回ったものの前年度を上回ることができました。また、館報の啓発記事
による人権に対する啓発も効果を上げることができました。

それぞれの事業が、目標に即して着実に実施されていることがうかがえます。県の委託事業がな
くなったのちも工夫により、より多くの人との学びの場を設定していることは評価されます。
学識経験
よりよい社会づくりという社会教育の本来的な役割を踏まえるとき、人権教育は大変重要な中心的
者意見
課題であると言えます。全16館で、あるいは地区公民館の連携等により、各地区で例年何等かの人
権に係る学びの機会が提供されるよう、努力を継続していただければ幸いです。

事業１については、事業内容の充実に努めているところですが、引き続き内容の充実を図り参加
課題及び 者を増やすための方策を模索していくことが必要と考えます。事業２では、引き続き実施対象団体
改善策 の選定に努め人権教育、啓発の推進に努めていきたい。また、館報のさらなる活用とともに、公民
館主催事業の充実を図ることも今後の課題の一つと考えます。
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具体的施策 地域での生涯学習の奨励

施策の
ねらい

生涯学習奨励員活動の推進、出前講座の利用促進や助成制度（学びのつどい）により、身近な地域
での生涯学習の奨励を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

「いつでも、どこでも、だれでも」学習できる
ような生涯学習社会を築いていくためには、公
生涯学習奨励事業 民館事業に加え、「出前講座」によって少ない
1 （出前講座事業） 経費で多くの学習機会を市民に提供し、かつ、
市民の希望する場所で実施するという効率的な
学習支援を図る。

アンケート（利用者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

95%

90%

90%

前年度評
２２年度は、奨励員の委嘱換えの年であり、新任の奨励員の研修会等で事業の紹介をすることが
価に伴う
できました。また奨励員全員に出前講座パンフレットを配布し事業のＰＲを図っています。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

出前講座は、平成２２年度は１９８件実施し、住民の生涯学習意欲に応えるべく、日頃から市が
行っている様々な業務を、担当課が直接伺い住民と共に、その仕事について学習することで、意識
向上を図ることができました。また市の業務を積極的にＰＲすることができる場にしていくことも
できました。

出前講座の実施については、参加者の満足度は高いことがわかりました。検証の際、どういった
内容の出前講座が多かったのか、どこからの注文が多かったのか、生涯学習奨励員による企画は
学識経験
あったのか、などのデータも必要となるでしょう。また、生涯学習奨励員の活動の実態調査が必要
者意見
かもしれません。さらに、生涯学習奨励員の皆さんの力を発揮していただくためには、活動の具体
例などが盛り込まれた、事例ハンドブックのようなものの作成も有効かもしれません。

出前講座については、継続した効果があると考えますが、特定の講座に集中する傾向がありま
課題及び す。今後は、市関係課の協力のもと、講座内容について、住民が知りたいことなどを的確に把握し
改善策 見直しを行なっていきたいと考えます。地域の人材を活用し、出前講座講師などの掘り起こしを
行っていきたいと考えます。

75

具体的施策 全市での生涯学習の奨励
施策の
ねらい

「生涯学習だより」などによる広報啓発や「生涯学習フェスティバル」の開催により、学習意欲の
高揚を図ると共に、市民展、美しく楽しい前橋再発見事業、裾野は長し赤城山絵画展等前橋らしさ
を発揮した文化的事業を構築し発信することにより、文化の薫り高いまちづくりを推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

だれもが気軽に楽しく生涯学習に触れたり、参
生涯学習奨励事業
加できる機会として、また、各地域での地域づ
（生涯学習フェス
1
くりを紹介する場として、毎年８月下旬から９
ティバル））
月上旬の土・日曜日に２日間に渡り開催する。

アンケート（来場者満
足度：４段階評価で上
位１ の割合）（４段
階評価で上位２ 以上
の割合）

80%

50%
(80%)

52%
(97％)

市民の芸術的創作活動の成果を公募、展示し、
生涯学習奨励事業 広く市民の鑑賞に供する中で、本市芸術文化の
一層の振興とその水準の向上に資する。（２２
2 （市民展覧会事
業））
年度事業：第４５回）出展数 書道４４５人、
美術２１９人、写真１３９人

出品者数

76%

900人

803人

出品者数

96人

115人

120人

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

80%

85%

95%

赤城山および周辺の風景、風俗、行事等を題材
生涯学習奨励事業 とした日本画、洋画、きり絵を公募、展示し文
3 （裾野は長し赤城 化の発展と向上に寄与する。（赤城山を描く絵
画事業：宮城公民館事業から生涯学習課事業へ
山展事業）
移管し展示会場・事業名称変更、２２年度は中
公で開催）
伝統的な古典芸能である「能」をはじめ、朔太
生涯学習奨励事業 郎にちなんだ催しを中央公民館で開催すること
4 （伝統文化学習事 により美しく楽しい前橋を再発見しようとする
業）
もの。（２０年度に臨江閣で開催し好評を得た
もの）

前年度評
伝統文化学習事業は、朔太郎が晩年能を愛したという背景にもふれ、「萩原朔太郎と能」という
価に伴う
テーマで事業を実施できました。
改善
進捗管理

評

価

学識経験
者意見

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

「生涯学習フェスティバル」については多くの市民が気軽に生涯学習に触れることのできる機会と
することができました。「市民展覧会」については市民の芸術創作活動の発表の場として長年続い
てきた事業であり、最も身近な展覧会として存在してきた事業です。生涯学習推進のための手段と
しても事業の有効性は高いと思われます。「裾野は長し赤城山展」については郷土を代表する赤城
山を題材に広く作品を募っており、赤城山の魅力をＰＲするとともに、芸術的創作活動の発表の場
としても寄与するため、効果的であると考えられます。伝統文化学習事業「萩原朔太郎と能」につ
いては「能」を中心とした伝統文化行事を街の中心で実施することで、市民が伝統文化に触れる機
会を提供するだけでなく、街の活性化という点からも効果があったと考えられます。

各事業ともその意義は高く、今後も着実に実施されることが期待されます。
伝統文化学習事業については、昨年度の反省を踏まえ、前橋において実施することの意味が明確
になったものと思われます。

「生涯学習フェスティバル」については市民ニーズを捉え、より多くの市民層の方に参加いただけ
課題及び るよう会場を前橋元気プラザ21に変更して実施します。「市民展覧会」事業は小中学校などへの周
改善策 知を図り、若い層の取り込みもしていきます。「裾野は長し赤城山展」は、群馬ＤＣキャンペーン
の一環として、まちづくり課の写真展と同時開催することにより相乗効果を上げるよう努めます。
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具体的施策 郷土芸能の継承推進

施策の
ねらい

・ 郷土芸能の発表の場である郷土芸能大会を開催し、郷土芸能保存団体の活性化を図る。
・ 前橋に伝わる伝統文化の継承について、学校や地域の市民力を活用した連携を進める。
・ これまで集積してきた郷土芸能の映像記録を図書館等での活用について促進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
640人

市内で受け継がれている郷土芸能に活動発表の
郷土芸能大会開催
場を設けることで、郷土芸能に対する市民の理
1 事業
解を深め、その保存・継承を図る。

観客数

郷土芸能を映像として記録し、正確な継承に役
文化財普及啓発事
立てるとともに、文化財の普及活動の資料とし
業(郷土芸能記録
2
て広く利用できるようにする。（平成21年末現
保存）
在記録保存対象芸能数20件、内記録済17件）

記録保存率

文化財保存団体育
市内の郷土芸能継承団体が加盟している郷土芸
成補助事業（郷土
3 芸能連絡協議会補 能連絡協議会に補助金を交付し、保存・継承等
の活動を奨励する。
助）

連絡協議会加盟団体数 55団体

600人

（会場： （会場：
市民文化 大胡シャ
会館） ンテ）

85%

530人

85%

85%

56団体

55団体

前年度評
価に伴う
改善

市民へ郷土芸能保存の必要性を周知するため、インターネット上で動画等の配信を行いました。

進捗管理

Ｂ

評

価

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

郷土芸能大会は、例年の会場（市民文化会館）の工事休館に伴う会場変更（大胡シャンテで開
催）による観客数の大幅な減少が懸念されましたが、目標値には届かなかったものの多くの方の来
場があり、郷土芸能に対する市民の理解が深まっていると考えています。
郷土芸能の記録保存については、新規に記録保存する予定は元々ないため実績値は目標通りです
が、その活用として、インターネット上で動画を配信を行いました。
文化財保存団体育成補助事業については、事業概要欄に記載の通りの事業を行い、多くの地域で
世代を超えた交流を行っていますが、団体の構成員の高齢化は進み、団体数も目標値には届きませ
んでした。

郷土芸能大会への参加者数が少々減少していることについては、会場の問題があったためでもあ
り、そのことを踏まえれば十分な来場者数であったと思われます。評価の際に使用する、来場者ア
ンケートについては、参加者に対して回収率が低いように思われます。例えば、参加者の年齢構成
などは今後の施策設計の重要な指針ですので、もう少し回収率が向上するよう努力が必要かもしれ
ません。
また、動画配信については、郷土芸能大会の動画のみならず、各芸能の動画も配信できるとよい
と思われます。
学識経験
今後の課題は、若年層への浸透ということになり、そのための改善策も提示されていますが、よ
者意見
り具体的にアクションを起こさなければならない時期に来ているものと思われます。郷土芸能の良
さを伝えるという基礎的な取り組みに加えて、子どもたちが参加しうる仕組みを形成するために
は、学校との連携も不可欠になることでしょう。DVDはよい取り組みと思われます。さらに、子ども
たちが授業として見学することや、クラブ活動として取り組むなどの工夫もあってもよいかもしれ
ません。地域の歴史愛好家等、あるいは地域づくりの取り組みとの関係性も考慮してよいでしょ
う。伝承のための記録はできているとのこと、今後はそのマニュアル作りも必要になってくるかも
しれません。
郷土芸能保存団体の構成員の高齢化が急激に進んでいるため、団体構成員の世代交代が進んでい
ない団体が多く、次世代への継承が危ぶまれている伝統芸能もあります。そのため、郷土芸能大会
を引き続き開催することはもとより、そのほかに郷土芸能の重要性や面白さを市民に伝え、後継者
育成につなげるための方策を検討・実施し、郷土芸能の衰退に歯止めをかけたい。
課題及び
その一例として、後継者育成のための試みが順調に進んでいる団体の紹介や、地域や学校と連携
改善策
した郷土芸能の上演（鑑賞）機会の設定、これまで記録してきた動画資料のインターネット上での
配信などがあります。また、平成23年度に記録済みの動画資料をDVD化しますので、学校等への紹介
や貸し出しなど、その積極的な活用を進めたい。そのほかに、郷土芸能大会の来場者アンケートの
回収率を高めるとともに 設問の内容も工夫していきたい
回収率を高めるとともに、設問の内容も工夫していきたい。
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具体的施策 文化財普及啓発事業の推進

施策の
ねらい

・ 公民館と連携し、前橋を知るための歴史学習を積極的に支援する。
・ 前橋の伝統文化の基礎ともなる歴史的風土を形成する史跡、文化財を広く市内外ヘアピールする
機会として、前橋・高崎連携事業や大室古墳イベント、史跡探訪などを活用し、新たな前橋の魅力
を発見する機会とする。
・ 既設の展示施設について、それぞれの役割、機能を明確にし、効果的な利活用を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

歴史や文化財に関する体験学習や講演等を公民
文化財普及啓発事 館や資料館と共同で開催し、市民が郷土の文化
1 業
財に触れながら学習することで文化財に対する
意識を高める。
文化財管理事業
（蚕糸記念館・総
社資料館・大室公
2 園民家園・大室公
園史跡・粕川歴史
民俗資料館・臨江
閣）
文化財展開催事業
3 （前橋・高崎連携
文化財展）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
630人

講座等参加者

650人

406人

文化財保護課所管の展示施設など関連施設を良
好な環境で管理することで、郷土の歴史や文化
財の歴史的価値を認識し、文化財の普及に努め
る。

入館者数

33,784人 33,500人 33,775人

前橋・高崎両市の貴重な文化財を通して、それ
ぞれの地域の歴史を学び、文化財に対する興
味・関心や保護の意識を高め、両市相互の文化
の向上を図る。

入場者数

3,889人 3,900人 3,355人

文化財普及啓発事 古墳めぐりや体験活動等の大室古墳イベントを
開催するとともに、史跡探訪などにより地域と
ント等）
結びついた歴史遺産の活用促進を図る。

参加者数

2,589人 2,400人 2,438人

4 業(大室古墳イベ
前年度評
価に伴う
改善

大室古墳イベントで例年人気のあるコーナーを充実させました。

進捗管理

Ｂ

評

価

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

公民館との連携による出張講座、所有施設での体験教室や企画展、前橋・高崎連携文化財展など
を行いました。前年度を下回る実績となったものが見受けられるものの、各企画展などのイベント
開催時におけるアンケート結果には好意的な意見が多く、好評を得ており、文化財の周知文化財保
護思想の浸透を図ることができたと思っています。

充実かつ丁寧な取り組みがなされていると思われます。今後、これらのイベントや講座の来場者
数を維持するために、来場者の中心を担うファンの方々がリピーターとして楽しめる内容とする必
要があるでしょう。それらに加えて、周辺的なイベントで、多くの人にアピールする工夫も継続し
ていただきたいと思います。
今後の実績については、おそらく上下があると思われるので、複数年の記録をグラフ化するなど
学識経験
者意見 をしながら、下降傾向がみられるようになれば、それを回復するための取り組みをすることとし、
このまま丁寧に取り組みがなされてもよいのだろうと思われます。
あるいは、評価としては別の指標を考える必要がそろそろあるのかもしれません。たとえば、普
及啓発という目的を捉えれば、新規来場者数などが指標として考えられますが、今後の検討に期待
いたします。
リピーターを確保しつつ新規来場者が増えるように、既存の事業を引き続き行いながら、イベン
トや講座等の開催時に今後開催予定の他イベント等を紹介するなど、事業内容や周知方法を改善
課題及び
し、イベント開催時のアンケートにおける好意的な意見の割合を維持・増加させたい。
改善策
平成23年度からの新規事業として、一般の方を対象に、解説等のボランティアの養成を将来的な
目標に、その前段として文化財に興味をもってもらうための長期講座を開催します。
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具体的施策 史跡等の環境整備

施策の
ねらい

・ 史跡や文化財の環境整備を進め、市民のための学習環境を整え、市民自らの学習機会の場を創出
する。
・ 各種指定文化財等の説明板など、わかりやすく、やさしいものへ市民力を活用した整備を進め
る。
事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

古墳等史跡の除草、及び樹木管理並びに施設点
指定文化財管理事
検等を行い、貴重な文化財の維持管理に努め
1 業
る。

文化財保護指導員によ
る巡回監視の評価（４
段階評価）における上
位２評価の割合

75％以上

78%

市内の指定史跡等の保存整備工事を行い、文化
市内指定史跡等整 財の保存・活用を図る。また、説明板の整備を
2 備事業
進め、わかりやすく、市民力を活用したものの
普及も促進する。

説明板の設置率
(要設置箇所数 ３０
６箇所）

70%

55%

提言書

提言書
（案）
作成

実施

実施
（7件）

主な実施事業名

前橋市史跡整備委

3 員会運営事業

事業概要

国指定史跡等について、整備の必要性を協議
し、今後の整備・活用の促進を図るため、委員
会を設置し検討する。

文化財保存団体育 指定文化財の修理や日常管理に対して補助金を
交付し、文化財の保護・育成を図る。

4 成補助事業
前年度評
価に伴う
改善

評価指標の再検討を行いました。

進捗管理

Ｂ

評

価

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

55%

提言書としてまとめる

実施
補助制度の実施・未実
施
（6件）

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

指定文化財の管理は、文化財保護指導員のパトロールによる状況把握、業者や地元団体などに依
頼して行う史跡等の除草・枯損木処理、必要に応じて職員による作業も行っており、順調であり、
文化財保存団体育成補助も予定とおり実施しています。
指定史跡等整備について、平成２２年度は説明板の新設は行わなかったものの、老朽化した説明
板の書き換えを行い、市民が学習する際の利便性の向上を図りました。
ただし、史跡整備委員会運営については、提言書に盛り込む内容をさらに精査検討するため最終
的な提言書の作成は１年延期となりましたが、史跡整備を進めるための提言書（案）を作成しまし
た。

説明板について、当初新規設置を目標にしながらも、結果として改修を行ったとのことでした。
目標と実際が合致する工夫をいただきたいと思います。
学識経験
提言書については、もちろん早期作成が望まれはしますが、しかし重要な事項でありますので、
者意見
長い目で見て、十分に慎重な議論の後にまとめるという判断をされたことも評価に値することでは
ないかと思われます。

危険回避の面から、やむを得ず老朽化した既設説明板の改修を行うこともありますが、説明板の
設置件数が要設置箇所を充足していないことは大きな課題ですので、目標値をクリアできるように
課題及び
努力します。
改善策
また、提言書は史跡等の保存活用のための環境形成や特色ある地域づくりを行うにあたっての基
礎となるものであり、十分に慎重な議論を行ったうえで、早期作成を目指します。
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具体的施策 市民ボランティアの発掘・育成

施策の
ねらい

・ 史跡・文化財などへの市民解説ボランティア等を積極的に育成支援すると共に団塊世代の参加を
促す。
・ 既に活動している解説ボランティア団体相互の情報交換等を進め、市民が利用しやすいような、
組織化を目指す。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

所管する施設で、市民解説ボランティアを積極
的に導入し、活用を図る。併せて市民への文化
市民ボランティア
財保護思想の普及に努める。（大室古墳の語り ボランティア登録者数
1 解説員の養成
部9名総社資料館説明員の会19名、前橋観光ボラ
ンティア会 14名）
市民からボランティアを募集し、市民の手で、
大室古墳群前二子古墳の石室出土遺物等を復元
前二子石室復元市
ボランティアの参加延
する。（第1期事業 平成18～20年度 副葬品の
2 民プロジェクト
べ人数
復元、第2期事業 平成22～24年度器台等の復
元）

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

42人

43人

43人

350人

128人

前年度評
価に伴う 新たなボランティア予備軍の発掘を行いました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

ここ数年登録者数に変化がなかった市民解説ボランティアは、今年度１名増となり、その活動も
引き続き活発に行われています。
引き続き活発に行われています
市民プロジェクト事業は平成22年度から再始動した。前二子古墳から出土した遺物とそれに関連
する国内外の遺物を復元しました。製作品の種類や製作日数が20年度と比較し少なくなっているた
め、延べ参加者数も少なくなっていると思われるが、20代～60代まで幅広い年代の参加がありまし
た。

郷土の文化財等々に係る施策を展開するにあたって、市民参画を心がけることは大変有意義なこ
とと思われます。ボランティアの登録者数が増加したこと、少なくとも減少していないことは素晴
らしいことです。今後もボランティア養成事業に着手されるとのこと、期待されます。
学識経験
ボランティアの活動拠点については、昨年度と同様の課題が掲げられていますが、このことにつ
者意見
いての具体的な取り組みに関する検討が必要と思われます。その際、昨年の評価の中で、場と人の
両輪による拠点形成の必要性が述べられていますが、そのことについてどう対応するのかも、併せ
て検討が必要です。

市民解説ボランティアは、ボランティアの潜在的な希望者の掘り起こしを丹念に行う必要があり
ます。平成２３年度からの新規事業として、解説等のボランティアの養成のための事業を開始しま
す。平成２３年度は、ボランティア養成の前段として、一般に方を対象として文化財に興味をもっ
てもらうための長期講座を開催します。
課題及び
また、ボランティア活動の拠点について、拠点であるためには「場」と「コーディネート機能」
改善策
の両方が揃うことが必要ですが、「場」としては、臨江閣、大室公園民家園、総社資料館などをさ
らに整備する必要があります。「コーディネート機能」としては、前述のボランティア養成講座
を、将来的には、団体間相互の連絡調整や情報交換を行う事業へとつなげていくことで対応しま
す。
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具体的施策 文化財調査の推進
施策の
ねらい

・ 埋蔵文化財を含めた各種の文化財の調査研究を進め、市民の知的欲求を満たし、指定による保護
を拡大するとともに、新たな前橋の魅力の発見に繋げる。

主な実施事業名
1 文化財調査事業

事業概要

事業指標

各種文化財の調査を行い、指定にあたっての基
礎資料とするとともに、調査結果を市民に還元
し、文化財に対する興味・関心を高める。

開発事業に先立ち、開発予定地の試掘調査を実
施し、遺跡を発見した場合は発掘調査を実施
し、記録保存等を図る。
埋蔵文化財調査によって出土した遺物等の整備
を行い、資料展示やパンフレットを作成し、調
埋蔵文化財資料整
査成果を広く市民に周知する。大胡・宮城・粕
3 備事業
川の未整理遺跡の遺物整理を行い、発掘調査概
要を作成する。
市内遺跡発掘調査

2 事業

発掘調査によって得られた遺物や記録類を整
理、管理するため遺跡台帳を整備するととも
4 遺跡台帳整備事業 に、前橋市遺跡分布地図を作成し、各開発事業
に対し明確な文化財包蔵地情報を提供する。
市内での開発行為などに対する協議、調整を円

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
11件

5件

13件

実施
発掘調査事業の実施・
未実施
(19件)

実施

実施
(15件)

未整理遺跡の資料整備
の進捗率

70%

80%

80%

台帳化の進捗率

80%

90%

90%

30%

40%

50%

調査件数

遺跡データのＧＩＳ化

5 遺跡ＧＩＳ化事業 滑に進めるため文化財情報をデジタルデータ化 率
し、庁内GISで検索でき利用できるようにする。

山王廃寺等保存整

6 備事業

国史跡山王廃寺跡の実態解明とともに、関連を
も
総社古墳群 上野国府等 史跡保護 保全
もつ総社古墳群・上野国府等の史跡保護・保全
に向けての方針等を検討する。

山王廃寺の国史跡化面
㎡ 8,277㎡
㎡ 8,277㎡
㎡
8,277㎡
積

前年度評
価に伴う 資料整備事業についての一般市民向けパンフレットを、わかりやすくなるように作成しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

発掘調査は①直営実施、②執行委任、③担当課契約の方法で実施したが、天候にも恵まれ遅滞な
く順調に進みました。
資料整備事業は、旧３町村（大胡・宮城・粕川）の発掘調査遺跡要覧についてはpdfファイルで作
成を終え、その他の資料化や展示についても当初の予定とおり終えることができました。
遺跡台帳整備、遺跡ＧＩＳ化については、順調に推移しており、地形図が未作成の富士見地区の
遺跡の線引きを残して完了しました。統合型ＧＩＳへ組み込む準備も順調に進んでいます。
山王廃寺については、５ヵ年にわたる範囲確認調査を終え、当初の目的を達成することができま
した。

学識経験 しっかりと施策が展開されていると感じます。進捗管理について当初Bとの評価がなされていました
者意見 が、全体としてはAとしてもよいのかもしれません。今後も着実な取り組みに期待します。

発掘調査について、民間調査組織が民間開発を実施する際に群馬県教育委員会の「民間調査組織
導入事務取扱要綱」に準拠した適正な実施が行われるよう、引き続き指導していくことが課題で
課題及び
す。
改善策
山王廃寺については、５ヵ年調査で得られた成果の分析を進めること、あわせて総括報告書を作
成することが課題です。
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具体的施策 全域サービス網の充実

施策の
ねらい

・市内１３箇所にあり図書館オンラインで結ばれている公民館等図書室を、平成２２年４月から
図書館の分館とし、本館と一体的に運営する。
・いつでもどこでも利用できる全域サービスを充実するため、分館を新たに日曜・祝日に開館し、
また、平日にも利用しやすい開館時間に改善する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

図書館管理運営事 図書館本館及び分館を一体的かつ円滑に運営す
るとともに、施設を良好に管理し、市民に快適
1 業（分館運営含
む）
な読書環境を提供する。

図書館電算機運営

2 事業

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
544,070 543,000 511,477
人
人
人

貸出利用者数
貸出点数

図書館コンピュータシステムの機能強化に努め
分館とのオンライン･ネットワークの効果的運営 リクエスト件数
を行い、利用者の利便性の向上を図る。

2,175,335

2,040,000

2,407,830

冊

冊

冊

50,829件 53,400件 59,819件

前年度評
本館と分館、こども図書館とのオンラインネットワークの構築により利便性が向上していると思わ
価に伴う
れるが、その点検としてリクエスト件数の実績を指標といたしました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

Ｈ２２．４．１から公民館等図書室を分館とし、新たに日曜･祝日に開館し利用者の利便性の向上
したことで分館の貸出点数が前年度比で約２割増加しました。また、Ｈ２２．４．１に富士見分館
を新たにネットワークに接続し 一層のネットワーク化が推進され 本館・市内１３箇所の分館・
を新たにネットワークに接続し、一層のネットワーク化が推進され、本館・市内１３箇所の分館・
こども図書館で所蔵する資料をどこでも借りることができることからリクエスト件数も増加しまし
た。
また市民サービスの向上、人件費削減効果及び職員の基幹的業務への取組み強化を図るため、本
館中央カウンター及びこども図書館カウンター業務の委託をＨ２３．４．１から実施することがで
きました。

業務委託を導入されることはよいことと思います。その際、職員の基幹的業務への従事が効果的
に行えたかどうか、次年度には何らかの評価をする必要があると思われます。平成２４年度からの
ＯＰＡＣの設置等、利便性拡充へ向けての業務も、このことから充実したものとなるよう期待しま
学識経験 す。
また、せっかくネットワーク化され、小学生にはカードも配られているのだから、例えば、小中
者意見
学生の見学や体験等の機会を設けるなど学校との連携も模索してもよいのかもしれません。
新富士見分館の設計・建設にあたっては、市民が利用しやすい図書館とすることはもちろんのこ
と、図書館のありかたに関する最新の知見も活用しながら進めていただきたいと思います。

平成２３年度は分館整備事業で、地域住民に身近な図書館として１０月に総社分館の開館し、H２
５年度内の開館に向けた新富士見分館の基本及び実施設計を行います。また、平成２４年１月の図
課題及び
書館システム更新では新たな機能強化するとともに、利用者自らが資料検索や貸出予約ができるよ
改善策
う各分館に利用者開放端末（ＯＰＡＣ）を設置し、利便性の向上を図ります。
また、いつでもどこでも借りることができ、返すことができるサービスをさらに周知します。
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具体的施策 暮らしに役立つサービスの充実

施策の
ねらい

・市民の多様な学習要望に応えられる豊富な資料を迅速に提供する。
・市民と地域の課題解決のためのレファレンス機能をいっそう充実し、市民の暮らしに役立つ図書
館サービスを提供する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

生涯学習の拠点としての図書資料の充実を図る
1 図書資料整備事業 ため、選定、購入、除籍、寄贈等の業務を行
う。

在宅障害者等配本

2 サービス事業

図書館や分館に一人で行くことのできない障害
者や高齢者に対し、配本ボランティアを介して
図書資料を届ける。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
905,178 923,000 929,481
冊
冊
冊

蔵書数
レファレンス件数
（本館）

10,452件 10,600件 10,332件

25人

登録者数

30人

26人

前年度評
価に伴う 図書資料整備事業に直結した点検として、蔵書数を指標といたしました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２２年度は、利用者のニーズに応え、資料の購入と除籍を行い指標を上回る蔵書数を確保し
ました。
ました
また、障害者等配本サービス事業は、図書館にこられない市民へも読書の機会を提供するもので
あり、延利用者数は平成２２年度の５９２人から平成２３年度は６１６人に増加しました。

順調に推移しており、評価できます。受入と除籍に係る具体的な数字も公表されるとよいと思い
ます。
学識経験
また、今後蔵書が増え続けた場合、書架の問題が出てきます。まだ時期尚早のきらいはあります
者意見
が、電子書籍、あるいは図書の電子化への対応ということについて検討を始める準備も必要になっ
てくるかもしれません。

平成２３年度の総社分館開館では特色ある蔵書構成ともに図書館全体の資料構成を考えて資料購
入を図ります。
また、中央カウンター業務の民間委託により職員の基幹的業務への取り組みを強化し、レファレ
課題及び
改善策 ンスや暮らしに役立つ情報の提供、調査相談を充実させるととも、今後の図書館の方向性について
も検討してまいりたいと思います。また、在宅障害者等配本サービス事業については、ボランティ
ア登録者数を増やし、サービスを実施する地域を拡大します。
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具体的施策 子ども読書活動の推進

施策の
ねらい

・「前橋子ども読書活動推進計画」（Ｈ２１年策定）に基づき、こども図書館、分館で児童書の
充実を図る。
・幼稚園及び保育園への絵本セット貸出やブックスタート事業を充実する。
・小学校全児童を対象に図書館利用カードを配布するなど、小中学校との連携を進める。

主な実施事業名
こども図書館管理

1 運営事業

事業概要

事業指標

こども図書館を円滑に運営するとともに図書資
料の充実を図るため、選定、購入、除籍等の業
務を行う。

ブックスタート事 赤ちゃんに絵本を贈呈し絵本に親しむきっかけ
にする。

2業

絵本セット貸出事

3業

幼稚園・保育所（園）へ絵本セット（１００
冊）を貸出し、絵本との出会いの機会を増や
す。

「前橋市子ども読書活動推進計画」を推進し、
図書館利用カード 平成22年4月からの地区分館（１３箇所）の日
4 配付
曜、祝日開館に合わせ、希望する小学校全児童
を対象に図書館利用カードを配付する。

児童書の貸出点数
（こども図書館分）

絵本受取の割合

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
695,235 700,000 673,849
冊
冊
冊 (167,488冊)
(162,596冊)

65.9%

28団体

利用団体数

小･中学生の登録者数

80%

67.8%

60団体 35団体

14,952人 20,000人 22,199人

前年度評
こどもたちの利用を増やす事業として、H22年度は市内小学校の全児童を対象に希望を募り、図書
価に伴う
館利用カードの配付しました。
館利用
配付
。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

こども図書館の資料を充実し、また、「前橋市こども読書活動推進計画」に基づくブックスター
ト事業や絵本セット団体貸出事業（平成２２実績は３５団体、３，５００冊）を実施しました。
平成２２年度実施の新規事業である小学生への図書館利用カードﾞの配付事業では、小･中学生の
図書館登録者数を大幅に増やしました。積極的な施策により幼少より本に親しむ機会を増やし、こ
どもの読書活動を推進できました。

幼稚園、保育園に加えて、小中学校への貸し出しを行うことは期待されます。また、小中学生の登
録者数が増加したことは、取り組みの表れとして顕著であり、評価できます。ブックスタート事業
は大変良い取組なので、利用率の向上により一層努めていただきたいと思います。
学識経験
また、指標として、昨年度の指摘を受けて、子ども図書館分を別記していただきました。これを
者意見
見ても、数値が増加しているので評価できます。

「前橋市こども読書活動推進計画」に基づきこども読書活動を推進します。今年度こども図書館
課題及び の人員を充実し、児童サービスの拠点としての役割りを強化します。
また、新たに小・中学校への団体貸出事業を７月には実施し、また、小学生への図書館利用カー
改善策
ドの配布事業を新一年生を対象に行います。
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具体的施策 文化事業の推進

施策の
ねらい

・松平家記録などの貴重資料をはじめ豊富な図書館資料を活用した展示、講演会などを開催し地域
文化向上に寄与する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前橋藩松平家記録 川越藩前橋分領時代の前橋に関する藩日記を解
読し、貴重資料として保存する。

1 解読事業

2 読書普及事業

読書普及を目的とした講演会、特別開館、展示
室企画展等を開催する。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

600枚

原稿枚数

600枚

600枚

集会行事等の参加者数 2,743人 2,300人 3,594人

集会行事等の参加者数 2,597人 2,200人 3,553人
子ども読書活動推 子どもの読書活動を推進するため、講座、展
3 進事業
示、読み聞かせ等の行事を行う。
参加者の満足度

－

80%

－

平成２２年度は、「前橋藩日記にみる庶民のくらし」をテーマに文化講演会、図書館の魅力発見
前年度評
価に伴う ツアー、図書館所蔵の貴重資料特別展示を行うとともに、分館やこども図書館でも新たな行事を行
改善
い 多くの市民の方が参加をしました
い、多くの市民の方が参加をしました。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

市立図書館では「図書館の魅力発見ツアー」や図書館所蔵の貴重資料特別展示を実施し、市民の
関心に応えたコーナーを設置しました。こども図書館では参加者が前年度より約３０％増となり、
また、分館では、１１分館で人形劇、６分館でＤＶＤ上映会、１３分館でおはなしの会といった行
事を実施し、多くの市民が参加し地域文化向上に寄与できました。

子ども図書館のイベントはとても充実しているので、今後も継続していただきたいと思います。
学識経験
また、「魅力発見ツアー」は特色ある取り組みです。この企画への参加者数なども、どこかで評価
者意見
してよいのではないかと思われます。

平成２３年度は、図書館で所蔵している郷土ゆかりの人の郷土資料を用いた講演会や展示会な
ど、図書館ならではの企画を実施し、図書館が所蔵する貴重な資料を市民に周知するとともに、分
課題及び
館での行事も充実をさせていきたい。
改善策
また、企画展や行事実施の際は参加者の意見を聴き、評価や次回の参考とするためアンケートを
実施します。
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具体的施策 図書館ボランティア活動の支援

施策の
ねらい

・配本サービス、中高生の図書館フレンズ、ブックスタートボランティア、読み聞かせ連絡協議会
などの活動を支援し、図書館事業への市民参加を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

市内在住の中・高校生を対象に図書館でボラン
ティアとして活動の場を提供し、図書に親しみ
ながら、体験学習と社会参加経験を養う。

ボランティア参加人数

19人

25人

19人

読み聞かせ連絡協 読み聞かせボランティア、ブックスタートボラ
ンティアの支援。

ボランティア参加延べ
人数

581人

610人

687人

図書館フレンズ事

1 業

2 議会等への支援
前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

図書館フレンズでは中･高校生へボランティアの場の提供と、図書に親しみ、関心を高めることが
きま た
できました。
ブックスタートボランティアでは、絵本選定の助言･読み聞かせの案内を行い、読み聞かせボラン
ティアのおはなしの会はこどもが読書に親しむ機会を増やしました。ボランティア参加者は昨年よ
りも増加し、図書館活動への市民参加が推進されました。

読み聞かせとブックスタート事業を中心にボランティアが活躍しており、ボランティア組織も形
成され、自主的な取り組みも始まりつつあるとのことで、大変良いことと思います。新たなボラン
ティアを募集する際に公募をしたこと、その結果新しいスタッフも加わったことも評価できます。
ボランティアスタッフ自身がやりがいのある内容を準備し、より一層の市民参画を進めるととも
学識経験
者意見 に、一方では、ボランティアスタッフに日常業務的な作業の一部も分担していただくことで、例え
ば、図書館司書の本来的な業務であるところのレファレンスなどがより一層充実することも期待さ
れます。

課題及び
図書館活動への参加をいっそう推進するため、新たな年齢層（シニアや大学生など）や活動範囲
改善策 のボランティア活動を検討します。

86

【充実の３】 人間性豊かな青少年育成の充実
具体的施策 地域健全育成活動の充実と体験・交流活動の促進

施策の
ねらい

前橋市青少年健全育成計画「いきいき前橋っ子 はぐくみプラン」の周知・活用により、市域・各
地区で実施される青少年健全育成活動が効果的に行われるよう支援し、地域健全育成活動の充実を
図るとともに、これを推進するための青少年の体験・交流活動の促進を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

「いきいき前橋っ子はぐくみプラン」の周知・
プランの各団体の取組
青少年健全育成計
活用に努めるとともに、青少年育成団体への支
において、自己評価
画「いきいき前
1 橋っ子 はぐくみ 援を行い、各団体の活動を活発化させるなど、 「Ａ（よくできた）」
プランの各事業を推進することにより、将来を
とする割合
プラン」推進事業
担う健全な青少年の育成を図る。

70%

80%

72%

青少年の健全育成について共通の認識に立ち、
青少年健全育成大 市民として何ができるかを探るとともに、健全 青少年健全育成大会の
2 会開催事業
育成への機運を全市に向けて盛り上げる機会の 参加者数
充実を図る。

640人

620人

648人

各地区の健全育成会が中心となって自治会や関
前橋のこどもを明 係団体と連携し、青少年の健全育成や非行防止 前橋のこどもを明るく
3 るく育てる活動推 について協議を行うとともに、地区のリーダー 育てる地区別会議の参 2,621人 2,800人 2,952人
進事業
となる若い指導者の育成を促進し 地区活動推 加者数
となる若い指導者の育成を促進し、地区活動推
進の充実を図る。

4 成人祝開催事業

のびゆくこどもの

5 つどい開催事業

遊び場利用推進事

6 業

新成人に、大人になったことの自覚を促すとと 「参加してよかった」
もに、前途を祝し激励するために、式典とイベ と感じている新成人の
割合
ントの充実を図る。

86%

75%

90%

各地域において「のびゆくこどものつどい」を
中学生ボランティアの
開催し、子どもを地域の連携の中で育てる機運
1,690人 1,800人 1,740人
参加数
を醸成する。

放課後の小学校で、安全な遊び場を提供し、児
遊び場指導員対象研修
童の健全育成を図る。学校と連携を図り、遊び
会参加指導員の割合
場運営に携わる指導員の資質向上に努める。

50%

60%

57%

「いきいき前橋っ子はぐくみプラン」改訂の趣旨を、関係団体の会議等で周知する機会を増やし、
前年度評
地域・学校・家庭が「連携」することの大切さについて重点的に説明を行いました。また、チャレ
価に伴う
ンジシートを集約した結果を関係団体に配布し、地域における様々な取組や具体的な活動例を紹介
改善
しました。
進捗管理

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた
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Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

評

価

・「いきいき前橋っ子 はぐくみプラン」推進事業については、本年度部分改訂を行い、市民活動
のテーマを「大人と子どもが共に活動する体験の充実を図りましょう」とし、新テーマと改訂の趣
旨について、関係団体の会議等で周知を図りました。各団体の活動に当たっては、チャレンジシー
トの活用により、それぞれの取組について、ＰＤＣＡ（計画→実践→評価→改善）のサイクルを導
入することで成果を上げることができました。
・青少年健全育成大会については、内容を工夫し、参加者も目標値を上回り、健全育成への機運を
盛り上げることができました。
・前橋のこども明るく育てる活動推進事業については、各地域で工夫して実施し、会議の参加者数
は目標値を上回りました。
・成人祝開催事業については、開催日が月曜日であったため、前年度の参加率を若干下回ったが、
内容の充実を図り、新成人主体のプログラムも工夫した結果、参加者の満足度は高かった。各中学
校代表の企画運営委員は、昨年度、運営ボランティアとして成人祝にかかわり、昨年度の様子が分
かっていたため、非常に意欲的・主体的に企画・運営に参画できました。
・のびゆくこどものつどい開催事業については、本年度の目標である「地域住民の協同」「世代間
交流」「中学生の主体的な参加」に向け、地域の関係団体が協力して企画・運営にあたり、成果を
上げることができました。
・成人祝開催事業と遊び場利用推進事業については平成23年度からこの項目に掲載しました。体験･
交流活動の充実という内容とは若干趣をことにする面はありますが、青少年が成人したときの交流
の場を提供したり青少年の安全な遊び場の確保という意味においては関連するところもあります。
・遊び場利用推進事業については、指導員全体を対象とした研修会のほか地区別の研修会を開催す
るなどして、指導員の資質向上と意識高揚に努めました。

各事業について、充実した取り組みがなされていることがうかがえるので評価できます。
成人式の満足度が非常に高く、本市の若者への期待が高まる結果となっています。
育成会などの地域組織が順調に運営できるような支援も今後とも必要なことと思われます。富士
学識経験
者意見 見には、青少年が中心となって活動する組織があるとのことですが、貴重な取り組みでありますの
で、事例として広く知られる工夫があってもよいかもしれません。
チャレンジシートの活用が継続しており 良い取り組みと評価できます
チャレンジシートの活用が継続しており、良い取り組みと評価できます。

・より実効性のあるプランとするため、各団体や市民への周知や働きかけの機会をさらに増やすと
ともに、各団体の活動を評価・改善するためのＰＤＣＡサイクルの確立をさらに徹底するよう働き
かけます。
課題及び ・チャレンジシートの集約結果や活動報告書を活用し、青少年によるボランティア活動例を紹介す
改善策 ることにより、各地域の今後の活動に生かせるようにします。
・遊び場利用推進事業については各小学校及びこの事業に関わる指導員さんのご尽力により学校を
安全な遊び場として提供しています。課題としては、昭和46年の開始時期と現在の社会環境変化な
どにより事業自体の性格が変化してきていることや、実施日数の減少傾向、指導員の養成などが挙
げられます。
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具体的施策 問題行動の防止と早期発見・早期解決

施策の
ねらい

街頭補導や関係機関との適切な連携を通して、青少年の非行防止と健全育成を図る。

主な実施事業名

1 補導活動事業

青少年非行防止事

2 業

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

補導員が午後、夕方、夜間等の時間帯にゲーム
街頭補導活動における
センターや大型店舗等を巡回し、非行防止を図
2,264人 3,000人 4,193人
声かけ数
る。

青少年支援センターが学校や関係機関、団体と
連携して問題行動の防止と早期発見、早期解決
に努める。

市立小中学校児童生徒
の問題行動発生件数

269件

275件

261件

前年度評
教員の補導活動を、近隣校同士でグループを編成して学校区及びその周辺を重点的に巡回するよ
価に伴う
うに改め、下校時の安全確保にも貢献できるようにしました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

補導活動における声かけ数 及び現場注意数のいずれも大幅に増加しました
補導活動における声かけ数、及び現場注意数のいずれも大幅に増加しました。
（声かけ及び注意喚起 2,752人、違反者現場注意 1,441人）
教員による補導の方法の変更は、各校から概ね好評で、これまで以上に積極的に取り組む姿勢が
見られました。
問題行動発生件数は、平成２１年度と比較しわずかに減少しました。

指標に係る実績からも、充実した取り組みが着実になされていることがうかがえます。青少年支
学識経験
援センターが地域と連携しながら、学校別サポートをしているとのことで、具体的、実質的に子ど
者意見
もたちの健全育成を担っていることも評価できます。

平成２２年度には、市内の大型店舗が複数閉店する一方で、新たなショッピングモールが開店す
課題及び
るなど、青少年の集まる場所も変わってきており、巡回場所や巡回コースもこうした変化に応じて
改善策
柔軟に対応してきました。今後もアンテナを高くし、迅速かつ的確に対応し、効果的な補導活動が
できるよう努めます。
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具体的施策 子どもの被害防止活動の充実

施策の
ねらい

関係機関や団体と連携して、児童生徒の被害防止に努める。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

おれんじめーる登録率
青少年被害防止事

1 業

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

92%

93%

95%

学校と地域、保護者が連携した登下校の安全
対策や「学校安全アドバイザー訪問」等を通し
て不審者からの被害防止に努める。
「こども安全協力の
1916戸
家」の登録戸数

1950戸 1934戸

「おれんじめーる」の登録率向上について今後も引き続き努力するとともに、登下校の安全対策
前年度評
価に伴う については、保護者や地域と連携し、各学校がそれぞれの実態に応じ、無理なく長続きできるよう
な対策を講じるよう指示しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

「おれんじめーる」は、緊急時に有効な手段として保護者の認知も高く登録率も年々向上してい
ます。
大人による安全対策はもちろんであるが 子ども自身が防犯意識を高め 適切な対処の仕方を身
大人による安全対策はもちろんであるが、子ども自身が防犯意識を高め、適切な対処の仕方を身
に付けさせることは極めて重要であり、平成２２年度の「学校安全アドバイザー訪問」は、小学校
２５校で低学年児童を対象に不審者への対応のあり方を学ばせました。
「こども安全協力の家」の利用状況において、「雨や雷等」、「けがや体調の不調」の際の利用
が比較的多く報告されています。これらは、緊急時に「こども安全協力の家」にお世話になり、大
事に至らなかった事案です。

おれんじめーるは非常に有効なツールであり、登録率が高いことは大変評価できます。本来、１
００％が望ましいわけですが、携帯やPCの所有率とほぼ同率なのではないかとも思われます。今
後、災害時の有効な連絡手段として、メール発信のみならず、発信内容がＷｅｂ上でも閲覧できる
学識経験
システムの構築も考えられるかもしれません。
者意見
こども安全協力の家が、大事に至らない事例においても利用されている点は高く評価すべきこと
と思われる。すなわち、本当に大事な時に、利用できるようにするためには、普段から、ちょっと
したことでもお世話になれる環境醸成が必要と思われるためです。

「おれんじめーる」は、登録率が高ければ高いほど有用性も増すので、今後も登録率の向上に努
める必要があります。「おれんじめーる」の発信内容がＷｅｂ上でも閲覧できるシステムについて
は、関係機関と検討していきます。
平成２３年度の「学校安全アドバイザー訪問」は、平成２２年度と同じねらいと内容で残りの全
課題及び
改善策 ての小学校で実施する予定です。
地域全体で子どもたちの被害防止を図るための「こども安全協力の家」は、児童生徒の安全確
保、被害防止に大きな役割を果たしています。今後も「おれんじめーる」同様、登録戸数の増加に
努めます。
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具体的施策 不登校･いじめ対策の充実

施策の
ねらい

適応指導教室やプラザ相談室を効果的に活用するとともに、学校支援員やオープンドアサポー
ター等の組織的な活用により、不登校・いじめ対策の充実を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

学校支援員等を配置することによって不登校
学校支援員等の配
児童生徒へのきめ細かな指導・援助の充実を図
1 置
り、不登校児童生徒の減少に努める。

不登校児童生徒の割合
《出現率》

小学校
0.28%
中学校
2.72%

小学校
0.20%
中学校
2.50%

小学校
0.19%
中学校
2.68%

市内４箇所の適応指導教室において、不登校
児童生徒に対して、集団生活への適応指導や学
2 適応指導教室事業 習指導、基本的な生活習慣の改善等のための相
談・指導を行うことによって、学校復帰を促進
する。

各適応指導教室入所児
童生徒数の学校への復
帰率

54.1%

45%

58.5%

学校と連携し、「いじめアンケート」や「い
じめチェックシート」等を活用するなど様々な
いじめ問題対策事
対策を実施する。また、指導主事等による指
3 業
導・助言を行うとともに、学校支援員を配置す
ることにより、いじめの早期解消に努める。

いじめと認定された児
童生徒の中の解消した
割合
《解消率》

―

小学校
90.0%
中学校
90.0%

小学校
91.6%
中学校
86.8%

前年度評
学校支援員やスクールカウンセラー、オープンドアサポーター等、不登校にかかわるスタッフの
価に伴う
有効な連携について各学校の取組の充実に努めました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

不登校児童生徒にとって、一人ひとりに応じた支援を行うことはきわめて重要です。学校支援員
は、各学校の実態に応じて、相談室等で個に応じた支援を行い、効果を上げています。
適応指導教室は、社会との繋がりを持たせる場、学習を保障する場として重要な役割を担ってい
ます。平成２２年度は、不登校児童生徒の出現率、各適応指導教室入所児童生徒数の学校への復帰
率ともに目標を達成できました。
いじめの解消率は、ほぼ目標を達成することができました。いじめを認知した場合には、早期解
消に向けて学校と連携するとともに、学校支援員等を緊急に配置するなどの対策を講じました。

不登校の出現率について、低位にて推移していますが、学年が上がるにつれて人数が増えること
について何らかの分析が必要かもしれません。また、不登校児童・生徒の中で発達に関する何らか
の課題を抱える児童生徒の有無についても分析が必要になってきているのではないかと考えます。
いじめの問題については、いじめアンケートの実施やいじめチェックシートの作成活用等が行わ
学識経験
れており、解消率も一定の割合を示すなど効果がうかがえます。今後も着実な取り組みに期待いた
者意見
しますが、その際に、解消率だけを求めることになると、そのために認定件数を減らしたり、十分
な解消でないものを解消と認めたりということが起こる危惧もあります。数字はあくまでも目安で
あり、実質が問題であること、子どもたちの学習環境の保持と人権、命の保証が最終目標であるこ
とを、各学校や先生方と共有できるよう、丁寧な施策の展開をお願いいたします。

小中学校の連携の重要性については、各学校が十分に認識し実践しているため、いわゆる「中１
ギャップ」は本市ではかなり改善されているといえます。しかし、学校支援員やスクールカウンセ
課題及び ラー、オープンドアサポーター等、不登校にかかわるスタッフの有効な連携については、まだ改善
改善策 の余地があり、今後も関係会議や研修会を通して充実に努めます。
いじめ対策につきましては、各学校におけるいじめの早期発見・早期解消に努めた取組をより有
効なものにするため、関係会議や研修会を通してさらなる充実に努めます。
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具体的施策 自然体験活動の充実

施策の
ねらい

小中学校で行う自然体験活動の充実を図るため、具体的な活動例を提供したり、各学校の要請に
応じて指導協力者を派遣したりするなどして、学校の自然体験活動の支援を行う。
市有施設である赤城少年自然の家、おおさる山乃家周辺の特性を活かしたプログラム案の作成と
フィールド整備等を行っていく。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

自然体験活動指導協力者のリストアップや派遣
前橋市小中学生自 など、小中学生が行う活動を支援するとともに
指導協力者を活用して
1 然体験活動支援事 効果的な活動例の作成や教職員対象の研修の工 いる学校数
夫を行うことにより、自然体験活動の充実を図
業
る。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

21校

30校

22校

赤城少年自然の家の利
用者等の人数(実数)
6,747人 7,400人 7,306人
※2泊3日も1人

2
指定管理及び自然 自然体験活動の充実の推進を図るための「しく
体験活動推進事業 みづくり」、「ひとづくり」を推進する。

おおさる山乃家の利用
者等の人数(延数)
1,871人 2,430人 3,362人
※利用ごとの人数

3

平成２２年度は、中学校林間学校指導者講習会と小学校教員を対象とした自然体験活動指導者講
習会（各校１名以上参加）を開催し、プログラム例の紹介や自然体験活動の実技等を行い、研修を
習会（各校１名以上参加）を開催し
プログラム例の紹介や自然体験活動の実技等を行い 研修を
前年度評 深めることができました。また、自然体験活動講師のリストや講師謝金事業についての説明を行っ
価に伴う た結果、3月の時点で、平成２３年度は２９校が本事業を活用する予定です。
改善
指定管理者との連携においては、毎月活動報告の提出を求め、その中での課題や反省事項を協議
しております。新たな取り組みについても協議を行い、自然活動体験の充実が図られるように協議
しています。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

中学校林間学校指導者講習会や自然体験活動指導者講習会を開催し、自然体験活動講師のリスト
紹介、プログラム例の紹介及び自然体験活動の実技等を行うことができました。また、宿泊体験活
動が２泊３日になった小学校については、赤城少年自然の家を利用した自然体験活動講師の紹介や
自然体験活動例について積極的に情報提供を行いました。
「赤城少年自然の家」や「おおさる山乃家」の指定管理者については独自のプログラム作成、パ
イロット事業の推進など前向きな取り組みが見られ、利用者の増加に結び付いています。

自然体験活動は、大人になってからの人間関係構築、あるいは社会性の涵養にとって有用である
学識経験
と言われています。そういった観点からもプログラムを検証しつつ、充実させるよう事業を推進し
者意見
ていただきたいと思います。
自然体験活動の趣旨や重要性、内容の在り方等の理解について、教職員対象の研修を一層工夫し
ます。特に、小学校の林間学校が２泊３日となることから、林間学校における自然体験活動を効果
的にまた有意義に実施していけるよう、前橋市の施設である赤城少年自然の家を利用した研修の充
実に努めます。
自然体験活動講師派遣事業を促進するため、講師リストをさらに充実させるとともに、講師の活
課題及び
用例のより具体的な提供に努めます。
改善策
自然体験活動の様々な活動例や、青少年施設における具体的なプログラム例を各小中学校に紹介
し、活用を図れるようにします。
指定管理者、赤城自然塾や自然体験活動を実践するＮＰＯ法人や指導者などの連携と協働の意
識、意欲等を高めます。特に指定管理者は平成２３年度が２年目となるため平成２３年度の結果を
踏まえ事業内容の検討を行ないます。
踏
業 容 検討 行
。
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具体的施策 児童文化センターにおける体験・学習活動の充実
施策の
ねらい

児童文化センターの事業の充実を努めることにより、子どもの科学に対する理解と関心を高め、併
せて芸術文化の向上と心身の健全な育成を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

科学芸術文化にかかる
子どもたちの科学・芸術文化教育 に関する各種
各種クラブ、教室参加
科学芸術文化教育
事業、教室、クラブ活動等を実施し、子どもた
1 活動事業
者の満足度(大変良い
ちの心身の健全な育成を図る。
の割合)

84%

85%

91.2%

プラネタリウム施設などを活用して天文教室を
実施し、子どもたちの宇宙・天文への理解と関 学校・幼稚園等の評価
心を高め、自然科学に対する見方や考え方を育 (大変良いの割合)
てる。

100%

95%

100%

98%

95%

98.2%

78.1%

80.1%

75.1%

2 天文教室

交通安全教室や講習会を実施し、子どもたちの

学校・幼稚園等の評価

3 交通安全教育事業 交通安全への理解と関心を高め、交通事故を防 (大変良いの割合)
止しようとする態度や能力を育てる。

わくわくチャレンジ
コーナーや冒険遊び
子どもたちの活動に関する情報提供や、休日に
場、各種体験イベント
子どもたちの体験
おける多様な体験活動をサポートする事業を実
4 活動事業
や発表会などの参加者
施し、子どもたちの心身の健全な育成を図る。
の満足度(大変良いの
割合)

各種クラブ・教室・講
66,000人 60,000人 76,000人
座・体験活動参加者数

(上記教室等)

・建設工事に伴い、ライオンズの森や交通公園等閉鎖となりましたが、館内周辺の遊びや館内行事
前年度評
等を充実させ、再整備の制限がある中でも体験・学習活動の充実を図りました。
価に伴う
・「再整備に向けた運営面等の調整会議」を定期的に開催して、環境学習への取組や運営体制、事
改善
業内容等を円滑に構築できています。
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・交通天文教室や科学・芸術文化にかかわるクラブ活動や教室、プラネタリウム投影や様々な体験
活動など、施設の特徴を生かした事業の実施により、利用客の満足度が上がり、人間性豊かな青
少年の育成に大きな役割を果たしました。
・平成２３年１月から交通公園等閉鎖中で制限がある中でも、竹とんぼや風車作り教室の開催の増
大、コマ回しや竹馬・射的等館内周辺での遊びの充実、昼のひとときに「星と音楽」プラネタリ
ウムの開催をする等、館内行事を充実することができました。
・引き続き来館しづらい市町村合併区域の児童のために、平成２２年度は平成２１年度と比べて
出張教室を３回１８６人増加させました。
・現状の施設設備、職員・運営体制の中では精一杯の事業展開ができていると考えています。
さらに、子どもたちや親子の健全な体験活動充実のため、夏休み中の全日開館に加え、祝日開館
を実施して利用者へのサービス向上に努めてきました。

当初Ｂ評価とされていましたが、Ａ評価でもよいと感じました。特に工事に係る様々な制限があ
学識経験 る中で、十分な機能を果たすことができたのではないかと思います。今後は、新しい施設をいかに
者意見 効果的に運用していくかの仕組みづくりに傾注していただき、子どもたちにとってより良い施設に
なるよう努力を継続していただきたいと思います。
課題及び
平成２４年１月の開館に向け、引越作業に伴う事業実施の工夫や利用制限等について市民への周
改善策 知などに配慮していきたい。
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具体的施策 海外研修事業の充実
施策の
ねらい

国際感覚を身に付けた青少年を育成するために、異文化との交流や体験を目的とした中学生の海外
研修事業を実施するとともに、海外研修事業への参加者を核として、中学校における英語学習や国
際理解学習、国際交流活動の推進を図ります。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

海外研修事業への参加者を核に、学校における
英 語 学習 や国 際理 解学 習、 国際 交流 活動 の推
前橋市中学生海外
進、国際感覚の育成を目指し、事前研修・本研
1 研修事業
修・事後研修の内容や方法を工夫することによ
り、海外研修事業の充実を図る。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

生徒が帰国後に、学校
や地域において行った
海外研修体験発表の平
均回数（1人当たり）

海外研修事業への参加者を核に、学校における
英 語 学習 や国 際理 解学 習、 国際 交流 活動 の推 事業１の指標による。
富士見中海外研修
進、国際感覚の育成を目指し、事前研修・本研 （事業１・２の実績を
2 事業
修・事後研修の内容や方法を工夫することによ 合わせて評価）
り、海外研修事業の充実を図る。

－

3.5回

3.5回

平成２２年度は、海外研修事業の体験発表会・帰国報告会の他に、新たに「学校フェスタ2010」
前年度評
価に伴う においても体験発表を実施しました。また、双方向の国際交流活動として、ミクロネシア諸島自然
体験交流も市内中学校の協力を得て実施しました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

中学生海外研修事業により、直接的に異文化に接し、体験活動を行ったことは、国際感覚を身に
付けた青少年の育成を推進する上でたいへん有意義でした。
また 研修生が 研修の成果を帰国報告会や体験発表会などの機会を活用し 学校や地域に還元
また、研修生が、研修の成果を帰国報告会や体験発表会などの機会を活用し、学校や地域に還元
することもできた。研修後の活動の充実を図ることは、他の生徒の国際理解や国際交流への関心や
意欲を高めるためにも意義のあるものであると考えます。

生徒が海外体験をすることは、当該生徒にとって大変良いことであると同時に、周囲の生徒への
影響も少なくないと思われます。予算上の課題はあると思われますが、なるべく多くの生徒が経験
学識経験
できるとよいと思います。評価指標については、第一義的にはその研修内容が参加生徒にどのよう
者意見
な学びをもたらしたかによるべきであり、そのことが十分であることの上に、周囲への還元を考え
るのが良いと思われます。
・事前研修、本研修、事後研修の内容や方法をさらに工夫することにより、海外研修事業の一層の
充実を図ります。特に、帰国後の国際交流活動について、十分に実践できる環境ができたと考えら
れますが、中学生として、どのような活動が可能か、どのような目的と内容をもった活動が適切か
を検討する必要があります。
課題及び
・帰国後の体験発表の機会を増やすとともに、現地で学んだことや体験から得られたことを視点と
改善策
して、発表内容の改善を図ります。
・本研修において、派遣生徒が訪問国の伝統・文化を吸収することは意義あることですが、さら
に、現地の人々に前橋や日本の伝統・文化、慣習等について紹介する活動の充実を図る必要があり
ます。
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【充実の４】 スポーツ・レクリエーションの充実
具体的施策 各種スポーツ教室の充実

施策の
ねらい

幼児から高齢者まで、それぞけの体力やスポーツ経験等に応えた教室を開催し、だれもが親しめる
スポーツを推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

各スポーツ施設の特色を生かし、幼児から高齢
者まで幅広い年齢層が身近にスポーツを体験で
スポーツ教室開催
きるスポーツ教室を年間２３０コース参加、延
1 事業
べ人数６万人を目標に開設し市民の健康増進を
図る。

参加者の満足度(４段
階評価の上位２項目の
集計)

前年度 H22年度 H22年度
目標
実績
実績

93.7%

85%

96.5%

スポーツインフォメーション冊子を作成してＰＲを図ると共に前年度からＷＥＢ上でも公開し、
前年度評
価に伴う 市民への周知に努めました。また、指定管理者と連携し、年間スポーツ教室の開催数の増加を図り
ました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

個々の体力や経験に応じてスポーツに親しみたいという市民の要望に応え、各種スポーツ教室を
開催数、募集数も増やした他、参加者のアンケート結果も前年度実績も上回る高い評価を得られ、
開催数、募集数も増や
た他、参加者
ケ ト結果も前年度実績も 回る高 評価を得られ、
市民のスポーツに親しむ機会の推進が図れました。
比較 【H21】 教室開催数:219コース、参加者:8,679人、延べ人数:55,094人
【H22】 教室開催数:244コース、参加者:9,422人、延べ人数:57,551人

スポーツ教室が大変充実していることがうかがえ評価できます。スポーツインフォメーションを
学識経験
昨年の反省も踏まえＷＥＢ上で公開する取り組みもなされており、情報発信状況も向上していま
者意見
す。年間を通して掲載されるよう心がけてください。

・各教室の開催については、アンケートの結果を反映させて、市民の要望する教室の開催に配慮し
課題及び ます。
改善策 ・水泳教室等応募の多い教室は、安全に考慮しつつ、定員数を増やすなどし、多くの市民が受講出
来るよう努めます。
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具体的施策 体育指導委員による生涯スポーツの推進

施策の
ねらい

体育指導委員により各種スポーツ・レクリエーションの実技指導や地域のスポーツ活動のための助
言やスポーツ大会の運営協力により、多くの市民が生涯にわたりスポーツに親しんでもらう機会を
推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

各地区で気軽にスポーツを体験する機会を増や
体育指導委員会運 すため地域ごとに軽スポーツ（種目スポレッ
1 営補助事業
ク）の巡回教室や生涯スポーツ大会などを開催
し、生涯スポーツの普及を図る。

体育指導委員(110名）が地域での軽スポーツの
体育指導委員活動 実技指導や講習会及び各種大会の企画運営の活
2 事業
動を支援することにより、市民が生涯にわたり
スポーツに親しむ機会を図る。

巡回教室参加者数
生涯スポーツ大会参加
者の満足度(４段階評
価の上位２項目の集
計)

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
99人

300人

193人

－

－

93.7%

地域体育指導委員活動
1,419回 1,400回 1,350回
日数

前年度評
体育指導委員の活動を広く市民に周知するため、年２回発行している広報誌を利用してＰＲに努
価に伴う
めました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・各種スポーツ・レクリェーションの実技指導や地域での各種大会の企画運営を支援し、地域のス
ポーツ振興の推進役として活動し生涯スポーツの推進を図りました。
・地域巡回教室を市内４箇所とにより参加者(193人）が前回を上回ることができました。
・昨年から普及を図っていた軽スポーツ（種目：スポレック）の普及発展とその種目の発表の場と
して、生涯スポーツを開催（106名参加）し、市民にスポーツに親しむ機会を提供できました。
・体育指導委員活動事業の事業指数については、地域における活動日数ですが、その他にも大会等
の事前準備のため活動していただいています。

体育指導委員会運営補助事業については、市内6ブロックにて実施の予定が、4ブロックでしか実
施できなかったとのことであり、今後の充実がさらに期待されますが、昨年度の2ブロック実施と比
学識経験
して実績が伸びていることは評価できます。
者意見
体育指導員の活動回数実績については、体育行事の開催回数にとどまらず、日常の活動状況も把
握でき、より体育指導員の活動を評価できるようになることが理想であると思われます。

課題及び
今後はさらに全地域（6地区）で開催を目指し軽スポーツの普及振興を図っていきます。
改善策
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具体的施策 地域スポーツの推進

施策の
ねらい

地区で行われる地区市民運動会をはじめ各種スポーツ大会の開催を通して地域スポーツを支援する
ことにより、地域の仲間づくと交流を通して明るい地域社会づくりを推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

10月の第１日曜日を中心に開催される各地区の
地区市民運動会等 市民運動会の開催を支援することにより市民が
1 開催補助事業
スポーツに親しむ機会を設け、地域スポーツの
推進を図る。

地区運動会参加者数
(２４地区)

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

73,038人 75,000人 72,127人

年々高齢化が進む中、参加者集めに苦慮することもあることから多世代が気軽に参加できるよ
前年度評
価に伴う う、地域ごとの特色ある種目の情報を調査研究し、地域に適した安全な種目設定を計画できるよう
地区体育協会役員による体育協会専門委員会を開催し、情報の提供に努めました。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

地区運動会の開催により、地域において子供からお年寄りまで参加できたことは、世代間の交流
を図れると共に、明るい地域づくりの実践が図れました。

体育協会専門委員会において、特色ある種目等の調査研究がなされ、情報提供がなされたことは
学識経験
大変よいことですが、各地区の体育指導委員やあるいは町内会の体育部長等へその情報が十分に伝
者意見
わるよう、その調査内容の公表、共有等がなされるよう期待いたします。

・地域スポーツの最大イベントである運動会は最も身近にスポーツに触れることができ、だれでも
課題及び 参加できる大会であることから、引続き参加者の増加に努めます。
改善策 ・体育協会専門委員会による地区市民運動会での調査研究内容については、体育指導委員会へも情
報提供します。
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具体的施策 スポーツ行事の支援

施策の
ねらい

前橋シティマラソンや軽スポーツフェシティバルをはじめとする各種スポーツ大会の開催を支援
し、市民の各年齢層やスポーツ経験に応じて気軽にスポーツ大会に参加できる機会を図る。
大会を支えるスポーツボランティアの充実を図り、市民があらゆる形でスポーツに参加できるよう
努める。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

全国から６千名のランナーが参加する前橋シ
ティマラソンの開催を支援することにより、ス
前橋シティマラソ
ポーツ経験に応じて気軽に参加できる機会を図
1 ン開催補助事業
る。
１１
回大会 ４月２５日(日）ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ前橋周辺

参加者満足度
（満足度100で80以
上）

77%

85%

72.3%

本市のスポーツレクリエーション推進のため、
例年11月中旬に軽スポーツフェスティバルを開
軽スポーツフェス 催し、参加者の交流を図る。
2 ティバル実行委員 開催予定種目 ソフトバレー、ドッチビー、グ
ランドゴルフ、インディアカ、スマイルボウリ
会運営補助事業
ング、長縄跳び、ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ、体験スポーツコー
ナーなど

参加者の満足度(４段
階評価の上位２項目の
集計)

65%

85%

87%

496人

550人

509人

スポーツボラン

3 ティア活動事業

各種スポーツ大会の開催に関し、市民が主体と
なって大会運営を支える、スポーツボランティ
アバンクの登録を広報等により広く募集し、現
ボランティアバンク登
在本市で開催されるニューイヤー駅伝(300
録者数
名）、100km駅伝(250名）、前橋シティマラソン
（300名）の沿道整理の協力のほか新たにAEDボ
ランティア登録者の充実を図る。

前年度評
軽スポーツフェスティバルについては、種目の見直しを行い参加者の増員が図れました。
価に伴う
(平成21年度:5種目1,601人、 平成22年度：7種目2,110人）
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・第11回大会は、快晴のコンディションで開催されました。大会運営についても、多くの市民の皆
さんにボランティアとして貢献的なご協力をいただき、市民参加型スポーツイベントとしても定着
し、11回大会では、全国のマラソン100撰に選出(５回目)されました。
・コースである吉岡バイパス渋滞緩和とランナーがスムーズに走れるように、種目の見直しを行い
12ｋｍを10ｋｍに変更してバイパスの通過人数の減少を図りました。
・軽スポーツフェスティバルについては、一部種目の見直しを行い、多くの市民に参加いただい
た。
（長縄跳び、ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽの種目参加）
・ボランティア活動については、ニューイヤー駅伝、１００km駅伝、シティマラソンにおける周辺
道路において警察官の交通規制を補助し、安全かつ円滑な運営に寄与しました。

軽スポーツフェスティバルは同一会場で開催される方が、フェスティバルとしての意義も高まる
ものと思われますが、会場の要件等により困難であることも理解できます。同種目内での楽しみと
学識経験 同時に種目間の交流もなされるようになればなおよいと思われます。
アンケートについては、シティマラソン、フェスティバルともに参加者に対する回収率が低く
者意見
なっています。参加者の実態が反映できるよう、回収率の向上を検討する必要があると思われま
す。

・アンケート調査の回収方法を検討し、多くのランナーがアンケートに答えていただき、その意見
を大会運営に反映していきます。
課題及び ・軽スポーツフェスティバルについては、種目の増加により多くに市民が参加いただける大会と
改善策 なったが、引続き新たな軽スポーツの導入を検討していきます。
・スポーツボランティアバンクについては、AEDボランティアの登録の増加に努めます。
・同一会場での実施については、実施種目数及び参加者数が多いため、難しいと考えます。
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具体的施策 学校体育施設の活用

施策の
ねらい

学校教育に支障のない範囲で、学校施設を地域の住民に開放し身近な場所でスポーツに親しめるよ
う施設の活用を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

地域住民が地元の学校施設で手軽にスポーツに
学校施設利用促進 親しめる環境をつくり生涯スポーツの振興、地
1 事業
域づくりを図る（利用延人数：７５８，４４１
人）。

利用回数

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

34,376回 37,000回 39,010回

前年度評
市立みずき中学校の開校（平成２３年４月）に伴う学校施設利用に向け、旧第二中及び旧第四中
価に伴う
の学校関係者と協議を行い、みすき中の施設利用運営委員会を設置しました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

地域住民が、身近な学校施設を利用してスポーツに親しむことにより、健康の増進を図ると伴
に、仲間づくりや地域づくりを推進することができました。

指数となっている回数からも、また延べ利用者数からも、大変多くの地域住民が学校体育施設を
利用していることがわかり、学校体育施設の開放が地域における学校の大きな役割の一つとなって
いることがうかがえます。また、運営委員会により、いわば自治的に取り組みが運営されているこ
学識経験 とも評価されるべきことと思われます。
今後の事業指数については、検討されるとのことですが、しかし、それでも利用回数や利用者数
者意見
の把握は不可欠と思われます。とはいえ、物理的にはほぼフル稼働の状況でもあることから、場合
によっては、例えば、目標基準値という考え方を導入し、基準値の何パーセントの範囲で変化を維
持するという目標設定でもよいのではないかとも考えられます。

・学校事務の負担軽減や利用希望団体の拡大など効率的な運営について、引き続き各学校の運営委
課題及び 員会及び開放管理者との連携し施設活用を検討していきたい。
改善策 ・事業指数の利用回数については、これ以上の増大が難しいことから、目標設定への変更等を含め
て、事業指数の検討を行っていきたい。
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具体的施策 スポーツ団体の運営支援

施策の
ねらい

体育協会等の運営を支援し、市民スポーツ祭をはじめとする各種競技大会や指導者講習会の開催に
より競技人口の拡大と競技の普及発展を図る。
スポーツ少年団の運営を支援し、単位少年団の結成の促進と活動の充実を図り健全な青少年の育成
に努める。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

体育協会加盟４０団体に対して市民を対象にし
市民スポーツ祭開 た市民スポーツ祭各種大会の開催支援を行うこ
1 催支援事業
とにより、スポーツ団体の育成と競技力の向上
及びスポーツへの参加者の拡大を図る。

参加者数

16,685人 18,200人 16,699人

各単位スポーツ少年団の交流活動や指導者・育
スポーツ少年団育 成母集団（保護者）の資質の向上を図るための
2 成事業
研修会の開催を行い、スポーツを通した健全な
青少年の育成活動を支援する。

スポーツ少年団員数
（指導者含む）

4,577人 4,600人 4,513人

スポーツ少年団においては、年間開催される指導者・母集団（保護者）講習会にて、チーム指導
前年度評
価に伴う 者又は監督による事例発表会を設けて経験談を通し、指導者意識や指導方法などの再確認を行いま
した。
改善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・各種目ごとにスポーツ大会を開催することにより、スポーツを通した健康づくり、生涯にわたっ
各種目ごとにスポ ツ大会を開催することにより、スポ ツを通した健康づくり、生涯にわたっ
てのスポーツに親しむ環境づくりを図れました。
・スポーツに親しむ基盤づくりの場となるスポーツ少年団の活動を支援することや、優良団員の表
彰事業や講演会の開催等、新たな事業を展開することが出来ました。【平成21年度】 団数：162、
団員数：3,862名、指導者数：715名 【平成22年度】団数：165、団員数：3,785名、指導者数：728
名

市民スポーツ祭等の各種大会は、日頃の練習等の成果を披露する貴重な機会となります。目標が
あることで、日々の取り組みのクオリティも向上すると思われますので、継続的に開催できるよう
支援していただきたいと思います。
スポーツ少年団については、その指導者の研修等について、昨年度の課題も踏まえて、事例発表
学識経験
会が平成２２年度から開始されたことは、大変評価されることです。加えて、表彰事業や講演会等
者意見
の新規事業も展開されています。今後も、団員数の増加を結果的に導くためにも、少年団の活動内
容の質を向上させることに寄与する取り組みを恒常的に推進していただきたいと思います。

・スポーツ少年団では、スポーツを通じて体力の向上や人格の形成等、スポーツに親しむ基盤づく
課題及び りを引続き図っていきたい。
改善策 ・市民スポーツ祭各種競技大会では、スポーツを親しんでいる市民にも広く参加いただくため、年
代別、競技力別等で開催することにより競技スポーツへの関心と増大を図りたい。
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具体的施策 競技力向上の支援

施策の
ねらい

県民体育大会等の競技者を支援し県内トップレベルの競技力の強化を図る。
全国レベルで活躍する優秀選手や指導者等を顕彰しその栄誉を讃える。
全国大会等の誘致により身近でレベルの高い競技大会の観戦機会を増やし競技力の向上を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

本市代表として開催される県民体育大会への出

1 選手強化育成事業 場を支援して、競技力の強化を図る。

スポーツ大会出場 国際大会・全国大会等に出場する選手へ壮行金
を贈呈し、激励･支援する。

2 選手支援事業

全国大会入賞者等優秀選手を表彰し他の競技者

3 優秀選手表彰事業 の模範・目標とする。

各種 ポ ツ大会
各種スポーツ大会

4 開催補助事業

優勝競技数
(県民体育大会等２９
競技）

出場選手数

表彰者数

全国･関東大会等誘致し市民がレベルの高い競技
大会を観戦できる機会を増やすことにより、競 開催大会数
技力の向上と地域の活性化を図る。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

6競技

10競技

8競技

1,155人 1,200人

978人

304人

300人

275人

22大会 20大会

34大会
(18大
会)

県民体育大会秋季大会の総合優勝を第１の目標として前年実績に応じた強化費配分で対応しまし
前年度評 た。
価に伴う
スポーツ振興という視点ではもちろん、地域の活性化、文化環境の向上という観点からも全国大
改善
会誘致は必要であり、平成23年度についても、全国少年少女ソフトボール大会の開催が決定してい
ます。
進捗管理
Ｂ Ａ：計画以上に進められた Ｂ：計画通り進められた Ｃ：計画より若干遅れている Ｄ：計画よりかなり遅れている

評

価

・県民体育大会参加２５種目に対し支援し、大会出場に向け競技力の強化を図ることができまし
た。(県民オープニング総合優勝、県民体育大会夏季大会総合優勝、県民体育大会秋季大会準優勝)
・国際大会や全国・関東大会への出場選手を支援することは種目競技を極める者の励みとなりま
す。また、優秀選手表彰事業においては、他の選手の模範･目標となる事業です。
･全国大会の誘致は、参加者の本市への宿泊等により地域活性化を図ることができました。なお、平
成22年度は第６５回国民体育大会関東ブロック大会の当番県により、本市で１８大会が開催されま
した。

現在、経済的な状況が混迷する中でスポーツ選手が置かれている競技環境は必ずしも恵まれてい
るとは言えない状況のようです。そのような中にあって、教育行政が側面からスポーツ選手を支援
することには少なからぬ意義があると思われます。身近な選手が活躍することは、後に続く子ども
学識経験 たちにとってもとても良い影響を与えることでしょう。
事業指数について、例えば選手数を指数にしているものについては、団体競技の選手が計上され
者意見
るか否かによってその数が大きく変動するという課題が見えましたので、例えば団体競技と個人競
技とで別の集計を行うなど、より分かりやすい指数の在り方を検討されてもよいのではないかと思
われます。
･県民体育大会の種目優勝数については、平成２１年度を上回る種目優勝がありましたが、下位種目
数も多く秋季大会では総合優勝を勝取ることは出来なかったことから、強化の種目指定等の方法も
検討していきます。
課題及び
・全国大会等の誘致では、継続して開催する大会の誘致を進めることで、市民のスポーツに対する
改善策
関心を高め本市のＰＲや経済効果も期待できます。
・スポーツ大会出場選手支援事業及び優秀選手表彰事業の事業指数については、団体種目と個人種
スポ ツ大会出場選手支援事業及び優秀選手表彰事業の事業指数に いては 団体種目と個人種
目に分けて設定していきます。
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【充実の５】「教育のまち」を支える施設・環境の充実

具体的施策 学校教育施設（校舎等）の整備

施策の
ねらい

児童生徒が安全に安心して学ぶ事のできる教育環境をつくるため、老朽化した校舎や体育館、
プール等の学校教育施設の建替えや、トイレ等の大規模改造などを計画的に実施する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

校舎等の新増改築 老朽化の進行や耐震性能の劣った校舎等の建替
えを行うもの。

新増改築棟数
（ ）内は設計、耐力
度調査

3(4)

4(2)

4(2)

2 体育館建設事業

老朽化し、耐力度の低い体育館の建替えを行う
もの。

改築校数
（ ）内は設計、耐力
度調査

0(2)

1(0)

1(0)

プ ル改築事業
3 プール改築事業

老朽化したプールの建替えを行うもの。
老朽化したプ
ルの建替えを行うもの

改築校数
（ ）内は設計

2(0)

1(1)

1(1)

－

67%

78%

1 事業

児童生徒等が快適に活用できるよう、給水管改

4 環境改善整備事業 修、照明器具改修、トイレ改修（洋式化）によ 児童生徒の満足度
る環境改善を行うもの。

校舎等大規模改修 老朽化した校舎等の大規模改造やトイレ改造等
を行うもの。

大規模改修数
（ ）内は設計

1(2)

5(2)

2(3)

耐震性能の劣った校舎、体育館等の耐震補強を

耐震補強棟数
（ ）内は設計

1(4)

6(7)

5(7)

5 事業

6 校舎等耐震化事業 行うもの。

計画的に耐震化を進めるとともに、体育館については耐震化と同時に大規模改修を行い老朽化の
前年度評
改善を図っています。また、トイレ改修は、色彩や照明の工夫により、機能だけではなく精神的に
価に伴う
落ち着けるトイレとしました。なお、みずき中の新校舎設計においてもトイレ配置や採光に配慮し
改善
ました。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成22年度に計画していた南橘中校舎の大規模改修並びに上川淵小及び南橘中のトイレ改修につ
いては、事業の優先度を考慮した結果、実施することができませんでしたが、平成23年度に予定し
ていた小学校体育館等の耐震化を前倒しして着手し、併せて大規模改修を行うこととし、教育環境
の改善を図りました。
校舎の耐震化率は約９２％、体育館の耐震化率は約４４％、総数で約７８％に達しており、更な
る耐震化を進めています。
また、平成２３年度に全小中学校の普通教室にエアコンを設置する設計業務を外注委託せず、職
員のみで行い経費の節減を図りました。
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学校におけるトイレのありかたに着目した取り組みがなされたことは、大変評価できることと思わ
れます。今後もその視点を維持していただきたいと思います。
子どもたちの学びを考えるとき、安全な学習環境を提供することは、最低限行われなければいけな
いことであり、現在、例えば耐震化率はかなり上がっていますので、引き続き取り組みを進めてい
ただきたいと思います。このことは、今回の震災で明らかなように、教育施設の震災時における役
学識経験
割ということも視野に入れる際、子どもたちのみならず、市民全体の安全ということと大きく連関
者意見
しますので、教育委員会のみの努力ではなく、財政担当部署を含む市全体として、最重要課題に位
置付けていただきたいと思います。また、課題にもあるように、エコ化については、今後の日本を
考えるとき、非常に社会的意義並びに教育的意義が高い取り組みとなります。夏は涼しく、冬は暖
かいという子どもたちの学習環境を保持しながら、いかにしてエコ化していくか、綿密な計画に期
待いたします。

今後の課題としては、小中学校の適正規模・適正配置の検討作業が進んでおり、この動きに合わせ
て計画を見直していく必要があります。
課題及び また、公立文教施設をめぐり、文部科学省が耐震化やエコ化の取組みを強化しており、これに合わ
改善策 せて整備計画を進めていく必要があります。
今後の改善策としては、学校校舎の耐震補強は進んでいますが、更に耐震化を進めるとともに、学
校体育館の耐震化も計画的に進め、事業の拡充を図ります。
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具体的施策 学校教育施設（共同調理場）の整備

施策の
ねらい

児童生徒等に安全安心でおいしく質の高い学校給食を提供するため、文部科学省の「学校給食衛生
管理基準」に基づいた共同調理場の整備を進める。また、効率的で柔軟な共同調理場の運営を進め
る。

主な実施事業名

共同調理場新増改

1 築事業

事業概要

事業指標

学校給食衛生管理基準に基づき、計画的な共同
調理場の整備を進める。（中央調理場の分散
化）

共同調理場民間委 共同調理場の効率的で柔軟な運営を推進するた
め、民間委託化を進める。

2 託推進事業

計画的な施設整備等

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績

－

施設整備 施設整備
備品購入 備品購入

共同調理場民間委託数 1調理場 1調理場 1調理場

中央共同調理場の分散化については、施設整備等を計画に基づき実施するとともに、民間委託に
前年度評
ついては、委託状況を細部にわたり検証し、平成２３年度以降の再委託の方針を決定しました。
価に伴う
また、民間のノウハウを活用する観点から、調理従事員を研修派遣し、調理技術向上に努めまし
改善
た。
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

中央共同調理場の分散化については、基本方針に基づき各調理場の施設整備等をスケジュールど
おり実施することができました。また、各種検討会や共同調理場ごとに開催する実施委員会を通じ
て学校との共通認識を図ることができました。
民間委託化については、業務履行状況調査、各種アンケート、試食会、先進地視察等により委託
状況を幅広く検証するとともに、検証結果に基づき平成２３年度以降の再委託を決定し、プロポー
ザル方式により業者選定を実施する等、契約事務を進めることができました。

民間委託事業については、十分に検証がなされ、着実に事業が推進されていることがうかがえま
した。
また、地元食材を最大限利用する等の取り組みがなされており、地域活性への寄与と同時に、子
どもたちの食育という観点からも大変有効であることから、今後もそのような努力を継続していた
学識経験 だきたいと思います。
委託している調理場とそれ以外の調理場との交流がなされていることも、素晴らしい取り組みで
者意見
す。
震災時には、適切かつ迅速な判断がなされました。このことは日ごろからの運営体制の構築による
ものであり、高く評価できます。今回の対応等については、反省部分も含めて記録をし、今後に生
かすようにしていただきたいと思います。

共同調理場新増改築事業については、中央共同調理場の廃止に伴い、他の共同調理場の計画的な
施設補修や設備を増強し、引き続き安全安心な給食の提供はもとより、更なる質の向上を図る必要
があります。
共同調理場の民間委託化については、業務履行状況調査等を通じて学校給食の安全性を確保する
課題及び
改善策 とともに、引き続き委託の検証を行い、中央共同調理場の廃止後の状況を踏まえ、他の共同調理場
の調理業務や配送業務の委託化についても検討する必要があります。
また、委託調理場と他の調理場との情報共有及び調理技術向上のための研修派遣を相互に実施す
ることの拡大充実に努めます。
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具体的施策 社会教育（生涯学習）施設等の整備

施策の
ねらい

生涯学習活動及び防災の拠点として市民が快適に活用できるよう施設の整備を行うとともに、適正
な維持管理を行う。また、環境に配慮した設備の改修も行う。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

老朽化、狭隘化しているため、環境に配慮した
公民館として移転新築するもの。延べ床面積
総社公民館整備事
1,701.25㎡。平成21年度：文化財調査、基本・ 事業の進捗率
1 業
実施設計、平成22年9月～平成23年5月：本体工
事、平成23年10月オープン予定

公民館環境整備改

2 修事業

市民が安全に安心して利用できるように、老朽
化した設備を改修する。空調設備をボイラー式
からパッケージエアコン式への転換等。

前年度 H22年度 H22年度
実績
目標
実績
本体工事 本体工事
文化財調
施工
施工
査・基本
（進捗率 （進捗率
実施設計
30％） 33.5％）

公民館利用者数
810,325 810,000 826,347
人
人
人

3 公民館運営事業

前年度評
価に伴う
改善
進捗管理

評

価

公民館施設の整備・補修工事を行う。

公民館利用者数

永明公民館空調設備改修工事について、補助事業の利用により実施することができました。ま
た、公民館運営事業のうち、小規模な修繕工事については、各公民館を通して利用者の要望・利便
性等を考慮し早急な対応ができました。

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

総社公民館整備事業については、予定したスケジュールに沿って契約、着工、施工ができまし
た。また、備品の選定についても地元の要望を取り入れて購入リストを作成することができまし
た。
公民館環境整備改修事業については、群馬県地域グリーンニューディール基金の利用により、永
明公民館の空調設備改修工事を実施することができました。
公民館運営事業については、整備・補修工事について、優先度に応じた執行をするとともに、各
館への防犯カメラ設置など安全対策に配慮した工事も実施しました。

東日本大震災でも明らかになったように、公民館は地域の防災拠点としても大変重要な位置を占
めています。地域住民の安全のためにも、必要な改修・補修等を十分に進められるよう、計画して
学識経験
いただきたいと思います。新しい公民館の建築にあたっては、地域住民との協働という大変重要な
者意見
取り組みがなされました。とても素晴らしいことであり、今後ものその視点を維持し続けていただ
きたいと思います。

総社公民館整備事業については、落成式について、元総社公民館落成式と同様に、総社地区にお
いて落成式実行委員会を設立し、地域住民との協働により、地域と行政が一体となって実施しま
課題及び す。
公民館環境整備改修事業については、地域の防災拠点としての観点や環境にも配慮し、補助事業
改善策
の活用により財源確保に努めながら、継続して事業を実施します。
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具体的施策 青少年教育施設の整備

施策の
ねらい

科学的な原理・法則を総合的・体験的に学ぶ活動、芸術文化に触れたり自己表現したりする活動、
交通安全教育、環境学習、多様な体験活動など、子どもたちの文化活動の拠点として充実が図れる
よう、児童文化センターを再整備し、積極的な活用を推進する中で、子どもたちの心身の健全な育
成を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

子 ど もた ちの 科学 芸術 文化 活動 ・体 験活 動事
児童文化センター 業、環境学習・自然体験活動事業などの拠点と
事業の進捗状況
1 再整備事業
して、児童文化センターを再整備し、積極的な
活用を図る。

(９月～第二駐車場下水滞水工事のため閉鎖、１
施設利用者数
月～交通公園施設解体工事のため閉鎖)

前年度 H22年度 H22年度
目標
実績
実績
基本設計
建設工事 建設工事
実施設計

199,770 178,000 186,000
人
人
人

前年度評
価に伴う改
善
進捗管理

評

価

Ｂ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

児童文化センターの再整備について、平成２２年度は新館の建設工事に着手するとともに、ゴー
カート管理棟等の設計を行いました。
平成２２年度に着工した児童文化センター建設工事は、東日本大震災の影響で進捗状況がやや遅
れていますが、おおむね計画どおりに進められました。
おおさる山乃家周辺整備は前年のトイレの整備に伴い、山の家生活排水等も処理する合併式浄化
槽を設置できました。

学識経験
児童文化センター再整備事業について、順調に計画が進んでいることがわかりました。新施設に
者意見 おける充実した活動の展開に期待いたします。

開館に向けて、事業内容の検討や運営体制の構築、スケジュールの調整等や新館開館にかかる備
品購入、関連条例や規則の改正に向けて検討していくことが必要です。
平成２２年度から引き続き、交通公園等の利用制限がでている整備期間中も、既存事業を充実さ
せながら継続して行い、できるだけ利用者に不便をかけないように、工事日程など、公園緑地課や
課題及び
教育施設課と連携・調整しながら、事業実施の工夫や利用制限の市民への周知などに配慮していき
改善策
ます。
おおさる山乃家は、訪問する人達に必要な駐車場、トイレ及び浄化槽設置と地域整備は計画的に
できました。大規模な整備は浄化槽設置が最後ですが、今後は、地元及び環境に配慮しながら周辺
整備を行っていきます。
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具体的施策 スポーツ施設の適正な管理と整備

施策の
ねらい

･スポーツ施設の整備
下増田運動広場の整備をはじめ、市民の生涯スポーツの振興及び健康増進の場として活用できるよ
う、施設の整備を行う。
･スポーツ施設の管理
市民が安心して快適に活用できるよう、運営管理指導を行うとともに施設の改修及び維持管理を行
う。
前年度 H22年度 H22年度
事業概要
事業指標
実績
目標
実績

下増田運動広場整備事業の推進（22年度完成予
定）と市民体育館をはじめ市有体育施設を保全
1 体育施設整備事業 計画などにより整備を進め安全で適正な施設を
利用者に提供する。

体育施設指定管理 市有体育施設の管理運営の充実に努め、安全で
快適な環境の確保な管理運営に努める。

2 事業

施設利用者数

施設利用者の満足度

983,521人 1,000,000人 998,140人

79.2%

85%

89.1%

前年度評
指定管理者との連携、指導では年２回の管理業務検査と月１回開催の管理者の施設場長会議に出
価に伴う
席し、充実した施設運営について協議・指導を行いました。
改善
進捗管理

評

価

Ａ

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

Ｄ：計画よりかなり遅れている

・市民体育館では、夏休み休館日の開館、個人利用専用日の設定などを行い、市民が気軽にスポー
ツに親しめる快適な環境の確保に努めることができました。
ツに親しめる快適な環境の確保に努めることができました
・利用者のニーズが高い施設のトイレの洋式化や市民プールの幼児プール改修のなど施設を快適に
楽しめ改修工事が進められました。
・多目的運動場として整備を進めていた下増田運動広場が完成し、愛好者の多い野球やグランドゴ
ルフなどの利用の増大が図れます。(２３年度芝の養生期間として利用制限を実施)
･東日本大震災により利用者総数は減少したが、年間を通しての利用者増は見込めました。

利用者数、満足度ともに上昇しており、着実な取り組みの成果がうかがえます。加えて、次年度
からは、新たな運動広場が稼働するとのこと、利用方法等広く市民に周知し、有効に施設が利用さ
学識経験
れるよう引き続き取り組みをお願いします。
者意見
なお、課題にもある通り、体育施設は災害時には避難所等としての活用も見込まれることから、
施設の点検整備も計画的に進められるよう期待します。

・市民体育館をはじめ、施設全体が老朽化のため抜本的な改修が必要と思われます。そのために
課題及び は、多額の財源必要なことからスポーツ振興くじ助成金制度の活用を積極的に検討していきます。
改善策 ・市民体育館の耐震診断の実施や診断に基づく、補強工事の実施、地域性を考慮した、中長期的な
施設整備の検討を進めたい。
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具体的施策 文化財施設の整備

施策の
ねらい

・ 文化財施設の整備
市民の文化財への理解を深め、文化財に親しみ、後世に伝えることができるよう、施設の整備を
行う。
・ 文化財施設の管理
市民の歴史学習の場として、また日本の伝統文化・伝統技術の一端を後世に残す施設として適切
な維持管理に努める。
前年度 H22年度 H22年度
事業概要
事業指標
実績
目標
実績

歴史学習施設の充 大室古墳群が整備されたことから、古墳からの

1 実（大室古墳資料 出土品展示や体験学習できる施設の建設を検討 事業の進捗状況

開館後15年近くが経過し、施設の老朽化と賃借
歴史学習施設の充
料等が課題となっている総社資料館について、
2 実（総社資料館の 今後の資料館の在り方を地域を限定することな
建設）
く広い視野で検討する。

事業の進捗状況

前年度評
価に伴う
改善

施設のあり方と活動内容という観点からの検討を行いました。

進捗管理

Ｂ

評

価

内部検討 内部検討

する。

館の建設）

Ａ：計画以上に進められた

Ｂ：計画通り進められた

Ｃ：計画より若干遅れている

内部検討
実施

内部検討
内部検討
庁内ワー 内部検討
実施
キング

Ｄ：計画よりかなり遅れている

大室公園体験学習館や総社資料館の建設に関する検討を行うワーキング（庁内関係課の職員によ
大室公園体験学習館や総社資料館の建設に関する検討を行うワ
キング（庁内関係課の職員によ
る「大室古墳総社資料館等建設に関する検討会」）を平成２２年度は２回開催しました。１回目の
検討会での各課から意見を踏まえ、第２回目の検討会では文化財保護課から整備の考え方について
提案を行いました。
事業指標の実績に関しては、目標通りに進められましたが、方向性を打ち出すには、さらに検討
を要します。

内部において検討を重ねてこられた様子がうかがえます。今後は外部有識者等も含めた検討組織
の設置や、あるいは前年度の評価にあるように研究機関との協働なども視野に入れ、施策を進めて
学識経験
いただきたいと思います。
者意見

ワーキングでの方向性の打ち出しは、史跡等の保存活用のための環境形成や特色ある地域づくり
を行うにあたっての基礎となるものであり、早いうちに結果を出すことが課題です。
なお、方向性の打ち出しにあたり、協働できる研究機関等があれば、協働で取り組んでいきま
課題及び
改善策 す。
また、事業の進捗は「内部検討」の状態が長く続いていますが、事業実施に向けて動き出す際に
は、外部有識者等も含めた組織を設置して具体的な検討を行います。
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