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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２３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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２

平成２４年度における点検・評価の概要
(1) 対 象 事 業
平 成 ２ ３ 年 度 の 教 育 委 員 会 の 活 動 及 び「 平 成 ２ ３ 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２３年度の教育委員会の活動を振り返るため、平成２３年４月１
日から平成２４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 ３ 年 度 の
開催状況は、次のとおりです。
・定例会 １２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２６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

５

職員人事について

４

委員会の規則の制定、改廃について

８

2

市議会議案についての意見について
（予算３件、条例３件、事件 1 件）

７

附属機関の委員の委嘱及び任命について

５

その他

４
計

３６

開催日ごとの審議案件は、次ページの「平成２３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 ３回
イ 学校その他の教育施設等の視察 ４回
※

実

施

日

５月２６日
１１月

視

察

先

滝窪小学校、金丸分校

７日

児童文化センター、みずき中学校

１月１６日

大胡小学校、粕川歴史民俗資料館

２月

南橘中学校、臨江閣

８日

ウ

各種行事等
中 学 校 総 合 体 育 大 会 開 会 式 、教 育 文 化 功 労 者 表 彰 式 、ま え ば し 学 校
フェスタ、成人祝、小中養護高等学校卒業式
(3) 教 育 委 員 会 の 活 動 に 対 す る 評 価
教育委員会では、教育委員による教育現場の視察を行っており、平
成２３年度は４回（８施設）実施しました。視察においては、学校の
みならず文化財施設等の教育施設の訪問も行うことで、教育現場の直
近の課題やニーズを把握する機会としております。
また、市内の全７学区において、教育長その他関係部課長が出席し
てＰＴＡ会長及び学校長と座談会形式で意見交換を行う移動教育委員
会を実施しました。出席者に率直な意見や考えを出し合っていただく
ことで、市教委と保護者の連携を深め、家庭・学校・行政が一体とな
って取り組む教育活動を推進しました。
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２３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15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) 教職員の人事異動の概要について

議案

その他

報告第２号

職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について

報告第３号

平成２２年度前橋市一般会計補正予算の作成に対し意
見を付すことについての臨時代理について

(1) 行事について
(2) 東日本大震災への主な対応について
(3) みずき中学校校舎新築工事の概要について
(4) 第１２回前橋シティマラソンの中止について
(5) 平成２２年度市立前橋高等学校卒業生の進路状況について

5月17日

定例会

議案

その他

議案第１５号

教育委員会の委員の辞職について

議案第１６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１７号

前橋市文化財調査委員の委嘱について

(1) 行事について
(2) 大室古墳群公開・普及イベントの開催について
(3) ブックスタート事業の実績について

6月27日

定例会

議案

その他

議案第１８号

前橋市社会教育委員の委嘱について

議案第１９号

前橋市公民館運営審議会委員の委嘱について

(1) 行事について
(2) 平成２３年度「まえばし教育の日」事業一覧について
(3) 平成２２年度不登校の状況について
(4) 平成２３年度前橋市中学生海外研修事業について
(5) 平成２３年度市立前橋高校生海外研修事業について

7月19日

定例会

諸報告

(1) 平成２３年７月１日付け職員の昇格について
(2) 第３３回少年の主張前橋大会の実施結果について

議案

その他

議案第２０号

平成２４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

議案第２１号

平成２４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

(1) 行事について
(2) 前橋市文化財調査委員委嘱式並びに平成２３年度第１回会議の
開催結果について
(3) 第５５回前橋市民講座の開催について
(4) 前橋市社会教育委員会議提言について
(5) 小学校１年生に対する図書利用カードの配付について
(6) 前橋市学校向け図書館資料の団体貸出事業の実施について

8月18日

協議会

議題

定例会

議案

１ 平成２３年度前橋市教育委員会事務の点検・評価報告書（案）
について
議案第２２号

4

平成２３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

開催日 会議区分 案件区分

その他

件

名

議案第２３号

平成２３年第３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２４号

平成２３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２５号

前橋市体育指導員に関する規則の改正について

(1) 行事について
(2) 工事請負契約の締結について（みずき中学校校舎新築関係）
(3) 第１回前橋市スポーツ振興審議会の開催結果について
(4) 第３０回あかぎ大沼・白樺マラソン大会の開催について
(5) スポーツ施設への広告掲載の募集開始について
(6) 総社公民館の新築移転について
(7) 前橋市生涯学習フェスティバル２０１１の開催について
(8) 前橋市立図書館総社分館の開館について

9月22日

協議会

議題

１

平成２３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２２年度教育費決算の概要について
(2) まえばし「夏の学び舎」実施結果について

議案

その他

議案第２６号

平成２３年度前橋市教育文化功労者の決定について

議案第２７号

教育財産（土地）の取得に係る申出について

議案第２８号

教育財産（土地）の用途廃止について

議案第２９号

教職員人事に関する基本方針について

議案第３０号

前橋市立図書館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) ｢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14日 定例会

諸報告

(1) 平成２４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

その他

(1) 行事について

教育財産（建物）の用途廃止について

(2) 「まえばし学校フェスタ２０１１」の開催について
(3) 平成２３年度移動教育委員会について
(4) 「東日本大震災と原発を考える」コーナー設置結果について
11月15日 定例会

議案

その他

議案第３２号

平成２３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３３号

平成２３年第４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３４号

平成２３年第４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

報告第

職員の行政処分の臨時代理について

４号

(1) 行事について
(2) 放射性物質の測定結果と今後の予定について
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開催日 会議区分 案件区分

件

名

(3) 第３９回前橋市郷土芸能大会の開催について
(4) 第５５回市民講座の開催結果について
(5) 前橋市児童文化センターによる小中学校の環境教育支援につい
て
(6) 前橋市児童文化センターによる水力発電設備（実証実験機）の
取得・運用について
(7) 第４７回前橋市青少年健全育成大会の結果について
(8) 平成２３年度前橋市中高生海外研修事業「帰国報告会」につい
て
(9) ふれあい図書館まつりの開催結果について
12月15日 定例会

議案
その他

議案第３５号

前橋市児童文化センター条例施行規則の改正につい
て

(1) 行事について
(2) 放射性物質の測定結果と今後の予定について
(3) 第５６回全日本実業団対抗駅伝競走大会の開催について
(4) 前橋・高崎連携文化財展の開催について
(5) まえばし学校フェスタ２０１１の実施結果について
(6) 平成２３年度まえばし教育の日事業のまとめについて
(7) 第６４回前橋市成人祝の開催について

1月18日

定例会

議案

その他

議案第１号

平成２４年４月１日付人事異動方針について

議案第２号

教育財産（建物）の用途廃止について

(1) 行事について
(2) 放射性物質の測定結果と今後の予定について
(3) 前橋市公民館運営審議会研究報告書（最終報告）について
(4) 第６４回前橋市成人祝の開催結果について
(5) 図書館電算管理システムの更新について

協議会

2月20日

定例会

議題

議案

１

平成２４年度当初予算要求概要（教育費）について

２

平成２４年度教育行政方針（案）について

議案第３号

平成２４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（取り下げ）

議案第４号

平成２４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（取り下げ）

議案第５号

平成２４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（取り下げ）

議案第６号

前橋市教育委員会公告式規則の改正について

議案第７号

前橋市教育委員会辞令式に関する規則の改正について

議案第８号

前橋市立学校の施設の利用に関する規則の改正につい
て

議案第９号

平成２４年度教育行政方針について（取り下げ）

議案第１０号
その他

県費負担教職員（管理職）人事の内申について

(1) 行事について
(2) 放射性物質の測定結果と今後の予定について
(3) 前橋・高崎連携文化財展の開催結果について
(4) 平成２３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
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開催日 会議区分 案件区分
3月15日

定例会

諸報告
議案

件

(1)前橋市指定文化財の種別及び名称の整理について
議案第１１号

平成２４年３月臨時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１２号

平成２４年３月臨時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１３号

平成２４年３月臨時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１４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１５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

議案第１６号

教育財産（土地）の用途廃止について

議案第１７号

前橋市スポーツ推進委員の委嘱について

議案第１８号

前橋市指定文化財の指定について

議案第１９号

市費負担教職員（管理職）の人事について

報告第１号
その他

名

平成２４年３月臨時市議会提出予定議案（事件）の作
成に対し意見を付すことについての臨時代理について

(1) 行事について
(2) 放射性物質の測定結果と今後の予定について
(3) 第１７回山王廃寺等調査委員会の開催結果について
(4) 平成２４年度市立前橋高等学校入試結果について
(5) 平成２３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
(6) 平成２４年度前橋市中学生海外研修事業について
(7) 文化講演会「災害と前橋藩政」の開催結果について

7

４

Ⅰ

平成２３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
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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

9

目標と施策の構成

Ⅲ

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各学校が主体となって展開し、
「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、学校を支援します。

２

心豊かな地域づくりの充実

◎

社会の要請や地域課題に対応するため「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。
「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シニア世代の地域回帰への仕掛け
本施策により、地域住民自らが学習した成果を社会に還元し、社会全体が活力を維持していく「循
環型社会」の構築を目指します。
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の生涯学習活動の推進を図ります。
また、公民館職員の研修や社会教育主事のワーキングチームによる研究会を通して、より活発な公
民館活動を支援します。

◎

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、２５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」の周知・活用によりその

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、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

具体的施策
評価

施策数

学校力を高める学校経営（義務教育）

Ａ

1

学校経営の基盤となる各種管理体制や指導体制、学校評
価等の充実を図ることにより、学校力を高めます。

Ｂ

5

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

1

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

2

地域の教育力を積極的に活用するなど、学校と地域社会、

Ｂ

2

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。

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

（１）

魅力あふれる教育活動（義務教育）
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
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。

開かれた学校づくり（義務教育）
（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

学校力を高める学校経営（幼稚園教育）
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。

魅力あふれる教育活動（幼稚園教育）
知・徳・体のバランスの取れた教育を進めることにより、豊か

（２） な感性や思考力・表現力の基礎を培います。

開かれた学校づくり（幼稚園教育）
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。

学校力を高める学校経営（高校教育）
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。
ため 教職員 丸となり 学校力の向上に取り組みます

12

評

価

頁

学校評価については、充実指針に基づく評価項目に変更し、新
たな学校評価データ処理システムを開発し、校長会議等を通じて
各学校に周知しました。今後は、各学校が得られた評価データをも
とに全教職員が参画して学校経営の改善に取り組めるよう、市全
18
体の傾向や学校評価の在り方について学校評価システムの改善
❘
を進めていきます。
23
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、支援員の配置を増やし、個の実態に
応じた支援の一層の充実を図っていきます。

平成２３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できました。また、徳・体（健康教 24
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どお ❘
り進めることができましたが、今後は体力の向上に向け協議会を立 31
ち上げて施策を具体的に進めていきます。

学校支援ボランティアの登録人数も目標値を越え、各学校でボラ
ンティアを活用した成果が上がっています。また、行事等の際に学
校評議員から日常的に意見聴取を行っている学校も多く、地域と 32
連携・協力した教育活動を進めることができました。今後は、保護 ❘
者や地域のニーズを積極的にとらえたり、各学校のホームページ 36
の更なる充実を図るなど、学校からの情報提供を一層進める必要
があります。

学校評価の保護者アンケートの結果から、自園の保育活動の成
果と課題を分析し、具体的な解決方法を保護者に提案しました。 37
園からの要請により、出前訪問研修・相談、保護者への定期的な ❘
出前相談等、ニーズに応じ保護者支援や教師の資質向上に努め 40
ました。

幼児が豊かな感性や思考力・表現力の基礎を培うためのバラン
スの取れた教育を支えるため、各市立幼稚園への計画訪問や出
前訪問、幼児教育センター主催の研修会への積極的な参加を通
して、教師の資質向上を図ることができました。

41
❘
44

地域の特性を踏まえて、自然や文化を活かした活動を展開する
ことができました。未就園児の親子への積極的な園公開にも努め
ました。
各種たよりの定期的な発行や、保育参観、Ｗｅｂページの更新等
により、日々の教育実践の公開に努めました。

45
❘
48

全校生徒に対し、知・徳・体のバランスを考慮した指導を継続する中
で、校訓をどのように体現していくか具体的に考えさせる指導を行い 49
ました また 学校生活全般における 時と場所 場合に応じた発言・ ❘
ました。また、学校生活全般における、時と場所、場合に応じた発言・
服装・態度等の使い分けを意識させ、生徒・職員の両面から学校力の 51
向上をはかることができました。

魅力あふれる教育活動（高校教育）

Ａ

0

Ｂ

4

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

2

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

教職員研修、調査・実践研究機能の充実（総合教育プラザ）

Ａ

0

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。

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

1

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

3

Ｂ

0

Ｃ

0

Ｄ

0

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。

開かれた学校づくり（高校教育）
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（総合教育プラザ）
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。

相談機能の充実（総合教育プラザ）
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（総合教育プラザ）
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。

進路指導においては、生徒の学力検討会や進路先に係る出願検討
52
会を重ねるなどして、職員が共通認識をもって指導する体制づくりを
❘
進めました。部活動指導においても、学校生活全般に関する指導を
55
共通認識をもって推進し、文武両道の実現を図る支援を行いました。

ＰＴＡや同窓会、地元自治会、学校評議員との共同作業を積極的に
進めました。また、ホームページの更新や学校説明会・中学校への広 56
報活動なども合わせて行いました。こうした活動を通して、周囲からの ❘
意見や提言・理解を得て、地域に根ざした学校づくりの地盤固めを進 58
めることができました。

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

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
61
態等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、学校経営・
62
学級経営について提言性のある実践研究を行うことができました。

プラザ相談室の相談者に対し、必要に応じて学校や関係相談機
関と 連携し、お互いに情報交換しながら効果的な相談ができるよ
うにしました。また、教育相談技術認定初級取得を希望する教職
63
員を対象に教育相談研修を実施し、学校における教育相談の充
実を図りました。

保育課や私立保育園長連絡協議会と共催の研修会を実施しまし
64
た。また、市内１８の地区ブロックにおいてそれぞれ幼保小連携研
❘
修会が実施され、その様子や成果をWebに掲載して広報しました。
66
きめ細かな就学相談や、幼児教室での個別支援を実施しました。

学識経験者意見
昨年度までの実績を踏まえて、今年度から事業目標に新たな指標を設定したものがあるため、全体的にはB評価が多くなっています。しかし、
長期的に見れば当初計画と比べて大幅に進捗している事業も含まれており、総合的には多くの施策が計画的に実施され、十分な成果が得ら
れたものと評価できます。特に注目される点として、１）相談業務や幼稚園教育等の分野で、他の関連機関との積極的な連携が図られ、高い実
績を上げていること、２）新しいWebシステムが導入されて幼稚園・学校側からの情報公開や広報活動が活性化し、開かれた学校づくりの推進
が図られたこと、３）学校評価システム・学校評議員制度等が活用され、学校経営の中で実質的な評価機能を果たすようになったこと、をあげる
ことができます。また、平成23年は東日本大震災の年として長く記憶されることになると思います。前橋市は、震災後、いち早く放射能測定器を
学校に配備する等、安全な教育環境の確保に取り組んできました。今後も、今回の震災を忘れることなく、万全な体制整備のための施策に取り
組んでいただくよう期待しております。なお、いくつかの施策については事業内容または目標指標の設定に改善が必要と思われますので、再
検討をお願いします。
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59
❘
60

【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
シニア世代の人材活用も含め、そのシニア世代が、その豊
（３） 富な職業・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
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評
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家庭教育学級は平成23年度、16公民館全てで実施されました。
67
大学との連携や2つの公民館の連携により実施された事業もありま
❘
した。子育て支援講座として子育て支援ボランティア育成講座を開
68
催し、平成24年度に活動していただくボランティアが誕生しました。

市の地域づくり推進事業を側面から応援する事業が実施されま
した。東日本大震災の発生により、地域住民の防災意識の高まり
を受け、今日的課題として防災、防犯講座が多く実施されました。
また、食育講座も増加しており、住民のニーズに応えた講座の開
催となりました。

69
❘
74

地域づくり講座では、地域の歴史について学ぶ講座を開催した
公民館で講座受講者の中から地区内自然観察員が誕生しました。 75
公民館文化祭は、地元の団体役員と自主グループ等の役員を中 ❘
心に実行委員会により運営されており、地域の交流が図られてい 76
ます。

例年同様に年間を通じて研修を行い職員の意識向上を図りまし
た。社会教育委員会議の提言についての講義を実施するととも
に、社会教育主事のワーキングチームによるモデルプランを作成
し 公民館のあるべき方向性が具体的に示すことができました
し、公民館のあるべき方向性が具体的に示すことができました。

77
❘
78

集会所人権教育は目標を上回る受講者となりました。昨年に引き
続き、人権教育指導者研修会は、概ね目標を達成することができ
79
ました。また、公民館報による情報提供にも努め、目標を上回る成
果をあげることができました。

生涯学習フェスティバルは、会場を新たに中央公民館で開催し
たことにより参加者が増加しました。市民展は、従来実施していた 80
市民文化会館での開催としましたが、市民の芸術創作活動の発表 ❘
の場として有効かつ貴重な機会であり、長く継続している市民に
81
とって身近な事業となっています。

個々の事業においては進捗状況には差がありますが、全体とし
ては計画どおり順調に進めることができたので、史跡や文化財の
活用を図ることができました。

82
❘
87

図書資料を整備し、総社分館の開館や全１４分館にＯＰＡＣを設
置すること等により、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セット団体貸出、小学校一年生への図書
館利用カードの配布等により、子どもの読書活動を推進しました。

88
❘
92

学識経験者意見
心豊かな地域づくりというテーマは、今後ますますその重要性が増していくものと思われます。教育委員会の施策の大きな柱であるので、各
事業について着実に進めていく必要があります。その意味で、すべての事業がしっかりと実施されていることがうかがえたことは大変良かったと
事業に
て着実に進めて く必要があります そ 意味で す て 事業がし かりと実施されて る とがうかがえた とは大変良か たと
思います。ただし、せっかく設定している目標です。今後も努力を継続し、少しでもA評価を増やせるよう充実させていただきたいと思います。
地域は常に変化しています。各事業もそのことと連関させながら、不断の検証と改善を行いつつ、加えて、新たな取組の展開がなされていくこ
とを期待しています。
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頁

【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

具体的施策
評価

施策数

Ａ

0

家庭、地域、学校のそれぞれの役割と責任の自覚と相互の

Ｂ

1

はぐくみプラン」の周知・活用に努め、地域健全育成活動を推
進し、人間性豊かな青少年の育成を目指します。

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

3

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

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

Ｂ

3

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
性豊かな青少年の育成を目指します。

Ｃ

0

Ｄ

0

地域健全育成活動の充実
（１） 連携強化のもと、前橋市青少年育成計画「いきいき前橋っ子

健全育成支援活動の充実
問題行動防止対策、被害防止対策、不登校・いじめ対策を
（２） 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
（３） 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

評

価

前橋市青少年育成計画「いきいき前橋っ子 はぐくみプラン」改
訂後の市民活動のテーマについて、各種団体の会合等を活用し、
周知を図ることができた。また、前橋のこどもを明るく育てる地区別 93
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
94
動、成人祝開催事業、遊び場利用推進事業等を計画通りに実施
し、青少年の健全育成に対する気運を高めることができました。

「子どもの被害防止活動の充実」、「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」とも、それぞれの対策事 95
業に充実した取組ができ、青少年の健全育成を支援できていると ❘
98
考えます。今後も、効率的で効果的な青少年の健全育成支援活
動の推進に努めます。

児童文化センターでは、現状の職員・運営体制の中で、様々な
工夫をしてきましたが、さらに、子どもたちや親子の健全な体験活
99
動充実のため、新館となった児童文化センターを中心として事業
❘
の充実を目指すことが必要であると考えます。また、海外研修事業
102
の内容を工夫したことは、国際感覚を身に付けた青少年を育成す
る上で大変効果的でした。

学識経験者意見
いきいき前橋っ子はぐくみプランが着実に実施に移されていること、青少年健全育成の取組の成果として問題行動が減少していることなど、
評価できる内容でした。また、児童文化センターが新しくなり多くの利用者があること、建物だけではなく、機能としてもより充実されていることもう
評価できる内容でした
また 児童文化センターが新しくなり多くの利用者があること 建物だけではなく 機能としてもより充実されていることもう
かがえ、今後のさらなる充実が期待されます。
一方で、社会は急速に変化し、青少年という枠組みも、最近では子ども・若者という枠組みへと移行しつつあるようです。前橋市教育委員会が
その取組枠組を推移させるかどうかは、十分に検討しなければなりませんが、少なくともそのような社会の流れにも敏感な視点を持ち続けていた
だけると良いと思います。
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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

0

Ｂ

5

Ｃ

0

Ｄ

0

Ａ

0

Ｂ

2

Ｃ

0

Ｄ

0

評

価

市民が生涯にわたりスポーツに親しむための各種施策につい
て、スポーツ推進委員の活動を通して、「いつでも、どこでもスポー
103
ツに楽しむ環境づくり」の推進が図れました。 また、市民要望等を
❘
把握しながら指定管理者と連携して各種教室等を開催し、幼児か
107
ら高齢者までスポーツを楽しむ機会の提供を図ることができまし
た。

本市のスポーツを総括する前橋市体育協会への運営支援等を
通して、スポーツ団体の育成と各種目団体の競技力向上が図れま 108
した。 また、前橋市スポーツ少年団の活動支援を通じて、単位少 ❘
年団の育成と指導者向けの研修会開催等を行い、青少年の健全 109
育成を図りました。

学識経験者意見

多くの市民がスポーツ活動に満足しながら取り組んでいることがわかりました。引き続き、機会と内容の充実を継続していただきたいと思いま
す。特に、少子高齢化社会におけるスポーツの持つ意味は、単なる競技スポーツの充実ということ以上に社会的な意義を持ち始めています。ま
すます重要な施策となってくることを踏まえ、より高評価がなされるよう努力をいただきたいと思います。
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【充実の５】 「教育のまち」を支える施設・環境の充実
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

1

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

5

Ｃ

0

Ｄ

0

（１）

評

価

（学校教育施設）学校教育施設の整備については耐震化を重点に
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、中学校は建替
え、大型化とし、小学校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)総社公民館整備では、予定どおり事業を実施し、
10月に開館することができました。公民館やコミュニティ施設運営
では、安心利用できるように、整備・補修工事を実施しました。
110
（青少年教育施設）児童文化センターの再整備について、平成は ❘
２３年度は、平成２４年１月の新館開館に向け、引き続き工事を進 116
めました。また、新館移転後は、既存施設の解体を行いました。平
成２５年４月のグランドオープンをめざして、ゴーカート管理棟等の
建設工事を進めていく予定です。
（スポーツ施設）粕川総合グランドのテニスコートを砂入り人工芝生
に改修し、施設の充実を図りました。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）当初の予定どおりに検討を進めてきましたが、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
教育と環境はその結びつきが大変密な関係にあると言えます。環境は人々の学びを支え、その環境の移り変わりとともに、学びも変容していく
ことを踏まえ、ソフトとしての事業実施との両輪にすえて、施設・環境の充実を進めていただきたいと思います。
施設設備の充実は、予算との関係が大きいために、困難な場面も少なくないと思われますが、それでも全体としてしっかりと計画がなされ、着
実に進められていることは確認できました
実に進められていることは確認できました。
昨年度も述べましたが、震災以降の教育施設の持つ意味はそれ以前と比べて大変大きなものとなりました。いざというときの備えとしてはもち
ろん、多くの人が集う施設が常に安全であることが重要であり、その視座に立って積極的に施設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。

「学校評価の結果に基
づいて、学校課題が改
善されていること」に
ついて、「大変よくで
きている」と回答した
学校の割合
（４段階評価の上位１
位の割合）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

68％

75％

63％

校長会等の意見を取り入れながら、充実指針に基づく評価項目に変更するとともに、学校経営の
前年度評
価に伴う 改善につながるような報告様式を設け、独自項目を取り入れたデータ処理ができるような新たな学
校評価データ処理システムを開発しました。
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１４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
２名の教員の参加がありました。
また、①学校独自の評価項目を追加したデータ処理に対応できること、②充実指針に基づき評価
項目を変更すること、③充実指針を生かして学校経営の改善につながる報告書様式に改善すること
を踏まえた新たな学校評価データ処理システムを開発しました。このことについて、校長会議や教
頭会議などの際に、新たな学校評価データ処理システムの概要を周知することができました。
また、１月３１日～２月７日に全ての小・中学校の学校評価担当者を対象に「平成２４年度新学
校評価システム研修会」を開催し、新たな学校評価データ処理システムの運用について研修を行い
ました。今後、各学校で新たな学校評価データ処理システムの運用が始まると、運用の仕方や学校
評価をもとにした学校課題の解決について学校からの問い合わせ等がさらに増えることが予想され
ます。

現在のシステムは平成２０年度から導入され、毎年、少しずつ改良が加えられながら発展してき
ました。今回は充実方針に基づく評価がしやすいよう、評価項目と報告書様式が改善されました。
また、システム研修会も開催され、各学校の担当者にもシステムの概要が伝えられました。これに
学識経験 よって学校経営のＰＤＣＡサイクルに組み込まれ、単なる評価のための評価ではなく、本来の評価
者意見 機能が発揮される基盤が整備されたと言えます。今後は、節目研修等の機会においても、学校運営
における評価プロセスの意義や評価結果を生かしていくための効果的な運用方法に関する内容を取
り上げるなどして、担当者以外の教員にも評価の大切さについて理解を深めてもらい、学校全体と
して取り組めるようになれば良いと思います。

全ての学校が新たな学校評価データ処理システムを使って学校評価を実施するよう促します。そ
こで、新たな学校評価データ処理システムの運用について、希望者を集めてのシステム研修会を実
課題及び 施するなどして学校を支援するとともに、学校評価に基づく学校経営の改善を図る実践的な調査研
改善策 究によって学校評価システムの在り方を明らかにしていきます。
また、学校評価データから、充実指針に基づく市全体の傾向を分析し、学校経営の改善に資する
情報を学校に提供していきます。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

89.7%

90%

97%

前年度評
訪問指導における各教科等授業研究会において、授業改善だけでなく、年間指導計画の内容につ
価に伴う
いても必要に応じて指導しました。
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

平成２３年度の計画訪問（各校２年に１回訪問）は、３７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、校内研修主任の研修企画に対する助言など、教職員の資質・能力の
向上に資する訪問を実施することができました。
指定校事業や校内研修等に関わる要請訪問は、平成２３年度、３１校から要請があり、延べ５３
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 生徒指導上の課題を抱えている学校
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。生徒指導上の課題を抱えている学校
に対しては、主管課である青少年課と連携を図りながら生徒指導の充実を含めて訪問指導すること
ができました。

計画訪問、要請訪問ともに、訪問した学校からは高い評価を受けており、指導力向上の上で効果
を上げているものと評価できます。指導要領が改訂された直後は、２年に１回の訪問では改訂のポ
イントすべてにわたって指導助言することは難しいと思います。できれば、このような時期だけで
学識経験 も計画訪問の回数を増やすことができれば良いのですが、学校数が多いため実際には難しいかもし
者意見 れません。その分、新学習指導要領の趣旨が徹底するまでの間は、計画訪問の際には念入りな指導
助言をしていただきたいと思います。
要請訪問のうち、特に生徒指導上の問題を抱えた学校への対応は、青少年課との連携がスムーズ
に進められるようになって、一層の早期対応・早期解決が図られており、高く評価できます。

平成２４年度は中学校学習指導要領が完全実施となり、各教科等では平成23年度末に作成した年
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、新学習指導要領の趣旨を踏
課題及び 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、昨年の小学校と同様に教
改善策 科等の経営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、生徒指導や学校経営など、幅広いニーズに応じられるように今後も他課と
の連携をとりながら対応し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。
事業概要

主な実施事業名

事業指標

学校訪問や研修等を通して教師の児童生徒への
積極的な生徒指導 関わり方を支援するとともに、人間関係づくり
1 の充実
に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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

85.6%

90%
(小)
85%
(中)

88.7%
(小)
81.0%
(中)

「学校が楽しい」と感じている子どもの比率を小学校、中学校で分けて指標としました。総合教
前年度評
価に伴う 育プラザと連携し、様々な研修において指導資料を活用したり、訪問指導の機会における指導を充
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

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

訪問指導においては、引き続き、授業中における子どもの意見・発言の生かし方や賞賛する声か
けの仕方など、子どもの存在を認めることの大切さを指導場面に応じて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初任研、１０年目研修等の節目研修において、人間関係作りを
基盤とした指導の大切さについて研修を実施し、成果を得ました。また、指標には加えませんでし
たが、「児童生徒が学校のきまりや約束を守って生活すること」についての教職員の評価について
平成２３年度は平成２２年度と比較して６％程度の上昇が見られました。これは、訪問指導や研修
会等の機会において、学習指導の基盤となる学習規律の徹底についてお願いしてきた成果であると
会等 機会にお
学習指導 基盤となる学習規律 徹底に
お願 し きた成果 あると
考えます。

今回から事業指標を小学校と中学校で分けて示すことになりました。積極的な生徒指導の基本を
人間関係づくりに置いて進めてきた結果、目標にはわずかに達しませんでしたが中学校でも80％以
上の生徒が「学校が楽しい」と回答していました。また、「学校のきまりや約束を守って生活す
学識経験
る」という項目での評価も上がっており、学習規律が定着していることがうかがえます。平成２２
者意見
年に文部科学省の「生徒指導提要」が公表され、旧「生徒指導の手引き」にはなかった新しい問題
が数多く取り上げられています。これを契機に、改めて生徒指導の意義について教員の意識を高め
るような指導援助がなされるよう期待します。

人間関係づくりの取組を進めていく上で、優れた取組の成果を情報提供し、教職員の意識を向上
させ日々の具体的な実践につなげていくことが求められます。文科省や県等の資料を校内研修での
課題及び
活用を促したり、市研究指定校（積極的な生徒指導）の研究発表から人間関係づくりの実践に効果
改善策
的であると考えられる指導方法や資料等を積極的に提供したりしていくことも更なる改善の一つの
方法となると考えます。
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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。
事業概要

主な実施事業名

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 安全教育に関する教材を配付し、危険場面を想
1 成
定した具体的な対応の指導、震災等を想定した
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
交通事故や火事・地
震・不審者などの危険
から身の守り方を理解
し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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

86.3%

90%

87.0%

東日本大震災を踏まえ危機管理マニュアルを見直したり、震災を想定した避難訓練を実施したり
前年度評 するなど、危険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の改善を図
価に伴う るよう指導しました。また、交通安全指導に係わり児童生徒が加害者になることがないように十分
に指導することをお願いするとともに、損害賠償保険への加入状況調査を行いＰＴＡの役員会議や
改善
校長会議、教頭会議の折に加入について働きかけも行いました。
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

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。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、東日本大震災を踏まえた連絡体制の見直しに伴
い携帯型防災無線を各学校に整備し、また、危機管理マニュアルの見直しと学校安全総合点検を学
期ごとに集約し、各学校の取組内容の改善を図るとともに、様々な緊急時を想定した避難訓練を実
施することで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、学校内で放射線測定を
定期的に実施しました。

平成２３年度は東日本大地震をきっかけにして、学校の安全管理上の課題がいくつも発生しまし
た。放射能汚染については、前橋市では、いち早く各学校に放射能測定器を配備して計測・公表
し、また危険箇所の除染作業を行い、安全確保と保護者の不安解消を図りました。また、危機管理
マニュアルを見直したり、全校に防災無線を設置するなど、今回の震災の反省を踏まえた点検作業
学識経験
が行われています。速やかに適切な対応がとられた結果、ほとんどの保護者は安心して子どもたち
者意見
を学校に送り出すことができています。今回の震災を忘れることなく、今後も安全確保と安全教育
に取り組んでいただきたいと思います。
震災後、都市部では自転車通勤・通学者が増加して、自転車の交通ルールが見直されました。中
学校で自転車通学する生徒が多い学校では、この点についても再点検をお願いします。

教職員のみならず交通指導員やＰＴＡと連携しながら通学路の状況を把握し、地域や関係機関と
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すと
課題及び
ともに、地域や保護者と連携を密にしていく必要があります。中学校では通学等に自転車を使用す
改善策
る機会が多いことから、保健体育の授業や安全指導の集会などにおいて、道路交通法改正の趣旨を
踏まえた指導を徹底する必要があります。平成２３年度は学校内の放射線測定を行いましたが、平
成２４年度は通学路についても測定し更なる安全確保に努めます。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

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)

90%

92%

98%

特別支援教育の推進に
特別支援教育校内委員会の設置及び特別支援教 ついての状況調査４項
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 目５段階評価の合計点
2 進
児童生徒の実態把握と支援を充実させる。
が１５点以上の学校の
割合

40%

60%

58%

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。

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、年度途中の配置希望もあること
前年度評 から緊急雇用の特別支援教育サポーターの配置による対応を含め学校の要求に応じられるよう計画
価に伴う 的に行いました。
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
改善
上を図りました。
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

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は震災の影
響により配置校での研修を１回、全体での研修を２回行い、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ています。
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。

特別支援教育では一人一人の特徴を踏まえた指導が重要です。そのため、介助員・支援員・サ
ポーター等の配置は指導の充実に欠かせない施策であると言えます。配備された人数や事業指標を
見ると、限られた予算の中で最大限の努力がなされ、またその効果も十分にあったものと評価でき
ます。また、必ずしも専門家ではない支援員を対象に研修会を開催したことも活用に役立ったもの
学識経験 と思われます。
一方、学校における特別支援教育コーディネータの活用についても、前年度からの伸びが大き
者意見
く、年度目標に近いところまで達成できました。介助員や支援員は、適切なコーディネートのもと
でその力をより効果的に発揮できるものと期待されます。そのためにも、この指標については今後
もさらに高いところを目指す必要があります。今後も、このペースで伸びていくよう一層の努力を
期待します。
各学校からの評価を見ると、学校支援員等の臨時職員の活用による特別支援教育の充実ついての
評価はとても高いことがわかります。また、各学校の体制づくりも目標値に及ばないまでも、整備
されつつあることがうかがえます。
各学校の体制整備については、より実際的な活動ができるように、コーディネーター研修会等を
通して、コーディネーター機能の改善や校内でのチームによる支援の考え方などを含め今後も指導
課題及び していきたいと考えます。
また、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
改善策
巡回相談の利用状況は増加しています。巡回相談担当者の資質向上についても取り組んでいきたい
と考えています。
特別支援学級介助員や学校支援員の配置については、介助員や支援員の人数を増やして学校の要
望に応えられるように計画的な配置を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
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。
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具体的施策 （義務教育）よりよい教育環境を目指す学校の適正規模の推進
施策の
ねらい

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・
1 適正配置推進事業 規模地区委員会」を設置し、通学路区の見直し
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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

6地区

5地区

3地区

学校は地域コミュニティづくりの中心でもあるため、学校の適正規模化は児童生徒・保護者はも
ちろん、地域住民の十分な理解と合意に配慮しながら進めてきました。春日中・広瀬中の適正規模
前年度評 化については、保護者や地域の代表によって構成される適正規模地区委員会で、地域に対してアン
価に伴う ケート調査を実施し、その結果に基づいて統合が望ましいとする報告書が提出され、統合校の設置
場所や校名を検討する合同地区委員会が設置されました。嶺小適正規模地区委員会では、小規模校
改善
のメリット・デメリットとともに、地域コミュニティと学校のかかわりという視点でも検討協議が
行われています。
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

・平成２３年４月に第二中学校・第四中学校が統合し、「みずき中学校」として開校しました。み
ずき中学校の開校に当たっては、開校式や開校記念式典及び旧第四中学校の備品処理等で、学校と
教育委員会が連携協力し 年度当初の統合校のスムーズな学校運営を進めることができました こ
教育委員会が連携協力し、年度当初の統合校のスムーズな学校運営を進めることができました。こ
れらのノウハウは、統合校のスムーズな開校のモデルケースになっていくと考えられます。
・春日中・広瀬中学校では、地域へのアンケートを踏まえ、適正規模地区委員会から統合が望まし
いとの報告書が出されました。それを受けて適正規模合同地区委員会が設置され、統合校の設置場
所の検討協議が行われました。会議は両校の現地見学会も含めて５回開催され、慎重な協議が進ん
でいます。
・嶺小学校では、３回（第５回～第７回）の適正規模地区委員会が開催され、小規模校のメリット
やデメリット及び地域と学校のかかわりという視点で十分に協議なされてきました。その結果、地
区委員会として、今までの話し合いや今後の児童数の推移をもとに、保護者や地域の方々にもご意
見を伺うとの方向に話が進んでいます。
・他の２地区については、保護者及び地域の方々の意向や今後の児童生徒数・学級数の推移を見守
ることとします。

みずき中学校は多くの関係者からの祝福を受けながらの誕生となりました。学校関係者並びに地
域住民の努力のたまものと高く評価できます。統合後も、心配されていたようなトラブルもなく、
充実した教育活動が展開されているようです。しばらくは統合後の学校の状態をモニターしていた
学識経験
だき、統合による教育効果の向上、その他のさまざまなメリットについても明らかにしていくこと
者意見
で、統合を検討している他の地域での議論の参考にもなると考えます。春日中学校・広瀬中学校・
嶺小学校で進められている適正規模地区委員会の議論も学校関係者だけでなく、地域住民の意向を
尊重しつつ、進めていただきたいと思います。
・春日中学校と広瀬中学校では、適正規模合同地区委員会で統合校の設置場所の検討協議が進めら
れています。今後は、適切な資料提供等を通して、合同委員会の協議を支援するとともに、統合校
の設置場所や校名については、地域での合意形成を図ることが必要です。また、合同地区委員会で
方向性が決定された後は、教育委員会として統合に向けた諸手続きや準備組織の設置に向け、学校
やＰＴＡとも連携して諸準備を進める必要があります。
課題及び
・嶺小学校では、適正規模地区委員会が設置され、今まで７回の会議が開催されています。会議で
改善策
は主に、小規模校のメリット・デメリット及び地域と嶺小学校のかかわりを中心に議論を進めてき
ました。今後は、それらの協議結果も踏まえて、保護者や地域の方々に意見を伺う機会を設定する
などして、一定の方向性を地区委員会としてまとめていくことが必要です。
・みずき中学校については、統合による教育効果等を引き続き見極めながら、他地域での話し合い
の参考とします。
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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

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。

言語の能力向上推

2 進

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

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）

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
79.4%

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
(84.7%)
評価で上位２位以上の
90.3%
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

85%

79.3%

(85%)
90%

(91.6%)
94.5%

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）

67.5%

80%

67.3%

「授業改善のポイント」（H23市教委）の活用を
市
推進し、課題に応じた授業改善の在り方につい
4 授業改善推進事業 て研修会を開催するとともに、担当校指導主事 ＣＲＴ学力検査の結果
による支援を行う。

全国比
＋4.07
ﾎﾟｲﾝﾄ

全国比
＋4.3
ﾎﾟｲﾝﾄ

全国比
＋4.6
ﾎﾟｲﾝﾄ

「学習習慣形成のためのヒント集(H19市教委
版)」を活用した指導や授業における学習規律の
学習習慣の確立支 形成を図る指導について助言したり、家庭学習
3 援
にかかる保護者への協力について情報提供を
行ったりするなど、学習習慣の確立に向けた支
援を行う。

「きめ細かな指導の充実」については、引き続き学校の要望を基にした支援講師の配置と支援講
前年度評 師のニーズに応じた研修に努めました。「言語の能力向上」「学習習慣の確立支援」では、学校訪
価に伴う 問における指導において、これまでに作成した資料を活用し、具体的な指導を行いました。「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、新学習指導要領や教科書に対応する新た
改善
な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、学校と支援講師へのアンケートから課題を把握し、研修
会で情報交換や講話を行い、支援講師自身のもつ課題を解決できるようにしました。また、アン
ケートでは、約９６％の学校から、学習内容の理解・技能の定着に効果があったと回答がありまし
た。言語活動の充実及び学習習慣の形成は、ほとんどの学校で校内研修としての取組が見られまし
た。計画訪問や要請訪問では、「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」から課題に応じて抜粋した資料を提示し、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結果分析に基づき指導資料を改めて作成しました。「まえばし学校教育充
実指針」の重点項目や小学校の新学習指導要領、新教科書の単元を踏まえた具体的な指導例を示
し、全ての学校に活用を促しました。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。

学力検査の結果は目標を上回る成果となり、着実に学力が育っていることが確かめられました。
支援講師の派遣、言語の能力向上のための推進策、学力検査結果の緻密な分析とそれに基づく改善
資料作成などの事業に一定の成果があったものと評価できます。新学習指導要領を踏まえて、さら
学識経験 に研修・資料の充実を図っていただきたいと思います。
一方、学習習慣の形成については目標値に達しませんでした。「学習習慣形成のためのヒント
者意見
集」の活用については、教科指導の中で実施する学修指導だけでなく、学級活動の時間を利用した
学修指導を組織的に展開することが重要だと思われます。今後、ヒント集を改訂する機会があれ
ば、学級活動での活用例なども併せて提示していただけるようお願いします。
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小学校では学習指導要領が完全実施となり、知識・技能の定着とともに思考力・判断力・表現力
の育成が求められています。しかし、これらは定量的に測ることが難しく、多面的に評価する必要
があります。そのため、学力検査の結果とともに、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活用状況の結果等を生かしてきました。その
成果を引き継ぎつつ、評価の妥当性を高めていくことが大切です。また、学力検査の結果を基に指
課題及び
導資料を今後も工夫するとともに、訪問指導や校内研修での働きかけなどを地道に積み重ねていく
改善策
ことも必要です。学習習慣については、家庭への働きかけの面で課題が残りました。学習習慣とし
て目指す方向を学校と家庭とが共有し、協力し合うために、具体的な子どもの姿や習慣形成のス
テップを示せるようにしたいと考えます。「学習習慣形成のためのヒント集」には、子どもたちが
主体的に学習習慣を身に付けられるように学級活動で扱える例示等も盛り込みながら改訂を進めた
いと考えています。
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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

1

道徳教育の充実

2 人権教育の充実

事業概要

事業指標

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。

「群馬県人権教育充実指針」の理解を深める研
修会や人権教育に視点をおいた授業研修会を開
催し、学校における人権教育の充実を支援す
る。また、人権教育研修を開催し、専門的な講
師の講話や各学校の課題等についての協議を通
して、教職員の人権意識や人権感覚の高揚と指
導力の向上を図る。

取り組み状況調査(道徳の資
料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

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
79%

80%

各教科等と道徳の時間の関連
を図った全体計画に基づく指
導の状況 ５段階評価で上位
３位以上の割合

人権教育研修参加者へ
99%
の意識調査において、
研修内容が「大変役に
立つ」と回答した割合 ４段階評
（４段階評価の上位１ 価の上位
２位の割
位の割合）
合
＊H22は上位２以上の
割合

78%

72%

26%
85%

＊99%
（上位２
以上）

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、体験活動と道徳の時
前年度評 間の関連を深め、道徳教育の充実を図ることを指標としました。
人権教育授業研修では、同和問題を取り上げた道徳授業を公開するとともに、授業研究会を行う
価に伴う
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。また、人権教育研修の講座
改善
案内で、参加者の募集方法を改善することができました。
案内 、参加者 募集方法 改善す
き
。
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

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
間が充実するよう指導を行いました。また道徳主任研修会では、各教科等と道徳の時間との関連付
けた全体計画を作成し、その有効な活用について研修しました。
人権教育研修では、教職員の人権意識や人権感覚の高揚できるように、学校における人権教育の
取組を踏まえた専門的な講師の講義を行い、参加者への意識調査から、本研修について２６％の受
講者が「大変役に立つ」と回答しました。また、人権教育授業研修では、同和問題を取り上げた道
徳授業を参観しそれを基に授業研究会を行いました。参加者への意識調査から、本研修について４
３％の受講者が「すぐに役立つ」と回答しました。

道徳教育の充実のためには、担当教員が児童生徒の実態を踏まえた指導の工夫をすることはもち
ろん、学年あるいは学校単位で組織的・計画的に進めていく必要があります。その際に道徳主任の
役割は非常に重要になってきます。今回、各学校の取組状況の指標のひとつとして、各教科等との
関連を図った全体計画作成状況を取り上げていただきましたが、改善の余地が残る結果となってい
学識経験
ます。まず学校全体で全体計画の共通理解を図っていただくことが、道徳教育の充実には必須のプ
者意見
ロセスであると思われます。
人権教育については、研修会や授業研修が実施され、効果をあげています。長期的な視点から研
修計画を工夫して、できるだけ多くの教員が参加する機会を持てるようにしていただきたいと思い
ます。
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。そのためには各教科等との関連を図った全体計画に基づき、学校全
体で取り組む必要があります。そこで、毎年開催している道徳主任研修会においては、主任として
の役割を認識し道徳の時間と教科等の指導との関連を職員に意識させるなどリーダーとしての意識
を高められる研修にすることが大切と考えます。また計画訪問時の道徳の授業研究会において具体
課題及び
的な指導方法を示し、道徳の授業の充実を図る必要があります。
改善策
人権教育研修では、全ての教職員の人権意識や人権感覚の高揚できるように、研修内容のさらな
る充実を図る必要があります。そこで、本研修をこれまで受講することのなかった教職員の参加を
促していきたいと思います。また、人権教育授業研修では、人権教育に視点を当てた授業を参観
し、授業研究会を行うとともに、各学校における人権教育の充実に資する協議の持ち方を工夫して
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（増進）
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。

①全国平均を上回る新
体力テスト各学年各種
目の割合
②自主的に運動に取り
組む児童生徒の割合

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。
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
る。

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

2 治療率の向上

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。
食に関する指導の
また、各学校に対し、給食の時間を直接指導の
3 充実
中心として位置付けた、「楽しくおいしい給食
デー」の展開を促進するとともに 「食に関す
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。

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
①25%

①55%

－

＿

②80%

②83.0%

95%

97.4％

①食に関する指導取組
状況調査(５段階評価
で４以上の割合)

69.2%

80%

75%

②学校評価
（朝食摂取が重要と考
える保護者の割合）

96.8%

95%

98.2%

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、楽しい体育の授業づくりの工夫と、
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。なお、運動好き
な子どもの実態を捉えるため、指標に「自主的に運動に取り組む児童生徒の割合」という項目を新
たに加えました。
前年度評
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
価に伴う
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
改善
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るとともに、中学
校では、学級担任による指導に加え、部活動でも指導してもらうなど治癒率向上に向けた組織的な
取組を推進しました。
３ 食に関する指導の充実…実践資料集を活用し、各校で事例を積極的に取り入れることを給食主
任会で促し、学校栄養職員を活用した取組を推進しました。
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

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、小学校における体育実技講習
会では、「多様な動きをつくる運動遊び」と「短距離走・走り幅跳び」を低・中学年と高学年の教
師に分けて研修しました。中学校体育実技講習会では、中学校で落ち込みの見られる投力向上のた
め、スモールステップを踏んだ投げ方指導を中心に講習しました。また、体育主任研修会では、本
市の現状と課題を捉えた上で体力向上の改善策を話し合いました。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 朝食摂取の必要性や朝食内容の改善について家庭へ啓発することができました。新しい学習指
導要領では、特別活動の内容に食に関する指導が位置づけられており、各教科や給食の時間など
様々な場面を通して取り組むとされておりますが、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するこ
とができました。
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体力向上については、最終的な体力テストの結果より、運動嫌いな児童生徒を減らすことに重点
を置き、今年度から児童生徒の自主的な運動への取組を指標としていただきました。指標では目標
を上回る成果が示されています。運動が好きになる基本は、上手になったという達成感や成功経験
にあると思います。スモールステップで楽しく活動しながら体力・技能が着実に伸びていくような
学識経験
指導の工夫がなされており、今後にも期待がもてます。健康面では疾病治療率は高い水準を達成
者意見
し、目標を達成できました。家庭との連携を図り、是非、１００％を目指していただきたいと思い
ます。食育に関しては、指導取組状況の指標はあと一歩で目標に達しませんでした。まず、食育と
関連の深い教科での実践例や給食指導における栄養職員の活用等、可能なことから始められるよ
う、実践資料集の充実を図っていただきたいと思います。
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。そのために、主任会や実技講習会で楽しい体育の授業づくりについ
て研修していきたいと考えています。
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 望ましい食習慣の形成のためには、今後も朝食摂取について保護者への啓発を進めるととも
課題及び 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る
改善策 と考えます。また、栄養バランスの取れた食事など朝食の中身についても児童生徒や保護者に対し
て啓発を一層図る必要があると考えます。各校の取組では、教職員と学校栄養士による*ＴＴ授業や
生産者や保護者との給食会など、よい取組が見られました。より良い実践が多くの学級、学校へ広
がるように平成２４年度は、食育に関連の深い教科等の取組や栄養職員を活用した取組を掲載した
実践資料集が、いつでも必要なときに活用され、優れた実践が市内の学校に広まるよう、電子媒体
で各学校から見られるようにしようと考えています。また、食に関する指導情報交換会では、学校
における指導の向上に結びつくような内容を検討し、担当者が推進役を中心に関連する教科主任と
の連携を深めていけるよう進めていくことが必要と考えます。
の連携を深めていけるよう進めていくことが必要と考えます
*ＴＴ…複数の指導者等で行う授業形態
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具体的施策 （義務教育）健康保持・体力の向上（増進）
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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
35.57%

40%

40.76%

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
2.5品目/日 3品目/日 2.8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
2.3回/週 2.5回/週 2.7回/週
導回数

・地産地消を推進するため、さらに、品目や使用量の拡大を図るだけでなく、各調理場の管内にお
前年度評 いて生産者が少ない地域へ他の地域からの納入を実施するなど、市内での地域横断的な農産物の納
価に伴う 入について対応を工夫しました。
・食育の充実を図るため、給食指導の実施内容の工夫を図りつつ、さらに実施回数を増加しまし
改善
食育の充実を図るため、給食指導の実施内容の工夫を図りつつ、さらに実施回数を増加しまし
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

前橋産農産物の使用拡大については、震災等の影響もほとんどなく、気候についても比較的安定
している中で、後半に台風や冬の寒さの影響等が多少あり、最後になって多少失速したものの、市
内で各地域横断的に納入するなどの対応をすることで、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。
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、地場
産を活用した献立を確実に増やすため、調理実習による地場産活用献立の開発を行うなど、充実に
向けた取組を行いました。
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、映像を活用した指導の導入など
指導内容にも工夫するとともに、指導回数も目標を上回ることができました。

地産地消の方針から前橋産農産物の使用拡大が推進され、使用率はこのところ毎年５％ずつ上昇
し、着実に目標が達成されつつあります。米や肉を含めるとこの数字はもっと高くなり、生きた食
育教材としての学校給食の可能性が広がっていることがわかります。また、献立別の使用率につい
学識経験 ても、目標には達しなかったものの、限られた献立数の中で最大限の努力がなされたものと評価で
者意見 きます。このような成果は自校方式の学校給食ではなかなか実現が難しいだけに、センター方式の
メリットを生かした取組であると言えます。栄養職員による学校訪問回数も計画通り増えており、
学校給食を教材とする食育指導の充実も図られています。今後は、学校側の食育年間計画との連携
を密にして、指導の充実を図ることを期待します。
前橋産農産物の使用拡大については、今後さらに使用率を増やすためには、引き続き、使用量や
品目の拡大を進めるべく、農林課等関係機関との連携を強化して新たな納入先の開拓をすすめるこ
とはもとより、これまでの納入先についても継続的に納入し、安定的に使用できるよう保管等の工
夫を進めていく必要があります。
課題及び
献立内容の充実では、前橋産食材の使用献立数を増やし、積極的に多くの食材を献立に反映でき
改善策
るよう献立作成時に調理場ともさらに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が、指導内容の工夫を行い、
より子ども達に関心を持ってもらうよう、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）

環境教育指定校の取組を紹介したり、児童文化
センターと連携した研修会を開催したりするこ
環境教育の推進事
とで、各学校の環境教育全体計画の作成・見直
業
しやグリーンカーテン及び省エネ省資源活動の
取組を支援する。

H22年度 H23年度 H23年度
目標
実績
実績

89%

80%

91.8%

ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝや省エネ省
資源活動を通して、環
境保全への取組意識が
高まったと回答する学
校の割合

70%

90%

各小学校の担当者を対象に外国語活動研修会を
開催し、具体的な授業の進め方や指導計画作り
外国語活動推進事
への支援を行うとともに、外国語指導助手への
2 業
研修会を定期的に開催し、指導方法の研修を行
う。

外国語活動の指導に対
して自信が持てると回
答する担当教諭の割合

70%

63%

情報教育担当者を対象とする研修会で、情報モ
ラル教育の充実を促したり、情報モラル教育で
ラル教育の充実を促したり
情報モラル教育で
情報モラル教育推
利用できる教材や資料を学校に提供したりし
3 進
て、各校における情報モラル教育の充実を支援
する。

情報モラル教育の指導
が充実していると回答
する学校の割合（４段
階評価で上位２位以上
の割合）

70%

45%

職場体験については内容の充実を図るために平成２３年度も学習活動による子どもの意識変化を
前年度評
価に伴う 指標として設定しました。さらに環境教育、外国語活動、情報教育についても指標を設定し評価対
象に加えました。
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

職場体験事業では、２１校全ての学校が３日以上の職場における体験活動を実施し、このうち１
６校が事前事後の活動を含む５日以上の体験活動を実施しました。望ましい勤労観・職業観、人間
関係の大切さに気づくなど体験活動を通して、学ぶことがあったと回答した生徒が９割を超えまし
た。環境教育では、環境に関する様々な活動の関連性や学習とのつながりを明らかにした環境教育
指定校の実践例を各学校に紹介したことで、全体計画の見直しや活動内容の改善にもつながり子ど
もたちの取組意識の向上につながりました。また、グリーンカーテンや省エネ省資源活動の取組が
定着するとともに、取組内容についても児童生徒が主体となり、創意工夫した取組も見られるよう
になってきました。外国語活動では、担当する全ての教員へ調査をした結果、常に不安がある割合
は１％であり、自信を持って授業を行えている割合と特に不安がなく授業実践を行えている割合を
合わせると全体の６割を超え、平成２３年度の目標に近づきました。情報教育では、情報教育担当
者を対象する研修会で、情報モラルの資料や教材の提供は行いましたが、課題に合わせた教材の選
択という点では、研修内容が不十分でした。

前回までは喫緊の課題であったキャリア教育（職場体験活動）を主な事業として取り上げていま
したが、関係者・関係諸機関の努力の結果、短期間のうちに十分な実施体制が整備されました。期
待通りその効果も確認できたことから、今回はその他の取り組みについても取り上げていただきま
した。そのうち、環境教育については目標以上の成果が得られ、外国語活動についても目標には達
学識経験 しませんでしたが計画的に推進されていることが確認できました。一方、情報モラル教育について
者意見 は目標を大きく下回る結果となっています。県の総合教育センターでは以前から情報モラルを担当
するチームがあって、さまざまな教材や授業案が提案されています。市として独自の教材を開発す
るためには専門家を育てる必要がありますが、そこまでのコストをかけず既存の教材の活用を促進
するだけでも効果が期待できます。研修内容などを再検討していただいて、改善できるよう期待し
ます。
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職場体験学習の推進については、「学ぶことがあった」と１００％の生徒が回答をしている学校
がある反面、６０％台の学校もあり、職場体験の学習活動としての効果に学校間の差が生じていま
す。担当者を招集する会議や研修会の場においてキャリア教育推進に向けて必要な指導助言をした
り、優れた実践例を紹介したりすることにより、各校におけるキャリア教育への職場体験の位置づ
けを見直し、事前指導等の指導内容や指導計画の充実が図られるよう学校を支援していきます。環
境教育の推進については様々な活動を通して、環境保全への意識や実践力の向上を図る必要があり
そのためには、環境教育指定校の実践例を参考に、全体計画の見直しや学習と活動のつながりを明
課題及び
確にする必要があります。今後は児童文化センターとも連携して、これまで取り組んできた活動を
改善策
整理していきます。外国語活動の推進については引き続き研修会の充実により指導方法の充実改善
を図ったり、指導資料等の情報提供を行うことで、授業実践に不安を持つ教師への支援を行ってい
きます。情報教育の推進については、各校で情報教育担当者が情報モラル教育の推進役となれるよ
うに夏季休業中に情報モラル指導者養成のための研修会を実施し、授業や校内研修等に活用できる
教材や資料を提示したり、講師を招聘して具体的な情報モラル教育の推進方法を研修します。ま
た、各校において情報教育全体計画と情報モラル教育の指導計画を見直すとともに、研修で学んだ
内容を校内で実践するよう指導助言を行います。
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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

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
学校評議員会の充
善への生かし方について、各学校を支援し、学
1 実
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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
78%

学校評議員の学校訪問
の機会

80%

78%

8回

5.9回

平成２２年度の報告書を集約したものの中から、意見聴取の方法や内容、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頭会議の折に教育委員会から各学校に情報提供する
前年度評
とともに、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
価に伴う
て、学校の教育活動についてさらに理解を深める工夫などを行うよう指導をしました。また、平成
改善
２３年度末に各学校が教育委員会に提出する報告書の見直しを行い「学校評議員の学校訪問の機
会」を加えました。
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２３年度は３６１人（１校当たり５人）を学校評議員として委嘱しました。各学校では、学
校評議員の方々からの意見を学校経営や学校改善に生かすことができました。
・各学校では、学校評議員会を開催して（１校当たり平均２．１回）、意見聴取するとともに、学
校評議員会以外でも、学校評議員が学校公開日や学習参観日、運動会（体育大会）や卒業式等の学
校行事等の折に学校を訪問する機会を設けて個別に意見聴取をする学校も多く、日常的に意見聴取
を行っていました。
・ほとんどの学校で学校評議員による意見聴取を学校経営に生かしており、学校の安全対策や学校
と地域の連携のあり方など多岐にわたる意見内容をもとに学校経営や学校改善に役立てています。

学校評議員制度の意義のひとつは、学校評議員への積極的な情報公開を通して地域に開かれた学
校を実現していくことです。そこで、今回から学校評議員の学校訪問回数を指標のひとつに加えて
いただきました。目標を８回とした根拠は１・２学期に各３回、３学期に２回を目安としたことに
あります。残念ながら結果は目標に達しませんでしたが、中には評議員に年間に20通も案内状を
学識経験
送った学校もあり、学校側の努力は高く評価できます。この点については、学校評議員にも積極的
者意見
な学校訪問をお願いしたいところです。また、学校評議員からの意見聴取の結果についても、学校
経営に生かされた具体例が数多く報告されています。その評価として、現在は「学校改善に生かさ
れた」かどうかを基準にしていますが、実際にはすぐに改善に結びつく意見ばかりとは限らないの
で、「学校経営に生かされた」かどうかで評価しても良いように思います。

・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訪問機会を工夫するなどして、学校の実態を踏まえてさらに効果的な意
見聴取の方法を設定することが必要です。
課題及び ・学校評議員が学校行事や学習参観などの学校の諸活動の際に学校訪問を行う機会について、学校
改善策 間で格差が見られるため、学校の教育活動についてさらに理解を深めていただけるよう、学校評議
員が学校を訪問する機会をさらに増やす工夫も必要です。
・学校評議員からの効果的な意見聴取の方法や機会等について、教育委員会から各学校に情報提供
するなどの支援を今後も引き続き行うことが必要です。
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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
層推進します。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

授業等における学校支
援ボランティアの登録 3,414人 3,500人 3,763人
人数
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
ボランティアの資質向上に向けた支援や、地域
1 充実事業
人材の運用機能の充実に向けた支援を行い、学
校支援センターの活性化の支援を行う。

学校支援ボランティア
の活用による成果への
満足度が５段階評価で
上位２位以上の割合

75％

100%

学校支援ボランティア
の人数への満足度が５
段階評価で上位２位以
上の割合

75％

77％

470人

510人

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
ボランティア登録者数
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。

467人

各校の学校支援センターの運営状況をまとめ、教頭会議でコーディネーターの設置や方法等につ
いての現状を報告し、学校支援センターを拠点に、地域の教育力を有効に活用した学校教育の充実
前年度評 や地域に開かれた学校づくりの推進を図るよう指導を行いました。また、学校教育広報で活動の盛
価に伴う んな学校の事例を紹介したり、寺子屋事業情報交換会で各実施校の取組状況を紹介したりするなど
学校への情報提供を行いました。併せて、これまで寺子屋ボランティアを対象に行っていた研修会
改善
に学校支援ボランティアを加え、「子ども達の意欲を高める支援のあり方」について研修を行いま
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

・各学校へ、各校の学校支援センターの取組状況や事例等の情報提供を行い、地域の教育力を活用
した学校教育の充実や地域に開かれた学校づくりの推進に努めていただく中で、学校支援ボラン
ティアの人数が増加し目標値を超えました。特に、中学校のボランティア数が増加し、学校間の格
差も解消の方向にあります。
・学校によっては複数のコーディネーターを置いている学校もあり、学校支援ボランティアを活用
したことによる成果については全ての学校で「満足」「やや満足」と回答しました。
・学校支援寺子屋事業においては、各学校の実情に応じた時間設定や活動内容等を工夫するなど改
善をしながら実施しています。
以上のことから、学校支援センターを拠点として、地域の教育力を活用した学校教育の充実や開
かれた学校づくりが推進されたと考えられます。

すべての指標で目標を上回る成果が得られており、高く評価できます。特に、登録人数だけでな
く、成果の満足度が高いことから、各学校において地域の教育力の活用や地域との連携といった事
業のねらいが十分に理解され、活発な取り組みがなされていることがうかがえます。これからも、
学識経験 特徴ある活動の積極的な広報や学校間での情報交換を通して、地域に開かれた学校づくりを推進し
者意見 ていただきたいと思います。
また、ボランティアを対象とした研修会では、ボランティア同士での情報交換やボランティア間
での交流を深めるような形で実施することで、学校の教育活動の活性化につながるだけでなく、地
域の活性化にもつながると思います。
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・各学校の実情に応じ、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。
・現在のボランティアの人数に「不満」と回答した学校が１４％ありました。ボランティアの人数
が不十分な学校については、今後、自治会や地域の公民館等との連携を積極的に行うことも必要で
課題及び
す。
改善策
・子どもたちの確かな学力の定着及び地域の高齢者等の生きがいづくりにもなる寺子屋事業につい
ては、小学校４０校で実施されましたが、今後も情報交換会や研修会等を実施するなどして事業の
充実を図るとともに、実施校の拡大を図ることも必要です。
・ボランティアの研修会を通して、各学校の情報交換やボランティア同士の交流を図ることも今後
必要です。
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具体的施策
施策の
ねらい

(義務教育）地域の文化や自然を生かした教育活動の推進
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）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

87.5％

78％

86.1％

前年度評
各校における地域の文化や自然を生かした教育活動について、調査を行い、その結果から取組の
価に伴う
概要を資料としてまとめ各校に紹介しました。
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

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、平成２２年度に引き続き、目標を大きく上回ることができました。各
校に紹介した取組例の概要はやや具体性にかける部分があったので、今後は内容の工夫を行いたい
と考えます。

地域の教育資源は、各学校の特色ある教育活動を展開する上で不可欠な教材です。具体的には、
生活科、理科、社会といった教科の学習だけでなく、遠足などの学校行事、総合的な学習の時間、
学識経験 キャリア教育、環境教育などでは、地域の教育資源の活用が教育効果を左右するほどの大きな要因
者意見 となります。現時点でも目標は十分に達成されていますが、今後は、このような観点から、実際に
すでに行っている教育活動を振り返って、教育目標と地域の教育資源との関連を明確にしながら整
理しなおすだけでも活用の実態評価と課題発見に役立つと思います。

２年連続して、目標値を大きく上回ったことから、今後は、事業指標にある「充実度」につい
課題及び て、「ねらいの明確化」や「教科等の関連」などを観点に焦点化するなど、質的向上が目指せるよ
改善策 うな指標に改善したり、また、各校において地域の教育資源を活用して、教育活動の目標に対して
どのような効果が上がったかについて把握できるように調査内容を検討し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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

75.7%

前年度評
価に伴う
改善

新しいWebページのシステムへの移行を完了し、更新頻度の向上を図りました。

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

78.0%

73.7%

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。新しいシステム導入により学
校Webページの更新頻度が上昇し、学校がより積極的に新しい情報を提供することができました。ま
た、平成２３年１月よりスタートしたまえばしCITYエフエムの番組「まえばしスクール通信」によ
る学校紹介は平成２４年度２巡目に入る予定でより充実した情報番組を編成し、計画的に学校を紹
介する取組を進め
介する取組を進めているところです。
ると ろ す

学校のWebページは、新しいシステムが導入されてから内容が充実しただけでなく、更新回数も増
え、利用も広がったことと思われます。今後も、各学校で特色ある情報発信を工夫していただきた
いと思います。特に、内容の充実のために、①市の重点施策となっている事業に関する取組（たと
学識経験
えば、基礎・基本の定着のための取組、健康維持・体力向上のための取組、現代の教育ニーズに応
者意見
じた多様な教育の推進、等）、②地域との連携や地域の人材を活用した教育活動、地域の文化や自
然を生かした教育活動、③研究指定校として取り組んでいる研究テーマやその成果等について、積
極的に取り上げて情報公開していただくことを期待します。

教育活動の積極的な公開のために、学校から配信される各種通信を活用し、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。新しいシステムの導入によりwebページによる
情報の発信が充実してきましたが、発信回数だけではなく更なる内容の充実が求められます。指定
課題及び
校では取組状況や成果と課題などについて可能な限り発信することも必要であると考えています。
改善策
各学校では時期ごとに必要な情報を配信すると同時に、保護者や地域から寄せられる意見等から必
要な情報を精査し発信していますが、保護者へのアンケートなど学校から積極的に保護者や地域が
求めることを掌握していく姿勢が必要と考えます。
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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に各園の経営方針に
基づく園独自の評価項目を追加した学校評価を
活用し、園の課題の明確化とその解決に向けた
園経営の取組を支援する。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

①（上段）「学校評価
の結果に基づいて学校
課題が改善されてい
85%
75%
る」と判断した園の割
合（４段階評価の上位
１位）
②（下段）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」につい
て４段階評価の上位２ （96％） （95％） （96％）
位の割合
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

保護者アンケートには、自由記述欄や意見欄を設け、保護者のニーズや要望を把握しました。ア
前年度評
価に伴う ンケート結果から自園の保育活動の成果と課題を把握し、園としての改善策を、園だより等で伝え
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

前橋市立幼稚園独自の評価項目による学校評価を開始して２年目となります。その項目に更に各
園の経営方針に基づく園独自の評価項目も追加しています。結果に関しては考察をするとともに、
その中で園の役割や家庭の役割について明確にし、協力し合って子どもの育ちを支えています。保
護者アンケートの結果から、自園の保育活動の成果と課題を分析し、課題については、園内で具体
的な解決方法を協議し、保護者に提案しています。

各園とも学校評価の意義を踏まえ、短期間の間にアンケート結果を詳細に分析して課題の発見や
改善に利用できるような態勢が整備されました。幼稚園では、小・中学校のように子どもに対して
直接アンケートへの回答を求めることが難しいため、評価方法としては保護者アンケートが中心に
学識経験 なります。その際、注意しなければならないことがあります。たとえば「お子さんは毎日朝食を
者意見 とっていますか」といった質問は、保護者からすると園の取組のことではなく、家庭でのしつけが
問われていると受け取られてしまうおそれがあります。改善策のひとつとして、保護者と園児が幼
稚園の様子について話をしながら回答できるような質問を組み込む方法があります。アンケートが
家庭で幼稚園のことを話題に取り上げるきっかけにもなりますので、是非ご検討下さい。

保護者アンケートの項目について、幼稚園の取組に関する質問であることが保護者にわかりやす
く伝わるよう、また、保護者が子どもと幼稚園での様子について話をしながら回答できるよう、質
課題及び 問内容や文言について、工夫することを指導していきます。また、保護者がより正確に評価できる
改善策 ように、保育公開をする際には、教師の意図を説明したり、教師は幼児の言葉や行動をどのように
受け止めたのか、どのような育ちと捉えたのかといったことを説明したりして、保護者に園の取組
がよく見えるようにしていく工夫も必要だと考えます。
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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」等を通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

指導主事や幼児教育推進委員による「計画訪
計画訪問や出前訪
問」や幼稚園からの要請により行う「出前訪
1 問等による指導力 問」の機会をとらえて教師の指導力向上に取り
向上支援
組む。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

①（上段）計画訪問・
出前訪問研修の評価
（学校訪問報告書と出
80%
前訪問報告書。５段階
評価で上位１位の割
合）
②（下段）学校訪問の
評価（学校訪問報告
書。５段階評価で４以
（81％） (90％)
上の割合）
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

88%

(100％)

前年度評
市立幼稚園の園内研修成果を発表して、それをもとに研修会をもつことで、研修ニーズを開拓し
価に伴う
ました。研究のまとめの冊子については、項目等の書式をそろえました。
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

指導係と協力しての計画訪問（２園）、幼児教育推進委員（４園の教頭）と協力しての計画訪問
（２園）を実施し、市立幼稚園のすべての教諭へ、指導案と保育についての指導を行うことができ
ました。指導案、特に日案の記述に関しては、焦点を絞って、教師がすべきことをできるだけ具体
的に記述するよう、改善を促しました。さらに、「出前訪問研修」の要請により、保育カウンセ
ラーが保育参観をし、園内研修での指導助言を行いました。実際の保育の様子を参観しての指導助
言なので、「大いに役立った」という評価が多かったです。年１回必ず計画訪問があることで、指
導されたことについて次年度に改善の工夫を行うので、資質能力の向上につながると考えます

すべての園を対象に計画訪問を実施することができました。幼稚園の指導案の作成には、小・中学
校での授業の指導案とは異なる難しさがあり、指導案を書くこと自体が日頃の子どもたちの実態を
とらえたり、自らの活動を振り返る貴重な機会になります。その意味で、指導案指導は間接的なよ
学識経験
うに見えて、実は教員の指導力向上の王道と言えます。計画訪問は非常に高い評価を得ており、指
者意見
導案指導を通して先生方も多くのことを学ぶことができたものと思います。研究報告についても、
教育委員会が音頭をとって書式を統一するよう指導していただきました。これによって、今後さら
に園間での研究交流が促進されることを期待します。

研究報告書については、１年間の成果を冊子にまとめるだけでなく、研修会等で活用する機会を
工夫していきたいと考えます。また、計画訪問や出前訪問研修による指導の成果を日頃の保育に活
課題及び
かすとともに、市立幼稚園の園内研修成果を発表する機会を計画的・継続的に設定し、研修ニーズ
改善策
を開拓していきたいと考えます。さらに、計画訪問の際の全体会では、学級経営案や教育課程等に
ついての指導助言も行い、より一層の保育の質の向上に努めたいと考えます。
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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

事業概要

事業指標

遊具・園舎内外の安全点検を定期的に行うとと
危険回避能力の育 もに、火災、地震、不審者侵入等を想定した避
1 成
難訓練や親子対象の交通教室を実施するなど、
幼児の安全教育が充実するよう支援する。

学校評価（保護者対
象）
「施設・設備の安全確
保」「安全教育の実
施」
①（上段）４段階評価
で上位１位 の割合）
②（下段）４段階評価
で上位２位以上の割合
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

65%

85%

66.6％

(97%)

(85%)

(98%)

前年度評
園での避難訓練の様子を家庭に伝え、緊急時の対応に関する保護者の意識を高めたり、緊急時に
価に伴う
おける幼児の引き渡し方法の確認等をしました。
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

毎朝の遊具点検 月１回の安全点検とその後の必要な整備や修繕 交通・火災・地震・不審者対
毎朝の遊具点検、月１回の安全点検とその後の必要な整備や修繕、交通・火災・地震・不審者対
策など、いろいろな場面を想定した計画的な避難訓練、危機管理マニュアルの把握や見直し、実地
学習・絵本・ビデオなどによる幼児への安全指導、保護者への交通安全や送迎時の安全対策の協力
等、４園ともに、実態に合わせて安全管理・指導の徹底に努めています。避難訓練は４園平均で年
間９回実施しました。更に幼児教育推進会議（４園の教頭出席）においても、情報交換を行い、互
いに安全確保への意識を高められるようにしました。また、空間放射線量に関しては、近隣の小学
校から測定器を借りて定期的に測定したり、測定値に応じて除染したりして保護者の不安の解消に
努めています。

東日本大地震をきっかけに、幼稚園では空間放射能の測定や危険箇所の除染作業をいち早く実施
して、安全確保と保護者の不安解消を図りました。また、園で実施する避難訓練計画を見直すなど
の点検作業が行われました。十分な対応がなされたものと評価できます。緊急時の対応に関する保
学識経験 護者への周知や、緊急時における幼児の引き渡し方法の確認は、今後は毎年定期的に実施されるこ
者意見 とになると思いますので、これをひとつのきっかけとして各園において遺漏なく実施できるよう組
織的なマニュアルや手順書を整備しておく必要があると思います。保護者からの評価も十分に高い
水準にありますが、この面での園としての取り組みを積極的に伝えていくことで、より高い評価が
得られるものと期待します。

緊急時の対応に関する保護者への周知や緊急時における幼児の引き渡し方法の確認について、組
織的なマニュアルを整備し、共通理解しておくことを指導していきたいと考えます。また、幼児の
危険回避能力を高めるとともに、教師が危険を予測し、回避できる力を高められるようにしていく
課題及び ことが大切です。引き続き、安全管理・指導の徹底に関しては、定期的に様々な点検や訓練を実施
改善策 していくとともに、マンネリ化しないように、常に緊張感をもって保育をしていかなければならな
いと考えます。事業指標を上位１位の割合にしたことと大地震が起きたことにより、保護者からの
評価は厳しいですが、今後さらに園としての取組を積極的に伝えていくことを指導するとともに、
園長会議や教頭会議を利用して情報交換や連絡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）特別支援教育の推進
施策の
ねらい

幼稚園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

園からの要請をもとに、相談担当指導主事や保
育カウンセラーによる出前訪問相談を通して、
出前訪問相談事業
1
園内体制や障害のある幼児の教育相談への支援
に取り組む。

出前訪問相談報告書
（５段階評価で上位１
位の割合）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

100%

80%

100%

前年度評
幼稚園からの要請により、保護者を対象とした、子育てや子どもの発達に関しての定期的な出前
価に伴う
相談を行いました。
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

園からの要請により、相談担当指導主事や保育カウンセラーが、「気になる子」への関わり方に
ついて、保育参観とその後の指導助言を行う出前訪問を８回実施しました。評価はすべて「大変参
考になった」ということでした。幼稚園からの要請により、保護者を対象とした、子育てや子ども
の発達に関しての定期的な出前訪問相談を、６回行い、１２人に対応しました。「就学支援シー
ト」に関しては９名が利用し スムーズに小学校生活をスタートさせることができました
ト」に関しては９名が利用し、スムーズに小学校生活をスタートさせることができました。

幼稚園で は小・中学校のような特別支援コーディネーターの制度が十分機能していないため、全
ての教員が一体となってリスクを持つ子どもたちの指導に取り組む必要があります。そのための支
援事業として出前訪問が実施され、非常に高い評価を受けています。これは園の側のニーズが非常
に高いことを意味しています。幼児教育の専門家であっても、発達障害がある子どもたちの多様な
学識経験
問題に対する支援の仕方について戸惑いや迷いを感じるのは当然です。そのような場合、適切なタ
者意見
イミングで適切な支援が提供されることが重要になります。園からの要請による出前訪問は十分に
そのニーズに応えているものと評価できます。また、「就学支援シート」は有効な指導ツールとし
て就学指導にも活用されています。このようなツールを活用することで、園の先生方の発達障害に
対する理解も深めることができると思います。

幼稚園における障害のある幼児の教育相談や支援については、幼稚園や保護者のニーズに応える
ことができていると考えます。今後は、更に幼稚園の管理職や担任一人一人が、幼児とその保護者
課題及び の不安や悩みを受け止め、支援していけるよう特別支援教育に関する理解を深め、力量を高めてい
改善策 く必要があります。そのために、計画訪問、幼児教育推進会議（４園の教頭出席）等で、更に研修
を深められるように工夫したいと考えます。また、幼稚園への出前相談については、保護者からの
満足度を調査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）気付く、考える、表す力の育成
施策の
ねらい

発達に応じた計画的な援助や体験等を工夫し、幼児が主体的に活動するようになるための興味・
関心、豊かな感性や思考力・表現力の育成を目指す。

主な実施事業名

事業概要

市立幼稚園保育研究会や計画訪問を通して、幼
計画的な環境の構
児の主体性や発達に応じた計画的な環境の構成
1 成と援助の充実
や援助の工夫について指導助言を行う。

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

園及び保護者対象の取
組状況調査（「計画的
な環境の構成と援助の
充実」４段階評価の上
位1位の割合）

80%

76%

市立４園を会場とし（Ｈ２３は大胡東幼稚園）、公開保育と保育研究会を行いました。幼児の主
前年度評
価に伴う 体性や発達に応じた計画的な環境の構成や援助について、より多面的な視野での研修となるよう私
立幼稚園・保育所（園）・小学校等にも参加を呼びかけました。
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

市立幼稚園保護者アンケートの「お子さんは、自分の好きな遊びを見つけて、遊んでいますか」
等の４段階評価の上位1位の割合が、目標値に近づいています。幼児が主体的に活動するようになる
ために、発達に応じた計画的な援助や体験等を工夫した保育に取り組んできた結果と考えます。こ
れは、市立幼稚園保育研究会での所管を超えた方との保育参観や様々な視点での意見交換などをす
る機会を提供し、各学年に応じて指導助言を行ったこと、計画訪問で全ての市立幼稚園の教諭に対
して 保育参観及び個別の指導助言 各園の園内研修を進めていくうえでの課題を指導助言をした
して、保育参観及び個別の指導助言、各園の園内研修を進めていくうえでの課題を指導助言をした
ことなどがこの結果を支えたと思われます。

公開保育や研究会による研修が多くの関係者にも参加を呼びかけ、活発に実施されていることが
うかがえます。ただし、この施策のねらいは幼稚園教育の基本的な教育目標にもかかわる大きな課
題であるため、具体的な事業およびその事業指標との関連性があいまいで、評価が難しくなってい
学識経験
ます。たとえば、事業内容としてあげられている指導援助の充実については「教職員の資質・能力
者意見
の向上」でも取り上げられており、重複しています。この施策のねらいでは主体性、興味・関心、
感受性、表現力など複数の資質が取り上げられ、抽象的な表現になっているだけに、事業としては
重点をより明確にした具体的取り組みがなされる必要があります。再検討をお願いします。

事業として、重点を明確にし、事業指標は、事業と深く関連する内容となるよう再検討していき
ます。市立４園を会場とした市立幼稚園保育研究会に関しては、事前に連絡を密に取り、計画・準
課題及び
備の段階から助言に努めるとともに、計画的な環境の構成と援助の充実について協議を深められる
改善策
ようにしていきます。計画訪問は引き続き全幼稚園を対象として、幼児の主体性や発達に応じた計
画的な環境の構成や援助の工夫をする力を高めていきたいと考えています。
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具体的施策 （幼稚園教育）やさしい心の育成
施策の
ねらい

発達段階に応じた自然体験活動や交流体験活動などの様々な体験活動をとおして、愛情や信頼
感、思いやりの心など豊かな人間性の育成を図る。

主な実施事業名

1 人権教育の充実

事業概要

事業指標

友だちと楽しく仲良く遊んだり、動植物と触れ
合ったりできる環境の構成や教師の関わり方に
ついて指導助言を行う。子どもの発達に応じた
人権尊重の精神の芽生えを、大切に育んでいけ
るよう、保護者のための人権教育資料「めぶ
き」の活用について、指導助言を行う。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

園及び保護者対象の取
組状況調査（「人権教
育の充実」４段階評価
の上位1位の割合）

80%

59%

保護者のための人権教育資料「めぶき」の配布時の工夫やアンケート内容の把握などにより、保
前年度評
価に伴う 護者がより活用できるような助言を行いました。計画訪問時、協同性を育むための環境の構成や教
師のかかわりについて、各園の実情、課題に応じて、共に考えたり、助言を行ったりしました。
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

市立幼稚園保護者のアンケートによると、「豊かな心」の項目において４段階評価の上位1位の割
合が４園平均６３％であるのに対し、教諭自己評価の平均が５４％であり、保護者の結果よりも低
い結果となっています。これは、各幼稚園の教諭が目標を高く持ち、保育に取り組んでいるためと
考えます。保護者と教諭の自己評価の平均は５９％と、目標よりも低くなっていますが、幼児期
は、人とかかわっていくことの喜び、楽しさを感じるまでの様々な体験の過程を大切にする時期で
あるため、豊かな心が育まれるまでの途上であると捉えられます。上位２以上の割合は、98.5％で
あった。

これも「気付く、考える、表す力の育成」と同様に評価が非常に難しい施策です。やさしい心の
育成はまさに人間性や人格に係わることで、幼稚園教育の基本的な教育目標にも繋がる重要な課題
であることは間違いありません。それだけに、そのねらいが達成できたかどうかを評価するために
学識経験 は、実施事業が具体的なものであるか、評価指標が明確になっていることが求められます。たとえ
者意見 ば、ねらいに直接結びつく重点的な事業内容があればその効果を評価できます。また、評価指標が
明確であれば園での教育の総合的効果として評価することができます。残念ながら、現状はいずれ
の条件も満たしているとは言えません。「気付く、考える、表す力の育成」と同じく、ねらいとの
関連性を高めた事業内容と指標になるよう、再検討をお願いします。

ねらいとの関連性を高めた、具体的な事業内容、事業と深く関連する事業指標となるよう、再検
討していきます。友だちとのかかわりの大切さや動植物と触れ合うことのできる環境の構成、教師
課題及び のかかわり方について、計画訪問や幼児教育推進会議の機会に指導助言を行います。また、保護者
改善策 のための人権教育資料「めぶき」配布方法の工夫や活用を促します。一人一人の幼児を尊重し大切
にした保育に取り組めるよう、人とのかかわり、協同的な遊びや生活に関した研修会の内容を検討
します。
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具体的施策 （幼稚園教育）健康・体力の増進
施策の
ねらい

家庭・地域との連携を図り、健康的な生活リズムの定着と元気に進んで体を動かそうとする意欲
を育成するとともに、栄養教諭・学校栄養職員との連携等により、進んで食べようとする気持ちを
育て、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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

1 治癒率の向上

家庭と連携し、疾病の予防や治療促進に努める
よう指導助言を行う。

定期健康診断の結果に
基づく、治療済みの幼
児の割合

90%

99%

2 給食指導の充実

給食の時間が楽しくなるよう工夫するととも
に、子どもたちが好き嫌いなく食べられるよう
給食指導について指導助言する。

残食調査週間の残食な
しの日数

4日

3.5日

前年度評
価に伴う
改善

学校給食共同調理場の栄養士と連携をとり、市立幼稚園の園児の給食の残量調査を行いました。

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

「健康な心と体を育てるための教師のかかわり」「明日の保育に生かせる教材作り 食育 」と
「健康な心と体を育てるための教師のかかわり」「明日の保育に生かせる教材作り～食育～」と
いうテーマの研修会を設定し、実技を取り入れながら健康について考え、食育についての理解を深
めました。健康、体力の増進に関するテーマの研修会に参加した市立幼稚園教諭の７５％が、研修
内容に関して「とても参考になった」と評価しました。研修会を活かして、子どもたちが給食の時
間を楽しく過ごし、好き嫌いなく食べるようになる姿を目指して給食の時間の工夫を行うことがで
きたと考えます。幼児教育センターだよりにおいても、食育に関する内容を掲載し、保護者にも紹
介できるようにしました。

健康診断の結果によれば非常に高い治療率が示されており、病気予防や健康管理の面で幼稚園と
して万全の体制を整えていることが分かります。また、小中学校と同様に、食育に関する研修会も
開催されており、食育のための生きた教材として給食が活用されて、健康づくり・体力づくりの教
学識経験
育が行われています。好き嫌いなく残さず食べるという目標は、幼稚園で行う食育の目標としては
者意見
きわめて妥当であると思います。食育では家庭との連携が不可欠です。保護者にも園での取組を理
解してもらい、各年齢の子どもたちの実態に合った指導が組織的に進められるよう、食育の年間計
画などの情報を保護者に提供することも有効だと思います。

幼稚園の教育のなかで、望ましい生活習慣を形成していくことの大切さについて、保護者の理解
が更に深まるよう、引き続き、食育や健康、体力の増進につながるような内容の研修会を計画した
課題及び
り、計画訪問、幼児教育推進会議などの場で指導助言をしたりしていきたいと考えます。また、学
改善策
校給食共同調理場の栄養士と連携を深め、さらに給食指導の充実に向けた指導助言に活かしていき
ます。
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具体的施策 （幼稚園教育）基本的な生活習慣の形成
施策の
ねらい

一人一人の発達に応じた教育活動の展開により、初めての集団生活の中で生活や学習の基盤とな
る基本的な生活習慣の形成を目指す。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

各園における「朝食摂取率１００％」への取組

1 朝食摂取率の向上 を促進することを中核に、基本的な生活習慣が
確立するよう支援する。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

学校評価（保護者対
象）
83%
90%
83%
（「朝食を毎日摂取し
ている」
①（上段）４段階評価
で上位１位 の割合）
②（下段）４段階評価
で上位２位以上の割合
（97%） （93%） （98%）
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

前年度評
研修会において基本的な生活習慣の形成や子どもの健康な体づくりに関した内容を計画、実施し
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

幼児期の朝食摂取については、生活のリズムやその日の体調や機嫌に左右されることが多く、お
およその保護者に朝食の大切さが理解されてきていますが、日によっては食べられないという実態
があるという結果でした。園だよりや保護者集会等の折りには、基本的な生活習慣の形成の大切さ
を保護者に伝えてきました。

基本的な生活習慣の形成について朝食摂取率を指標とされていますが、むしろアンケートの中の
「食事・就寝・起床の時間は決まっていますか」という質問に対する回答結果の方がふさわしいと
思います。朝食摂取率も基本的生活習慣の指標でもありますが、事業のねらいとしては健康・体力
学識経験
増進の施策の中の食育との関連性が強く、指標として重複する恐れがあります。検討をお願いしま
者意見
す。また、食育と同様に家庭との連携が求められる事業であることから、毎日の様子だけでなく、
夏休み等の長期の休みの時の生活の仕方について情報提供したり、実態を把握することで指導の充
実を図っていただきたいと思います。

指標については、「基本的な生活習慣の形成」にふさわしいものに検討していきます。各幼稚園
課題及び の計画訪問、幼児教育推進会議などの機会に、睡眠、朝食、遊びの生活リズムの大切さや集団生活
改善策 の基盤となる基本的な生活習慣について、指導助言をしたり、研修を行ったりします。また、各園
が園だよりや保護者集会等を通して情報提供する際に役立つ資料を提供していきます。
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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

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、各幼稚園を支援し、
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
（学校経営に生かした
学校の割合）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

100%

学校評議員の学校訪問
の機会

90%

87.5％

7回

5.5回

学校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
前年度評
価に伴う ができるようにしました。また、今年度は、学校評議員の幼稚園訪問回数も指標につけ加えまし
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

各園から、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、地域の意見を園経営に生かすことができました。４園とも学校評議
員会を年間２回以上開催し、それ以外にも保育参観や運動会などの園行事の際に来園して、教育活
動を実際に見ていただきながら随時意見聴取を行いました。
学校評議員からの安全対策や特別支援教育、地域行事への参加等、多岐にわたる意見内容をもと
に学校改善に役立てました。

学校評議員への積極的な情報公開を通して、地域に開かれた学校を実現していくという制度の趣
旨を踏まえ、今回から学校評議員の学校訪問回数を指標のひとつに加えていただきました。目標に
は達しなかったものの、評議員にさまざまな園行事等を参観していただいたことがうかがえます。
学識経験 また、聴取された意見も学校経営に生かされていることも確認でき、学校評議員会が十分に機能し
者意見 ていることがわかります。学校評議員会では、園の課題や改善点について意見聴取するだけでな
く、園で取り組んでいる特色ある取組等の優れた点についても評価していただき、園としての努力
が正しく伝わっているかどうかを確認することも大切です。課題発見ばかりでなく、そのような好
意的評価を得たことも経営に活かされたものとして評価して良いと思います。

学校評議員会の他、園行事などにおいて教育活動の様子を見ていただいていますが、日々の保育
を見ていただく機会を設けるなどして、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。
課題及び また、学校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、共通理解のもと園経営
改善策 に活かしていけるようにしていきたいと考えます。幼児教育センターとしては、充実した園経営が
図れるよう、学校評議員会の意見を園経営の改善に活かした取組例等の情報提供を行っていきま
す。
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具体的施策 （幼稚園教育）地域の人材等の有効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通して、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

事業概要

事業指標

子育て支援のために、保護者や地域に施設を開
放し、園が支援センターとしての役割を果たせ
子育て支援の充実
1
るよう、幼児教育センターの出前訪問等で各園
を支援する。

未就園児対象の親子教
室開催数・参加親子数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
17回
394組

19回
430組

20回
406組

前年度評
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
価に伴う
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

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。また、幼児教育センター
の指導主事や相談員が計画的に出前相談を行い、子育てや発達に関する相談を行いました。
幼稚園では、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
いました。
ました

幼稚園には、日頃の教育活動に加えて、地域において子育て支援のセンター機能を果たすことが
期待されています。「いきいき子育て井戸端会議」は、地域の未就園児を持つ保護者にとって貴重
な相談の場となっています。計画的な出前出張によって相談機能も充実しています。親子教室の開
学識経験
催回数は目標を上回りましたが、参加者はわずかに目標に達しませんでした。今はまだWebページに
者意見
掲載されている情報も少ないようなので、今後は広報活動の拡大による効果を期待することができ
ます。また、相談だけでなく、保護者同士が交流できるような時間を設定することで、口コミなど
を通じて地域への浸透を図ることも検討してみたら良いかもしれません。

未就園児対象の親子教室の開催情報をＷｅｂページ・チラシなどで広報することや保護者同士が
交流できる時間の設定について、各園に指導していきたいと考えます。幼児教育センターでは、今
後も引き続き、「いきいき子育て井戸端会議」等で、各幼稚園が支援センターとしての役割が充実
課題及び
できるよう支援していきます。また、幼稚園では、今後とも地域の婦人会や老人会、ボランティア
改善策
団体と計画的に交流を行うなど、地域人材の有効活用を図ると同時に、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
うことに加えて、相談週間を設定するなど、さらに相談の場を増やし、気軽に相談できるよう工夫
します。
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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

地域の教育資源の 地域の文化(人)、自然などの教育資源を活用す
る教育活動を支援する。

1 活用

①（上段）学校評価
(保護者対象）
（「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1位の割合）
②（下段）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）
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

55%

60%

65%

(92％)

(80％)

(92％)

前年度評
地域の行事、ボランティア団体等の関係諸機関との連携した取組を通して、地域の特性を踏まえ
価に伴う た教育活動を展開しました。地域の方々との交流活動では、打合せを密にして互いの理解が深まり
改善
双方向の活動となるようにしました。
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

園内では、日々の教育活動の中で、身近な草花の栽培や樹木、昆虫などの観察により、季節に応じ
た身近な自然を子どもたちが実感し、興味・関心がもてるような環境の構成を工夫しました。園外
保育では、地域の自然や文化財に触れる機会を作りました。
また、地区の祇園祭や体育祭などの行事に積極的に参加しました。その際には、関係者との連携
を密にして、教育活動を進めました。その結果、65%の保護者からは、「地域の人的・物的資源を活
用したり、交流したりしている」と評価されました（「おおむね行っている」を含めると96%）。

幼稚園の教育活動では地域の文化や自然は重要な教育資源です。毎日の教育活動や地域行事への
積極的参加により、保護者からも高い評価を受けています。地域の教育資源は環境の変化によって
年々変化しています。各園で地域の教育資源に関する資料の蓄積をするとともに、定期的に再点検
学識経験 することが求められます。その際、地域との連携が不可欠です。特に、この問題は安全教育とも密
者意見 接な関連を持っていることに留意する必要があります。子どもたちにとって安全に活動できること
が、文化財や自然を教育資源として活用する前提になるからです。地域における安全の確保という
点で、幼稚園は重要な役割を担っていると言えます。子どもの立場にたった地域の安全確保のため
に、幼稚園からの積極的な情報発信を期待します。

地域の特性を踏まえた教育活動を継続的に展開していくために、各園に、地域と連携し、地域の
教育資源に関する資料の蓄積や定期的な再点検をすること、子どもの立場に立った地域の安全確保
課題及び 等について情報発信することを促していきたいと考えます。また、教師自身が地域の自然や文化等
改善策 の教育資源を知るための研修の機会を設けたり、地域住民から情報を収集したり、公民館等の施設
と連携したりするように指導助言を行っていきます。さらに、そのような機会を通じて園の活動を
地域住民に理解してもらうよう努めていくことも大切だと考えます。
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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

各種通信やホームページを用いて園の教育方針
教育活動の公開の や日々の教育活動を公開するなど説明責任を着
1 推進
実に果たすよう助言するとともに、家庭、地域
と連携を深めた幼稚園教育の取組を支援する。

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位の割合）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

97%

80%

99%

教育委員会や総合教育プラザのＷｅｂページから、各幼稚園のＷｅｂページへアクセスできるよ
前年度評
価に伴う うにしました。また、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
シを各園が作成し、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

園の実態に応じて、入園希望者に対して一斉の幼稚園見学会を行ったり、個別の幼稚園見学に丁
寧に応じたりして、未就園児の保護者への積極的な公開を行いました。各種の園からのお便りの定
期的な発行、Ｗｅｂページの更新等を随時行ない、幼児の園生活の様子や成長・発達の姿など日々
期的な発行、Ｗｅｂ
ジの更新等を随時行ない、幼児の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。また、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%前後で、家庭、地域との連携を深めることができました。

小・中学校にあわせて園のWebページに新しいシステムが導入され、更新回数も増え、内容も充実
して、利用も広がったことと思われます。保護者を対象とした保育参観等はもちろん、未就園児保
学識経験
護者を対象とした見学会等も開催され、地域に開かれた園づくりが推進されています。このような
者意見
取り組みは、園の教育活動をPRする絶好のチャンスでもあります。各園の特徴をアピールするよう
な情報公開によって、入園希望者を増やせるよう期待します。

入園を検討している保護者向けに園の教育内容や特色を伝えるチラシを作成し、公民館や保健セ
ンターなどの公共施設等に置いて、広報活動に努めたいと考えます。また、各幼稚園のＷｅｂペー
ジへのアクセス数をカウントして、保護者のニーズに応じていきたいと考えます。今後も、積極的
課題及び
な公開をしていくと同時に、保護者集会等では、保護者に、子どもとのかかわり方や保育の意義、
改善策
子どもの成長のとらえ方等を分かりやすく説明し、一層の園活動や幼児教育についての理解を深め
られるようにしていきます。

48

具体的施策 （高校教育）組織として機能する学校経営
施策の
ねらい

校務運営委員会を軸とした分掌や学年の連携を図り、組織力を生かした教育活動を推進し、教育
目標の実現を目指す。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

校務運営委員会を軸に分掌や学年の連携を密に
教職員の組織体制
図り、組織力を生かした教育活動を推進し、教
1 の強化
育目標の実現を目指す。

組織的取り組みに対す
る教職員自己評価の４
段階評価のうち上位２
の占める割合

H22年度 H23年度 H23年度
目標
実績
実績

79％

75％

90%

前年度評
組織的取り組みを実現するため、教員相互の情報の共有について、校務運営委員会と学年や分掌
価に伴う
の連携を強化しました。
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

学校運営に係わる分掌や学年の動きについて、校務運営委員会を中心に、関係分掌と各種委員会
との連携を図ることにより、組織的に取り組むことができました。情報の共有を意識して学校運営
に望んだことで、組織運営の効率化を図ることができました。

組織力を生かして教育目標を達成するという、学校経営の根本的な課題の解決を「ねらい」とし
ているために、評価が非常に難しい施策です。実態を踏まえて、効率的な目標達成のために組織を
学識経験
見直していくことは重要ですが、そのねらいが達成できたかどうかを評価するためには、実施事業
者意見
がより具体的に提案されているか、連携や組織力を評価できるより明確な指標を設定する必要があ
ります。ねらいとの関連性を高めた事業内容と指標になるよう、再検討をお願いします。

平成２３年度より、職員会議を月１回とし、各分掌、各委員会において、十分審議された内容を
提案する方式を実施しています。関係会議の進行が、職員会議の日程を意識して図られるようにな
課題及び
りましたが、審議内容のとりまとめに遅れが生じることがありました。前年度議事録の確認などを
改善策
励行することで、分掌・委員会作業の遅れを調整するなどの工夫を図っていく必要があります。
また、今後は具体的施策のあり方を検討いたします。
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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、市をはじめと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
生徒の夢を実現さ

事業概要

事業指標

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

各種研修会および授業
参観の参加人数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

－

250人

289人

前年度評
従前からの授業参観に加え、示範授業を選定し参観することで、授業力の向上をはかる取り組み
価に伴う
を行いました。事業指標も各種研修会および授業参観の参加人数に変更しました。
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

教員相互の授業参観を参観者と同一教科にこだわらず、一人あたり２回以上を原則として実施し
ました。さまざまな授業スタイルの中から参考となる授業（例えば生徒参加型の授業）を選定し、
各教科の代表者授業としての授業参観を行うことで、授業展開の工夫・改善を進めたり、生徒に身
につけさせたい力を教員間で確認し合ったりするなどの取り組みを進めました。

授業改善委員会が中心になって、学内での研修の一環として教員相互の授業参観や他校の視察な
どが組織的に実施され、授業力の充実が図られています。学習指導要領が改訂されたことに伴い、
学識経験 しばらくはどの教科でも指導方法や授業の内容について新しい試みや工夫がなされる時期にありま
者意見 す。各教科で重点的に取り組む改善のポイントを明らかにして、さらに推進していくよう期待して
おります。また、教科だけでなく、現在あるいは今後の課題となる特別支援教育やキャリア教育に
ついては、教員間の共通理解を図る上でも全校的な研修会などを開催することもご検討ください。

授業参観後に、参考となった事柄について意見交換を行う方式をとることで、授業参観者と授業
者の双方に課題意識を啓発する機会を設けることができました。しかし、意見交換により新たに得
課題及び
られた授業展開手法等を、多くの教員間で共有するまでには至っていません。今後は、工夫し合っ
改善策
た指導手法等を全職員で共有する取り組みを工夫していきます。また、特別支援教育・キャリア教
育の研修についても関係職員を中心として改善に努めます。
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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

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

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
学校生活に目標を持っ
て取り組んでいる生徒
上位２の割合

65％

65%

前年度評
事業目標を学校評価ｱﾝｹｰﾄによる学校行事にすすんで取り組んでいる生徒の上位２の割合から学校
価に伴う
評価ｱﾝｹｰﾄによる学校生活に目標を持って取り組んでいる生徒上位２の割合に変更しました。
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年度に引き続き、挨拶や身だしなみ等の啓発的指導として、毎朝の登校時指導や時宜に
応じた下校時指導を行いました。生徒の所在把握のため、欠席や遅刻時には確実に家庭との連絡を
とりました。また、連絡・報告の大切さや時間に対する意識の向上を図る指導も行いました。問題
行動はほとんど見られず、生徒は落ち着いた生活を送ることができています。学校生活に積極的に
取り組んでいるという生徒の割合が減少したのは、生徒の意識が高まったためと判断しています。
証拠の一例として、遅刻者の延べ人数は、過去３年間で、2045→1274→1181と減少し続けていま
す また 地域や保護者 中学校関係者からは 生徒が落ち着
す。また、地域や保護者、中学校関係者からは、生徒が落ち着いてきたという好意的評価を多数い
きたと う好意的評価を多数
ただきました。

日常の啓発的指導を地道に展開してきた結果として、遅刻者の減少に示されているように、基本
的生活習慣の確立に焦点を当てた生徒指導の推進は着実に実を結んでいるものと評価できます。積
学識経験
極的生徒指導の点では、今回、指標を変更したために、数字としてはやや低くなっています。生徒
者意見
や保護者を対象とする学校評価アンケートの質問項目を再検討していただいて、学校の取組をより
反映し、生徒の意識の高まりを的確に把握できるような指標にする必要があるかもしれません。

校内では特に問題がなくても、放課後などの学校を離れた場面で、身だしなみや交通マナーが乱
課題及び れてしまう生徒がいます。単純に規則を遵守するというだけでなく、なぜ遵守する必要があるのか
改善策 を考えさせ、内面を磨くための指導を強化する必要があります。今後は、生徒の自主性を伸ばすた
めの指導を検討・工夫するとともにアンケートの質問項目に修正を加えます。
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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

学習相談及び進路

1 相談の充実

事業概要

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

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
学習活動において「授
業を通して学力がつい
た」と評価する生徒・
保護者上位２の占める
割合

65％

69％

事業指標を学習指導と進路指導に満足している生徒・保護者の上位２の占める割合(平成２２年
前年度評
度)から、学習活動において「授業を通して学力がついた」と評価する生徒・保護者の上位２の占め
価に伴う
る割合（平成２３年度）に変更しました。また、計画的な教科指導を行うとともに、新しい学力観
改善
や生徒・保護者側のニーズを意識した授業展開を推進しました。
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

新しい学力観に根ざした授業展開を推進したり、授業進度や生徒の実情に合わせて、課外補習・
土曜学習・校外模試などを実施したりすることで、自らの進路実現に向けて積極的に努力する生徒
が増加しました。その結果、大学入試センター試験の受験者が１５７名（平成２２年度１４４名）
が増加しました。その結果、大学入試センタ
試験の受験者が１５７名（平成２２年度１４４名）
に、大学進学者も１２５名（平成２２年度１１４名）に増加し、進路実現に向けた取り組みの成果
があらわれています。

課外補習や土曜授業など、学力向上のための精一杯の努力がなされており、高く評価できます。
また、進路指導も３年間を通して計画的に実施されていることが分かります。その結果として、大
学進学者の数も年々増えており、地元を中心に国公立大学への進学指導も着実に実を結んでいま
学識経験
す。大学進学だけが進路とは言えませんが、より専門性の高いキャリアを目指すという意味で、大
者意見
学進学率そのものを事業指標としても良い時期にきたのかもしれません。なお、学校評価アンケー
トの結果によれば、進路指導に関する質問項目に対する評価があまり高くありません。生徒の実態
を踏まえて、改善の方策を検討されるよう期待します。

新しい学力観に根ざした授業展開の推進については、未だ道半ばであり、今後も授業改善の努力
課題及び を継続していく必要があります。部活動に積極的に参加している生徒が増加傾向にあることから、
改善策 課外授業を放課後から早朝にシフトして、文武両道実現のための条件整備を推進する必要もありま
す。また、学校の指導実績を適正に評価できるよう指標を見直します。
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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

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、
教育活動充実事業
1
進路実現の支援に努める（英語・数学・国
語）。

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

学校評価ｱﾝｹｰﾄによる
少人数制の授業により
学力が向上したと感じ
ている生徒・保護者の
上位２の占める割合

80％

82％

事業指標について、少人数制の授業に満足している生徒・保護者の割合が８７％と高い水準で
前年度評
価に伴う あったため、平成２３年度から、少人数制の授業により学力が向上したと感じている生徒・保護者
の上位２の占める割合に変更しました。
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

事業指標を変更したため、数値的には、平成２３年度実績は、平成２２年度実績を下回りまし
た。しかし、７月と１２月の２度のｱﾝｹｰﾄ調査結果を比較すると、７月の結果より１２月の結果の方
が学力向上を実感している生徒の割合は増えており、長期的スパンで捉えた場合、その効果は確実
に現れていると判断しています。

学力の定着と向上を図るため、少人数・習熟度別授業が実施され、指標ではその教育効果も上
がっていることが確認できます。学習指導要領が改訂されて教育内容が変更したり、生徒の進路志
学識経験
望も年々変化していることから、少人数制の授業の進め方やクラス分けの方法などについても定期
者意見
的に見直していく必要があります。今後も生徒の学力や進路指導の実態を踏まえ、より効果的な運
営を推進していただきたいと思います。

少人数制ならではの、指導方法並びに指導内容の検討・改善を進めることで、さらなる教育効果
課題及び
の向上を図ります。また、習熟度別クラス編成の方法・時間（回数）、編成した各クラスの指導方
改善策
法について現状を検証し、改善します。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

65％

73％

71％

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

部活動の外部指導者には、主に技術指導をお願いし、各部の顧問からは、部活動と学校生活との
両立を念頭に、部員への生活指導の徹底を図りました。そのことで、指導の効率化を進めることが
できました。また、運動系部活動の部員を対象に、熱中症予防や栄養指導の講習会を実施するなど
して、学校全体で部活動をサポートする体制づくりを推進しました。活躍した部活動の賞賛につと
め 部活動加入への雰囲気作りにも取り組みました
め、部活動加入への雰囲気作りにも取り組みました。

部活動は生徒の個性の伸張のためだけでなく、社会性や道徳性を育成する上でも重要な教育活動
です。部活動入部率はわずかに目標に達しませんでしたが、１年生だけ見れば８割を超える入部率
となっており、学校全体で部活動の振興に取り組んだ成果が表れていると思います。また、アー
学識経験
チェリー部やバスケット部など運動部の活躍は毎年注目を浴びていますが、新聞委員会や文化部の
者意見
活躍も盛んで、数字だけでなくその内容も充実していることがうかがえます。今後は学校評価アン
ケートの中に部活動への取組状況をチェックするための質問項目を入れて、生徒や保護者の側から
見た教育効果についても評価していただきたいと思います。

学校全体としての部活指導は充実してきましたが、更なる実績向上と部活動加入率アップが課題
です。今後は、高校入学時の部活動加入への奨励策の見直しや、高校時代にしかできない活動の意
課題及び
義を生徒全体に伝えていく方法の工夫が必要です。そうした課題を改善し、学校の活性化につなげ
改善策
ていきます。また、アンケート項目の中に部活動への取り組み状況をチェックするための質問項目
を入れ検証します。
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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
地域において行った海
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
外研修体験発表及び市
1 業
験等を通して国際理解の推進を図る。
等の国際交流事業への
参加回数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

3.1回

4回

4回

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

事前準備を十分に行った結果、ほぼ予定通りの現地研修が実施できました。事前・事後の英語力
テストを実施した結果、英語力の向上も確認できました。充実した校内発表会により、在校生にも
異文化交流を還元することができました。また、校外での発表及び、ホームページへの掲載によ
り、広く地域社会に対し、国際感覚を養える学校であることをアピールしました。英語科以外の職
員をも含めた指導体制で、組織的に指導していく体制づくりを進めましたが、全校的な学校行事と
呼 るには至
呼べるには至っていません。男子の参加者拡充は継続課題となっています。
ません 男子 参加者拡充は継続課題とな
ます

海外派遣事業については、現地研修の充実を図ることはもちろん、事前事後の指導を通して、成
果の定着をはかり、学校や地域に還元することが求められます。校内における事前事後指導は年々
計画的に進められるようになっており、学内外での報告会や発表会が開催され、ホームページでも
学識経験
その様子が紹介されています。海外研究のチャンスを持てることは、学校としても強力なアピール
者意見
ポイントになると思います。今後は、学校新聞などを通じて生徒や保護者にも広く情報を提供して
参加希望者（特に男子）を増やし、また特色ある教育活動として入学希望者にもPRしていけると良
いと思います。

生徒・職員を含めた学校全体への波及効果をより高めるため、英語科以外の職員をも含めた指導
課題及び
体制で、組織的な行事運営を強化する必要があります。また、体験発表や学校新聞などを通じて早
改善策
期から研修参加の呼びかけを進めるなど、生徒への周知方法を工夫していきます。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

82％

85％

71％

学校評価アンケートの中の学習指導と進路指導に関わる質問項目について、満足している(平成２
前年度評
価に伴う ２年度)から、学力が向上したと感じている(平成２３年度)という表現に変更しました。また、アン
ケートの自由記述をまとめ、取り入れるべき意見を活用し得る体制づくりを進めました。
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

アンケートの表現の変更を行ったことから、平成２２年度実績に比べ、平成２３年度実績は、数
値的に低下しましたが、全体的には学校の教育活動に対し、好意的な評価が得られる傾向にあると
判断しています。また、アンケートの自由記述をまとめ、職員に周知し、その活用を図りました。

学校評価アンケートは毎年２回実施され、学校改善に活用されています。年に２回実施して変化
を調べることで中間評価をしている点で高く評価できます。また、毎年、少しずつ評価項目の見直
しが行われていることも評価できます。なお、現在、全面的な改訂に向けた作業が進んでいるよう
学識経験
ですが、現行のアンケートは生徒、保護者、教職員向けの３通りが用意され、共通の項目について
者意見
評価するようになっているために、保護者や教職員対象のアンケートには回答が難しい質問項目も
散見されます。保護者や教職員に対しては、生徒とは別に、より直接的な学校運営に関する質問を
ぶつけても良いように思います。

学校評価アンケートの質問内容を、より踏み込んだ表現に変更しましたが、質問項目の中で、数
値が極端に低下したものを中心に今後の対応を組織的に検討し、指導内容の改善に反映できるよう
課題及び
取り組みます。また、アンケートの自由記述をまとめてはいますが、職員への周知及びその活用に
改善策
ついては、さらに踏み込みを強化していきます。そして、今回ご指摘いただいたアンケートの質問
項目についても検討改善を行ないます。
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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
りに対する４段階評価
の上位2の占める割合

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

－

75％

100％

前年度評
学校評議員に事前に会議資料を配付することで、限られた会議時間の中での審議や意見交換の内
価に伴う
容を深化させるとともに、お互いの共通理解を図りました。
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

第1回学校評議員会では、各分掌各学年の課題を提示しました。第2回では課題への取り組み状況
を報告すると共に、課題解決に向けた方策について助言を求めました。評議員からは「交通安全指
導の際には、被害者・加害者双方の視点を提示すべきである。」とか「実社会では、個人の人間関
係調整能力が求められている。」などといった具体的な指摘を受けました。こうした視座をその後
の指導に活かすフィードバックも行いました。評議員によるアンケート結果については大変満足が
得られる数値となりました。
得られる数値となりました

学校評議会の詳細な記録が作成されており、それを見ると学校の課題や取組状況に関する学校評
議員への情報公開が適切になされ、意見聴取の貴重な機会として有効に活用されていることが分か
学識経験 ります。また、その評価機能を活かすために、学校の重点課題については担当の教職員に会議のポ
者意見 イントがフィードバックされるようなシステムを整備されるよう期待します。なお、幼稚園や小・
中学校にも同じ事業があげられておりますので、高校でも今後は事業指標として共通に「評議員の
学校訪問回数」を設定していただきたいと思います。

学校評議員会における意見や指摘を校務運営委員会や職員会議等の場で職員全体に伝達し、情報
の共有を図りました。しかし、口頭による伝達であったため、情報の受け取り方に、職員間での温
課題及び
度差が生じる結果となりました。学校評議員の意図がスムーズに全職員に伝わり、学校改善に生か
改善策
されるよう、議事録整理を進め職員への周知を図り、評議員会の成果の活用をさらに推進します。
また、事業指標を見直し評議員の学校への訪問回数や情報提供の機会を増やすよう努めます。
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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
地域活動への積極
1
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。

H22年度 H23年度 H23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等 1,259人 1,300人 1,569人
学校公開への参加人数

生徒の活動や学校行事についての情報を事前に提供したり、活動や行事の目標等をわかりやすく
前年度評
価に伴う 伝える工夫を凝らしたりして、教育活動の広報・公開を推進しました。また、保護者や地域からの
要望に応じ、学校としての対応策を講じることも行いました。
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

ホームページの更新回数を増やしたり、学校案内を配布するなどして、本校教育活動の広報を今
まで以上に積極的に行いました。授業公開や学校説明会、地域の方々も参観できる「ふれあいコン
サート」等の行事も積極的に実施し、来校者数も平成２２年度より大幅に増加しました。雨天時の
保護者による送迎車両の通行ルートを定め、周知して、周辺道路混雑の解消も図りました。
【参考】 授業公開190人
授業公開190人、ふれあいｺﾝｻｰﾄ145人、学校説明会1,234人
ふれあいｺﾝｻｰﾄ145人 学校説明会1 234人 計1
計1,569人
569人

積極的な広報活動を展開することによって、来校者数は目標を大きく上回り、大きな成果を上げ
ることができました。これからもこのような努力を継続していただくよう期待します。特に、地域
学識経験 住民も参加できるふれあいコンサートの企画は開かれた学校づくりに役立っています。学園祭は隔
者意見 年開催となっているようですが、日頃の学習や部活動の成果を発揮できる機会が定期的にあること
は、生徒にとっても励みになると思います。学校公開を教育活動の一環に位置づけ、生徒の自主性
を育てたり、愛校心を高めるためにも活用していただきたいと思います。

ホームページの更新や様々な保護者向けの通知を充実させるなどして、発信する情報量を増やし
ていますが、必ずしも情報の受け手側の理解の深まりにつながっていません。保護者からの要望が
課題及び
多様化したり、情報が届かないという意見が依然として寄せられたりしている状況があります。そ
改善策
うした声に、なるべく応じられるよう、確実で広範な情報伝達を目指し、工夫を凝らす努力を続け
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

教育文化の振興に寄与するため、教育資料を収集、整理、保存し、調査研究など利活用の促進を
図る。

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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

369件

420件

前年度評
価に伴う
改善

教育資料を利用する市民の利便性向上のため、資料の整理及び新システムを開発しました。

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

311件

Ｄ：計画よりかなり遅れている

平成２４年３月現在、約７０，０００点の教育資料について、保存、また更なる収集を図ること
ができました。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。さ
らに２３年度は教育資料データ検索システムのＷｅｂ化に併せ資料の整理を行うことができまし
た。

７万点という膨大な資料の中には、他にはない資料や、歴史的に貴重な資料も数多く含まれてい
ます。今回、データ検索システムが整備されました。時間と労力のかかる作業だったと推測します
が、これによって収集された豊富な資料が利用しやすくなりました。資料によっては研究・教育活
学識経験 動のために貸出を希望する方もでてくると思います。貴重な資料ですので、自由に貸し出すことは
者意見 できないかもしれませんが、可能なものについては条件を定めて貸出せるようにすることも検討し
ていただきたいと思います。また、新資料を追加して内容を充実させることも今後の課題になりま
す。たとえば、市内の学校で研究指定を受けて作成した報告書や総合教育プラザの研究紀要等も、
キーワードで検索できるようになれば、利用価値は一層高まることと思います。

教育資料データ検索システムのＷｅｂ公開について、平成２４年度当初には市広報への掲載、ま
課題及び た教育委員会への報告をし、さらにその他の方法で周知を図ります。
市外、県外の研究者等から今まで以上の多様なレファレンス対応が求められるので、迅速な対応
改善策
を心がけます。
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具体的施策 視聴覚機材、視聴覚資料の提供
施策の
ねらい

学校教育及び社会教育における視聴覚教育の推進をはかるため、視聴覚機材及び視聴覚資料の提
供を行う。

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
視聴覚機材、視聴
1 覚資料の提供事業 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
等への視聴覚資料（ビ
デオ、ＤＶＤ等）の貸
出件数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

465件

525件

413件

前年度評
貸出し実績を分析し、利用者別の人気教材性向を調査しました。また人権教材の利用促進のた
価に伴う
め、校長会議で教材の資料を配布しました。
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

総合教育プラザ所有のビデオ、ＤＶＤ等の視聴覚教材について、学校やその他社会教育団体等の
求めに応じた貸出しは実施できましたが、特に学校以外の団体への件数については２２年度を比べ
下回りました。

資料一覧がWebページでも提供され、また広報活動も実施されていますが、利用数はあまり増えて
いません。その理由は１６ミリフィルムの利用が減少したことにあると分析されています。一方で
利用度が高いのはDVD資料ですが、高額なために一挙に内容を増やすことは難しい現状にあります。
学識経験 技術革新が進む中、おそらくこのような傾向は今後も加速されていくと思いますので、要望が多い
者意見 資料から計画的に順次整備するなどの工夫が求められます。また、タイトルを見ると、１６ミリ
フィルムの教材には郷土教育等に利用できる貴重なものが数多く含まれており、利用されないまま
死蔵されるのは惜しまれます。著作権の問題等、課題がありますが、電子データ化するなどして、
今後の活用の方策を検討していただきたいと思います。

学校やその他団体等のニーズを再確認し、校長会議の際に資料配布をするなど、引き続き保有教
材についてそれぞれの情報提供方法等を検討していきます。
特に１６ミリについては、業者による映写機の修理対応が終了してしまいますが、貴重な映像資
課題及び
改善策 料となるフィルムが数多く残存しているので、その利活用を促進するため、小中学校へ呼びかける
などし、可能な限り映写機を収集していきます。また、１６ミリのデータ化については今後研究し
ていきます。
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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、確かな授業力や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

職務の応じた研修

2 事業

事業概要

事業指標

初任者や１５年経験者等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
業力や経営力をバランスよく高める。

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。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

節目研修参加者への意
識調査において、「研
―
90%
修内容が役に立つ」と
回答した割合
①（上段）４段階評価
の上位１位の割合
②（下段）４段階評価
の上位２位の割合
（98%） （90%）
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

90%

99.6%

職務研修参加者への意
識調査において、「研
―
80%
53%
修内容が役に立つ」と
回答した割合
①（上段）４段階評価
の上位１位の割合
②（下段）４段階評価
の上位２位の割合
（92%） （80%） （95.5%）
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

初任者研修等の節目研修では、研修コマごとに研修内容の見直しを行うとともに、受講対象者を
前年度評
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
価に伴う
に確実に受講できるように改善しました。また、教務主任研修では、適正な教育課程の管理と学校
改善
評価にかかわる研修を実施しました。
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

研修コマごとに研修内容の見直しを行い、例えば、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、１０年研の先輩とともに学校教育について語り合う初任研、前橋授業研修の成果か
ら目指す授業イメージを明確にする７年研など、ライフステージに応じた研修を系統的に展開でき
ました。また、教務主任研修では教育課程の質的管理に資するよう専門的な知識・技能を有する講
師を招聘して授業づくりについて研修を深めることができました。各学校の実態や市全体の傾向を
踏まえた、教育課程管理の在り方について協議を深めたいという要望が強くなっています。さら
に、教務主任研修と研修主任研修では、学校運営の中核として活躍する立場から自校の人権教育の
充実を図っていけるよう、人権教育にかかわる講義を実施することができました。

研修内容には講義・実習・演習・協議などがバランス良く配置され、各コマごとに評価されて点
検に利用されています。Webページも整備されて、各種研修の全体像が把握できるだけでなく、日程
や各種書類の書式もダウンロードできるようになり、研修を受ける人だけでなく、研修を予定・希
学識経験
望している人にとっても重要な情報源になっています。市独自の研修体制が整備されてからも、
者意見
年々充実の度を高めていることが分かります。いずれは、節目研修とは別に、他の市町村から前橋
市に異動してきた教員に対して、前橋市の特色ある教育活動を理解し、推進してもらうことを目的
とした研修も計画的に実施できるようになれば良いと思います。
初任者研修等の節目研修では、研修コマごとに研修内容の見直しを行うことで、理論と実践を関
課題及び 連づけた研修を工夫し授業力の向上を図る必要があります。また、教務主任研修では、学校評価を
改善策 活用するなど、自校の学校課題を踏まえた教育課程の適正な実施と充実に資する研修を工夫する必
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、教職員としての
授業力や経営力の向上を目指す。

1 業

H22年度 H23年度 H23年度
実績
実績
目標

研究員の自己評価、担
当者評価、管理職への
聴き取りにおいて、
―
80%
42%
「研究員の授業力や経
営力が伸張した」と回
答した割合
①（上段）４段階評価
の上位１位の割合
②（下段）４段階評価
（93%） （80%） （90.5%）
の上位２位の割合
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

研究員の実践研究を通して、学校改善を図りたいという所属校の期待を踏まえて、自主的に実践
前年度評
的な授業力や経営力にかかわる資質能力の向上を図れるよう、学校経営参画能力を高める研修を実
価に伴う
施しました。また、所属校校長の考えを聴き取りながら、研究員の所属校の実態を踏まえた実践研
改善
究になるように指導・助言を工夫しました。
進捗管理

評価

Ｂ

Ａ 計画以上に進められた
Ａ：計画以上に進められた

Ｂ 計画通り進められた
Ｂ：計画通り進められた

Ｃ 計画より若干遅れている
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
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、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、互いの研究内容を理解しながら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。また、指導主事が所属校校長に研究の進捗状況を報告するとともに、課題などにつ
いて聴き取りを行い、各研究員の実態や校内事情を踏まえた指導助言を行いました。所属校校長や
担当指導主事は、研究員自身が自らの資質能力の伸張を実感できる自己評価の工夫が求められてい
ます。
自らの研究課題の解決を目指すだけではなく、中堅教員として学校経営参画能力を高められるよ
うに、１４回の学校経営参画能力を高める研修を通して校務分掌や学年組織で立場を踏まえて学校
全体に働きかける手だてや心構えなどを高められるようにしました。

研究紀要に掲載された研究報告を見ると、どの研究も質が高く、是非、多くの先生方に参考にし
ていただきたい内容となっています。特に、テーマのとらえかたが現在の教育ニーズに応えるもの
であることに加えて、勤務校の実態を踏まえたものであるため、研究として優れているだけでな
く、教育実践として成果が還元されるようになっている点で高く評価できます。資料活用事業のと
学識経験
ころでも触れましたが、このような貴重な研究成果をより広く知ってもらうためにも、過去の研究
者意見
も含めてデータベース化し、Webページなどで公開することも検討してください。また、さらに研究
の質を高めるためには（欲を言えば）、研究にあたって過去の実践例の分析と検討にもう少し多く
の時間と紙面を使っていただいて、研究の独創性をアピールしていくことが求められると思いま
す。

研究員同士で切磋琢磨しながら実践研究を深めることができるように、研究員同士による協議を
年間を通して計画的に実施します。また、研究員が主体的に研究に取り組み、自らの授業力や経営
力を高められるよう、指導主事の指導のもと研究員本人に年間を見通した研修計画を作成させるな
課題及び ど、見通しをもって研究に取り組めるようにします。
本市の実情と研究員の実態に応じて経営力を育成できるように、学校経営参画能力を高める研修
改善策
の内容を工夫しながら、系統的に指導できるようにします。
研究の創造性を高められるように、先行研究を踏まえた研究主題の設定や紀要のまとめを工夫
し、研究の充実を図ります。また、研究成果の公開方法についても検討していきます。
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具体的施策 相談機能の充実

施策の
ねらい

青少年の相談機関や特別支援教育巡回相談機関、適正な就学に関する相談機関等を相互に結びつ
けるとともに、学校と連携し、効果的な相談ができるよう教育相談機能の充実を図ります。
教育相談技術認定取得をめざす研修を実施し、教職員の教育相談技術の向上に努め、学校におけ
る教育相談機能の充実を図ります。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

プラザ相談室の相談者に対し、必要に応じて
教育相談機関にお
学校や特別支援教育巡回相談機関、青少年課、
1 ける教育相談機能 児童相談所等と連携し、お互いに情報交換しな
の充実
がら効果的な相談を行う。

全相談件数のうち、学
校や他の相談機関と連
携した割合

―

60%

57%

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、教育相談に優れた教職員を講
学校における教育
師に依頼して教育相談研修を実施する。この研
2 相談機能の充実
修を通して教育相談技術認定初級取得者を増や
し、学校における教育相談の充実を図る。

教育相談技術認定取得
者率（初級以上取得者
数の全教員数に対する
割合）

42%

43%

45%

「教育相談機関における教育相談機能の充実」に対する評価指標をより客観的な「学校や他の相
前年度評
談機関と連携した割合」に変更しました。
価に伴う
教育相談研修初日のオリエンテーションで、高崎市の研修計画書を配布し、学校行事等で前橋市
改善
で受講できない講座は高崎市で受講できることを伝えて、申請者の増加を図りました。
進捗管理

評価

Ｂ

Ａ 計画以上に進められた
Ａ：計画以上に進められた

Ｂ 計画通り進められた
Ｂ：計画通り進められた

Ｃ 計画より若干遅れている
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
Ｄ：計画よりかなり遅れている

プラザ相談室の来所相談ケースのうち、高校生以上で特に連携の必要のないケースが１５％、学
校との連携５０％、特別支援教育巡回相談との連携１７％、青少年課、児童相談所との連携がそれ
ぞれ１３％、どれか一つでも連携した割合が５７％でした。連携機関と情報交換をしたり、相談窓
口を紹介し合ったりすることにより、より効果的な支援ができました。
教育相談技術認定取得をめざす幼稚園、小・中学校の５７名の教職員を対象に８日間、全１３コ
マの教育相談研修を実施し、必要な講座をすべて受講して初級を申請した教職員が５０名、うち４
９名が認定されました。連携した高崎市教育センターでも５名が受講しました。

教育や発達に関する相談では、関係者や関係機関が緊密に連絡を取り合って、本人や保護者に
とって最も必要な支援を組織的かつ速やかに提供できることが理想です。そのような観点から、相
談室では機能の充実を図るため、他の機関との連携による支援を推進してきました。新たな取り組
みとしてスクール・ソーシャルワーカーの制度も導入し、効率的な連携に役立っているようです。
学識経験
また、生徒指導上の問題や問題行動については青少年課との連携強化の体制が整い、問題が発生し
者意見
たら即座に対応できるようなりました。また、震災被害地から転入してきた児童生徒の心のケアに
ついても必要な対応がなされました。いずれも高く評価できます。
教育相談技術認定初級取得者も計画通り増えています。今後もできるだけ多くの教員が初級認定
を取得するよう計画を継続していただきたいと思います。
学校との連携場面は増えましたが、保護者の学校への連絡に対する抵抗感が強く、連携困難な
ケースもありました。保護者の理解を得て連携していく努力を続けていきます。
今年度から相談員が５名となったため、相談者の希望に合わせて相談員の勤務を変更せざるを得
ない場面が多くなってきました。相談受付時間等の工夫改善を図ります。
課題及び
２３年度は教育相談研修の最後の講座が１０月実施だったため、その後の実践を書き加えて事例
改善策
研究レポートを提出する必要がありました。そこで、２４年度は実践期間を長く取れるよう最後の
講座を１１月下旬に実施します。
２５年度実施予定の教育相談初級認定に必要な講座内容の改訂に向け、２４年度から講師選定の
工夫改善を図ります。
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具体的施策 教職員研修の充実
施策の
ねらい

教員・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。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

本市の幼児教育の質が向上するよう、市内の所
幼児教育に関する 管を越えた公私立幼稚園、保育所（園）、小学
1 研修の充実
校、特別支援学校の教職員を対象とした研修の
機会を提供する。

各研修会後アンケート
「参考になった」と回
答した割合
①（上段）4段階評価
で上位１位の割合
②（下段）4段階評価
で上位２位以上の割合
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

70.5％

(99％)

60%

61%

(89％) (98.5％)

前年度評
所管の違う様々な立場の人が参加しやすいように、夜間開催、土曜日開催を実施しました。現場
価に伴う
の喫緊の課題であると思われるテーマに関しては、複数回開催しました。
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

こども教育研修会 幼保小研修会等合計
回 研修会を開催しました 前橋市内 保育所
こども教育研修会、幼保小研修会等合計１３回の研修会を開催しました。前橋市内の保育所
（園）、幼稚園、小学校の保育士、教諭、合計４９１名の参加者がありました。現場での喫緊の課
題であるテーマや、講義、協議形式を取り入れた内容を工夫したことで、参加者の事後アンケート
「とても参考になった」の平均割合は６１％で、目標値を達成することができたことは、幼児教育
の質の向上につながったと思われます。保育課、私立保育園長会連絡協議会と連携し、共催の研修
会を計画、実施することができました。また、勤務に支障なく参加できるよう夜間開催２回、土曜
日開催１回の研修会を実施し、その参加者合計は５３名でした。

教育委員会で実施する研修の目的としては、管轄する市立幼稚園だけでなく、市全体の幼児教育
の質的向上を図ることが重要です。そのためにも、幼児教育に携わる幅広い教職員の資質向上を目
指して、研修会の参加者のニーズを踏まえた研修の充実が求められています。そのための施策は着
学識経験 実に結果を生み、開催方法を工夫することによって参加者も年々増加しているだけでなく、その内
者意見 容に対する評判も上々で、高く評価できます。特に、保育課や私立保育園等、関連機関との連携が
推進されたことは、他の事業にも良い影響を与えるものと期待できます。テーマとしては喫緊の課
題が取り上げられることが多いのは当然ですが、徐々に前橋市独自の取り組みの工夫などについて
も取り上げられるようになれば良いと思います。

市立４園の教師から事例提供をしていただいて、それをもとにしたカンファレンス研修を年間３
回程度計画し、市内の小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所（園）の教師や保育士が、子どもの
育ちについて共に考える場を提供します。また、保育課、私立保育園長会連絡協議会に加え、私立
課題及び
幼稚園協会との共催の研修会を開催し、多くの教師や保育士がより参加しやすい状況をつくってい
改善策
きたいと考えます。夜間、休日の開催も継続し、内容の工夫をして、参加しやすい研修会としたい
と考えます。特に、現場の喫緊の課題と思われるテーマについては、同じ内容で、午後と夜間の２
回開催をしていきます。
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具体的施策 幼保小連携の推進・小学校との連携
施策の
ねらい

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

事業概要

事業指標

市内の各１８地区ブロックにおける幼保小連携
活動が充実するよう、代表者会議で１年間の活
幼保小連携地区ブ 動内容を確認したり、学びのつながりについて
ロック代表者会議 協議したりして連携の意義を伝える。また、全
1 幼保小連携地区ブ 体会で各地区ごとの計画を立案し活動の見通し
がもてるようにする。幼保小連携地区ブロック
ロック全体会
活動のまとめ「学びのつながりを考えるⅤ」を
作成・配布し、情報提供を行う。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

幼保小連携地区ブロッ
100%
ク研修会の満足度調査
①（上段）4段階評価
で上位１位の割合
②（下段）4段階評価
で上位２位以上の割合
※Ｈ２３からは、指標
(100％)
を②から①に変更

80%

100%

(80％)

(100％)

幼保小連携の意義や重要性を広く共有するために、地区ブロック研修会の様子をWebページに掲載
前年度評
価に伴う して広報しました。市立幼稚園には、研修会の参加者が前年度とは別の教諭となるよう依頼しまし
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

市内を１８の地区ブロックに分け、それぞれの地区で特色ある幼保小連携活動が展開されまし
た 各地区ブ
クにおける研修会 際には 幼保小連携 意義や学び
ながり
理解が深ま
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
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が参加し、適切な助言を行いました。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２０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、４３１名でした。
地区ブロック研修会２０回に関しては、保育や授業の様子、研修会の様子や成果等をホームペー
ジに掲載して広報しました。１年間の成果を活動報告書「学びのつながりを考えるⅤ」の冊子にま
とめ、市内の１５１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。

地区ブロック別に実施されている幼保小連携活動は年々活発になっています。活動が活発になる
ほど参加者の評価も高くなっていますし、近年は私立保育園からの積極的な参加が目立つように
学識経験
なったということで、潜在的に高いニーズがあったことがうかがえます。Webページや報告書による
者意見
広報活動も充実しており、参加できなかった教職員の意識を高める上で有効です。今後は、小学校
教員の潜在的ニーズを掘り起こして、参加を促していくことも必要になると思います。

小学校においては、１年生の担任が幼保小連携担当となることが多いため、一度も幼保小連携に
関する研修会に参加したことのない教師もいます。学校全体で幼保小連携を捉えていくことや、幼
保小連携の研修会の復命を全職員にすることなどが大切であると考えます。今後も、この研修会の
課題及び 内容をより多くの教師や保育士に周知していくための工夫をしていきたいと考えます。地区ブロッ
改善策 ク全体会や地区ブロック代表者会議、幼保小研修会等の日程を年度内に幼児教育センターだよりで
広報し、所管の異なる私立幼稚園、私立保育園、公立保育所からの参加に関する調整を綿密にして
いきます。私立幼稚園・保育所（園）にも、研修会の参加者が全年度とは別の教師・保育士となる
よう依頼していきます。
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具体的施策 子育て支援
施策の
ねらい

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。

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、幼児一人一人に応じた
支援を行う。

1 個別の相談

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。

2 室」

保護者アンケートによ
る「幼児教室」の満足
度
①（上段）４段階評価
の上位上位１位の割合
②（下段）４段階評価
で上位２位以上の割合
※Ｈ２３からは、指標
を②から①に変更

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

536件

560件

789件

62%

80%

72%

(91％)

(80％)

(96％)

幼児教室の通所決定には、幼児の実態や将来を考慮し、保護者との丁寧な相談を行いました。ま
前年度評
た、発達やことば等の各種相談の実施や適切な相談・療育機関等の紹介や就学に向けての積極的な
育
紹
積
価に伴う
情
情報提供を行ないました。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
福
等
連
支援
幼 や 護者
改善
の繋がりを保ちました。
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、789件の電話相談から261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)からの依頼により訪問し、143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。
この相談の後、希望により、通級教室「幼児教室」に61名の幼児が通所し、幼児に対しての個別支
援を行うと同時に、保護者への継続的な支援を行いました。利用者からは、「満足」の割合が７1%
との評価を得ました（「やや満足」も合わせると96%）。また、就学相談は電話461件、面接160件
で、小学校へのスムーズな接続を支援しました。

電話での相談件数は目標を上回る伸びを示しており、相談業務が広く知られ、活用されるように
なったことがうかがえます。また、相談への対応も充実しており、電話相談の約３分の１が面接相
談につながり、他機関との連携も図られています。その後の相談につながらなかったとしても、電
学識経験 話で相談できる、適切な情報提供が受けられるというだけでも、悩んでいる子どもや保護者にとっ
者意見 ては大きな心理的サポートになっていると思います。また、通級教室「幼児教室」での指導は保護
者から高い評価を受けています。アンケートを見ると「もっと早くから通わせたかった」という声
があり、そのようなニーズに応えるためにももっと広げていきたい事業ですが、通級教室には定員
があり対応できる人数が限られている点が惜しまれます。
幼児教室の通所決定の際には、保護者との丁寧な相談を行い、幼児の状態や将来を考慮しつつ、
適切な相談・療育機関等の紹介を積極的に行っています。通所希望があってもすぐには通所できな
い場合は、｢幼児の発達相談｣や｢いきいきことば相談｣等の利用や継続的な面接相談等の実施、関係
課題及び 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支援していきます。個
改善策 別の相談では、就学に関する相談が大半を占め、発達が気になる幼児を持つ保護者の就学に向けて
の関心の高さが見られます。幼児期から学童期へのスムーズな移行に向け、情報提供を行うととも
に、保護者や園所・学校等への助言を行うなど継続的に丁寧な対応を心がけていきたいと思いま
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 家庭教育に関する講座の充実・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。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

乳幼児あるいは小学校低学年の子どもを持つ
親を対象とした家庭教育に関する学習を通し
各公民館主催社会 て、明るく豊かな家庭教育を築こうとする意欲
1 教育事業
や実践力を高める。
※実施公民館数（全１６公民館）
家庭教育学級・・・１６公民館

受講者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

2,379人 2,800人 2,387人

前年度評
平成２３年度事業指標を見直しました。家庭教育学級への参加をきっかけに子育てサークルが立
価に伴う
ち上がった公民館が２館（中央・総社）ありました。
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２３年度は必須事業として全１６公民館で家庭教育学級を実施しました 共愛学園前橋国際
平成２３年度は必須事業として全１６公民館で家庭教育学級を実施しました。共愛学園前橋国際
大学、共愛学園幼稚園、共愛学園木瀬保育所と連携し、より先進的な取組みで効果を上げている公
民館（永明）、公民館同士連携をとって講座を行った公民館（東、元総社）も見られました。ま
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」「ステップアップ講座」を実施
しました。。

目標値には達しなかったものの、全館において着実に事業が展開され、受講者数も維持できてい
るので、今後も確実な運営を進めていただきたいと思います。
また、中央公民館においては、年間２回の開催があり、中央公民館としての使命を果たしている
学識経験
と評価できます。加えて、地域の他機関との連携や、公民館同士の連携が図られており、受講者に
者意見
より充実した講座を提供するという意味において、評価できると考えます。
今後は、他の高等教育機関等を始めとする諸機関との連携、課題の箇所に記載のある他の部署と
の連携を更に模索されると良いでしょう。

平成２３年度の公民館社会教育主事によるワーキングチームが作成したモデルプログラムによ
り、同世代の親同士のネットワーク作りに資する公民館事業の開催が期待できます。また、誰もが
課題及び 立ち寄れる、身近な公共施設としての公民館の良さに市の各課が関心を持っており、特に子ども課
改善策 では、なかなか外に出てきてくれない親の学習の場として、公民館に期待を寄せています。平成２
３年度においても子ども課の出前講座等を利用した講座が見られましたが、平成２４年度はより一
層の連携をとって事業を行っていきたいと考えています。
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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

子育てボランティアを養成するとともに、ボ
各公民館主催社会
ランティア連絡会や保健推進員等と連携しなが
教育事業（子育て
ら、地域の人材による講座開設の際の託児サー
1 ボランティア講
ビスや家庭教育サロンの実施を進め、子育て中
座）
の親に対する学習機会の提供を図る。

受講者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

197人

250人

348人

前年度評
子育て支援ボランティア育成講座で、大胡地区の子育遊び場事業の担い手としてのボランティア
価に伴う
育成ができました。
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

子育て支援講座については、地区公民館５館で事業を実施しました。特に大胡公民館では、子育
て支援ボランティア育成講座を開催し、子育て遊び場事業の担い手の育成を行った結果、７名が子
育てボランティアとして育ち、事業に携わることになりました。子育て遊び場事業（大胡公民館の
１室を開放し親子の子どもの憩いの場を提供する事業）の運営については、家庭教育活動支援員会
（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）が毎週水曜日に子育て遊
び場事業を運営していくことになっていますが そこにこの７名のボランティアが一緒に携わって
び場事業を運営していくことになっていますが、そこにこの７名のボランティアが
緒に携わって
いくこととになり、平成２４年度の体制が整いました。

平成２２年度の実績並びに目標値を大幅に超える実績を有しているので、Ａでも良いように思わ
れますが、１６館中５館での実施ということを踏まえて、今後への期待も込めての評価と思いま
す。
学識経験
大胡公民館の取組は、外部資金を得て始まった事業が、その支援終了後も上手に継続しているこ
者意見
と、さらに子育て支援事業がそのまま地域活動に結びつく、つまりは、学びが地域に還元されてい
るという点で、まさに好事例といえるでしょう。このような取組は、より公に公表されても良いの
ではないかと考えます。

子育て支援講座については、残り１１館が未実施であるため、より多くの公民館での実施が望ま
れます。平成２３年度、大胡の子育て遊び場事業において、ボランティア育成講座から７名のボラ
課題及び ンティアが生まれていますが、今後、大胡の子育て遊び場の運営について家庭教育活動支援員会と
改善策 の円滑な運営が望まれます。また、「子育てサロン」「家庭教育学級」は地域における子育て支援
として有効であるため、これらの事業や子育て支援ボランティア育成講座等でこども課と連携しな
がら、地域の子育て体制を推進してまいります。
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具体的施策 ライフステージに対応した講座の充実
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 H23年度 H23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 5,375人
少年教室・・・・全１６公民館 1,983人
家庭教育学級・・全１６公民館 2,387人

受講者数

12,815人 11,600人 9,745人

前年度評
昨年度、ご指導いただいた公民館の主催事業を一覧で表示しているのは、上川淵公民館・桂萱公
価に伴う
民館にとどまっておりますので、この一覧表示を全公民館に拡充していく方針です。
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

少年期、子育て期、高年期それぞれのライフステージに対応した講座を全公民館で実施しまし
た。少年教室では、前橋工科大や群馬高専等と連携し、高齢者教室では、済生会前橋病院や介護高
少年教室
前橋 科大や群馬高専等と連携
高齢者教室
済生会前橋病院や介護高
齢課との連携、また、家庭教育学級においては、幼児教育センターや子ども課と連携し,それぞれに
効果の上がる事業を実施することができました。

各種の連携事業を促進していることは大変素晴らしいことであり、今後もこの方向性を維持しな
がら、有意義な講座を展開していただきたいと思います。
なお、各公民館の主催事業一覧の掲載はぜひ進めてください。
学識経験
また、各年代層に対応するとしながら、青年層が希薄になっていることは否めません。もちろ
者意見
ん、この世代への働きかけは難しく、具体的な事例にも乏しいことは承知のうえですが、現在の若
者を取り巻く種々の状況を踏まえると、少なくとも研究・検討対象に掲げても良いかもしれませ
ん。

少年教室は、自然体験・世代間交流・創作活動など、活動を通して仲間づくりを行い、高齢者教
室では、生きがいの持てる生活態度を身に付けるとともに高齢者同士の交流を図り、家庭教育学級
では、子育てについての考え方や技法について学び、親同士の交流を図ることを目的にそれぞれ事
課題及び 業を実施しています。また、各事業での交流を通じた仲間同士が一緒になって、学んだ成果を地域
改善策 に還元することが大切であることから、平成２３年度に作成した社会教育主事のワーキングチーム
によるモデルプログラムを参考に学びの地域還元を目指す事業を実施していきたいと考えていま
す。なお、青年層への対応につきましては、長期的課題と捉え青少年課等関係課との連携を図りな
がら、職員研修会等で検討してまいります。
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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
各公民館主催事業
座を企画するなど、地域住民が地域に目を向
社会教育事業（地
1
け、主体的に地域づくりにかかわっていく人材
域づくり講座）
の発掘・養成を図る。

受講者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

4,254人 4,400人 3,848人

地域づくり講座は、全公民館で実施しました。特に永明公民館や城南公民館では、地域づくりの
前年度評
価に伴う テーマである健康や歴史をテーマにした事業を実施することにより、これから事業が軌道にのると
ころとなり、事業の推進を目指すものとなりました。
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

芳賀公民館や桂萱公民館、総社公民館では、受講生による自主グループ立ち上げの動きが見られ
ました。 特に桂萱公民館の事業では、地域の歴史について学んだ後、地域づくり推進事業で行った
地域づくりウォーキングの際に講座参加者の中から地区内自然解説講師が誕生し、学んだことの地
域還元の実践ができました。

地域づくり推進事業との連携を図りながら展開されていることは大変素晴らしいことです。ま
学識経験 た、学びの循環ができつつあることも、望むべき方向性であり、引き続き充実させていただきたい
者意見 と思います。加えて、社会教育委員会による提言を尊重して取り組むという姿勢も素晴らしく、社
会教育委員制度に実を持たせる事例として注目されるべきことと思います。

平成２４年度の事業に生かしていくことを目的に、平成２３年度も社教主事によるワーキング
チームで社会教育委員会議提言を元にモデルプログラムをつくり、公民館職員への説明会を実施し
課題及び
て周知を図りました。これにより平成２４年度事業が、より地域課題に向き合う社会教育そのもの
改善策
の事業につながると期待されますので、研修等による支援を継続したいと思います。
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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・・・８講座
防犯防災講座・・・１２講座
食育講座・・・７講座

受講者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

792人

850人

1,004人

事業指標の見直しを行いました。東日本大震災の影響により、防犯防災講座、環境をテーマにし
前年度評
価に伴う た講座が各公民館で多く取り上げられており、今日的課題に取り組む公民館が多く見受けられまし
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

防犯防災関係の事業が１２講座、環境講座が８講座と増えており、市の危機管理室の出前講座を
利用した事業や、県の出前講座で環境放射線の事業を行っている公民館が多数見られ、東日本大震
災の影響が大きいと思われます。また、食育講座も増加しており、課題を捉えた講座が増えていま
す。

各講座が着実に実施され、目標値を大幅に上回ることができたことは素晴らしいことと思いま
す。地域のニーズ、今日的課題を十分に把握しての取組の成果と評価できます。
ただし、これらの講座は全館で実施されるものではありません。開催の無い館の地区住民にとっ
学識経験 ては残念でもあります。例えば、近隣の館で隔年交代で開催し、開催のない館の地区住民にもその
者意見 お知らせをするなどの工夫があれば、各種コストを抑えながらも、住民にとっては豊富な講座を受
講できることとなるかもしれません。公民館は原則としてそれぞれの地区住民を対象に事業を展開
するということを踏まえつつも、このような取組については館同士の連携による柔軟な枠組みを模
索しても良いのかもしれません。

東日本大震災から１年経過しましたが、放射線に対する理解を深めることや地震に対する備えな
課題及び ど、課題は一向に減らない状況です。今後も各学級・講座の中に防犯防災や環境の講座を多く取り
改善策 入れて、この課題に取り組んでいく必然性は考えられます。引き続きニーズに対応した講座の開設
を目指すとともに、公民館の連携、受講者枠の拡大を検討します。
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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。

受講者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

1,157人 1,200人

887人

昨年度の事業指標で95％を超えたため、事業指標を見直しました。自主学習グループリーダーの
前年度評
価に伴う 研修会は、１１公民館で実施したうち３館において応急手当講習会（ＡＥＤ講習会）を開催しまし
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

自主学習グループリーダー講習会は１１の公民館で実施し、３公民館でＡＥＤ講習会を実施しま
した。公民館文化祭は、地区文化祭として定着しており、地区の年中行事になっています。地元の
団体役員と自主グループ連絡協議会役員が中心になって作った実行委員会により運営しており、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
きるものとなっています。

地域の人材活用という施策名に対する事業としては、グループリーダー研究や文化祭は、そぐわ
ない内容かもしれません。もちろん、地域の人材が活躍する場としてこれらも含まれるわけです
が、より広く地域人材を発掘していく施策が必要ではないでしょうか。
学識経験
また、課題に掲げられているとおり、グループリーダー研修の内容についても、学びを身につけ
者意見
た地域人材がその学びを地域に還元できる力を得られるような研修内容が必要かもしれません。
明寿大学の卒業生の活用も視野に入れつつ、次年度は事業について、これらの視点にたって整理
されるとのこと、期待したいと思います。

公民館利用グループについては、高齢化とそれに伴う減少が見られるようになっています。その
課題及び ため日ごろの取り組みを地域の生涯学習へと昇華させながら還元できる研修内容のプログラム作
改善策 り、また、高齢化したグループにおいては新たなリーダーを養成し、地域での生涯学習の循環シス
テムの形成を作りだすような事業の展開が望まれます。
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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
を始めとする地域の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

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

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 公民館ホームページの
25,227件 25,300件
社会教育事業（情
1
より、公民館情報提供担当職員の資質・能力向 アクセス数（年間）
報提供事業）
上を図る。

システム変更
により従来の
数値化が不可

前年度評
ホームページで公民館主催事業の一覧を表示した公民館が２館（上川淵、桂萱）ありました。こ
価に伴う
の形式を他の公民館でも取り入れて、分かりやすい講座情報の提供に努めるよう促します。
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

家庭教育学級担当者がアンケート調査をした結果、講座を知ったきっかけは、公民館報が５
４％、チラシ２０％、知人の紹介１５％、その他１０％、ホームページ１％といまだに広報紙が一
番見られているという傾向です。最近は公民館報も充実してきており、地域の皆さんにもよく見ら
れていますが、一方で、ホームページをもっと見やすくすれば、ホームページからの利用も増え、
より一層の参加者の増加が見込めるものと期待されます
より
層の参加者の増加が見込めるものと期待されます。

家庭教育学級の参加者へ情報収集源を調査したことは意義ある取組と思います。その結果、ホー
ムページが１％というのは、意外な数字でもありました。家庭教育学級に参加する世代に訴えるに
は、携帯電話やスマートフォンに対応する必要もあるのかもしれません。特に携帯では、PDFを読み
込むのに困難を感じるかもしれません。また、例えば「前橋 子育て」あるいは「前橋 家庭教
学識経験 育」で検索してみても、公民館の家庭教育学級はダイレクトにヒットしないことがわかりました。
者意見 「○○公民館 家庭教育学級」で検索し、更にPDFが読める環境、ということになると、アクセスは
難しいのかもしれません。また、「まえばし 子育てポータルサイト」には、公民館が出て来ませ
ん。
上記は、家庭教育学級に限った記述になっていますが、全般として今後の世代への公民館情報の
発信を考えるとき、SNSの活用も含めた戦略形成が必要かもしれません。

ホームページの情報として上川淵・桂萱公民館では実施している公民館事業を一覧表の形式で掲
課題及び 載していますが、他の公民館では掲載されておりませんので、各公民館とも同様に統一して掲載し
改善策 ていくよう努めます。また、より検索しやすい情報提供のため、関係機関と連携し改善に努めてま
いります。
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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勤める。

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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

86.7%

90%

86%

前年度評
公民館の来館者を対象として「公民館はコミュニケーションの場としてどうでしたか」という内
価に伴う
容で実施したアンケートで得られた回答者は、男女比で男性が一割に満たない結果となりました。
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

アンケートの結果から、公民館は地域の居場所として非常に有効と思われる方が２６パーセン
ト、有効と思われる方が６０パーセントとなり、昨年同様８０パーセントを超える方から有効との
回答を得られた。回答者はいずれも過去、現在と公民館活動に関わっている方が多く、半数以上の
方が、地域行事への参加や学習の場として活用されているようです。

公民館利用者に対する調査を実施したこと、その結果、良い回答を得られたことは評価できる取
組です。また、自由回答については、まさに今日の公民館が求められている役割について記載され
ているものといえ、前橋市公民館、生涯学習課、あるいは社会教育委員の認識を裏付けたものと
なっていると思われます。これまでの各種の取組を着実に進めていく根拠となり得るでしょう。
一方で、本調査は、公民館利用者に対するものであるため、回答者の性別や年代に偏りが見られ
学識経験
者意見 ます。本当の意味で「住民にとって」ということを模索するのであれば、普段公民館を利用してい
ない人も含めた住民の意識調査がそろそろ必要なのかもしれません。市の各種調査に便乗できるも
のがないか検討してみてもよいでしょう。
なお、居場所をフリースペースに限定すると、施設、設備の問題があります。予約のない空き室
等を開放するなど、積極的な居場所づくりも視野に入れても良いかもしれません。

今後、どのような居場所としての公民館を望むかという問いに対して、子育て中の母親が集う場
所、高齢者の集まる場所、世代間交流の場、出入り自由な場というコメントがあり、公民館事業が
課題及び 地域に望まれる居場所になるよう検討してまいります。なお、公民館を利用していない人へのアン
改善策 ケートについては、サービスセンターや図書室の利用者を対象として実施するなどにより意識調査
を実施いたします。
また、公民館の空き部屋利用については、ニーズに合わせた利用を検討してまいります。
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具体的施策 セカンドライフセミナー・地域理解講座の推進
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・・・１０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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

80.0%

90.0%

95.0%

前年度評
地域理解支援講座を開催し、地域の理解と愛着を深め次世代のリーダー養成に貢献する事業の推
価に伴う
進が図れました。
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・高齢者教室などの事業で、地域理解支援の講座を実施し、会社等を退職して地
域に出てくる年代の方や地域住民を対象に地域の歴史を学ぶことにより、地域に対する愛着を深め
る事業を１０公民館で実施し、ほぼ計画どおりに進められました。

多くの館で事業が実施され、それらの満足度も高かったことは、計画がしっかりしていたことの
反映と思われ、評価できます。
ただし、「セカンドライフ」という概念が数年前と比して曖昧になってきている、あるいは時代
学識経験
者意見 にそぐわなくなってきている可能性もあります。一方、地域理解の意義は相変わらずであり、その
意味でも、地域理解ということと定年退職後の生活ということの連関が微妙になってきている感も
否めず、今後、施策を整理する必要が出てくるかもしれません。

団塊の世代は、第二の職場に就職しており地域に戻ってきていないことから、６０歳代後半から
課題及び ７０代前半の方をターゲットにした地域デビュー講座を開催し、即戦力となる次世代の担い手の養
改善策 成をしていく必要があります。また、老人クラブの高齢化による会員の減少も見られるため、組織
の増員・強化のためにもこういった方策が必要と考えられます。
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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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

53人

25人

25人

前年度評
価に伴う 目標とした受講者数になったものの、即戦力としてのボランティア講座には至りませんでした。
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

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
た講座とするということで昨年と同じ考え方で実施しました。平成２２年度は地区公民館２館の子
育てボランティア講座と連携して事業を行った分受講者が多くありましたが、平成２３年度は減少
しました また受講生のその後の追跡調査ができませんでした
しました。また受講生のその後の追跡調査ができませんでした。

ボランティア養成ということそれ自体の意義は少なくなく、取組としては重要なものと思われま
す。しかし、自己評価されているとおり、講座に参加された方がその後どうされたかについての調
学識経験
査も必要であり、講座から実践へと結びつく展開が求められます。でき得れば、講座自体が、講座
者意見
受講後の「出口」を念頭に置いたものであることが望ましいと思われます。その意味でも、原点に
返って、公民館運営ボランティアの養成も視野に入れる必要があるでしょう。

平成２４年度は、明寿大学の学生（約４００人）を対象に第１回目の講座を開き、そこから希望
課題及び する方を募り、ボランティア講座に参加していただくことで受講者の増加を図っていくようにしま
改善策 す。その後、地元の地区公民館等でボランティアとして活躍してもらうようプログラムし、ボラン
ティア先の紹介等情報提供を行い実際の活動に至るよう支援していきます。
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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・
生涯学習奨励事業
1
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（受講者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

81.3%

90%

81.3%

前年度評
社会教育委員会議の提言の講義並びに社教主事ワーキングチームによるモデルプランの作成によ
価に伴う
り職員への共有が図れ、公民館事業のあるべき方向性が具体的に示すことができました。
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２３年６月に社会教育委員会議より「地域力を紡ぐ社会教育」の提言がなされ、研修の一環
として樽井議長と安保副議長に内容の講義をしていただきました。また、これを実際に公民館で実
践できるよう社会教育主事のワーキングチームで提言をもとにしたモデルプログラムを開発し、さ
らに事業別研修会で職員に発表し、研究成果の共有を図りました。平成２２年度に引き続き事業別
研修会の家庭教育学級担当者が１年間自主的に研修を続け、生涯学習課と各公民館、共愛学園前橋
国際大学 共愛学園幼稚園 共愛学園木瀬保育所とで連携して「お父さんのまえばし・きょうあい
国際大学、共愛学園幼稚園、共愛学園木瀬保育所とで連携して「お父さんのまえばし・きょうあい
子育てひろば」を開催し成果を上げています。

ワーキングチームの取組は大変素晴らしく、その取組自体が重要な研修のプロセスとなっている
学識経験 と評価できます。また、「地域力を紡ぐ社会教育」を研修に取り入れていることも評価できます。
者意見 この後は、この提言の中で述べられている社会教育担当職員（＝公民館職員）に求められる資質を
念頭に、それらを向上させられる研修内容をこれまで以上に組み入れていただければと思います。

平成２３年度は、１１公民館で出張所部分が市民サービスセンターとなり、職員の発令が教育委
員会から市長部局に変更になることにより、社会教育に対する職員のモチベーションの低下が危惧
課題及び
されましたが、社会教育委員会議の提言の研修会や社会教育主事ワーキングチームの研究成果の発
改善策
表などにより、意識の高揚を図ることができました。また、自主的な研修や事業実施も見られ、職
員の前向きな姿勢が窺えました。これらの活動がより充実するよう支援を継続してまいります。
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具体的施策 社会教育専門員の養成
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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

1人

1人

1人

前年度評
価に伴う 当初計画どおり目標を達成することができました。
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２３年度は、社会教育主事研修に予定通り１人派遣し、社教主事として任用されました。ま
た、公民館配置の社教主事によるワーキンググループでは、社会教育委員会議の新提言を元に公民
館事業のモデルプログラム集を作成し、事業別研修会時に発表を行い研究成果を職員間で共有する
ことができました。また、家庭教育学級を担当している社教主事が中心になって自主的な研修会を
１年間続ける中で 事業の考え方や講師等の情報を共有し 事業の向上を図ることができました
１年間続ける中で、事業の考え方や講師等の情報を共有し、事業の向上を図ることができました。

一見、１名というのは少なく思われるかもしれませんが、例年着実に予算を計上して１名を派遣
学識経験
していることは大変評価に値することです。今後も是非継続していただけるようお願いしたいと思
者意見
います。

家庭教育学級を担当する社会教育主事が、リーダーシップを発揮して自主的な研修会を継続し、
課題及び
各公民館の家庭教育学級の向上を図ることができました。
改善策
なお、社会教育主事教習への派遣については、今後も引き続き年１名を派遣してまいります。
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具体的施策 様々な機会を通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 H23年度 H23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

2,260人

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

507人

330人

326人

女性、高齢者、子ども、外国人など様々な人権
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

121人

100人

122人

各公民館主催社会

3 教育事業

2,300人 2,912人

当初予定していた事業は計画どおり実施しました。今年度は明寿大学の卒業生を対象とした研修
前年度評
価に伴う を実施し、啓発においては公民館報等の活用も図られ、目標を上回る成果をあげることができまし
改善
た。
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

集会所人権教育事業は目標値を大きく上回り、他の２事業も概ね目標数値を達成することができ
ました。また、人権教育指導者研修事業では、平成２２年度、明寿大学在学生を対象として実施し
ましたが、平成２３年度は卒業生（同窓会）を対象とすることにより人権教育啓発の推進に努める
ことができました。

社会教育、生涯学習の重要なテーマが人権教育であると考えられています。そのことについて、
着実に取組を行い、目標をほぼ達成していることは高く評価されます。
また、人権教育指導者養成講座については、県等からの補助事業ではなく、独自の事業として展
学識経験
者意見 開されていることも評価に値します。今後も着実に継続していただきたいと思います。ただし、広
く人権についての理解の共有を図ることと、指導者養成とは少なからず意味合いが異なります。そ
の目的に応じた開催内容となることを期待します。

人権問題は、同和、女性、高齢者、子ども等、個々の課題に対応した学習機会を提供することが
課題及び 重要であるため、引き続き公民館事業等の事業内容の充実を図るとともに、学習機会の提供や、よ
改善策 り多くの市民を対象とするよう検討します。また、情報内容の充実に努めるとともに公民館報を活
用した情報の提供を行います。
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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

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

生涯学習奨励事業
各町で人々の様々な学習活動を奨励援助してい
（生涯学習奨励員
1 連絡協議会運営事 る「生涯学習奨励員」に対する研修や指導を充
実し奨励員の資質・能力向上を図る。
業）

奨励員を対象とした研
修に関するアンケート
（充実度：５段階評価
で上位２以上の割合）

86.0%

90.0%

90.0%

「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、
生涯学習奨励事業 公民館事業に加え、「出前講座」によって少な
2 （出前講座事業） い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（受講者満
足度：５段階評価で上
位２以上の割合）

90.0%

90.0%

98.0%

前年度評
価に伴う
改善

生涯学習奨励員の企画による町の学習機会として出前講座の利用が複数見受けられました。

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

平成２３年度は、２３９件の出前講座を実施しました。自治会主催の講座では、生涯学習奨励員さんが企画
したものも見受けられました。東日本大震災の発生により、市民の防災意識が高まる中、地域が一体となり防
災の知識を得ようと危機管理室で実施している防災講座が極めて多く実施されました。続いて、「軽スポーツ
はじめてみませんか。」等の健康をテーマにした講座の実施が多く、市民の健康志向へ対応した講座が開催で
き、業務のＰＲにとどまらず、地域が自主的に行動するための講座として有効な開催となりました。

生涯学習奨励員のための研修が着実に実施され、また生涯学習奨励員による事業も展開されてい
ることは、あるべき生涯学習社会の方向性であり、良いと思います。
今後は、生涯学習奨励員研修の内容について、地域のコーディネーターとしての役割を担えるよ
学識経験
者意見 うな、より実践的な内容になることが期待されますし、それぞれの地域において、生涯学習奨励員
がどのような活動をされているのかについての調査や検証を行い、よりその活動を支援できる体制
を整えることが必要と思われます。

生涯学習奨励員の活動状況については、実態調査まで至りませんでしたので、活動状況報告など
により実態把握に努めます。出前講座は、気軽に利用できる学習機会として自治会等の団体におい
課題及び
て定着した事業となっていますが、利用される講座が特定されており、利用されない講座も多くあ
改善策
ることから、より利用されやすいものとなるようＰＲを図るとともに、市民講師の活用を推進しま
す。
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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、伝統文化学習事業、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 H23年度 H23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。

参加者数

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。（２３
2 （市民展覧会事
年度事業：第４６回）出展数 書道４２９人、
業））
美術２１７人、写真１４３人

出品者数(公募分）

803人

920人

789人

赤城山および周辺の風景、風俗、行事等を題材
とした日本画、洋画、きり絵を公募、展示し文
生涯学習奨励事業
化の発展と向上に寄与する。（赤城山を描く絵
3 （裾野は長し赤城 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、２３年度は中
公で開催）

出品者数

120人

150人

137人

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）

アンケート（満足度：
５段階評価で上位２以
上の割合）

80.0%

85％

95.0%

2,900人 3,300人 3,220人

前年度評
生涯学習フェスティバルは、会場を前橋プラザで実施することにより、より多くの市民層に参加
価に伴う
していただき開催することができました。
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

「生涯学習フェスティバル」については、平成２３年度から中央公民館３Ｆのホール、ホワイエ
等を使用し実施したところ、多くの市民が気軽に生涯学習に触れることができる機会になりまし
た。「市民展覧会」については、平成２３年度は従来どおり市民文化会館で実施しましたが、地域
での文化の向上と生涯学習普及のための手段としても事業の有効性は高いものと判断されます。伝
統文化学習事業「能と賛美歌」については「能」を中心とした伝統文化行事として定着しつつあ
り、前橋市の文化向上に貢献しています。また、能の公民館学習グループも参加し、日ごろの練習
の成果を発表する場にもなっています。

それぞれの事業の必要性や意義については、周知のことであり、言うまでもありません。しか
し、わずかずつではありますが、それぞれの参加者が目標に届いていないようです。昨年度実績よ
りも多いかほぼ同等であることを踏まえれば、十分といえなくもありませんが、広報等のより一層
学識経験 の工夫が求められるかもしれません。
者意見 また、伝統文化学習事業の評価は大変高くなっており、素晴らしいことであります。このことはこ
のこととしてしっかりと評価した上で、一方で地域の伝統芸能の現状を踏まえると、文化財保護課
との連携により、地域伝統芸能に特化して着目するなども今後求められてくる視点かもしれませ
ん。
「生涯学習フェスティバル」は、だれもが気軽に参加でき各地区での生涯学習活動を知ることが
できる機会としていくよう努めます。また、奨励員同士の交流の場、他の地区の活動を知る場とし
課題及び
て内容の充実を図ります。「市民展覧会」事業は、より多くの市民の方に見ていただき、生涯学習
改善策
を始めるきっかけづくりの場とし、地域での文化活動の向上を目指します。文化財保護課との連携
につきましては、地区の文化祭等、連携可能な機会を検討してまいります。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
700人
530人
（会場： （会場：
大胡シャ 市民文化
ンテ） 会館）

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。（平成24年
度は第40回）

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
2 業(郷土芸能記録 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

580人

85％

85％

85％

55団体

56団体

54団体

郷土芸能の各芸能の記録保存の既存の映像データの媒体をDVDに統一するとともに、ホームページ
前年度評
掲載用動画ファイルに編集したものを制作し、今後の活用の利便性向上を図りました。
掲載用動画ファイルに編集したものを制作し
今後の活用の利便性向上を図りました
価に伴う
また、来場者へアンケートへの協力の働きかけを行い、アンケートの回収率が22％（118人/530
改善
人）から34％（180人/580人）に向上しました。
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

郷土芸能大会は、目標値には届かなかったものの昨年度より多くの方の来場があり、市民理解を
深める一助になっていると考えています。また、来場者アンケートの回収率も向上しました。
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、既存の映像データの媒体をDVDに統一するとともに、ホームページ掲載用動画ファイルに編集し
たものを制作し、今後の活用の利便性向上を図りました。
文化財保存団体育成補助事業については、世代を超えた地域交流を行っている団体もあります
が、全体として団体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。

郷土芸能大会の開催は40回を数えるとのこと、全国的に郷土芸能それ自体の存続が課題となって
いる中で、これまでの継続は素晴らしいことと評価できます。また新たな取組としてWEBに郷土芸能
の動画を掲載する取組が始まっていますが、これも大変素晴らしいことであり、掲載の数を広げて
いってほしいと思います。
学識経験
一方で、後継者育成が急務であることは、本評価を開始して以来の課題となっています。より具
者意見
体的に、学校教育課や生涯学習課との連携等も含め、施策を打ち出す必要があるのかもしれませ
ん。
担い手としての青年層、あるいは将来の青年層にどう訴えかけるかが今後の課題となるでしょ
う。
郷土芸能保存団体において、次世代への継承が危ぶまれている団体が依然として多いことが引き
続いての課題です。そのため、郷土芸能の重要性や面白さを市民に伝えて後継者育成につなげるら
課題及び
れるよう、郷土芸能大会を今後とも長く続けていくことが重要です。
改善策
また、郷土芸能動画資料のDVDやホームページ掲載用動画ファイルを積極的に活用して郷土芸能の
若年層への浸透を図れるように、その効果的な利活用の方法を検討していきます。
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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

講座等参加者

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

406人

650人

850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

33,775人 34,000人 35,358人

前橋・高崎両市の貴重な文化財を通して、それ
文化財展開催事業
ぞれの地域の歴史を学び、文化財に対する興
（前橋・高崎連携
3
味・関心や保護の意識を高め、両市相互の文化
文化財展）
の向上を図る。

入場者数

3,355人 3,950人 2,524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
結びついた歴史遺産の活用促進を図る。
ント等）

参加者数

2,438人 2,450人 2,413人

2

（蚕糸記念館・総社
資料館・大室公園民
家園・大室公園史
跡・粕川歴史民俗資
料館・臨江閣）

4 業(大室古墳イベ

普及啓発のための新たな試み（前橋の文化財講座や文化財の補修現場見学会）を実施しました。
前年度評
また、リピーターを確保しつつ新規来場者を増やすため、人気の高い体験コーナーの継続実施
価に伴う
や、展示におけるテーマ設定に工夫を加えるなどの改善策を実施しました。
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

各種イベントは予定どおりに開催し、イベントによっては22年度に比し来場者数の増減はあるも
のの、アンケートでは良い評価を得ています。また、新たに購入した本市ゆかりの甲冑を展示した
粕川歴史民俗資料館の企画展には、多くの入場者がありました。
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、多数の受講者が参加して23年度の予定を終了しまし
た。
さらに、新たな試みとして文化財の補修現場の見学会を開催しました。
その他に、新版を刊行した「前橋の文化財」の売れ行きは順調で、好評を得ています。

評価の欄に記載のある「前橋の文化財」の新板は写真集的に編集されており、大変読みやすく親
しみやすい構成となっており、良い取組と思います。また、指標を掲げる事業以外にも、新たに事
業を展開している積極性は高く評価されてしかるべきと思います。加えて、各種行事の参加者を増
学識経験 やすために、様々アイディアにより工夫をしている様子がうかがえ、今後もそのような積極的な取
者意見 組をしていただきたいと思います。
文化財はまさに地域の財産であり、地域理解、地域づくりの核になり得る資源です。他部署とも
連携しながら、地域の活性化という視点からも、事業を展開していただければありがたいと思いま
す。
文化財に興味をもってもらうための長期講座は、内容をさらに充実させながら、続けていきま
す。
既存の各イベントについても、アンケート結果を深く掘り下げて、リピーターを確保しつつ新規
課題及び
改善策 来場者を増やすために効果的な内容となるように発展させて、継続していきます。
また、普及啓発のために新たに取り入れられる試みはないか、検討していきます。
文化財保護課の所管施設について、その施設や環境などの整備を、計画立てて進めていきます。
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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。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

H22年度 H23年度 H23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

78％

80％以上

81%

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）

55％

75％

55%

前橋市史跡整備委

3 員会運営事業

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

提言書
提言書としてまとめる （案）作 提言書
成

提言書

補助制度の実施・未実
実施
施
（7件）

実施
（6件）

実施

前年度評
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提言書
価に伴う
の提出を受けました。
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

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いました。また、女堀の
環境整備を５ヵ年計画で開始しました。なお、台風などの災害被害に対しても、遅滞なく対応でき
ました。
指定史跡等整備について、危険回避の面から、やむを得ず新設は見送り、老朽化した既設説明板
の改修を行って、市民が学習する際の利便性の向上を図りました。
史跡整備委員会運営については、史跡整備を進めるための提言書の提出を受けました。
文化財保存団体育成補助も予定とおり実施しています。

提言書がまとめられたことにより、史跡整備の優先順位が明確になったことは、今後の施策の方
向性を定めるのに大いに意義あることであったと思います。もちろん、史跡整備や文化財保護につ
学識経験 いては、市全体の予算との折り合いが大きな課題となることは周知のことでありますが、しかしな
者意見 がら、文化財や史跡は市民にとって、また国民にとって大きな財産であることを踏まえ、損失させ
るわけにもいかないことを、市行政全体でも理解を共有できるよう働きかけていただければと思い
ます。
指定文化財管理事業は通年で行っている業務であり、状況把握のより一層の迅速化、経費や労力
の負担軽減など、常に改善を心がけていきたい。なお、台風により土手崩落の危険性のある女堀
（大室地区）について、国・県・関係市などと連携しながら、２４年度早期に対応したいと考えて
課題及び
います。
改善策
提言書の内容を基礎として、具体的な史跡整備を検討していきます。
ここ数年、危険回避を優先させて既存説明板の改修を行ったため、新規設置件数が増えずに要設
置箇所を充足していないので、目標値をクリアできるように努力していきたいと思います。
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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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

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18名、前橋観光ボラ
ンティア会 14名）

43人

44人

41人

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
ボランティアの参加延
前二子石室復元市
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）

128人

350人

103人

前年度評
ボランティア養成へつなげていくため、その前段として一般に方を対象として文化財に興味を
価に伴う
もってもらうための長期講座を開始しました。
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

市民解説ボランティアの活動は引き続き活発に行われていますが、その登録者数は若干減少しま
市民解説ボラ テ ア 活動は引き続き活発に行われて ますが そ 登録者数は若干減少しま
した。ボランティア養成の前段として一般の方を対象として文化財に興味をもってもらうための長
期講座を開始し、好評を得ました。
市民プロジェクト事業は、金冠塚古墳から出土した遺物（冠）を復元しました。２２年度までの
土器と違い、分野が金工であり制作のイメージが難しいため、２２年度より参加者数が少なくなっ
ていると思われますが、指標外の企画である復元品完成記念講演会には、２２年度の５割増しの参
加者がありました。

市民と共に修復作業などを行うという取組は非常に評価できます。今後もその視点を持って事業
学識経験 に取り組んでいただきたいと思います。
なお、前二子石室復元市民プロジェクトの指標について、目標設定の妥当性を検証していただけ
者意見
ると良いと思います。事業内容により、およその来場者が見込めるということなので、目標を現実
に即しつつもチャレンジできる値に設定されると良いと思います。

市民解説ボランティアに関して、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ため
に、ボランティア養成のための文化財長期講座を引き続いて実施しながら、ボランティアのコー
課題及び
ディネート機能を持った事業へと将来的に結び付けていくことが課題です。
改善策
また、ボランティア活動拠点の場として、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。
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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

事業概要

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

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。

調査件数

実施
（13件）

実施

実施
（12件）

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。

発掘調査事業の実施・
実施
未実施
（15件）

実施

実施
（11件）

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。

未整理遺跡の資料整備
の進捗率

80％

90％

95％

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。

台帳化の進捗率

90％

100％

95％

50％

60％

60％

1 文化財調査事業

市内遺跡発掘調査

2 事業

市内での開発行為などに対する協議、調整を円

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

～H19･･･既指定8,277㎡
～H22･･･調査（主要建物の範囲確定）
H23～･･･指定の年度に向けて、指定地拡大
の準備

前年度評
山王廃寺跡の実態解明について、今回の平成18年～22年の調査（第Ⅱ期調査）結果とともに、昭
価に伴う
和49年から56年調査（第Ⅰ期調査）結果も加えて再度検討行い、総括報告書を作成しました。
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

文化財調査は、当初計画されていた調査のほか、震災被害への対応に関する臨時の調査も含め
て、12件の調査を行いました。
市内遺跡発掘調査は、開発行為に影響を与えることなく、当初の計画どおり遅滞なく順調に進み
ました。
埋蔵文化財資料整備に関しては、旧富士見村の発掘調査要覧をpdfファイルで作成し、前二子古墳
石室出土資料集の作成や柳久保遺跡群の旧石器資料整理などを順調に行いました。また、市民向け
のパンフレットについても予定通り刊行・配布しました。
埋蔵文化財資料整備については、前橋市遺跡分布地図の踏査資料のデータ化や地形分析図の作成
など、予定されていた作業が完了しました。
遺跡ＧＩＳ化についても、予定されていた作業を終え、当初目標を達成しました。
山王廃寺跡の総括報告書が仕上がるとともに、過去の調査結果についても再度検討を加えた結
果、山王廃寺が作られる以前や以後の変遷について明確となりました。
国府跡の確認調査は、国庁推定A案について当初計画を大きく上回る箇所と面積を調査でき、結果
としてA案の域内についてほぼ存在しないことが確定できました。
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すべての事業が順調に推移しており、素晴らしいと思います。今後も着実に事業を進めていただ
学識経験 くようお願いいたします。
なお、国史跡化の指標については、特に文章で記載する方法により、実態に則した評価ができて
者意見
いると考えます。

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指導していくことが、引き続き課題で
課題及び
す。
改善策
群馬県東国文化発信事業にからめた山王廃寺跡・総社古墳群・国府・国分寺の調査・活用方法の
検討を行っていくことも課題です。
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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

・総社分館を開館し、市内全域１４箇所となる図書館オンラインで結ばれている分館を、本館と一
体的に運営する。
・分館の日曜、祝日開館や、いつでもどこでも借りられ、返せる機能を周知する。
・新富士見分館の基本設計を行う。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

図書館本館及び分館を一体的かつ円滑に運営す
貸出利用者数
図書館管理運営事 るとともに、施設を良好に管理する。１０月に
総社分館を開館し、また新富士見分館の基本及
業（分館運営含
1
び実施設計を行うなど、市民が身近に図書館を
む）
貸出点数
利用できる環境を整備する。
図書館コンピュータシステムの機能強化に努
め、全分館にＯＰＡＣ（利用者開放端末）を設
図書館電算機運営
置するなど分館とのオンライン･ネットワークの リクエスト件数
2 事業
効果的運営を行い、利用者の利便性の向上を図
る。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
511,477 555,000 483,552
人
人
人
2,407,830

2,410,000

2,305,605

冊

冊

冊

59,819件 61,000件 61,349件

前年度評
価に伴う 平成２４年１月に１４分館にＯＰＡＣ（利用者開放端末）設置しました。
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２３年１０月４日に総社分館が開館し、また平成２４年１月から新しい図書館コンピュータ
システムを稼動させるとともに１４分館にＯＰＡＣ（利用者開放端末）を設置し、一層のネット
ワーク化が推進されました。本館・市内１４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、新富士見分館の実施設計を完了し、平成２４年度・２５年度において建設工事に着手する
こととなりました。

貸出利用者数並びに貸出点数が前年度実績よりも少なくなっていることは留意しなければなりま
せん。２２年度特有の現象であるのか、この傾向が継続するのかについて、注視して検証していた
だきたいと思います。そのために、館長をリーダーとするプロジェクトチームを立ち上げ、検証・
学識経験
検討をしていることは迅速な対応と評価できます。
者意見
一方、ＯＰＡＣのタッチパネル式端末を全分館に設置することにより、リクエスト件数が増加し
ており、その効果が伺えます。今後は一般のＰＣからのリクエストについても検討されると良いか
もしれません。

平成２４年度は分館整備事業として、新富士見分館の建設工事に着手し、平成２５年度の開館に
向け、予算要求などの事務を適切に行い、開館に備えます。また、東公民館の建替えに伴い東分館
を設置できるよう、関係課と充分な調整を行います。また、１４箇所の分館に、利用者自らが資料
課題及び 検索や貸出予約ができるよう利用者開放端末（ＯＰＡＣ）を設置しましたが、その活用や、いつで
改善策 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。
東日本大震災の影響により、貸出利用者数や貸出冊数が落ちましたが、特に本館については、プロ
ジェクトチームにおいて、蔵書構成や書架の配置などの見直し等により魅力ある図書館となるよう
検討し、実施いたします。
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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市民の多様な要望に応え
られる図書資料の充実及び迅速な提供を図るた
1 図書資料整備事業 め、選定、購入、除籍、寄贈等の業務を行う。
資料を活かし、市民と地域の課題解決のため
のレファレンス機能の充実を図る。

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。

929,481 941,000 958,970
冊
冊
冊

蔵書数
レファレンス件数
（本館）

登録者数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

10,332件 10,800件 8,869件

26人

30人

28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

平成２３年度は限られた予算の中で利用者のニーズに応え 資料の購入と積極的な除籍を行いな
平成２３年度は限られた予算の中で利用者のニーズに応え、資料の購入と積極的な除籍を行いな
がら指標を上回る蔵書数を確保しました。また、総社分館の開館では、国の交付金を活用し、開館
時に２万点以上の資料を確保しました。また、県の補助金を活用し、こども図書館や複数の分館に
大型紙芝居、大型絵本、絵本セットを確保しました。
電子書籍の導入については、全国的な動向を見ながら図書館システムの対応も含め検討を始めま
した。
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、
平成２３年度は延べ５３１人に利用されました。

国や県の補助金を有効に活用し、蔵書等を充実させる取組は評価できます。今後も様々なチャン
ネルを通して、資料の充実を計ってください。
学識経験
レファレンスの減少は、来館者の減少がそのまま影響しているとのこと。評価年度特有の現象の
者意見
可能性もありますが、継続して留意し、もし減り続けるようであれば、対策も求められることにな
ると思います。

平成２４年度は、平成２５年度の新富士見分館の開館に向け、蔵書の計画的な購入や確保を図る
とともに、本館を中心とした図書館全体の魅力ある資料構成を考えて資料購入を行います。
また、中央カウンター業務の民間委託は２年目となり、職員の基幹的業務への取組を一層強化
課題及び し、レファレンスや暮らしに役立つ情報の提供では、魅力ある本館のプロジェクトチームにおいて
改善策 検討を行い、調査相談を充実し、市民の暮らしを支える図書館サービスを提供します。
電子書籍についても引き続き検討を進めます。
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の増加に努め、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

・児童サービスをこども図書館に集約し、「前橋子ども読書活動推進計画」（Ｈ２１年策定）の
いっそうの推進を図る。
・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。
・主に小学校新入生を対象に図書館利用カードを配布する。

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。

児童書の貸出点数
（こども図書館分）

673,849 740,000 652,293
冊
冊
冊 (168,165冊)
(162,596冊)

絵本受取の割合

67.9％

80.0％

73.5％

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。

利用団体数

35団体

60団体

70団体

「前橋市子ども読書活動推進計画」を推進する
ため、希望する小学校新入生を対象に図書館利
用カードを配布する。

小･中学生の登録者数

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

図書館利用カード

4 配布

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

22,199人 22,400人 22,463人

前年度評
価に伴う 小学校との連携として、桃井小学校の図書委員が体験学習を行いました。
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

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を実施しました。ブックスタート事業では、様々な工夫を行い、
受取絵本の割合が７３．５％と向上し、絵本セット団体貸出では平成２２年度の倍となる７０団
体、７，０００冊の絵本を貸し出しました。
学校との連携や支援を目的に、小中学校への団体貸出事業を開始しました。
また、県の地域子育て創生事業費補助金を活用し、紙芝居（大型・標準）、絵本（大型・標準）
等を購入し、平成２４年度から実施する読み聞かせ活動支援事業の準備を行いました。

従前より、子ども読書活動の推進については、大変充実した取組がなされていると評価していま
す。加えて、来館者が影響する貸出点数を除いては業績が伸びていることも素晴らしいことです。
学識経験
更に推進されるよう、例えば、図書館利用カードの配布時ではなく、利用カードの希望調査時に分
者意見
館やＯＰＡＣ、ＰＣ検索等の案内もし、子どもとその保護者にさらなる周知を図れると良いと思い
ます。

引き続き「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したが、その進
捗状況を確認します。ブックスタート事業では受取絵本の割合をさらに向上させたるめ、より一層
課題及び
の工夫を行うとともに、絵本セット団体貸出事業、小中学校への団体貸出事業の周知を行い利用の
改善策
促進を図ります。特に、平成２４年度より実施する読み聞かせ活動支援事業を推進することによ
り、こどもが絵本や紙芝居に接する機会を増やします。
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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、講演会、特別開館、貴重
資料をはじめ豊富な図書館資料を活用した展示
企画展等を開催する。

原稿枚数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

600枚

600枚

600枚

集会行事等の参加者数 2,703人 2,750人 2,726人

集会行事等の参加者数 4,444人 4,850人 4,979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％

96.5％

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

本館では、平成２２年度に引き続き「図書館の魅力発見ツアー」や「文化講演会」を開催すると
ともに、新しい企画として「東日本大震災と原発を考えるコーナー」など市民の関心に応えたコー
ナーを設置しました。また、こども図書館では、新たな企画を数多く開催し、本館、こども図書
館、分館を合わせた参加者は平成２２年度より約６００人増加しました。
こども図書館で実施した「まえばし人形劇フェスタ」や「読み聞かせ講座」に参加した市民への
アンケートでは、平均９６．５％の方から「満足」、「やや満足」の回答を得ました。

各事業が着実に推進されており、自己評価のとおり、評価できる内容になっていると思います。
ただし、松平家記録の保存に関する指標については、例年の解読枚数に加え、累計の枚数も掲載
学識経験 するほうが、よりわかりやすくなると思われます。
また、桃井小学校図書委員の体験学習も素晴らしい取組です。市内各学校で県庁等への社会科見
者意見
学も行われているようでもありますので、更に広く小学校等に声掛けをし、図書館もルートに入れ
てもらうなどの働きかけがなされても良いかもしれません。

平成２４年度は、市制施行１２０周年記念事業として、本館では所蔵する前橋市関連の資料を、
時系列・分野別に展示する「市制施行１２０周年記念コーナー」の設置や、こども図書館では前橋
市出身の絵本・児童書作家である「あんびるやすこ」さんの講演会や絵本原画展の開催など、図書
課題及び
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、分館を中心
改善策
とし小学生の体験学習を実施するなど学校と連携した行事も充実させていきます。
また、企画展や行事開催の際は、評価や次回の参考とするためのアンケートを、引き続き実施し
ていきます。
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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

・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

H22年度 H23年度 H23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

10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

687

630人

758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
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
ティアによるおはなしの会は、こどもが読書に親しむ機会を増やすことができました。
ボランティア参加者は平成２２年度よりも２割増加し、図書館活動への市民参加が推進されまし
た。

ボランティアの参加について、延べ人数とはいえ、着実に増加していることは高く評価できるで
しょう。図書館フレンズ事業については伸び悩んでいますが、２４年度には新たな取組も用意され
学識経験 るとのことで、期待しています。
読み聞かせについては、市内各所、あるいは学校などにおいてもそれぞれに取り組まれていま
者意見
す。それらの状況を把握したり、そういった各所で読み聞かせをしてくださる方のための講習会な
どを分館等も含めて開催できると、この取組の輪がより広がるのではないかと思われます。

図書館フレンズの参加人数が減少していることから、平成２４年度では、その活動内容を全面的
に見直し、より多くの中・高校生が参加できるようにします。
また、読み聞かせ活動の推進を図るため、地区公民館での読み聞かせ入門講座の開催を検討いた
課題及び
します。
改善策
また、市民の図書館活動への参加をいっそう推進するため、平成２４年度では、図書館ボラン
ティア制度の創設に向け準備を進め、新たな年齢層や活動範囲のボランティア活動を推進していき
ます。
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【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、市や各地
区で実施する青少年健全育成活動が効果的に行われるよう支援し、地域における健全育成活動の充
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

事業指標

事業概要

H22年度 H23年度 H23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・
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
画(いきいき前
1 橋っ子はぐくみプ 援を行い、各団体の活動を活発化させるなど、
プランの各事業を推進することにより、将来を
ラン)推進事業
担う健全な青少年の育成を図る。

各取組団体の｢チャレ
ンジシート｣の取組自
己評価「Ａ（よくでき
た）」とする割合

72％

85％

74％

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
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
充実を図る。

青少年健全育成大会の
参加者数

648人

660人

687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
について協議を行うとともに 地区のリーダー
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
進事業
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。

前橋のこどもを明るく
育てる地区別会議の参 2,952人
2 952人 3,000人
3 000人 3,128人
3 128人
加者数

4 成人祝開催事業

新成人に、大人になったことの自覚を促すとと
もに、前途を祝し激励するために、式典とイベ
ントの充実を図る。

地域の関係団体が協力して、企画運営し、子ど
もを地域の連携の中で育てる機運の醸成を図
のびゆくこどもの る。
5 つどい開催事業
また、小学生や中学生の主体的な参加を促進
し、特に中学生の自主的なボランティア活動の
充実を図る。

遊び場利用推進事

6 業

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

「参加してよかった」
と感じている新成人の
割合

90%

90%

91%

中学生ボランティアの
1,740人 1,900人 1,769人
参加数

各学校の指導員の数が
適正配置(７人）を上
回っている学校の割合

55%

65%

62.8%

地域における組織的な活動例や工夫した取組例を研修会で紹介したり、チャレンジシートの集約
前年度評 結果を関係団体に配布したりして、地域における活動内容の充実が図れるようにしました。「いき
価に伴う いき前橋っ子 はぐくみプラン」については、改訂後（H22.5 改定)の趣旨を、関係団体の会合等を
利用し、周知するように努め、地域・学校・家庭が「連携」することの重要性について継続的に説
改善
明を行いました。
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
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Ｄ：計画よりかなり遅れている

評価

・各団体の活動については、他地区の取組例を参考にした改善や、チャレンジシートを効果的に活
用した実践例が見られ、一定の成果を上げることができました。また、前橋のこどもを明るく育て
る活動推進事業については、各地域で内容を改善して実施したことにより、地域と学校が連携した
活動が増え、会議の合計参加者数は目標値を上回りました。
・青少年健全育成大会については、内容を工夫したことにより、参加者が目標値を上回り、健全育
成への気運を盛り上げることができました。
・成人祝開催事業については、開催日が１月８日であったため、前年度の参加率を若干下回りまし
たが、市内各中学校卒業生代表からなる企画運営委員により、プログラム内容を工夫した結果、参
加者の満足度は高まりました。
・のびゆくこどものつどい開催事業については、前年度からの目標である「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、中
学生ボランティアの参加数が増加するなど、成果を上げることができました。
・遊び場利用推進事業については、国の補助金が10％減額（予算額 8,218千円→内示額 7,396千
円）されたことに伴い、指導員の皆様のご協力を得て、指導員報酬単価を減額（1回当たり 1,800
円→1,700円）して実施日数を確保しました。

各事業が着実に実施されているのみならず、その内容についても工夫をしながら発展させている
ことが評価できます。特にのびゆく子どものつどいで、中学生の主体的な参加を視座に据えたこと
はとても良いことだと思います。また、例年成人式に係る満足度が高いことも素晴らしく、出来れ
学識経験
ば、成人式をきっかけとして若者が地域とかかわるような仕掛けができるとなお素晴らしいと思い
者意見
ます。
なお、放課後遊び場の指導員が減少している件については、例えば生涯学習課等との連携も視野
にいれながら、指導員研修や養成講座など、人材発掘のための仕掛けが必要かもしれません。

・いきいき前橋っ子 はぐくみプランについては、より実効性のある青少年健全育成計画とするた
め、青少年問題協議会等において内容を見直し、平成２５年度を目途に改定を行う予定です。
・地域や団体により取組状況に差が見られるので、チャレンジシートの集約結果や活動報告書をさ
らに活用し、青少年によるボランティア活動例等を紹介することにより、各地域の今後の活動に生
かせるようにします。
課題及び
・成人式のアトラクションに、企画運営委員（市内各中学校の卒業生代表で構成）による地域紹介
改善策
を取り入れるなど、若者と地域との関わりを考えた内容を工夫します。
・遊び場利用推進事業につきましては、国の補助金（補助率 1/3）を利用しており、年々補助額が
減額されるのに伴い遊び場実施日数又は指導員報償を減らさなくてはなりません。また、指導員が
大変少ない学校もあるため、学校と連携して、より多くの指導員を確保できるように努め、事業の
進展を図りたいと考えます。
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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、店舗巡回や警察、児童相談所等関係機関との適切な連携をとおして、青少年の非行防
止と健全育成を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

補導活動事業（支
補導員が午後、夕方、夜間の時間帯にゲームセ
援センター補導員
1 会等との連携を含 ンターや大型店舗等を巡回し、非行防止を図
る。
む）

青少年非行防止事

2 業

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、適切
な対応を図る。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

街頭補導活動における
4,193人 4,000人 2,16１人
声かけ数

市立小・中学校の問題
行動数

261件

250件

247件

補導・パトロール活動の巡回場所や巡回コースは、新たな大型店舗が開店して青少年の集まる場
前年度評
価に伴う 所も変わってきたり、不審者情報を基にしたり、変化に応じて迅速に柔軟に対応してきました。問
題行動に対しては、学校や関係機関と迅速な連携を行い、早期解決に努めました。
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

補導員が午後、夕方、夜間の時間帯に行う補導・パトロール活動においては、東日本大震災によ
る計画停電などで 月中は実施できず さらに 青少年 外出者が前年度に比べ少なく 声かけ数
る計画停電などで４月中は実施できず、さらに、青少年の外出者が前年度に比べ少なく、声かけ数
及び現場注意数が前年度より減少しました。また、平成２３年度は、補導スタッフが代わり、声か
け数のカウントの仕方をより実質的なものとしたため、声かけ数が前年度より減少しました。しか
し、青少年の問題行動の未然防止のため、温かな声かけを率先して行いました。その成果もあり、
問題行動発生件数は、前年度に比べ、減少しています。
（声かけ及び注意喚起 1,726人、違反者現場注意 435人）
教員による補導・パトロール活動は、中学校区で行い、教員が自校の校区をパトロールするの
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。

声かけ件数がかなり減っていることについては、震災という本年度特有の原因があるというこ
と、また声かけの内容をより実質的なものとしたことによるとのことで、理解できました。
また、青少年の外出者が少なくなったということも、本年度の現象かもしれません。このことに
学識経験
ついては、継続して検証していただきたいと思います。結果として、問題行動数が減少しており、
者意見
不断の取組が功を奏しているものと評価できます。
今後、より市民の協力も得られるようなしくみも構築できないか検討をすることも念頭において
いただければと思います。

大型店舗や公園等はもとより、青少年がたまりやすい場所等の情報をアンテナを高くして把握
し、迅速かつ的確に対応し、効果的な補導・パトロール活動ができるよう努めていきます。
今後も、補導・パトロール活動の巡回場所や巡回コースは、児童生徒の生活実態や不審者情報等
課題及び
改善策 を基に柔軟に対応していきます。
青少年の非行防止に関して、市民の協力がより得られるよう、学校や関係機関・団体等と相談、
連携して、問題行動の防止と早期発見、適切な対応を図っていきます。
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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

学校と保護者、地域が連携し、登下校の安全確
保や「学校安全アドバイザー学校訪問」等を通
青少年被害防止事
して不審者からの被害防止に努める。また、虐
1 業
待の防止に努めるとともに、ネット被害の防止
を図る。

「おれんじめーる」の
登録率
「こども安全協力の
家」の登録戸数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
95%

93%

95%

1,934戸 1,950戸 1,760戸

「おれんじめーる」の発信内容は、登録した保護者等の携帯電話にすぐに届くので、現在、Ｗｅ
前年度評 ｂ上での閲覧についての必要性を検討しています。登下校の安全対策については、「学校安全アド
価に伴う バイザー学校訪問」を計画的に実施し、そのねらいを達成できました。さらに、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に努めるよう指示しまし
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

「おれんじめーる」は、緊急時の有効な情報伝達手段として学校・保護者の認知も高く、登録率も
向上し、利用も進んでいます。さらに、登録率が高ければ高いほど有用性も増すので、登録率の向
上を図る必要があります。
大人によるパトロール活動で子どもの安全を守ることはもちろんですが、子ども自身の防犯意識
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ます。そこで、平成２３年度
高 、適切な対処 仕方 身 付け
極
重要 あ
す。そ
、平成
年度
の「学校安全アドバイザー学校訪問」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、防犯意識の高揚を図ることができました。
「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」に子どもたちがお世
話になり、事故に至らなかったわけで、その有用性、必要性を評価することができます。
虐待防止に関しては、児童相談所等関係機関と連携し、虐待防止や家庭支援に努めました。ま
た、ネットトラブルの防止のため、啓発リーフレットを作成したり、携帯・インターネット問題に
係る講座・教室を年間２５回実施し、その危険性について啓発することができました。

「おれんじめーる」の有用性は従前より周知のとおりです。登録率は相当に高いので、ここから
先は非登録者の実態を個別に把握する必要があるのではないでしょうか。機器等の環境がないの
か、単に登録をしないだけなのかによって、対応は異なってくるかと思います。
学識経験
「こども安全協力の家」について、普段から利用されている様子が伺え、良いことと思います。
者意見
協力者の皆さまにも感謝申し上げると共に、普段からちょっとした事でも活用させていただいてい
ることが、いざというときの備えになるものと思いますので、そのような雰囲気作りを引き続き進
めていただきたいと思います。

「おれんじめーる」は、緊急時等の情報伝達手段として、登録率が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。そのためには、「おれんじめーる」の有用性を保護
者に周知するとともに、登録していない保護者の状況を把握し、対策を行っていく必要がありま
す。特に、保護者のメルアド変更に伴う再登録の手続きの仕方については、保護者に周知していき
課題及び ます。
平成２４年度の「学校安全アドバイザー学校訪問」は、平成２３年度（小学校２４校）と同じね
改善策
らいと内容で２５校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
努めていきます。
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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

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

各適応指導教室入所児
童生徒の学校への復帰
率

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

58.5%

50%

67.9%

学校支援員を配置し、不登校児童生徒へのきめ
細かな指導・援助の充実を図り、不登校児童生
徒数の減少を図る。

不登校児童生徒の割合 小0.19% 小0.20% 小0.23%
(出現率）
中2.68% 中2.50% 中2.43%

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対
いじめ問題対策事
策を実施する。また、指導主事等による指導・
3 業
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 小91.6% 小90.0% 小86.5%
中86.8% 中90.0% 中92.1%
割合
《解消率》

学校支援員配置事

2 業

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
学校支援員やスク
ルカウンセラ 、オ プンドアサポ タ 等、不登校にかかわるスタッフの
前年度評 有効な連携について各学校の取組の充実に努めました。
価に伴う
「中１ギャップ」解消に向けた小中学校の連携の強化を図り、かなり改善されてきました。
改善
不登校・いじめ対策にかかわる会議を開催し、不登校やいじめの実態の分析や原因、その対策等
について検討・研修を行いました。
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２３年度の不登校児童生徒の出現率は、小学校は増加、中学校は減少し、全体としては減少
し目標を達成することができました。不登校・不登校傾向児童生徒にとって、一人一人に対応した
支援を行うことはきわめて重要なことです。学校に配置された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が、各学校の実態に応じて、相談室等で個に応じた支援や心のケア
を行い、効果を上げています。
適応指導教室は、不登校児童生徒の居場所となり、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おり、学校への復帰率も向上し目標を達成することができました。
平成２３年度はいじめに関する大きな事案の発生を受け、いじめ対策の見直しと今後のいじめ対
策の充実に努めてきました。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が、各学校
における毎月のいじめアンケートが形骸化しないように指導し、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。

適応指導教室に通っている児童生徒については、一定の復帰率を維持できており、評価できま
す。ただし、教室に通えない児童生徒についての対応にも引き続き取り組んでいただきたいと思い
ます。
いじめの解消率は、小学校において目標を達成できませんでした。その事自体は、十分に検証を
学識経験
者意見 進めていただきたいと思いますが、一方で、評価の欄にあるように、調査の形骸化を避けるととも
に、数字だけを追い求めてしまうと、学校が、解消していないのに解消したとしてしまうような雰
囲気が形成され兼ねませんので、学校現場が、引き続き、安心して現状を明らかにできるような雰
囲気を維持して頂きたいと思います。
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平成２３年度には、本市中学校において、いじめの動画がネット上に流出するという事案やいじ
めに係る損害賠償請求事件が発生しました。この事態を深刻に受け止め、二度とこのような事案が
発生しないように、今までの対策を見直し、さらに、いじめ対策の充実に努めていきます。
携帯電話やインターネット問題に関しては、児童生徒の発達段階に応じた情報モラル教育を充実
させ、携帯電話やインターネットにおける危険性など児童生徒への指導や保護者への啓発等を充実
させ、携帯電話やインターネットによる被害防止や加害防止に努めていきます。
さらに、「いじめは絶対に許されるものではない。」と言う毅然とした態度で、今までのいじめ
課題及び
改善策 対策を検討して更なるいじめ対策の充実やスクールカウンセラー等による児童生徒の心のケアの充
実に努めていきます。また、毎月のいじめアンケートが形骸化しないように、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とおして
さらなる充実に努めていきます。
学校との連携を深め、不登校を予防するための対策を工夫するとともに、学校支援員やオープン
ドアサポーター等のスタッフが、不登校児童生徒の状況に応じたきめ細かで組織的に対応すること
により不登校の減少を目指します。
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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、学校における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」周辺の特性を生かした活動プログラム
案の作成とフィールドの整備等を行う。

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
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
夫を行うことにより、自然体験活動の充実を図
業
る。

赤城少年自然の家・おおさる山乃家周辺の自然
前橋市市有施設活 の特性を活かしたプログラム案の作成・周知と
2 用推進事業
フィールドの整備等により、市有施設における
自然体験活動の充実を図る。

自然体験活動推進

3 事業

赤城少年自然の家とおおさる山乃家周辺の自然
を活用した体験活動のフィールドやプログラム
の仕組みづくりについて推進を図る

指導協力者を活用して
いる学校数

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

22校

35校

25校

前橋市市有施設（赤城
少年自然の家）の利用
7,306人 7,580人 8,332人
者等の人数
※実数（２泊３日利用
者も１人）
前橋市市有施設（おお
さる山乃家）の利用者
3,362人 2,450人 2,061人
等の人数
※延数（宿泊ごとの人
数）
指定管理者主催及び協
力による自然体験活動
回数及び指導者養成講
習回数（赤城少年自然
の家・おおさる山乃
家）

93回

70回

73回

上記における自然体験
活動参加人数と指導者 1,895人 1,800人 1,800人
養成講習参加人数

赤城少年自然の家については指定管理者の自主企画の工夫や積極的な営業活動により利用実績を
前年度評
伸ばすことができました。自然体験活動にかかわる講習会未参加者に、講習会参加を呼びかけ、教
価に伴う
職員への普及を広めるとともに、指導初心者にも実践できる活動プログラムを提示して、各学校の
改善
活動を支援できるように工夫しました。
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

指導者講習会を計画どおりに実施し、具体的な資料を活用しながら、自然体験活動の意義につい
ての講義や実習、活動プログラム例や講師の紹介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」等を利用した自然体験活動例や自然体
験活動講師の紹介について積極的に情報提供を行いました。
平成23年度は放射線の影響で一部の自主事業（山菜取り、きのこ取り、ワカサギ釣りなど）が中
止を余儀なくされました。しかしながら、赤城少年自然の家においては、事業の見直しを行い利用
者数を伸ばすことができました。おおさる山乃家においては代替事業の実施が難しく実績が減少し
ました。

本年度は、原発事故という特有の状況がありました。自主事業等を中止せざるを得なかったた
め、実績については、参考値とすべきと思いますが、その中でも、自然の家の実績が伸びたことは
素晴らしいことと思います。
学識経験
プログラム例は教育課程と結び付けて作成されているために、利用しやすいと伺いました。こう
者意見
いった細やかな取組は評価されるべきと思います。また、自然体験活動は児童文化センターが統一
的に担当となったので、ワンストップでできるようになった点は、今後の展開におおいに期待が持
てる根拠となると思います。
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自然体験活動の趣旨や重要性、実際の活動プログラムについて、教職員対象の研修内容を一層工
夫します。また、小学校の林間学校における自然体験活動を効果的に実施していけるよう、市有施
設である「赤城少年自然の家」を実際に活用した悉皆研修の充実に努めます。
さらに、「前橋市児童文化センター」を核とした自然体験活動支援事業を推進し、効果的な自然
課題及び
改善策 体験活動例や、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積極的に情報発信し、活
用を図れるようにします。
今後も放射線の影響は続くため、事業実施に影響が生じる恐れがある。そのため従前の自主事業
に代わる事業を企画し集客数を確保する必要があります。
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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

自然科学や環境、交通安全に関する理解と関心を高める体験的な活動、文化芸術に触れたり自己
表現したりする活動、自然体験を通しての学習活動など、児童文化センターにおける多様な体験活
動の充実に努める。
事業概要

主な実施事業名

事業指標

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

1 活動事業

子どもたちの科学・文化芸術教育に関する各種
事業、教室、クラブ活動等を実施し、子どもた
ちの心身の健全な育成を図る。

クラブ・教室参加者の
満足度（大変良いの割
合）

91%

85%以上

83%

2 天文教室

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
心を高め、自然科学に対する見方や考え方を育
てる。

学校・幼稚園等の内容
及び興味関心へ評価
（大変良いの割合）
①内容の評価
②興味関心への評価

100%

95%以上

①99%
②86%

交通安全教室や講習会を実施し、子どもたちの
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
止しようとする態度や能力を育てる

学校・幼稚園等の内容
及び安全意識への評価
（大変良いの割合）
①内容の評価
②安全意識への評価

98%

公園整備
年 度

①99%
②77%

教室・体験活動の参加
者の満足度(大変良い
者
満
良
の割合）

75%

80%以上

77%

科学文化芸術教育

子どもたちの体験 子どもたちの活動に関する情報提供や、休日に
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（教室
施し、子どもたちの心身の健全な育成を図る。
等）

整備状況
各種クラブ・教室・講
76,000人 等により 95,000人
座・体験活動参加者数
変動

平成２４年１月に新館がオープンし、利用者も増えています。新しい施設を有効活用し、子ども
前年度評
たちにとってよりよい施設にするための工夫を行ってきました。また、適切な評価を行うため、天
価に伴う
文教室や交通安全教室後に子どもたちの意識の変化についてアンケートで評価してもらうようにし
改善
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

教育活動としての交通・天文教室や、興味・関心に応じた科学及び文化芸術に関わるクラブ活動
や教室、プラネタリウム投影や様々な体験活動など、旧館及び新館における施設の特徴を生かした
事業の実施により利用客が増加し、心身の健全な青少年の育成に大きな役割を果たしてきたと思い
ます。
評価
児童文化センターにおいては、子どもたちのクラブや教室、様々な体験活動事業について、内
容・回数・参加者等、ほぼ計画どおり実施できたように思います。.新館のオープン後は入館者数も
増えている状況です。
各事業が着実に展開されている様子が伺えます。特に新館について、オープン以来非常に多くの
利用者があり、また、利用している子どもたちがみな笑顔でいるとの話をヒアリングでお聞きする
学識経験 ことができました。その笑顔が、そのまま新しい児童文化センターの評価と言えるかもしれませ
者意見 ん。
今後も、引き続き、市民参加型の取組を模索するなど、中身を充実させていただきたいと思いま
す。
現状の職員・運営体制の中で、様々な工夫をしながら運営してきました。さらに、平成２４年１
月の新館オープン後、入館者数が増加してきましたが、子どもたちや親子の健全な体験活動充実の
ため、プラネタリウムや映画会、冒険あそび場などの実施回数を増やし、新たな事業等を増設実施
課題及び
して利用者へのサービス向上に努めてきました。
改善策
今後は、環境学習への取組を含め、さらなる事業の充実に向けて、児童文化センター（前橋こど
も公園）の再整備を引き続き行う中で、活動に必要な施設設備の充実と運営体制の工夫を図り、よ
り魅力的な内容の事業を実施できるよう検討していくことが必要と考えております。
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具体的施策 海外研修事業の充実
施策の
ねらい

国際感覚を身に着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。
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
富士見中学海外研
進、国際感覚の育成を目指し、事前研修・本研
2 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。

生徒が帰国後に、学校
や地域において行った
海外研修体験発表及び
市等の国際交流事業へ
の参加平均回数（1人
当たり）

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

3.5回

4.0回

3.9回

事業１の指標による。
（事業１・２の実績を
合わせて評価する。）

海外研修の成果を学校や地域に還元するために、平成23年度は、体験発表会・帰国報告会の他、
前年度評
価に伴う ２日間の「学校フェスタ2011」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（春日中）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

本事業の実施によって、中学生という多感な成長時期に、直接異文化に接し、ホームステイ活動
本事業 実施によ て 中学生と う多感な成長時期に 直接異文化に接し ホ ム テイ活動
や語学研修等の体験が得られたことは、国際感覚を身に付けた本市の青少年の育成を図る上でたい
へん有意義でした。
また、帰国後に、研修生による報告会や体験発表会などの機会を増やすことにより、研修の成果
を学校や地域に還元することもできました。帰国後の活動の充実を図ることは、本市における中学
生の国際理解を深めたり、国際交流活動への関心や意欲を高めたりするためにも、たいへん意義が
大きいものであると考えます。

グローバル人材の育成が社会的な要請となりつつある中で、若い時期に海外を体験できる機会が
学識経験
あることはとても良いことです。この事業そのものについては、意味の有ることと思われますが、
者意見
参加できない生徒のほうが多いことも踏まえて事業を検証する必要もあるかもしれません。

・平成２３年度をもって富士見中学海外研修事業が終了し、本市の海外研修事業が一本化されたこ
とに伴い、従来の事前研修、本研修、事後研修の内容や方法を見直したり、さらに工夫したりする
ことにより、研修内容の一層の充実を図ります。また、帰国後の国際交流活動について、中学生と
してどのような活動が可能か、または適切かをさらに検討する必要があります。
・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に視点を
課題及び
あてながら、発表内容の改善を図ります。
改善策
・富士見中学海外研修が終了したことによって、オーストラリア・ユマイナ校との交流が途絶えて
しまうので、市立前橋高校生海外研修の研修校をユマイナ校に変更し、交流を継続できるようにし
ます。
・国際理解教育の充実の観点から、広く国際交流活動等の在り方について、今後、国際教育推進委
員会等において検討を重ねます。
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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コースの開催、
1 事業
延べ人数６万人の参加を目標に開設し、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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

96.5％

95.0％

99.3％

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上でも年間を
前年度評
価に伴う 通じて掲載し、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

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

個
体力や経験 応
親 み
う市民 要
応 、指定管 者 連携
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、指定管理者と連携し
ながら各種スポーツ教室を開催し、市民のスポーツに親しむ機会の推進が図れました。ただし、４
月からの計画停電に対応したため、教室の開催数・参加者数が減少しました。
【H22】教室開催数:244コース、参加者:9,422人、延べ人数:57,551人
【H23】教室開催数:230コース、参加者:8,850人、延べ人数:54,782人

参加者の満足度が非常に高く、内容を充実させていただいている成果と思います。
WEB上でもスポーツインフォメーションが見られるようになっていることはとても素晴らしいこと
学識経験
です。しかし、残念ながらインフォメーションを見て参加される方がまだ少ないと聞きました。イ
者意見
ンフォメーションをより周知する方策を検討できれば、更に幅広い年代の多くの人に参加していた
だけるようになると思いますので、検討してください。

・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、今後も市民の要望に対応していきま
す。例えば、フィットネスや水泳教室等応募の多い教室は、安全に考慮ながら開催数や定員数を増
課題及び やし、多くの市民が受講出来るよう努めていきます。
改善策 ・スポーツインフォメーションによる教室の周知の方策については、「前橋スポーツ推進委員だよ
り」などの広報紙にスポーツインフォメーションに関する記事を掲載することなどを検討していき
ます。
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具体的施策 スポーツ推進委員による生涯スポーツの推進
施策の
ねらい

スポーツ推進委員の活動内容を広く市民に周知すると供に、各種スポーツ・レクリエーションの
実技指導及び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

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

スポーツ推進委員の活動内容の広報に務めると
共に、各地区で気軽にスポーツを経験する機会
を増やすため、地域ごとに軽スポーツ（スポ
スポーツ推進委員
レック他）の巡回教室や生涯スポーツ大会など
1 会運営補助事業
を開催し、生涯スポーツの普及を図る。
平成22年度４ブロックで開催
平成23年度全６ブロックで開催

巡回教室参加者数

スポーツ推進委員(110名）の地域での軽スポー
スポーツ推進委員 ツの実技指導や講習会及び各種大会の企画運営
2 活動事業
の活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。

スポーツ推進委員活動
1,350回 1,400回 1,322回
回数

193人

前年度評
価に伴う
改善

地域巡回教室については、計画どおり全６ブロックで実施することができました。

進捗管理

Ｂ

評価

Ａ 計画以上に進められた
Ａ：計画以上に進められた

Ｂ 計画通り進められた
Ｂ：計画通り進められた

Ｃ 計画より若干遅れている
Ｃ：計画より若干遅れている

300人

212人

Ｄ 計画よりかなり遅れている
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講習会や審判講習会を開催し、スポーツ推進委員の資質
の向上を図りました。また、活動内容を広く市民に周知するため、年２回発行している広報誌に関
係記事を掲載しました。
・スポーツ推進委員が地域におけるスポーツ振興の推進役として活動できるよう、地域での各種ス
ポーツ大会の企画運営を支援しました。
・地域巡回教室を６ブロックで実施し、軽スポーツ（スポレック）の普及･進行を図りました。
・生涯スポーツ大会を開催し、市民にスポーツに親しむ機会を提供しました。

地域巡回教室について、本年度は６ブロックで開催されたとのこと、着実な取組として評価でき
ます。
学識経験
スポーツ推進委員については、体育指導員からの名称変更とのこと。このことの周知を含め、推
者意見
進委員の活動に関する広報も更に充実させていただきたいと思います。そのためにも、改善欄にあ
るように、各推進委員の活動状況をより詳細に把握できると良いと思います。

・地域巡回教室については、年間４回から６回の目標を実施することができましたが、多くの市民
が参加できなかったことは今後の課題であり、地元回覧等により周知を図っていきたいと考えてい
課題及び
ます。
改善策
・スポーツ推進委員の地域活動については、実績に沿った報告方法を再度検討していきたいと思い
ます。
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具体的施策 地域スポーツの推進
施策の
ねらい

地区における運動会及び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、
仲間づくり、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仲間づ
1 開催補助事業
くり、明るい地域社会づくりを図る。
Ｈ22年度24地区、Ｈ23年度23地区開催

地区運動会参加者数

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

72,127人 75,000人 72,067人

体育協会専門委員会において協議した地区運動会における特色ある種目の情報については、地区
前年度評
価に伴う 運動会実行委員会へ提供を行い、次回大会への資料としました。また、翌年度における市内大規模
イベント情報を通知するなどの情報の提供も行いました。
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

地域スポーツの最大イベントである地区運動会については、子供から高齢者まで参加することに
より、世代間の交流を図ることができました。

隔年開催の地区があるにせよ、各地区が着実に運動会を開催している様子が伺えます。運動会は
学識経験 健康づくりやスポーツ振興という一義的な意義に加え、地域づくりという視点からもとても有効な
者意見 行事であると言えます。地区よりも小さな町単位で行われているものもあるので、それらについて
も把握できれば、なお良いと思いますので、検討をしていただきたいと思います。

・地区運動会は誰でも参加できる大会であることから、引き続き体育協会専門委員会における地区
課題及び 市民運動会の調査研究内容について、スポーツ推進委員を含む各地区の運動会実行委員会に報告す
改善策 るとともに、情報の共有を図っていきたいと思います。
・各種スポーツ大会の地区活動状況についても、調査を実施したいと考えます。
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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
することにより、市民が各年齢層やスポーツ経験に応じて気軽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
機会を推進する。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H23年度 H23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
参加者満足度
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
（満足度100で80以
1 ン開催補助事業
る。
上）
第１２回大会は3月11日発生した東日本大震災の
影響により中止となった。

72.3%

85%

中止

スポーツレクリエーションを推進するため、軽
スポーツフェスティバルを開催し、スポーツ大
軽スポーツフェス 会へ気軽に参加できる機会を図る。
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、スポーツ吹矢、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)

87.0%

85%

98.0%

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ためスポーツボラン
ティアバンクの登録を募集し、本市主催行事で
の協力により市民力の発揮を図る。

スポーツボランティア
バンク登録者数

513人

550人

524人

スポーツボラン
3 ティア活動事業

軽スポーツフェスティバル大会の全競技同一会場での実施は難しいですが、市民体育館をメイン
前年度評 として工科大学体育館での開催種目については、今までのとおり開会式に参加していただきます。
価に伴う アンケートの回収率については平成23年度に１０％増加しましたが、引き続き検討をしていきま
す。
改善
H22：51％ H23：61％
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12回前橋シティマラソンについては、東日本大震災の影響により中止となりました。
・軽スポーツフェスティバルの開催により、市民が気軽にスポーツ大会に参加できる機会を提供し
ました。
平成22年度：7種目2,110人 平成23年度 8種目1,885人参加
・ボランティア活動については、前橋シティマラソンは中止となりましたが、平成23年度初開催と
なった赤城山ヒルクライム、毎年開催しているニューイヤー駅伝や１００km駅伝において警察官の
交通規制を補助し、安全かつ円滑な運営に寄与しました。

前橋シティマラソンが中止となったのは、大変残念なことでありましたが、適切な判断であった
学識経験
と思います。赤城山ヒルクライムやニューイヤー駅伝については、所管ではないながらもボラン
者意見
ティアの派遣等で協力していることは評価できます。
・軽スポーツフェスティバルについては、引き続き多くの市民が参加できるよう新たな軽スポーツ
の導入を進めていきたいと考えています。なお、参加種目を増やすことはできましたが、参加人数
の増加を図ることができなかったので、チーム参加数の増加を図るため十分な広報活動を行いたい
課題及び と思います。
改善策 ・フェスティバルの実施については、全種目を同じ日に実施できるよう施設の確保を図りたいで
す。
・スポーツボランティアバンクについては、大会の安全を期するため、AEDボランティアの登録の増
加に努めていきます。
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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

学校施設利用促進

1 事業

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
親しめる環境をつくり、生涯スポーツの振興、 利用回数
地域づくりを図る（利用延人数：695,197人）。

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

39,010回 39,000回±3％ 37,442回

前年度評
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、目標基準値という考え方を
価に伴う
導入し、39,000回±３％の範囲で変化を維持するという設定に変更しました。
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

東日本大震災の影響による電力不足に対応するため、節電対策（照明の利用制限）を行った４
月・５月の利用者が減少しましたが、６月以降は例年と同様に利用され、地域住民の健康増進や、
仲間づくり・地域づくりを推進することができました。

学校施設には限りがあるため、今後これ以上の実績増加は難しいだろうとの見込みから、目標基
学識経験
準値という考え方を導入されたことは、本評価事業全体にとっても意味の有ることと思います。
者意見
今後も、多くの方に利用されるための環境整備を鋭意継続していただきたいと思います。

課題及び
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、運営委
改善策 員会及び開放管理者と連携していきます。
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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、市民スポーツ祭における競技別大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支援、指導者の資質向上を図る
研修により、スポーツを通し健全な青少年の育成を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

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

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）

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

16,699人 18,200人 16,349人

4,513人

4,600人

4,359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）講習会の開催により資質
前年度評
価に伴う の向上を図ることができました。また、表彰事業は競技者としての励みと成る事業であり、スポー
ツに親しむ基盤づくりができました。
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を支援して、スポー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ることができました。
・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ができました。ま
た、優良団員の表彰事業や講演会の開催等、継続的に実施し指導者意識の向上を図りました。
平成22年度 団数165、団員数3,785名、指導者数728名
平成23年度 団数162、団員数3,661名、指導者数698名

いずれの事業も微減ではありますが数値は下降しているようです。この傾向が継続するのか注視
する必要があると思われますが、一方で、ほぼ現状が達成値である可能性もあるので、そのことに
学識経験 関する検証を行い、着実な維持継続ということに目標を定めることも視野に入れても良いのかもし
者意見 れません。
スポーツ少年団の指導者に対する講習会については着実に展開していただいており、評価できま
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、青少年の育成にとっても大
きな役割を果たしており、今後も意識や指導方法が共有できるよう研修会を開催していきます。
・市民スポーツ祭は競技種目ごと、年代別、競技力別等で開催できるため、今後においてもスポー
課題及び
ツに親しんでいる多くの市民の参加を得られるよう種目選考等についても関係団体へ指導していき
改善策
たいと思います。
・スポーツ少年団においては、小学生における加入率を調査し、今後において目標設定とするなど
の検討を行いたいと考えています。
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具体的施策 競技力向上の支援

施策の
ねらい

県民体育大会等の前橋市代表選手を支援し、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。
全国大会を継続的に開催する推進事業や各種スポーツの全国大会等の誘致により身近で高いレベ
ルの競技を観戦する機会を増やすことにより、競技力の向上と地域の活性化を図る。

主な実施事業名

事業概要

事業指標

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

優勝競技数
(県民体育大会等２９
競技）

8競技

10競技

2 選手支援事業

出場選手数

978人

1,200人 1,042人

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。

表彰者数(個人数・団
体数）

本市代表として開催される県民体育大会等各種

1 選手強化育成事業 大会への出場を支援して、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。

8競技

個人125人 個人150人 個人129人

10団体
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
戦
機
増
各種スポーツ大会
会 技力の向上と地域の活性化を図る。
開催大会数
4 開催補助事業
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にて18大会が開催され
たことにより、３４大会となった。

15団体

5団体

34大会
会
20大会
(18大会)

21大会

優秀選手表彰事業については、表彰者を個人・団体に分け集計を行い指数としました。
前年度評
価に伴う （団体においては、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトボールの団体種目
減）
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

・県民体育大会参加の２５種目(２９競技）に支援し、大会出場に向け競技力の強化を図ることがで
きました。その結果、県民オープニング大会総合準優勝、県民体育大会夏季大会総合優勝、県民体
育大会秋季大会優勝（５年ぶり３９回目)を飾ることができました。
・国際大会や全国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っていま
す。
・優秀選手表彰事業においては、他の選手の模範･目標となっています。
・全国大会を誘致することにより、役員・参加者の宿泊等により地域活性化を図ることができまし
た。
・第５回春季全日本小学生女子ソフトボール大会やクラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会
の開催により、多くの選手・役員が本市へ訪れ、本市の知名度のアップを図ることができました。

選手強化育成事業、選手支援事業、選手表彰事業ともに、目標値には達しませんでしたが、前年
度実績と同等もしくは上回ることができており、評価できます。
学識経験
スポーツ大会の開催については、着実に大会数を増やしており、こちらも評価できます。
者意見
上記３事業の指標は競技結果によるものなので、難しい部分もありますが、目標に結果を用いる
ということ自体は挑戦的な設定であり、良いと思います。

・県民体育大会では総合優勝等の実績を残しことができましたが、下位で低迷している種目もあ
課題及び り、強化の種目指定について競技専門委員会等で検討していきたいと思います。
改善策 ・継続開催する全国大会等は、市民のスポーツに対する関心を高めるとともに、本市のＰＲや経済
効果を期待できることから、その誘致について引続き計画していきたいと思います。
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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

H22年度 H23年度 H23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

4(2)

0(3)

1(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

1(0)

0(2)

0(2)

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。

改築校数
（ ）内は設計

1(1)

1(1)

1(1)

78％

81%

79%

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 児童生徒などの満足度
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

2(3)

2(3)

8(2)

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

5(7)

9(8)

8(8)

5 事業

6 校舎等耐震化事業 行うもの。

前年度評
学校施設は市民の避難所にもなっていることから、耐震補強による耐震化完了時期を平成２７年
価に伴う
度から平成２６年度に見直しました。
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

校舎等の新増改築事業については、桃川小校舎にトイレが不足していたためトイレ棟を増築しま
した。また、みずき中校舎等新築工事は計画どおりに進んでおり、２４年度中に完成する予定で
す。
校舎等耐震化事業については、計画していた小学校体育館耐震補強のうち1棟を実施することがで
きませんでしたが、平成２４年度に予定していた小学校体育館耐震化をはじめ、一部の事業を前倒
して着手しています。
なお、計画にはありませんでしたが、暑さ対策として小中学校・幼稚園の全ての普通教室にエア
コンを設置、また、体育館の耐震化と同時に大規模改修を行い、教育環境の改善を図ることができ
ました。
平成23年度末の耐震化率は、校舎93.6％、体育館48.9％、総数83.5％に達しており、更なる耐震
化を進めています。
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児童、生徒の安全を守るために、最も重要な施策の一つと言えるでしょう。そのことを踏まえら
れ、堅実な計画を立て、着実に、あるいは計画以上に推進されている様子がわかり、評価できま
す。
また、課題及び改善策にも記載があるとおり、学校施設は児童、生徒のみならず、地域住民に
学識経験
とっても重要な施設であります。市民の安全という観点からも、重点的な取組をしていただき、耐
者意見
震化率100％を目指していただきたいと思います。その意味で、耐震化完了時期を前倒しされたこと
も高く評価できます。
なお、トイレの改修についても、単なる施設整備というにとどまらない教育上の効果が期待でき
る重要な施策と思われますので、引き続き取り組んでいただきたいと思います。

国の施設整備基本方針及び施設整備基本計画が改正され、特に東日本大震災において学校施設が
地域住民の応急避難所としても機能したことから、耐震化完了目標、非構造部材の耐震化、防災機
能の強化、老朽化対策の推進が位置づけられました。
本市の現状は、耐震化については計画的に進めており、また、非構造部材の耐震化についても、
体育館の耐震補強の際に耐震天井に改修して耐震化を図っています。しかし、防災機能については
課題及び 十分とはいえない状況です。老朽化対策としては、本市においても昭和４０年代以降、児童生徒の
改善策 急増に対応するために多くの校舎が建築されてきました。今後は、こうした校舎が耐用年数を迎え
るにあたり建替え需要が見込まれます。建替えには多額の費用が掛かりますので、小中学校の適正
規模・適正配置の動向に注意し、建替え、あるいは大規模改修のいずれが効果的であるかを見極め
ながら計画的に行っ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ます。また、効率的で柔軟な共同調理場の運営を
進めます。

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 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
施設整備 施設整備 施設整備
備品購入 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、施設整備と同時に調理・配送業務の見直しを図り、調理の
前年度評
価に伴う 充実に努めました。また、民間委託については、全調理員を派遣し研修するとともに、他の共同調
理場の委託条件等の検討を進めます。
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

中央共同調理場 分散化に
ては 基本方針に基づき各共同調理場 施設整備等を ケジ
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共同調理場の施設整備等をスケジュー
ルどおり実施するとともに、ソフト面についても調理内容の充実を図るため、配送計画の策定と併
せて調理作業の工程の見直し等により調理時間の確保した上で、中央共同調理場を廃止し、対象校
を他の共同調理場へ分散化することができました。
民間委託化については、業務履行状況調査を継続実施するとともに、全調理員を対象に委託場を
研修し、民間ノウハウを活用するなど調理技術の向上に努めるとともに今後の他の共同調理場の委
託化についても総務課と調理員が一体となって検討を進めることができました。

中央調理場の分散化について、既に完了したものの、その後も他の共同調理場の充実に取り組ん
でいることがうかがえ評価できます。また、施設設備のみならず、業務内容に関する不断の改善が
学識経験
なされていることも評価できます。
者意見
民間委託については、今後も、費用対効果はもとより、児童生徒にとってよりよい給食を提供す
るという観点から、その効果等を十分に検証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、中央共同調理場の分散化後の状況を多面的に検証するとと
もに、既存施設を活かした更なる学校給食の質の向上及び衛生管理の徹底を図る必要があります。
課題及び
共同調理場の民間委託化については、引き続き業務履行状況調査等を通じて学校給食の安全性を
改善策
確保するとともに、中央共同調理場の分散化後の検証状況等を踏まえ、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。
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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・安全に活用できるよう施設の整備や施設の適
正な維持管理を行なう。また、環境に配慮した設備の改修を行う。

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。述べ床面積
総社公民館整備事 1,701.25㎡平成21年度：文化財調査、基本・実
事業の進捗率
1 業
施設計 平成22年9月～平成23年5月：本体建設
工事 同年9月までに：外構工事・備品購入・引
越 同年10月３日：新公民館の開館

2 公民館運営事業

コミュニティ施設

3 管理運営事業

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績
本体建設 本体建設 本体建設
工事 工事及び 工事及び
進捗率 移転の完 移転の完
了
了
33.5％

市民が快適・安全に公民館を利用することが出
来るように、施設の適正な維持管理を行う。

公民館利用者数

市民が快適・安全にコミュニティセンターを利
用することが出来るように、施設の適正な維持
管理を行う。

コミュティセンター利 218,499 220,000 218,973
用者数
人
人
人

826,347 830,000 760,773
人
人
人

東日本大震災経験から、公民館は地域の防災拠点として重要な位置にあり、施設の安全を確保す
前年度評
価に伴う るため、計画的な改修・補修が求められています。このため、建物の耐震診断を進め、必要に応じ
て改修を進めました。
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

東日本大震災後の電力事情から夜間の施設使用を制限したため、公民館では利用者が大幅に減少
しました。しかし、総社公民館整備事業では、平成２３年１０月３日に予定どおり開館し、１０月
１７日の落成式では、地域住民との協働により、地域と行政が一体となって式典を実施することが
できました。また、公民館運営事業では、予定していた補修工事は計画どおり実施しました。な
お、雨による建物の損傷が多く発生しましたが、迅速な補修工事を実施しました。更に、コミュ
ティ施設管理運営事業では、現在の指定管理契約が平成２４年３月で終了したため、引き続いて指
定管理先とする事務を進めることができました。

新しくできた公民館については、利用者アンケート等を通して、その評価をしっかりとしていた
だきたいと思います。また、２３年度は大震災という大変特異な年度でもあることから、指標自体
学識経験
はあまり気にする必要はないのではないかと思います。それ以上に、実質として、公民館は地域の
者意見
防災拠点としての役割も少なくないという事を改めて認識するに至ったわけですから、そのことも
踏まえての普段の取組と、安全第一の施設管理や建設をお願いしたいと思います。

総社公民館の建設にあたっては、地元の公民館建設委員会に意見を聞きながら進めてきました。
今後は、新総社公民館の利用者アンケートを実施し、評価の確認を行います。次の東公民館の建設
課題及び
においても、この方式を基本的に継続し、できるだけ計画に反映させることが必要であります。ま
改善策
た、施設は年数が経過すると劣化するので、安心・安全に施設を利用するためにも建物（備品類を
含む。）の計画的な修繕を行っていく必要があります。
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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

・児童文化センター（前橋こども公園）の再整備
子どもたちの科学・文化芸術教育活動事業、多様な体験活動事業、環境学習・自然体験活動事業な
どの拠点として充実を図るため、前橋こども公園と一体化した再整備を進め、児童文化センター施
設の建設工事を行う。

主な実施事業名

児童文化センター

1 再整備事業

事業概要

事業指標

子どもたちの科学文化芸術教育活動・体験活動
事業、環境学習・自然体験活動事業などの拠点
として児童文化センターを再整備し、積極的な
活用を図る。
※平成２３年２４年度は、公園整備に伴い、
ゴーカート利用、交通安全教室や特別行事開催
などについて制約が発生→利用者数は「減」と
なる。

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

事業の進捗状況

建設工
H24年1月
建設工事 事・完
開館
成・開館

施設利用者数

186,000
人（室内 整備状況 室内のみ
のみで 等により で95,000
人
76,000
変動
人）

前年度評 平成２４年１月２１日に新しい児童文化センターがオープンしました。利用者数も順調に増加して
価に伴う います。引き続き、平成２４年度においては残りの公園整備とゴーカート管理棟等の建設工事等を
進めます。
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

児童文化センターの再整備について、平成は２３年度は、平成２４年１月の新館開館に向け、建
設工事を進めました。また、移転後は、既存施設の解体を行いました。平成２４年度は、ゴーカー
ト管理棟等の建設が順調に進められるよう計画的に準備をしていく必要があると考えます。

児童文化センターの再整備が順調に進められたことは、とても良いことです。今後の公園整備に
学識経験
ついても、安全に配慮しながら、子どもたちにとって最善の学びの場となるよう、着実に進めてい
者意見
ただきたいと思います。

・児童文化センター再整備について、市民等からなる再整備検討協議会の報告を踏まえ、関係課と
調整を図りながら平成２１年度に基本設計・実施設計をふまえ、平成２２年度に工事実施とバス倉
庫等の設計を行いました。平成２３年度には、継続工事を進め１月に開館を迎えることができた。
続けて既存施設の解体を行いました。今後はゴーカート管理棟等の建設工事を進めて、交通公園
課題及び ゾーン部分とのグラウンドオープンを目ざしていく予定です。
改善策 ・開館後の、事業内容の検討や運営体制の改善、ゴーカート管理棟等の建設にかかわるスケジュー
ルの調整等や、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あると考えています。
・平成２２年度から引き続き、交通学習ゾーン等の利用制限がでている整備期間中も、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たいです。
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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
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、運営管理の指導を行うとともに、施設の改修及び維持管理
を行う。
事業概要

事業指標

前年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

市民体育館をはじめ市有体育施設の計画的な整

1 体育施設整備事業 備を行い、安全で快適な施設を利用者に提供す 施設利用者数

998,140人 1,000,000人 967,174人

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どの管理運営に努める。

2 事業

施設利用者の満足度

89.1％

85％

83.1％

市民体育館の耐震診断を実施し、耐震補強に向けた取り組みを行いました。また、下増田運動場
前年度評
価に伴う のオープン（平成２４年４月）にあたり、利用方法等を広報やホームページに掲載し、広く周知し
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

・粕川総合グランドのテニスコート（６面）を砂入り人工芝生に改修し、よりテニスに親しめる環
境の整備を行いました。
・市民プールや六供温水プールは老朽化が進んでいるため、安全で快適に施設が利用できるよう、
施設の改修を行いました
・指定管理者と連携して、安全で快適な施設管理運営に努め、利用者の満足度において目標を上回
ることができました。

スポーツ施設は、災害時の避難拠点ともなり得ることも踏まえ、安全を第一とする管理に引き続
き取り組んでいただきたいと思います。また、新規施設については、その評価、検証を進めるよう
学識経験
準備していただきたいと思います。
者意見
節電等の必要とスポーツ施設特有の安全の確保という、いずれも重要な課題のバランスをよく取
られていると思います。引き続き、着実な取組に期待いたします。

・建造後２０年を超える施設が多く、各施設の老朽化が進んでいます。このため計画的な施設整備
課題及び が必要であるため、中長期的な整備計画の検討を進めていきます。
改善策 ・施設の老朽化に伴う大規模改修には、多額の財源が必要なことから、スポーツ振興くじなどの助
成制度の活用を積極的に検討していきます。
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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。
事業概要

事業指標

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

H22年度 H23年度 H23年度
実績
目標
実績

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

内部検討
内部検討
内部検討
実施
実施

開館後15年以上が経過し、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。

内部検討
内部検討
内部検討
実施
実施

する。

館の建設）

事業の進捗状況

前年度評
価に伴う
改善

総社資料館について、地元自治会や関係者などとの検討を行っています。

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

大室古墳資料館や総社資料館の建設に関しては、引き続き内部検討を行っているものの、建設の
決定にはいたっていません。総社資料館の再整備については、地元自治会をはじめとする関係者と
連携をとりながら検討を進めています。

学識経験
内部での検討については着実になされているようですが、その先になかなか進まない印象を受け
者意見 ます。老朽化等の緊急度に応じて、具体的に施策に展開していただきたいと思います。

課題及び
資料館等の整備については、史跡等の保存活用や環境形成、あるいは特色ある地域づくりを行う
改善策 に当たって重要であるため、早期に打ち出すことが課題です。
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