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高崎市教育委員会は、進展する社会状況と教育の現状を把握し、生涯学習社会

における教育に対する市民の期待を踏まえ、正しい国民的自覚のもとに、命を大

切にする心、高い知性、豊かな情操と徳性、たくましい意志と創造的な個性をも

った心身ともに健康で規律ある人間の育成を目指した教育の振興を図ります。 

基 本 理 念 

高崎市教育ビジョンの施策

１．地域力を育む社会教育の充実 

２．心の出会いを大切にする図書館の創造 

３．生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成 

４．子どもたちの心身の健康と体力の向上 

５．安全で多機能な教育環境づくりの推進 

６．歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進 

７．高校生が自主的・自律的に生きるために必要な力の育成 
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Ⅰ 平成２８年度事業を対象とした高崎市教育委員会の点検・評価について 

参 考

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

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

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

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。 

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

する者の知見の活用を図るものとする。

高崎市教育委員会では、平成１３年に２１世紀の教育行政を長期的な視野で調査・研

究し、生涯にわたる教育のあり方や方向性を「高崎市教育ビジョン」として策定し、

様々な教育課題に取り組んでまいりました。 

平成２０年４月には、新たな課題の発生や市町村合併により、大きく変化した本市の

教育環境に対応するため「教育ビジョン」の改定を行い、計画期間を平成２０年度から

の１０年間とし、今後の教育行政の指針といたしました。 

「教育ビジョン」には８つの施策が設定され、また、その設定した施策を細分化した

詳細施策や詳細施策を実現するための取組み（事業）が掲げられております。その「教

育ビジョン」に掲げられた施策等を実現するため、当該年度における教育施策の基本的

な考え方や方策を「高崎市教育行政方針」として決定し、各事業の内容や目標値を具体

的に示しております。 

この点検・評価報告書は、「平成２８年度教育行政方針」に掲げた詳細施策を実現す

るための各事業の目標値に対する実施状況を評価検証し、今後の方針を検討した結果に

ついてお知らせするものです。 
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詳細施策

詳細施策

詳細施策

詳細施策

教育ビジョン

地域力を育む社会教育の充実

心の出会いを大切にする図書館の創造

生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成

子どもたちの心身の健康と体力の向上

1-1 地域の教育力を活かした事業の推進 

1-2 学社連携・融合による生涯学習の推進 

1-3 人権文化の創造 

1-4 家庭教育の振興 

1-5 学習支援体制の整備 

1-6 平和な社会生活の創造 

1-7 地域の課題に対応した公民館事業の推進 

1-8 社会教育施設の学習環境の整備 

地区推進体制整備事業 

公民館運営事業 

生涯学習推進事業 

人権文化創造事業 

家庭教育支援事業 

平和教育事業 

公民館整備事業 

市民活動センター管理運営事業 

2-1 中央図書館の活用 

2-2 中央館と地域館とのネットワークの構築 

2-3 図書資料や視聴覚資料の充実 

2-4 関係諸機関との連携 

2-5 近隣自治体の図書館との連携 

図書館管理運営事業 

関係諸機関との連携事業 

3-1 教育機関の連携強化 

3-2 確かな学力の向上 

3-3 ゆとりある創造的な教育 

3-4 家庭地域との連携強化 

3-5 子どもを伸ばす教師力の向上 

3-6 特別支援教育の充実 

3-7 教育に関する研究調査及び研修、相談活動の充実 

3-8 学校の活性化と一人ひとりの子どもを生かす教育

の推進 

4-1 心と体の健康づくり 

4-2 体力の向上とじょうぶな体づくり 

4-3 自ら身を守る交通安全教育の推進と安全な通学路

の確保 

4-4 安全・安心な給食づくり 

28 年度の取組み（事業）

28 年度の取組み（事業）

28 年度の取組み（事業）

28 年度の取組み（事業）

児童・生徒等健康管理対策事業 

学校保健充実事業 

学校体育施設開放事業 

学校体育充実事業 

交通教室事業 

給食充実事業 

給食運営事業 

幼・保・小連携推進事業 

子どもの学ぶ意欲向上事業 

児童生徒の学力補充事業 

英語教育指導事業 

やるベンチャーウィーク推進事業 

小学生自然体験活動事業 

学校・家庭・地域連携事業 

高崎市学力アップ推進事業 

学校教育力向上対策事業 

通級指導教室推進事業 

教育調査研究・研修事業 

適応指導教室推進事業 
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※ 機構改革に伴う所掌事務の変更から、「教育ビジョン」に設定された８つの施策のうち、スポ

ーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る施策を除いた７つの施策を

記載しています。

安全で多機能な教育環境づくりの推進

歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進

5-1安全・安心な学校づくり 

5-2 多様で弾力的な活動を可能にする学校づくり 

5-3 地域性を発揮させた学校づくり 

5-4 環境にやさしい学校づくり 

箕輪小学校校舎改築事業 

高南中学校校舎改築事業 

学校体育施設整備事業 

自然体験活動施設整備事業 

学校施設改修事業（高等学校以外） 

学校施設整備事業（高等学校） 

6-1 文化財保護マスタープランの策定・推進 

6-2 身近な文化遺産の活用と歴史学習の環境づくり 

6-3 市民への文化財情報の提供 

6-4 文化財に親しむための環境づくり 

6-5 歴史的建造物の保存へ向けた環境整備 

6-6 地域の文化財の掘り起こしと保護するための環境

づくり 

6-7 民俗資料の収集と展示 

6-8 市民の積極的参加を促す資料館活動 

6-9 市民に開かれた資料館の運営 

6-10 市民の学習活動の支援 

文化財保護マスタープラン策定・推進事業 

日高遺跡保存整備事業 

箕輪城跡保存整備事業 

北谷遺跡保存整備事業 

山名古墳群保存整備事業 

文化財管理事業 

埋蔵文化財調査事業 

多胡碑周辺重要遺跡範囲確認調査事業 

上野国分尼寺跡範囲確認調査事業 

文化財調査事業 

歴史民俗資料館運営事業 

観音塚考古資料館運営事業 

かみつけの里博物館運営事業 

多胡碑記念館運営事業 

吉井郷土資料館運営事業 

埋蔵文化財センター整備事業 

詳細施策

詳細施策

学力向上推進事業 

キャリア教育推進事業 

国際教育推進事業 

28 年度の取組み（事業）

28 年度の取組み（事業）

7-1 確かな学力の確立 

7-2 キャリア教育の推進 

7-3 国際理解教育の推進 

詳細施策 28 年度の取組み（事業）

高校生が自主的、自律的に生きるために必要な力の育成
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Ⅱ 教育委員の活動状況 

年 月 日 曜日 行事名 場所 

28 4 6 水 高崎経済大学附属高校入学式 経大附属高校 

26 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 5
9 月 総合教育会議 市長応接室 

25 水 高崎市学校保健会定期総会 市文化会館 

  31 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 6 30 木 教育委員会定例会 教育委員会室 

30 木 高崎市ＰＴＡ連合会との意見交換会 教育委員会室 

 7 26 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 8 2 火 行政視察 横浜市教育委員会 

  10 水 人権教育シンポジウム 音楽センター 

24 水 教育委員会定例会 教育委員会室 

 9 27 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

  27 火 高崎アリーナ視察 高崎アリーナ 

 10 13 木 高崎市学校保健研究発表会 市文化会館 

  18 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 11 1 火
新任市町村教育委員研修会及び群馬県市町村教育委員会

連絡協議会全体研修会 
３１会議室 

  17 木 高崎市学校保健大会 市文化会館 

  21 月 教育委員会定例会 教育委員会室 

29 1 8 日 高崎市成人式 音楽センター 

  23 月 教育委員会定例会 教育委員会室 

 2 14 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 3 1 水 高崎経済大学附属高校卒業式 経大附属高校 

13 月 中学校・特別支援学校卒業式 各学校 

15 水 教育委員会定例会 教育委員会室 

23 木 小学校卒業式 各学校 
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Ⅲ 会議実績             

日  時 議    案

平成 28 年 

4 月 26 日(火) 

午後 1時 30 分～

１ 臨時代理の承認について（教育委員会の権限に属する事務を副市長に委任

する規則の一部改正）

２ 臨時代理の承認について（高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一

部改正）

３ 高崎市立幼稚園教育職給料表の級別職務の分類を定める規則の廃止につい

て

5月 31 日(火) 

午後 1時 30 分～ 

１ 平成２８年度高崎市一般会計補正予算（６月議会提出分）教育費見積書

の提出について 

報告 

・「TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2016」開催に伴う中央図書館

開館時間の変更について 

・国政選挙の施行に伴う高崎駅サービスセンター図書コーナーの業務変更

について

6月 30 日(木) 

午後 1時 30 分～ 

１ 高崎市社会教育委員の委嘱について 

２ 高崎市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

３ 高崎市公民館運営審議会委員の委嘱について 

４ 高崎市立高崎経済大学附属高等学校平成２９年度使用教科用図書の採択

について 

報告 

・第４回高崎学検定及び第３回高崎学検定解説ＢＯＯＫについて 

・高崎まつりの大花火大会開催に伴う中央図書館の開館時間の変更につい

て 

7 月 26 日(火) 

午後 1時 30 分～ 

１ 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会委員の委嘱について 

２ 平成２９年度使用教科用図書の採択について 

報告 

・高崎市立山種記念吉井図書館の工事に伴う業務の変更等ついて 

8 月 24 日(水)  

午後 1時 30 分～ 

１ 公の施設（高崎アリーナ）の指定管理者の指定について 

２ 高崎市林間学校条例の制定について 

３ 高崎市臨海学校条例の廃止について 

４ 高崎市立高等学校入学料等徴収条例の一部改正について 

５ 平成２８年度高崎市一般会計補正予算（９月議会提出分）教育費見積書

の提出について

9月 27 日(火)  

午後 1時 30 分～ 

１ 平成２８年度教育委員会の点検・評価報告書の決定について 

２ 平成２８年度末県費負担教職員人事異動方針について 

３ 高崎市臨海学校条例施行規則の廃止について 

４ 高崎市立高等学校入学料等徴収条例施行細則の一部改正について 
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選挙 

・高崎市教育委員会委員長の選挙について 

・高崎市教育委員会委員長職務代行者の指定について 

報告 

・高崎市指定文化財の指定解除について 

 ・平成２８年度各種音楽コンクール等の実績について 

・平成２８年度中体連関東・全国大会の結果について 

10 月 18 日(火)  

午後 1時 30 分～ 

報告 

・第７回かみつけの里古墳祭りの開催について 

・第２４回高崎観音だるまマーチについて 

・平成２８年度高崎市公民館研究集会の開催について 

・平成２８年度各種音楽コンクールの西関東大会等の結果について 

・平成２８年度中体連新人大会の結果について 

11 月 21 日(月) 

午後 1時 30 分～ 

１ 臨時代理の承認について（訴えの提起） 

２ 公の施設（高崎市陶芸体験施設牛伏釜）の指定管理者の指定について 

３ 公の施設（高崎市金古運動広場）の指定管理者の指定について 

４ 平成２８年度高崎市一般会計補正予算（１２月議会提出分）教育費見積

書の提出について 

報告 

・平成２８年度生涯学習フェスティバルの開催について 

・第４回高崎学検定実施結果について 

・平成２８年度優良公民館群馬県教育委員会表彰の受賞について 

・第５４回群馬県民体育大会秋季大会の結果について 

・榛名湖荘視察について 

・読売教育賞の受賞について 

・平成２８年度群馬県中学校体育連盟新人大会の結果について 

平成 29 年 

1 月 23 日(月)  

午後 1時 30 分～ 

１ 臨時代理の承認について（訴えの提起） 

２ 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会委員の委嘱について 

３ 高崎市教育委員会会議規則の一部改正について 

４ 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

５ 高崎市学校給食センター設置条例の一部改正について 

６ 高崎市立高崎経済大学附属高等学校管理規則の一部改正について 

７ 高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部改正に関

する意見聴取について 

８ 平成２９年度高崎市一般会計予算教育費見積書の提出について 

報告 

・平成２８年度 小・中・特別支援学校卒業式の日程について 

・「第６回全国公民館報コンクール」優良賞の受賞について 
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・平成２８年度高崎市教育センター第２回運営協議会の開催について 

・平成２８年度高崎市教育センター「春の教育セミナー」の開催について 

2 月 14 日(火) 

午後 1時 30 分～ 

１ 高崎市指定文化財の指定について 

２ 平成２８年度高崎市一般会計補正予算（３月議会提出分）教育費見積書

の提出について 

３ 平成２９年度高崎市教育行政方針の設定について 

４ 県費負担教職員の人事について 

報告 

・高崎市立山種記念吉井図書館再開館に伴う業務の変更等について 

3 月 15 日（水） 

午後 1時 30 分～ 

１ 高崎市教育委員会組織規則等の一部改正等について 

２ 高崎市教育委員会行政事務嘱託に関する規則の一部改正について 

３ 高崎市教育財産の施設使用管理規則の一部改正について 

４ 高崎市視聴覚ライブラリー設置運営規則の一部改正について 

５ 高崎市林間学校条例施行規則の制定について 

報告 

・平成２７、２８年度 高崎市 社会教育委員会議 答申について 

・第６９回優良公民館文部科学大臣表彰の受賞について 

・高崎市立山種記念吉井図書館の再開館について 

・国立国会図書館長からの御礼状の受理について 
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Ⅳ 点検・評価結果 

点検・評価シート 

施 策 １ 地域力を育む社会教育の充実 
担当課 

社会教育課 

中央公民館 

詳細施策 

1－1 地域の教育力を活かした事業の推進 

1－2 学社連携・融合による生涯学習の推進 

1－3 人権文化の創造 

1－4 家庭教育の振興 

1－5 学習支援体制の整備 

1－6 平和な社会生活の創造

1－7 地域の課題に対応した公民館事業の推進  

1－8 社会教育施設の学習環境の整備

事業名 地区推進体制整備事業（詳細施策 1－1） 

事業の目的 
学習者と地域をつなぐコーディネーターとしての役割を担っている生涯学習推

進員の活動を支援し、地域住民の生涯学習推進と理念の普及を図る。 

実施状況 

◆生涯学習推進研究大会  

 平成２８年度は、第２ブロックの矢中小学校区による「生涯学習のまちづくり活

動」、第４ブロックの豊岡・鼻高・西部小学校区による「これまでの活動を振り返

って」、矢中公民館主事による「地域とともに歩む公民館づくり～地域の機関、人

材を活用して～」のそれぞれの事例研究発表を行った。 

◆生涯学習推進員が関わった地域活動 

参加人数 

年度 目標 実績 

26 年度 21,000 人 15,844 人 

27 年度 13,000 人 15,511 人 

28 年度 16,000 人 15,685 人 

評価検証 

生涯学習推進研究大会は、生涯学習フェスティバルと同時開催することにより、

多くの市民に生涯学習活動を始めるきっかけを提供している。推進員が関わった地

域活動の参加人数は目標値を達成できなかったが、実績数は前年度より増やすこと

ができた。推進員連絡会議を２回開催することで、各地域の活動状況や課題などを

共有できた。推進員の活動が更に地域住民に理解されることが大切である。 

今後の方針 

「私たちが創る『地域力を育む生涯学習社会』活動のてびき」や、「生涯学習推

進員の手帖」を活用し、学校や公民館等の社会教育施設との連携を深め、参加者を

増やせるように生涯学習を推進する。生涯学習推進員の地域での存在や積極的に活

動されている状況を明確にし、更なる活動支援を図る。 

生涯学習推進研究大会 
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事業名 公民館運営事業（詳細施策 1－2・1－7）

事業の目的 
地域の特色を生かした事業の企画と展開を通して、「心豊かな活力ある人づくり・地域

づくり」を行う。

実施状況

公民館主催事業については、次の４つを柱に展開している。 

１ ライフアップ推進事業－高齢者、健康、家庭教育、環境教育、防災･防犯、

人権等の社会的な課題に関する学習機会を提供する事業 

２ キャリアデザイン支援事業－生きがいのある人生設計を考え、個々の能力や

個性の開発に挑戦できる学習機会を提供する事業 

３ 地域づくり支援・ボランティア養成事業－地域の伝統や文化をより発展させ

るための支援や活動ボランティアを養成する事業 

４ 図書ボランティア活動支援事業－心豊かな子どもたちの成長を願い、公民館

図書活動を充実させるための事業 

◆公民館利用者数

年度 目標 実績 

26 年度 940,000 人 910,345 人 

27 年度 940,000 人 904,099 人 

28 年度 940,000 人 885,035 人 

◆公民館主催事業への参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 130,000 人 123,105 人 

27 年度 130,000 人 126,403 人 

28 年度 130,000 人 128,545 人 

評価検証

公民館主催事業への参加者数については、減少傾向に歯止めをかけることができた。

一方、公民館利用者数については減少傾向が続いている。これは、高齢化による定期利

用サークルの解散や趣味の多様化など、社会状況の変化によるものと思われる。そのた

め各公民館では地域の特色を生かした事業を企画し「公民館だより」を町内回覧すると

ともに「まなびネットたかさき」を活用したインターネット配信などにより広く市民に

参加を呼びかけ、講座情報を必要とする人に情報が届くように努めるとともに、団体育

成・地域づくりの支援を行っている。

地域の特色を生かした事例として、東公民館では、小学校の児童数が急増している中、

子ども達の安全な活動場所を確保するための事業を活発に行っている。講師には地域の

指導者や、高校生・大学生にも協力していただき、地域内交流や世代間交流が行えるよ

うに工夫するなど地域活性化の推進に努めた。

また、六郷公民館では防災教育に熱心に取り組んでいる。防災講座など、地域住民が

自らの課題として主体的に取り組むためのきっかけ作りを提供した事業等により、地域

づくり活動協議会内に防災・安全部会が設置され、防災訓練には７００人を超える住民

が参加するなど、地域住民の自発的な活動、地域活性化の推進に努めた。

今後の方針 

地域住民の生活を支える学びの拠点として生涯学習の推進に努めるとともに、公

民館職員の資質の向上を図りながら、心豊かな活力ある人づくり・地域づくりに資

する事業を推進していく。 

六郷地区合同総合防災訓練の様子 
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事業名 生涯学習推進事業（詳細施策 1－1・1－5） 

事業の目的 

「地域力を育む生涯学習社会の創造」の基本理念の実現に向けて、「学ぶ」「活か

す」「繋ぐ」「創る」の基本目標を柱として、市民一人ひとりの主体的な学習活動が

地域づくりに活かされるよう支援する。 

実施状況 

◆生涯学習推進事業参加者・受講者数 

事 業 名 28 年度目標 28 年度実績 

生涯学習推進研究事業 450 人  325 人  

まちづくり出前講座 6,500 人  6,299 人  

生涯学習フェスティバル 600 人  480 人  

地域人材登録活用事業 10,000 人  7,344 人  

高崎学検定事業 160 人  86 人  

◆たかさき子ども活動デーの推進 

学習活動の一環として土曜日を有意義に過ごせるよう、市内各施設の子ども向け

事業の情報を掲載した「たかさき子ども活動デー・インフォメーション」を 

１４０，０００部発行した。 

評価検証 

各校区の生涯学習推進事業が広く周知され、地域住民の学習を支援したことか

ら、生涯学習推進研究事業と生涯学習フェスティバルの参加者数は昨年度より実績

を伸ばすことができた。日程の都合により午後からの半日開催となり、目標値を下

回ってしまったので更に内容の精査に努めたい。 

「地域人材登録活用事業」や「高崎学検定」は、引き続き、市民の学習活動の支

援や情報公開が推進できるよう既存の事業内容の見直しを図るとともに啓発が必

要である。また、今後更なる地域活動の発表が行える場の提供や市民が積極的に学

習できるような事業の啓発も必要である。 

今後の方針 

インターネットを利用した生涯学習情報システム「まなびネットたかさき」の内

容を更に充実･活用する。関係機関との調整を図るとともに連携を深め、市民サー

ビスの向上に努める。 
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事業名 人権文化創造事業（詳細施策 1－3） 

事業の目的 

人権尊重都市宣言の具現化をめざし、基本的人権尊重の精神が本市の隅々まで浸

透し、「思いやりの心が行きわたるまちたかさき」の創造を図るため、人の立場を

尊重しつつ、人を思いやる心を持つことの大切さを啓発し、支えあって生活してい

けるよう、さまざまな人権課題に関する講座、懇談会等を開催する。 

実施状況 

◆心豊かな地域づくりのための懇談会参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 2,600 人 2,518 人 

27 年度 2,600 人 2,314 人 

28 年度 2,600 人 2,190 人 

◆人権教育講座参加者数（公民館主催） 

年度 目標 実績 

26 年度 1,400 人 1,513 人 

27 年度 1,500 人 1,650 人 

28 年度 1,600 人 1,564 人 

◆人権講演会参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 300 人 425 人 

27 年度 450 人 483 人 

28 年度 450 人 390 人 

評価検証 

 本市における人権教育の中核をなす「心豊かな地域づくりのための懇談会」にお

いて、平成２８年度も６０歳代、７０歳代の参加者が全体の８０％弱を占めていた。

また、６０歳未満の割合は約１７％とわずかであった。平成２８年度は、異なる世

代が混在するグループとなるようグループ編成を行った結果、世代間交流が生まれ

た。６０歳未満の参加者が６０歳以上の参加者の話を聞き、自分が暮らす地域のこ

とについて知ることができた。また、６０歳以上の参加者は自分の知識や経験を話

すことにより、伝える喜びを感じることができたようである。 

 各公民館で開催している「人権教育講座」においても参加者のほとんどが６０歳

以上であり、若い世代の参加者は少数であった。 

人権講演会の参加者数が前年度に比べ大幅に減少してしまったが、講演会の一つ

である「人権教育指導者養成講座」では、新しい人権課題であるＬＧＢＴについて

研修を行い、参加者から好意的な感想が数多く寄せられた。 

今後の方針 

各地区公民館との連携を深めるとともに、小中学校のＰＴＡや子育て世代への参

加協力を求め、世代間交流を図りながら心豊かな地域づくりのための懇談会や人権

教育講座を開催していく。 

また、事業実施後にアンケートを行いその結果を考察することにより、人権に対

する市民の実態を把握し、地域の課題や実情を理解する。更に、社会情勢等も考慮

し、参加意義を感じられる講座や充実感を感じられる講座を企画、実施していく。 

心豊かな地域づくりのための懇談会 
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事業名 家庭教育支援事業（詳細施策 1－4） 

事業の目的 

家庭の教育力の向上をめざすとともに、子どもを取り巻く環境の変化に対応する

ために家庭教育に関する各種講座を開催する。また、子育て支援に携わる市民との

協働を図り、子育て支援に関わる情報の共有や発信、活動支援を行う。 

実施状況 

◆家庭教育関連講座参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 4,300 人 4,598 人 

27 年度 4,500 人 4,767 人 

28 年度 4,700 人 4,595 人 

評価検証 

「子どもや保護者とのかかわり方」や「発達障害」に関する講座を継続して企画・

開催したが、参加者は目標値には届かなかった。しかし、アンケートによる満足度

調査では、「満足」の割合が３％増加し、９８％となった。 

今後の方針 

アンケート結果において、子育てに関する悩みや不安を持っているという回答が

６６％あった。継続して家庭教育支援に関する情報を「まなびネットたかさき」な

どで市民に提供し、周知や参加を促すとともに、悩みや不安の解消に向けた支援を

行っていく。また、市民のニーズに合った講座や参加者が満足感を得られる参加体

験型の講座を展開することで参加者の増加を図り、本市の家庭教育力を高めてい

く。 

事業名 平和教育事業（詳細施策 1－6） 

事業の目的 平和教育の推進を図るため、フィルムライブラリーの貸出しの充実を図る。 

実施状況 

◆フィルムライブラリー貸出し数 

年度 目標 実績 

26 年度 100 本 128 本 

27 年度 160 本  77 本 

28 年度 160 本 100 本 

評価検証 

貸出用の新しいＤＶＤ資料が増え、その利用数が増加したため、前年度と比べ実

績が増加した。しかし、目標に達していない現状がある。平和教育に対する市民の

関心が高まるよう、より一層の啓発活動を進めていく必要がある。 

今後の方針 

平和教育に対する関心を高めるための工夫を図ることが重要であると考える。ま

た、ＤＶＤ資料やパネル資料の広報活動を行うことが必要である。より多くの関係

団体やサークルが利用しやすくなるよう、管理しているソフトのタイトルや貸出場

所の周知を図り、関係する各課・担当との調整を図っていく。  

子育て支援フォーラムの様子 
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事業名 公民館整備事業（詳細施策 1－8） 

事業の目的 

本市の公民館は中央公民館の他、４３の地区公民館を設置し、地域力を高める

様々な生涯学習活動を推進している。 

本事業は公民館の学習環境を整備するため、施設の老朽化等各館の状況を踏ま

え、耐震診断を実施し、改修や建替え等の方針を定め、安全で利用しやすい社会教

育施設の整備を図る。 

実施状況 
地域づくりの拠点となる公民館の整備を進め、平成２８年度は南八幡公民館移転

改築事業の設計委託、久留馬公民館（仮称）建設事業のための用地買収を行った。 

評価検証 

南八幡公民館移転改築事業の建設設計について、地域で組織した建設検討委員会

で検討を行い、地域の特色を活かした設計とすることができた。 

久留馬公民館（仮称）建設事業のための用地買収を行うことができた。 

今後の方針 

公民館の整備は、既存の施設については施設の老朽化と耐震診断による結果を踏

まえ、改修改築等の方針を定め計画的に進める。新たな公民館建設については、地

域の特性、人口等の状況や地域の意向等を考慮し整備を検討する。 

事業名 市民活動センター管理運営事業（詳細施策 1－8） 

事業の目的 

市民活動センターは、市民の生涯学習活動の支援、男女共同参画社会の実現およ

び市民公益活動の促進を目的として設置された施設であり、これらの目的を達成す

るため、諸事業を実施するとともに市民のさまざまな活動を推進する。 

実施状況 

◆市民活動センター利用者数 

年度 目標 実績 

26 年度 40,000 人 54,736 人 

27 年度 63,000 人 58,242 人 

28 年度 63,000 人 58,432 人 

◆市民活動センター団体登録数 

年度 実績 

26 年度 275 団体 

27 年度 284 団体 

28 年度 297 団体 

評価検証 

さまざまな事業を通して市民活動センターが周知されたことにより、団体登録数

は一定を保っている。利用者数も年度ごとのばらつきがあるが、一定数を確保して

いる。 

今後の方針 

市民活動センターは、生涯学習活動の支援、男女共同参画社会の実現および市民

公益活動の促進のための拠点施設として、事業を更に強化していく必要がある。 

利用者数、団体登録数の確保及び円滑な事業運営のための工夫を進める。 
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点検・評価シート 

施 策 ２ 心の出会いを大切にする図書館の創造 
担当課 

中央図書館 

詳細施策 

 2－1 中央図書館の活用 

 2－2 中央館と地域館とのネットワークの構築 

 2－3 図書資料や視聴覚資料の充実 

 2－4 関係諸機関との連携 

 2－5 近隣自治体の図書館との連携 

事業名 図書館管理運営事業（詳細施策 2－1・2－2・2－3） 

事業の目的 
 幅広い年齢層の市民や最新の社会動向など、様々なニーズに応えられるように、

所蔵資料やサービスを充実させ、より利用しやすい図書館を目指す。 

実施状況 

◆個人貸出点数

28 年度実績 

2,321,018 点 

◆図書館資料個人貸出点数 年度推移

◆図書館資料貸出人数 年度推移 

※平成２３年度に中央図書館が新規オープン 

◆資料貸出点数   （点） 

合計 

23年度 2,519,379 

24年度 2,411,938 

25年度 2,368,989 

26年度 2,367,501 

27年度 2,436,674 

28年度 2,321,018 

◆資料貸出人数   （人） 

合計 

23年度 649,500 

24年度 618,633 

25年度 579,351 

26年度 578,682 

27年度 596,493 

28年度 569,498 
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実施状況 

◆資料別蔵書点数 

区   分 
２７年度 ２８年度 

蔵書数（点） 蔵書数（点） 

高崎市立中央図書館 

一 般 450,928 461,939

児 童 78,971 80,620

視聴覚 81,674 83,988

公民館等 

一 般 29,331 30,084

児 童 29,229 29,744

視聴覚 82 82

高崎駅サービスセンター 

一 般 21,224 21,433

児 童 2,018 1,914

視聴覚 0 0

箕郷図書館 

一 般 35,023 34,981

児 童 15,163 15,193

視聴覚 3,659 3,699

群馬図書館 

一 般 103,864 105,258

児 童 34,410 34,719

視聴覚 7,130 7,263

新町図書館 

一 般 68,917 69,462

児 童 24,294 24,426

視聴覚 6,473 6,575

榛名図書館 

一 般 36,927 38,583

児 童 19,377 19,968

視聴覚 2,972 3,088

山種記念吉井図書館 

一 般 35,404 29,773

児 童 25,249 22,647

視聴覚 2,647 2,695

合   計 1,114,966 1,128,134

評価検証 

 個人貸出点数及び貸出人数については、平成２４年度以降、多少の増減はある

が、ほぼ横ばいの状態が続いている。平成２８年度実績は前年度から減少してい

るが、衆議院議員選挙の期日前投票所として１か月間の業務縮小をした駅サービ

スセンターや、改修工事のため半年間の業務縮小をした吉井図書館の影響が考え

られる。 

今後の方針  引き続き所蔵資料の充実やサービスの向上に努める。 

15



事業名 関係諸機関との連携事業（詳細施策 2－4・2－5） 

事業の目的 

 地域の拠点となる公民館との間でサービスの拡充に努めるとともに、学校図書館

などの教育関係機関と資料や人的支援を有効に活用した連携の強化を図る。 

 また、近隣自治体図書館とも連携し、図書資料の相互貸借事業を引き続き活用し、

サービスの充実を図る。 

実施状況 

◆学校連携相談対応貸出実績 

28 年度実績 

273 件（57 校） 5,471 冊 

◆県立図書館学習支援セット貸出実績 

28 年度実績 

小学校 13 回   

中学校 2 回   

上記のほか、「がっこう⇔たかさき としょかん通信」を６回発行した。 

また、学校図書館指導員の研修や、県立図書館の図書館職員等支援講座に図書館

職員を講師として派遣した。 

評価検証 

学校連携事業については、「としょかん通信」の発行を定期的に行い、相談件数・

貸出点数ともに前年度より約１.５倍以上の実績となった。このうち「学校連携パ

ック」の占める割合も年々増加しており、連携パックの充実が図れている。 

今後の方針 関係諸機関との連携を深め、更なるサービスの向上を図る。
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点検・評価シート 

施 策 ３ 生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成

担当課 

教職員課 

学校教育課 

教育センター 

詳細施策 

3－1 教育機関の連携強化 

3－2 確かな学力の向上 

3－3 ゆとりある創造的な教育 

3－4 家庭地域との連携強化 

3－5 子どもを伸ばす教師力の向上 

3－6 特別支援教育の充実 

3－7 教育に関する研究調査及び研修、相談活動の充実 

3－8 学校の活性化と一人ひとりの子どもを生かす教育の推進 

事業名 幼・保・小連携推進事業（詳細施策 3－1）

事業の目的 

公私立の別なく、幼稚園、保育所（園）、認定こども園の連携を深めて幼児教育

の充実を図るとともに、幼稚園、保育所（園）と小学校の連携を深め、子どもた

ちが幼稚園や保育所(園)から小学校へのスムーズな移行ができるようにする。 

実施状況 

全公立・私立幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小学校で組織する幼保小連

絡協議会では、市内を１３ブロックに分け、公開保育・授業や保育･授業研究会、

実技研修会、教育講演会等を実施した。 

◆研修会等参加者数            

年度 目標 実績 

26 年度 1,180 人 1,192 人 

27 年度 1,200 人 1,120 人 

28 年度 1,200 人 1,111 人 

評価検証

幼保小連絡協議会では、実技研修会、教育講演会、ブロック別研修会（各ブロ

ックで行っている公開保育・授業と授業研究会）を実施し、公私立の別なく保育・

教育について協議し、職員間の交流を図るとともに、３歳児から小学校までの発

達段階に応じた保育・教育のあり方について研修することができた。 

特に、実技研修会では、子どもの発達段階に合った運動あそびについて、研修

することができた。また、幼稚園、保育所（園）や認定こども園と小学校間で、

引き継ぎ資料を共通化し、小１プロブレムの解消に努めている。 

今後の方針

幼稚園・保育所（園）・認定こども園・小学校の連携は、今日的教育課題で重要

性が大きい。幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小学校の職員が一同に会し、

互いに理解し合う機会をもち、交流を深めたり、研修会を実施したりすることが

できるよう、今後も引き続き事業を推進し、幼児教育の充実に努める。 

幼保小実技研修会の様子 
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事業名 子どもの学ぶ意欲向上事業（詳細施策 3－2）

事業の目的 
確かな学力の向上を図るために、授業計画を工夫し、子どものよさを生かして、

子どもがわかる授業づくりを充実する。 

実施状況 

少人数指導や習熟度別指導、ティームティーチングなど指導形態の工夫を行い、

基礎・基本の定着を図るとともに、教科指導助手等を活用しながら、きめ細かな

指導の充実に努めた。 

◆｢授業がわかる｣と答えた児童生徒が 

８割以上いる学校の割合 

年度 実績 

26 年度 98％ 

27 年度 98％ 

28 年度 98％ 

評価検証

教科指導助手等を活用し、個に応じたきめ細かな指導を支援したことにより、

わかりやすい授業づくりが推進された。また、ＩＣＴなどの視覚教材を使った授

業が増えたことにより、子どもたちの学習への興味関心が向上しつつある。市学

力調査や全国学力･学習状況調査の結果から、基礎的・基本的な知識・技能の習得

については一定の成果が表れていることから、児童生徒に基礎・基本が身に付い

ているものと考えられる。 

今後の方針

確かな学力の向上は本市学校教育の重点課題である。単元構想を生かした子ど

もがわかる授業づくりを推進し、児童生徒の基礎学力と学ぶ意欲の向上に努める。 

また、学力調査の結果を検証し、個に応じた指導など指導形態の工夫に努めて

いく。 

少人数指導の様子 
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事業名 児童生徒の学力補充事業（詳細施策 3－2）

事業の目的 
児童生徒の学力を確かなものにするため、授業時間以外にも様々な機会をとらえ

て学力補充に取り組む。 

実施状況 

夏季休業を利用して、英語に慣れ親しんだり、英語力を向上したりすることを

目的に、小学生を対象とした「イングリッシュ フェスタ」と中学生を対象とし

た「イングリッシュ サマースクール」を開催した。また、２学期中の日曜日を

利用して、数学への興味・関心を高めることを目的に、中学生を対象とした「チ

ャレンジ・ザ・日本ジュニア数学オリンピック」講座を８日間開催した。 

◆イングリッシュ フェスタ参加児童数     

年度 目標 実績 

26 年度 80 人 110 人 

27 年度 200 人 174 人 

28 年度 200 人 136 人 

◆イングリッシュ サマースクール参加生徒数 

年度 目標 実績 

26 年度 70 人 109 人 

27 年度 70 人 114 人 

28 年度 70 人 53 人 

◆チャレンジ・ザ・日本ジュニア数学オリンピック参加生徒数 

年度 目標 実績 

26 年度 36 人 41 人 

27 年度 40 人 60 人 

28 年度 60 人 78 人 

評価検証

ＡＬＴ（英語指導助手）や数学専門教師を活用することで、各事業の内容の充

実を図ることができた。参加生徒数が減少した事業もあったが、事業に参加した

児童生徒からは、授業以外の学習に対する高い興味関心が伺えた。 

今後の方針

教科の学習に興味・関心を持たせ、学力を更に伸ばしていくことは、確かな学

力の向上を目指す本市の重点課題である。各事業の内容の充実を図るとともに、

事業を更に周知することで、より多くの児童生徒が目的を持って事業に参加し、

児童生徒の学力向上につながるよう努めたい。 

イングリッシュフェスタの様子 
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事業名  英語教育指導事業（詳細施策 3－3）

事業の目的 

英語に興味や関心をもち、英語学習に意欲的に取り組む児童生徒を育成するた

め、ＡＬＴ（英語指導助手）を招致し、実践的なコミュニケーション能力の育成

を図る。 

実施状況 

ＡＬＴとしてアメリカやカナダ等から６３人を招致し、小学校３７人、中学校

２５人、高校１人（中高の内２１名小学校兼務）を配置して、英語を通したコミ

ュニケーション能力の育成に努めた。 

◆ＡＬＴの配置数

年度 目標 実績 

26 年度  40 人 40 人 

27 年度 41 人 41 人 

28 年度 63 人 63 人 

◆ＡＬＴによる延べ授業時間数               

年度 目標 実績 

26 年度 28,800 時間 28,000 時間 

27 年度 30,120 時間 28,700 時間 

28 年度 44,060 時間 38,380 時間 

評価検証

小学校配置のＡＬＴ３７人と中・高配置の２６人を活用し、５・６年生を中心

に小学校における外国語活動を推進することができた。 

ＡＬＴの増員が２学期以降であったため、目標の授業時間を下回ったが、小学

校においては、担任とＡＬＴとのティームティーチングを通して、英語や外国の

文化・習慣に慣れ親しみ、コミュニケーションへの興味･関心を高めることができ

た。また、ＡＬＴに研修の機会を増やし、ＡＬＴの指導力の向上を通して外国語

活動の充実を図ることができた。また、中学校では、英語担当教員とＡＬＴとの

ティームティーチングを通して、生徒の実践的コミュニケーション能力や積極的

にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成とともに、英語担当教員の指導

力の向上を図ることができた。 

今後の方針

英語に興味・関心をもち、英語の活動や学習に意欲的に取り組み、英語を用い

たコミュニケーション能力の基礎を身に付けた児童生徒を育成するために、ＡＬ

Ｔの研修を重ね、質の向上に努めるとともに、小中学校における英語教育の充実

を図っていく。特に、小学校における英語教育の教科化に向け適切に推進してい

く。 

ＡＬＴを活用した小学校での授業の様子 
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事業名 やるベンチャーウィーク推進事業（詳細施策 3－3）

事業の目的 
生きる力、豊かな心を育成するため、中学２年生を対象に地域や自然の中での

職場体験や福祉ボランティア体験など、生徒の関心に応じた体験活動を実施する。 

実施状況 

市内すべての中学２年生を対象とし、自己の生き方を探求する場として、月曜

日から金曜日までの連続した５日間、延べ１,１８５事業所において、キャリア教

育の考え方を取り入れながら、職場体験や福祉・ボランティア体験、地域の文化

体験などの活動を実施した。 

◆参加生徒数 

年度 目標 実績 

26 年度 3,360 人 3,306 人 

27 年度 3,313 人 3,225 人 

28 年度 3,248 人 3,283 人 

◆｢役に立った｣と答えた生徒の割合 

年度 実績 

26 年度 97％ 

27 年度 99％ 

28 年度 99％ 

評価検証

市内中学２年生３,２８３人を対象に行った実施後のアンケートでは、参加生徒

の９９％が目標を達成できたと感じている。また、活動を通して「働く・活動す

ることの大変さ」、「挨拶や礼儀・マナーの大切さ」、「働いている人の使命感や責

任感」、「働く・活動することの楽しさ」を学べたと答えている。「やるベンチャー

ウィーク」での体験活動を実施したことは、礼儀正しさや働くことの意義など自

己の生き方を探求する場として有効であった。 

今後の方針

地域や事業所の人々と触れ合う中で、人間性や社会性、将来に向けた夢等を育

むために実施されている事業である。今後も地域の事業所と連携して、職場体験

や農業体験、福祉ボランティア体験、地域の文化体験等を推進し、「生きる力」、

「豊かな人間性や社会性」の育成を図っていく。 

やるベンチャーでの活動の様子 
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事業名 小学生自然体験活動事業（詳細施策 3－3）

事業の目的 
本市の素晴らしい自然環境や文化財、更に地域人材を活用した自然体験や農業体

験などの自然体験活動を実施し、小学生の生きる力、豊かな心を育成する。 

実施状況 

倉渕地域にある「はまゆう山荘」での集団宿泊体験学習を小学校１６校が、吉

井地域にある「牛伏ドリームセンター」での集団宿泊体験学習を小学校１校が実

施した。具体的な活動内容としては、長距離歩行体験、登山体験、文化財を間近

に見る体験、徒歩による道祖神めぐり、野菜づくり体験、果物収穫体験等の自然

体験を中心として体験活動を実施した。各学校が児童の実態に応じて工夫した活

動に取り組み、充実した２日間または３日間を自然の中で過ごした。 

◆自然体験活動参加校数 

年度 目標 実績 

26 年度 11 校 14 校 

27 年度 17 校 17 校 

28 年度 17 校 17 校 

評価検証

平成２４年度から始めた本事業は、多くの児童が自然体験活動を通して、本市

の素晴らしい自然や文化財などの資源に触れ、豊かな心を育んだと考えられる。 

また、体験内容の充実により、自然や文化財だけでなく、地域の人々との触れ

合いを通して豊かな心、生きる力を育むことができたと考えられる。 

今後の方針

小学生自然体験活動事業は平成２８年度で終了となり、平成２９年度から榛名

林間学校榛名湖荘を拠点とし、市内５８小学校の５年生を対象とした自然体験活

動事業に移行した。榛名湖畔において宿泊を伴う自然体験活動を行うことで、児

童が榛名湖畔の自然の素晴らしさを再認識するとともに、榛名林間学校を活かし

たプログラムによる、小学生自然体験活動事業の充実をより推進していく。 

自然体験活動での登山の様子
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事業名 学校・家庭・地域連携事業（詳細施策 3－4） 

事業の目的 
学校評議員制度を活用し、地域住民や保護者、有識者などの意見を広く取り入れ

ることによって、開かれた学校づくり、魅力ある学校づくりを推進していく。 

実施状況 

開かれた学校づくり、魅力ある学校づくりを目的として、地域の方々、保護者、

有識者から地域との連携のあり方など広く意見を聞くため、平成２８年度は公募に

よる評議員の人選を２０校（園）が実施した。 

◆学校評議員会出席者数     ◆学校評議員会実施割合 

年度 目標 実績 年度 実績 

26 年度 2,616人 2,326人 26 年度 99％ 

27 年度 2,300人 2,163人 27 年度 97％ 

28 年度 2,350人 2,127人  28 年度 96％ 

評価検証 

学校評議員の人数は、平成２６年度までは、１校（園）８名を限度としていたが、

平成２７年度から、１校（園）７名が限度となった。これまでと同様に、学校規模

等により人数が異なる。 

公募による人選を実施した２０校（園）をはじめ、市内各校で地域や保護者の代

表、有識者等からなる学校評議員会を開催し、開かれた学校づくりや魅力ある学校

づくりを目指し、広く意見を聞くことができた。また、多くの学校で学校評価のう

ち学校関係者評価にかかわっていただき、学校教育の改善・充実に向けて意見を聞

くことができた。 

今後の方針 

地域と連携した教育の推進は、今日的な重要課題である。今後も引き続きこの事

業を推進し、子どもたちに生きる力を育むため、学校・家庭・地域社会の連携を図

っていく。 
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事業名 高崎市学力アップ推進事業（詳細施策 3－4） 

事業の目的 

各学校区において、地域運営委員会による学習会や９地区での中学生休日学習相

談ステーションを開催し、保護者や地域、学生など地域の教育力を活用して、放課

後や休日を利用した児童生徒の学力向上に向けた取り組みを推進する。 

実施状況 

市内すべての小中学校区において、地域運営委員会を開催した。地域の教育力を

活用し、児童生徒に対し、放課後や土曜日等に学習の時間と場所を提供し、各学校

区で、学力向上対策の学習会を実施した。また、４月と２月には、地域運営委員会

の代表を集めた全体会を実施し、取り組み状況について情報交換したり、それぞれ

の地域運営委員会で抱える課題について話し合ったりする場を設けた。更に、定期

的に進捗状況を調査し、各地域運営委員会の状況を把握するとともに、平成２９年

度に向けた市全体での体制の整備を行った。 

中学生休日学習相談ステーションについては、毎週日曜日の午後１時３０分～４

時３０分の間、市内９つの公民館等を利用し、５月から２月末まで市内中学在校生

なら誰でも参加できる学習の場を提供している。講師は大学生等のボランティアが

務め、数学・英語の教科について学習の相談を行っている。参加生徒は年々増加し

ている。 

◆地域運営委員会開催回数 

年度 実績 

26 年度 各校 2～4回 

27 年度 各校 2～4回 

28 年度 各校 2～4回

◆学力アップ大作戦参加児童生徒数及び延べ開催回数 

年度 実績 実績 

27 年度 74,386 人 2,481 回 

28 年度 71,807 人 2,582 回 

◆学力アップ大作戦参加ボランティア人数 

◆中学生休日相談ステーション生徒参加人数 

年度 実績 

27 年度 17,416 人 

28 年度 16,544 人 

年度 実績 

27 年度 418 人 

28 年度 488 人 

学習会の様子 

中学生休日相談ステーション 
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評価検証 

平成２５年度から準備を始めた本事業は、地域運営委員会を中心に、学習ボラン

ティアの確保、会場の環境整備、使用教材の検討等、具体的な細かい内容について

整備し、平成２６年度からすべての学校区で開始し、平成２８年度も順調に推進す

ることができた。児童生徒は、各学校区での学習会に多数参加することができた。

また、すべての学校区の地域運営委員会の代表を集めて全体会を開催し、情報交換

したことにより、それぞれの地域運営委員会が抱える課題の解決が進められた。更

に、進捗状況を定期的に調査することで、各地域運営委員会への支援体制が確立で

きた。 

平成２７年度から開始した中学生休日学習相談ステーションは、全ての地区で実

施できるよう市内の公民館を数回ずつローテーションで実施したところ、会場によ

って参加数に差が見られた。平成２８年度は７箇所の会場を固定し、２箇所はロー

テーションとして、９つの公民館等で実施した。その結果、行くべき場所がはっき

り生徒に伝わり、参加・利用する生徒が増加した。 

今後の方針 

学力アップ大作戦は、平成２９年度から、より地域の実情に応じて事業を実施で

きるよう、地域運営委員会に委託して事業を実施している。今後も更に、児童生徒

の確かな学力の向上に向けて、地域や家庭との連携を更に進め、地域の教育力を生

かして、取り組み内容の充実を図っていく。 

中学生休日相談ステーションは、ボランティア講師の確保が急務であり、大学生

を中心に呼びかけを行っていく。また、より多くの生徒が参加できるよう、各中学

校からの積極的な呼びかけを求めていく。 
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事業名 学校教育力向上対策事業（詳細施策 3－5）

事業の目的 
子どもたちの生きる力を育成するため、人権教育講演会、先進校調査研修、体

験的教員研修等を開催し、教職員の質的向上を図る。 

実施状況 

平成２８年８月１０日、市内全教職員を対象として人権教育シンポジウムを開

催し、武蔵野心理教育研究所 所長 塚田 展子 氏の基調講演を受け、パネリス

トがディスカッションを行った。 

先進校調査研修として、教諭４名が横浜市内の小・中学校で６月２２日から 

２４日までの３日間研修を行った。先進校での研修を市内の教職員に還元するた

め、幼小中連絡協議会や校内研修等で報告を行った。 

体験的教員研修では、夏季休業中に教諭３０名が企業や福祉施設等で３日間の

研修を行った。 

先進校調査研修及び体験的教員研修を今後の教育実践に生かすため、研修の成

果を研修報告としてまとめ、市内の幼･小･中･特別支援学校に送付した。 

◆研修参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 1,940 人 1,673 人 

27 年度 1,800 人 1,748 人 

28 年度 1,700 人 1,704 人 

評価検証

「子どもたちの“心の叫び”にどう向き合うか」をテーマとした人権教育シンポ

ジウムは、子どもたちの心に起こっていていることや、いじめ、虐待、貧困等の子

どもたちをめぐる様々な社会問題についての認識を深めるもので、教職員の人権意

識の高揚を図ることができた。 

県の行事や臨海学校等の行事が重なったため人権教育シンポジウムに参加でき

なかった学校があった。

先進校調査研修及び体験的教員研修では、中堅的な立場にある教員を県外の実

践校や地元の企業･福祉施設等で研修させることを通して、教員としての資質･能

力の向上を図るとともに、研修の成果を学校･園経営や校･園内研修に生かすこと

ができた。 

今後の方針
本市の未来を担う子どもたちに生きる力を育成するため、教職員研修を充実さ

せ、教職員の資質向上を図っていく。 

人権教育シンポジウムの様子
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事業名 通級指導教室推進事業（詳細施策 3－6）

事業の目的 
支援を必要とする児童生徒に通級指導教室において、障害の軽減・改善に向け

た指導を実践する。また、保護者や担任への相談活動を充実していく。 

実施状況 

心身に軽度の障害（言語、聴覚、情緒、ＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム

等の発達障害）がある幼児、児童生徒に対して、障害の程度や特質等を把握し、

その軽減と改善を図るための指導・援助を市内５教室（中央教室、中居教室、金

古教室、下室田教室、城山教室）で実施した。  

◆改善により退級した児童生徒数    ◆通級児童生徒数

年度 実績 

26 年度 112 人 

27 年度  88 人 

28 年度  84 人 

年度 中学生 小学生 幼児 

26年度 62 人 380 人 51 人 

27年度 61 人 400 人 40 人 

28年度 55 人 452 人 31 人 

評価検証

通級による指導により、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて、障害の軽

減・改善のための指導が行われた。通常の学級における授業においてもこの指導

の効果が期待できる。 

今後の方針

通常学級に在籍する心身に軽度の障害（言語・聴覚・情緒・ＬＤ・ＡＤＨＤ・

自閉症スペクトラム等の発達障害）のある児童生徒で通級の指導を望む数は年々

増加している。今後もこの事業を推進することで、特別な支援を必要とする児童

生徒の障害の軽減・改善を図っていく。 
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事業名 教育調査研究・研修事業（詳細施策 3－7・3－8） 

事業の目的 
 学校教育に関連する様々な教育課題に対する調査研究や課題解決に向けた研修

を実施し、教職員の資質の向上を図る。 

実施状況 

高崎市教育センター基本構想に基づき、法定研修（初任者研修、１０年目研修） 

のほか、２年目研修、３年目研修、５年目研修、１５年目研修、２０年目研修、

情報管理研修、校内研修主任研修、新任生徒指導主任・主事研修、学力向上研修、 

ＯＪＴ推進リーダー研修、特別支援教育研修、人権教育研修、学校経営研修、夏

季特別研修、夏季パソコン研修等を実施した。      

◆「充実した研修内容である」と 

答えた受講者数の割合 

年度 実績 

26 年度 97% 

27 年度 96% 

28 年度 96% 

評価検証 
 受講後のアンケートでは９６％の講座受講者が、研修内容に満足していると答

えている。 

今後の方針 
 研修のニーズを的確に把握し、人材育成研修システムに基づいた質の高い研修

講座を実施することで、教職員の資質の向上をより図っていく。 

事業名 適応指導教室推進事業（詳細施策 3－7） 

事業の目的 
 不登校児童生徒を対象に学習指導や体験活動、定期的な保護者への面談、在籍

校との連携等を実施し、学校復帰が図れるよう支援していく。 

実施状況 

 市内８教室において、指導員（嘱託職員）１９人とボランティア指導員９人で、

学校・保護者と連携を図りながら、不登校児童生徒の学校復帰を目指し、各教室

での学習指導、カウンセリングや、合同行事である野外炊飯やものづくり体験学

習、社会科体験学習等の体験活動などの適応指導を行った。 

◆週一日以上学校へ登校できた児童生徒数 

年度 実績 

26 年度 26 人 

27 年度 11 人 

28 年度 21 人 

評価検証 
 平成２８年度市内小中学校の不登校児童生徒４８９人のうち、６３人が適応指

導教室へ通室し、２１人が学校へ復帰することができた。 

今後の方針 
 学校との連携をより密に行い、学校復帰を目指す適応指導教室の役割を周知し、

不登校児童生徒の支援を行う。 

ものづくり体験学習 

初任者研修講座 
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点検・評価シート 

施 策 ４ 子どもたちの心身の健康と体力の向上 
担当課 

健康教育課 

詳細施策 

 4－1 心と体の健康づくり  

 4－2 体力の向上とじょうぶな体づくり 

 4－3 自ら身を守る交通安全教育の推進と安全な通学路の確保 

 4－4 安全・安心な給食づくり 

事業名 児童・生徒等健康管理対策事業（詳細施策 4－1） 

事業の目的 

児童生徒等の健康の保持増進を図るため、疾病・異常を早期に発見し保健指導

を実施し治療を促進する。健康診断をすることにより、自己の健康課題に気づき、

自ら考え、行動し、心身ともに健康で明るい生活を送れるようにする。 

実施状況

幼児、児童、生徒及び教職員の健康管理の一環として、学校医等による健康診

断ならびに専門機関による検診（貧血検査・尿検査・心臓疾患検査・総コレステ

ロール検査等）を実施し、その結果を受けて保健上必要な指導助言（治療勧告）

や保健指導を行った。 

◆永久歯う歯及び歯肉炎等治療完了者率

年度 実績 

27 年度 
小学校 96.9％ 

中学校 89.6％ 

28 年度 
小学校 96.6％ 

中学校 88.3％ 

評価検証

健康診断・検査の受検率はほぼ１００％であり、未受検者については入院等の

やむを得ない事情のものがほとんどである。各学校園においては、健康診断や検

査の結果を受け、事後の保健指導を行っている。また、学校医等の協力を得て、

行事前に臨時の健康診断や経過観察歯科健康診断を実施するなどの健康管理対策

をとっている。 

今後の方針

学校等から働きかけをすることにより、保護者の協力を得て対象者全員の受検

を実現する。また、学校医等と連携し、健康診断の結果を児童生徒等の健康管理

や保健指導に活用し、児童生徒等の心身ともに健康な生活の実現を目指す。 

29



事業名 学校保健充実事業（詳細施策 4－1） 

事業の目的 

助産師による「命の大切さ」出前授業や専門家による性教育講演会、薬物乱用

防止講演会、「エイズデーin たかさき」への参加を実施し、豊かな人間性をはぐ

くみ、生涯を通じて健康な生活を営む児童生徒の育成を図る。 

実施状況 

 豊かな心と健康な体づくりの一環として、健康 

教育の今日的課題に対応するため、専門家の講演 

や体験活動により、正しい知識を身に付け、自己 

の日常の生活に生かせるよう、学校において保健 

計画に位置づけられた継続的な実施を目指してい 

る。助産師会、ボランティア団体、学校医等の協 

力により、前年より多くの学校で実施できた。 

◆助産師による授業・性教育講演会実施校数 

年度 目標 実績 

28 年度   50 校 42 校 

◆薬物乱用防止講演会実施校数

年度 目標 実績 

28 年度 60 校   62 校 

評価検証

実施を希望する学校が増加している講師派遣事業については、予算維持に努め、

実績の拡大を図っている。 

しかし、助産師による「命の大切さ」出前授業については毎年継続して実施希

望の学校が多いが、その要望に応えられず、ローテーションで実施している状況

である。 

今後の方針

性教育、薬物乱用防止教育は、今日的かつ緊急的な課題であるため、受講学校

数を増加できるよう多面的に働きかけていく。特に薬物乱用等の低年齢化に伴い、

正しい知識と適切な判断ができるよう、小学校の薬物乱用防止教室の拡充を図り、

保健所やライオンズクラブ等の関係機関と連携し、学校への支援を行いたい。 

また、予算等の関係から、隔年で実施する学校も多いが、より大きな成果を得

られるように継続的に実施できるように働きかけていく。 

「命の大切さ」出前授業 
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事業名 学校体育施設開放事業（詳細施策 4－1 ） 

事業の目的 
生涯スポーツの普及と推進を図るため、各種団体のスポーツやレクリエーショ

ン活動に対し、小中学校施設等の体育施設の積極的な開放を行う。 

実施状況 

学校体育施設開放については、平成２７年度は、耐震工事に加え、その他の改

修工事等があり、平成２８年度も体育館の建て替え等の改修工事があったため利

用者数が減少している。 

◆学校体育施設利用者数 

年度 目標 実績 

26 年度 654,000 人 652,034 人 

27 年度 648,000 人 644,220 人 

28 年度 655,000 人 619,745 人 

評価検証

学校体育施設は改修工事等があり、希望する学校体育施設を利用できない団体

は、新設のスポーツ施設を利用していることから、利用者が分散化している。そ

のため、目標を下回る利用者数となった。 

今後の方針
生涯スポーツの更なる普及・推進を図るため、引き続き制度の周知活動に力を

入れていく。 
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事業名 学校体育充実事業（詳細施策 4－2） 

事業の目的 
生涯を通して運動に親しむ心を養うとともに、各種競技大会の開催や新体力テ

ストの実施、中体連等への支援を行い、児童生徒の体力の向上に努める。 

実施状況 

小学校での「めあて学習」や中学校での「課題解決学習」、新体力テストの実施

を通して、進んで体力向上に取り組む児童生徒の育成に努めた。 

◆新体力テストの実施者数（小学校５・６年生及び中学校１～３年）

小学校の各種大会（体操・陸上・水泳）を通して、進んで運動に取り組む児

童の育成に努めた。また、中学校と保護者、地域が連携し、生徒の自主的な活

動を支援する望ましい運動部活動の推進を行った。 

◆運動部への外部指導協力者派遣事業

「部活動申し合わせ事項」の徹底を図り、平日、休日、長期休業中等の練習時

間や休みの設定等を共通理解し、望ましい運動部活動の推進に努めた。 

年度 実績 

26年度 16,795人【実施率98％】

27年度 16,615人【実施率98％】

28年度 16，596人【実施率99％】

評価検証

学校訪問指導を通して、基礎基本を一斉指導で児童生徒全員に履修させ、その

力をもとに子どもが自己の課題に主体的に取り組む授業改善が図られている。 

小学校の各種大会では、大会はもちろん、校内練習会を通して、できる喜びを

味わうことで、運動好きな児童の育成を図ることができた。 

新体力テストが各校で適切に実施されるよう、マニュアルの作成や啓発に努め

た。 

中学校運動部活動における外部指導者の派遣を通して、各種目の専門性を生か

した指導が行われ、生徒の意欲向上が図られた。 

今後の方針

小学校の全教員を対象とした体育実技講習会を実施し、児童ができる喜びを味

わえるよう、体育の授業改善を図る。小学校では、５・６年生が実施していた新

体力テストの全学年での実施に向けて取り組んでいく。 

研修会等を通して運動部活動外部指導者の一層の質的向上を図り、望ましい運

動部活動の推進を図る。 

小学校水泳大会 

年度 目標 実績 

26 年度 70 人 69 人 

27 年度 70 人 65 人 

28 年度 70 人 58 人 
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事業名 交通教室事業（詳細施策 4－3） 

事業の目的 
交通法規や自転車実習による交通教室を開催し、自分の命は自分で守る交通安

全教育を推進する。 

実施状況 

和田橋交通公園では、市内の小学校３年生全員と、希望のある学校については

他の学年も対象に「交通安全教室」を実施している。特に、自転車の乗り方やル

ールを中心に交通事故ゼロを目指して指導している。また、夏休みを利用して、

自転車に乗れない小学校１年生を対象に「親子自転車教室」を実施した。 

◆自転車事故発生率/交通事故総数（小学生）

年度 目標 実績 

26 年度 30％ / 45 件 33％ / 64 件 

27 年度 30％ / 45 件 49％ / 61 件 

28 年度 30％ / 45 件 39％ / 56 件 

◆交通教室参加者数：３年生を含む総参加者数（実施回数） 

年度 目標 実績 

26 年度 11,000 人  8,439人(196回)

27 年度 11,000 人  7,443人(213回)

28 年度 11,000 人  8,047人（241回）

◆親子自転車教室参加者数 

年度 目標 実績 

26 年度 40 組 23 組 

27 年度 40 組 47 組 

28 年度 40 組 34 組 

評価検証

小学生の自転車事故の主な原因は、飛び出しや一時停止不履行である。各学校

が危機意識を持って継続的に実効性のある指導を行えるよう、情報の提供に努め

ていく。小学３年生の交通安全教室の１回の実施人数を少数化し、一人ひとりが

自転車に乗る実技の量を増やすなど工夫に努めた。親子自転車教室では、自転車

に乗れるよう指導するだけでなく、交通安全についても指導している。 

今後の方針

 学校の交通安全指導を核として、改正道路交通法を念頭に、自転車事故の防止

に向けた交通ルールやマナーの指導の充実を図る。また、警察や交通安全協会な

どの関係諸機関と連携した交通安全指導を推進するとともに、家庭の教育力向上

に努める。和田橋交通公園の交通安全教室については、より効果的な交通安全教

育が実践できるよう、指導方法や内容の改善に努める。 
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事業名 給食充実事業（詳細施策 4－4） 

事業の目的 

学校給食において、地場産農産物の積極的な活用や郷土料理の導入、栄養教諭・

栄養士による食指導を実施することにより、児童生徒の健やかな成長と望ましい

食習慣を形成していく。 

実施状況 

 新鮮で安全な食材の提供が可能となるだけでなく、地元の農産物生産者への支

援、児童生徒の本市の農産物・農業への関心を高めることにも繋がることから、

学校給食に地場産農産物を積極的に使用している。また、児童生徒が食の重要性

を知り、食について考えるきっかけとなるよう、栄養教諭・栄養士が給食時に教

室を訪問して、献立や食材などに関する説明や食指導を行っている。 

◆給食における地場農産物使用率

年度 目標 実績 

26 年度 48％ 48.1％ 

27 年度 50％ 50.0％ 

28 年度 50％ 47.2％ 

◆1 ヶ月の栄養教諭・栄養士の給食時、教室訪問回数 

年度 目標 実績 

26 年度 17 回 10 回 

27 年度 18 回 12 回 

28 年度 18 回 11 回 

評価検証

学校給食の使用量全体からみる地場農産物の使用率は、目標とする５０％に至

らず、過去２年度に比べて減少した。また、栄養教諭・栄養士の給食時教室訪問

回数も目標には至らず、前年度の実績を下回った。 

今後の方針

 地場産農産物の使用率が下がった要因を検証し、より多くの場産農産物が使用

できるよう取り組みを進めていく。 

栄養教諭・栄養士が給食時に教室訪問を行えるよう、各学校に働きかけていき

たい。 
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事業名 給食運営事業（詳細施策 4－4） 

事業の目的 
安全・安心な給食を提供するため、調理器具等の更新を実施するとともに、食

育の視点から給食残渣の削減に取り組む。 

実施状況 

 調理器具等の状況を確認し、必要性の高いものから優先的に更新を行った。 

各学校園において、一定期間給食残渣のサンプル調査を実施して、年間の残渣

を推定して一人一日分の残渣を算出した。 

◆児童生徒一日あたりの給食残渣

対象 28 年度目標 28 年度実績 

幼稚園 44ｇ 45ｇ 

小学校 36ｇ 42ｇ 

中学校 63ｇ 61ｇ 

特別支援学校 85ｇ 49ｇ 

サンプル調査は、平成２９年１月１６日～２月３日で実施 

評価検証
中学校、特別支援学校の残渣量は目標値より少なかった一方で、幼稚園、小学校

では目標値より多かった。 

今後の方針
安全・安心な給食を提供するために、古い調理器具等の更新を行い、食育の面か

らも、給食残渣の更なる削減が出来るように努めていく。 
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事業名 「健康教育」啓発事業（詳細施策 4－1・4－2・4－3・4－4） 

事業の目的 

「２１世紀を担う元気なたかさきっ子」を育てるため、本市における健康教育

（学校保健・学校体育・学校給食）の取り組みを紹介する健康教育フェアを開催

し、学校園における実践の様子について、パネル展示等を通して広報することに

より、学校・家庭・地域の連携の必要性を市民とともに考えていく。 

実施状況 

 平成２０年度より「健康教育フェア」を開催している。 

健康教育フェアでは、健康教育に関する学校の実践や学校給食について、また

学校医・学校歯科医・学校薬剤師の活動をパネル展示等で紹介した。 

また、学校給食の紹介として試食コーナーを設け、学校給食を身近に考えても

らう機会を提供した。 

平成２２年度より、市民の健康への関心を高め   

るため、軽スポーツや歯の健康チェック、簡易視 

力検査、目の体操、血圧測定等の体験コーナーを 

設け、多くの方に来場していただいている。 

 平成２７年度より、パネル展示については市庁 

舎で、軽スポーツや握力測定、食育カルタ、食材 

つりゲームなどの体験コーナーは、健康課主催の 

「たかさき食育・健康フェスタ」の中で実施した。 

評価検証

多くの市民に健康について関心を持ってもらおうと、市庁舎１階ロビーにて展

示コーナーを設けた。パネル展示については、市庁舎を訪れる幅広い層の市民に

展示物を見ていただく機会となり、健康教育には、学校・家庭・地域の連携が重

要であることを広めることができた。 

また、軽スポーツや健康チェック等の体験コーナーは、健康課主催の「たかさ

き食育・健康フェスタ」の中で実施し、子どもからお年寄りまで多くの方に来場

いただき、市民の健康への関心を高めることができた。 

今後の方針

健康教育は、継続的な取り組みが大切であることから、幼稚園から高等学校ま

で幅広く働きかけていく。今後も市庁舎１階ロビーなど、多くの市民が訪れやす

い会場で開催するとともに、健康課の「たかさき食育・健康フェスタ」とも連携

して実施する予定である。パネル等の展示物の充実を図るとともに、多くの市民

に来場してもらえるよう、広報や催し物の工夫をしていく。 

健康教育フェア 

エイズパネル 

パネル展示 「たかさき食育・健康フェスタ」体験コーナー 
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点検・評価シート 

施 策 ５ 安全で多機能な教育環境づくりの推進 
担当課 

教育総務課 

詳細施策 

5－1 安全・安心な学校づくり 

5－2 多様で弾力的な活動を可能にする学校づくり 

5－3 地域性を発揮させた学校づくり 

5－4 環境にやさしい学校づくり

事業名 箕輪小学校校舎改築事業（詳細施策 5－1・5－2・5－3・5－4） 

事業の目的 老朽化した校舎の改築工事の実施 

実施状況 

 耐力度調査の結果「改築が必要」と判断された校舎の改築の実施設計及び、仮

設校舎の工事を完成させた。 

＜校舎改築のポイント＞ 

○市産木材を使用した、木造２階建ての校舎 

○多様な学習活動に対応できる多目的スペース、少人数教室の整備 

○屋根に太陽光発電を設置し、環境に配慮 

仮設校舎 旧校舎(解体工事中) 

◆事業進捗率（事業費ベース）

28 年度目標 28 年度実績 

5% 5% 

評価検証
校舎改築に向けた周辺整備の工事を完了させた。 

全体的に計画どおり進捗している。 

今後の方針

児童の安全確保に配慮し、計画的に改築工事を進める。 

◆事業進捗率（事業費ベース）

28 年度実績 29 年度目標 

 5% 20% 
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事業名 高南中学校校舎改築事業（詳細施策 5－1・5－2・5－3・5－4） 

事業の目的 老朽化した校舎の改築工事の実施 

実施状況 

 耐力度調査の結果「改築が必要」と判定された校舎の改築工事を進めている。 

＜校舎改築のポイント＞ 

○中央に廊下を配置し、その両側に部屋を配置する中廊下形式としており、利用

しやすく管理も容易で、また、共用部分の面積の合理化により、敷地の省スペ

ース化を図る。 

○人・自転車・自動車の動線を分離し、校内の安全を確保 

○エレベーターと多目的トイレを設置し、バリアフリーに配慮 

○屋根に太陽光発電を設置し、環境に配慮 

新校舎パース図 新校舎（建設中）

◆事業進捗率（事業費ベース）

28 年度目標 28 年度実績 

40% 40% 

評価検証 年度内完成に向けて、計画どおりに進捗している。 

今後の方針

生徒の安全確保に配慮し、計画的に改築工事を進める。 

◆事業進捗率（事業費ベース）

28 年度実績 29 年度目標 

 40% 100% 
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事業名 学校体育施設整備事業（詳細施策 5－1・5－2・5－4） 

事業の目的 老朽化した屋内運動場及びプールの改築の実施 

実施状況 

＜屋内運動場改築のポイント＞ 

○ 災害時の避難所として機能するよう整備 

○ スロープや多目的トイレを設置するなどバリアフリーに配慮 

○ 屋根に太陽光発電装置を設置し、環境に配慮 

並榎中学校屋内運動場 中室田小学校屋内運動場

◆事業進捗率（事業費ベース）

事業実施学校名 28 年度目標 28 年度実績 

並榎中学校 100% 100% 

中室田小学校 100% 100% 

＜プール改築のポイント＞ 

○ 維持管理しやすく、長期使用可能な無塗装ステンレスプール 

○ 平成２８年度工事完成：新町中学校 

新町中学校プール

◆事業進捗率（事業費ベース）

28 年度目標 28 年度実績 

100% 100% 

評価検証
 屋内運動場改築工事については、並榎中および中室田小が完成し、新町中のプ

ール改築についても計画どおり完成した。 

今後の方針  老朽化、耐震性等を考慮し、計画的な更新に努めていく。 
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事業名 自然体験活動施設整備事業（詳細施策 5－2） 

事業の目的 

榛名湖畔において、市内の小学校が自然体験を実施するため、平成２９年度か

らの開校に向けて施設を整備する。 

宿泊施設の厨房等の整備を行い、自然体験プログラムの策定を実施する。 

実施状況 

 東吾妻町から取得した（旧）榛名吾妻荘について、施設改修工事、厨房改修工

事、野外炊飯施設新築工事、空調その他の設備工事、研修棟解体工事等を行い、

榛名林間学校榛名湖荘としての施設整備を行った。 

また、各体験活動について、現地で確認をしながら、試行錯誤、検討を行い、

自然体験プログラムを策定した。 

評価検証 

市内の全小学校の５年生が宿泊し、榛名湖畔で自然体験活動を行うことができ

る施設を整備することができた。 

地元の方々の協力も得ながら、榛名林間学校榛名湖荘ならではの自然体験プロ

グラムを策定することができた。 

今後の方針 

 実際に事業を利用した児童や教職員の意見を聞きながら、自然体験プログラム

の内容等について検討を行い、引き続き地元の方々の協力を得ながら、事業をよ

り充実させるよう努めていきたい。 

事業名 学校施設改修事業（高等学校以外）（詳細施策 5－1） 

事業の目的 
安全で快適な教育環境の維持管理。 

各学校園を巡回し、要望箇所を確認する。 

実施状況 
 「工事要望調査」等により、施設の状況を把握し、危険や不衛生と感じる箇所

の調査を行い、調査結果を基に屋上防水工事や教室の床改修工事等を実施した。 

評価検証

施設の老朽化により各学校園からの要望も多くなってきているが、予算の範囲内

で危険度の高いものから優先して改修を行った。 

また、防水工事や、教室床改修工事等を行い、校舎等の維持管理の向上に努めた。

今後の方針 計画的な施設整備を推進するため、計画の見直しを含め検討していく。 
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事業名  学校施設整備事業（高等学校）（詳細施策 5－1） 

事業の目的 

安全で快適な学習環境と、生徒が安心して学校教育活動に取り組める環境を創

出するため、学校施設の計画的な整備や適切な維持管理に努め、高等学校教育の

充実を目指す。 

実施状況 
 施設の老朽化により補修箇所が年々増加しているので、危険な状態または学校

運営上、重大な支障が生じる部位から優先的に補修を行った。 

評価検証 予算の範囲内で、危険度及び必要性の高いものから優先して改修した。 

今後の方針 

老朽化の進行により、生徒の学習環境が悪化することが予想されるので、学校

施設のより一層の適切な維持管理に努めるとともに、必要な修繕工事等を計画的

に実施していく。 
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点検・評価シート 

施 策 ６ 歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進 
担当課 

文化財保護課 

詳細施策 

6－1 文化財保護マスタープランの策定・推進 

6－2 身近な文化遺産の活用と歴史学習の環境づくり 

6－3 市民への文化財情報の提供 

6－4 文化財に親しむための環境づくり 

6－5 歴史的建造物の保存へ向けた環境整備 

6－6 地域の文化財の掘り起こしと保護するための環境づくり

6－7 民俗資料の収集と展示 

6－8 市民の積極的参加を促す資料館活動 

6－9 市民に開かれた資料館の運営 

6－10 市民の学習活動の支援

事業名 文化財保護マスタープラン策定・推進事業（詳細施策 6－1）

事業の目的 
 市民共有の文化遺産の適切な保存、有効な活用方法や整備のあり方について文

化財保護マスタープランの策定を検討する。 

実施状況 

マスタープラン策定のための資料整理作業を実施した。

◆事業進捗率（平成２８年度） 

目 標 実 績

5％ 1％

評価検証 マスタープラン策定のための、情報収集及び資料整理作業を行った。 

今後の方針 引き続き、基本的な指針を再検討していく。 
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事業名 日高遺跡保存整備事業（詳細施策 6－2） 

事業の目的 
国指定史跡日高遺跡を永く保存し、市民共通の文化遺産としての活用を図るた

め、史跡公園として整備する。 

実施状況 

ＪＲ上越線南側区域の整備工事に着手し

一次造成工事及び排水路整備工事を実施し

た。

また、供用を開始したＪＲ線北側区域で

は、復元した弥生時代の水田を活用し、地 

元で組織された「日高遺跡をともに楽しむ 

会」とともに、住民参加型の稲作体験イベン 

トを開催した。 

開園部分については、業務委託により除      整備完成予想図

草等の管理を行った。         

稲作イベント（田植え）の様子 

目標 実績 通算実績

5％ 5％ 45％

評価検証 

整備工事に着手して８年目となり、上越線南側区域の工事に着手した。また、

復元した水田では、地元で組織された活用団体とともに、住民参加型の稲作体験

イベントなどを開催し、公園の利用のあり方について市民の関心が高まった。

今後の方針 ＪＲ上越線南側区域の整備工事を推進する。 

◆事業進捗率（平成２８年度） 
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事業名 箕輪城跡保存整備事業（詳細施策 6－2） 

事業の目的 
国指定史跡箕輪城跡を永く保存し、市民共通の文化遺産としての活用を図るた

め、史跡公園として整備する。 

実施状況 

史跡整備基本設計に基づき、郭馬出西虎口の城門復元工事、土塁復元工事、搦手

口から郭馬出への園路整備等を実施した。平成２８年１１月２３日には、城門復元

工事の完成記念式典を開催した。

 また、平成２９年度から整備を開始する本丸の実施設計を策定した。

◆事業進捗率（平成２８年度） 

目標 実績 通算実績

10％ 10％ 50％ 

評価検証 

整備工事に着手して６年目になり、郭馬出地区の整備（城門・土塁復元等）が

完成し、市民の箕輪城への関心もより高まった。

また、平成２９年度から整備を始める本丸地区の実施設計を策定し、着実に事

業を進めた。

今後の方針 本丸地区の整備工事を推進する。

整備完成予想図 平成２８年度 郭馬出西虎口城門完成式典 
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事業名 北谷遺跡保存整備事業（詳細施策 6－2） 

事業の目的 
国指定史跡北谷遺跡を永く保存し、市民共通の文化遺産としての活用を図るた

め、史跡公園として整備する。 

実施状況 

 平成２３年度に策定された史跡北谷遺跡 

保存管理計画をもとに、平成２８年度から 

史跡地の公有地化に着手した。また、地権 

者への説明会も実施した。 

その他、除草等の史跡管理を行った。 

◆事業進捗率（平成２８年度） 

目標 実績 通算実績

5％ 5％ 19％

評価検証 
平成２８年度は地権者説明会を実施するとともに、公有地化にも着手した。その

結果、北谷遺跡の整備について、地元の関心が高まってきている。

今後の方針 史跡地の公有地化を進める。 

北谷遺跡航空写真 
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事業名 山名古墳群保存整備事業（詳細施策 6－2） 

事業の目的 
市指定史跡山名古墳群を永く保存し、市民共通の文化遺産としての活用を図る

ため、史跡公園として整備する。 

実施状況 

 定期管理を行うとともに、保存管理の方向性について検討した。 

◆事業進捗率（平成２８年度） 

目標 実績 通算実績

2％ 1％ 32％

評価検証 

定期管理を継続している状況である。また、平成２４年度に地元と整備に関す

る事項について協議したので、それを踏まえて今後の整備の方向性を模索してい

る段階である。

今後の方針 
山名古墳群と上野三碑の一体的活用などについて、地元とも協議しながら検討

を進めていく。

山名古墳群航空写真 
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事業名 文化財管理事業（詳細施策 6－2・6－6） 

事業の目的 

市内に点在する指定文化財を保護するとともに、史跡・重要文化財等の一般公

開を実施する。また、文化財愛護精神の高揚を図るため、文化財作文コンクール

など参加型の関連事業を開催する。 

実施状況 

文化財の保護普及活動事業として、市内文化財の公開を行うとともに、文化財

作文コンクール等を継続実施した。 

◆上豊岡茶屋本陣見学者数 

年度 目標 実績 

26 年度 1,400 人 1,114 人

27 年度 1,400 人 1,083 人

28 年度 1,400 人 1,308 人

◆文化財作文コンクール応募者数 

年度 目標 実績 

26 年度  800 人  936 人

27 年度  800 人  552 人

28 年度 1000 人 831 人

評価検証 
 上野三碑が、ユネスコ「世界の記憶」の国内候補決定以来、県内外から多くの

見学者が訪れており、文化財に対する関心が高まっている。

今後の方針 
 指定文化財の適切な保存管理に努め、文化財が身近に感じられるよう見学者を

増やす工夫を図る。

作文コンクール授賞式の様子 
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事業名 埋蔵文化財調査事業（詳細施策 6－3・6－4） 

事業の目的 

開発事業によって破壊された遺跡の出土品などを展示し、その成果を広く市民

に公開する。前橋高崎連携事業の一つとして実施し、両市の市民が郷土史に理解

を深めるような展示を行う。 

実施状況 

 前橋市との連携展示会をシティギャラリーで実施し、展示解説会を行った。

◆連携展入場者数 

年度 目標 実績

25 年度 1,200 人 1,141 人

26 年度 1,200 人 1,021 人

27 年度 1,200 人 1,212 人

28 年度 1,200 人 1,161 人

評価検証 

「いまなお ひかり放ちて」と題し、本市と前橋市の発掘調査で出土した優品

に焦点をあて、旧石器時代から近世までの歴史がわかる遺物約３００点を展示し

た。

また、昨年から引き続き展示関連の解説会を実施した。

今後の方針 
 発掘調査によって得られた資料をより活かすため、公開の場を増やし、文化財

保護の啓発を図る。

連携展チラシと会場写真 
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事業名 多胡碑周辺重要遺跡範囲確認調査事業（詳細施策 6－3） 

事業の目的 
多胡郡衙跡推定地を調査することにより、多胡碑の史跡としての価値を高めると

ともに、多胡碑の重要性等について周知を図る。 

実施状況 

６年目の調査となった平成２８年度は

正倉の発見されていた岡地区において調

査を継続し、合計で１,９２４㎡を調査し

た。

調査では、正倉院の北辺にあたる区画

溝を発見し、あわせて通路となる土橋、

区画溝南西コーナー部分を発見した。

また、地元住民向けの遺跡説明会を開

催した。

目標 実績 通算 実績 

9％ 9％ 54％ 

評価検証 

正倉院北辺の区画溝および南西コーナー部分が発見できたことにより、遺跡の範

囲が確定した。正方位に沿ってのびる区画溝に囲まれたこの遺跡は、南北の距離が

２１０ｍであり、奈良時代の規格によって設計されたことがわかった。

また、遺跡の中心を通るラインの真北には特別史跡多胡碑が位置しており、２つ

の遺跡の関係性が指摘できる。

今後の方針 

今後も多胡郡正倉跡の調査を継続するとともに、保護をより確実なものとするた

めに国指定を目指す。そのために岡地区（正倉院部分）についての総括報告書を刊

行し遺跡の価値付けをする。 

また、地元住民及び地権者に遺跡の重要性を伝える啓発活動を継続する。 

北辺区画溝と土橋 

◆事業進捗率（平成２８年度）
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事業名 上野国分尼寺跡範囲確認調査事業（詳細施策 6－3） 

事業の目的 
上野国分尼寺跡の寺域範囲や施設配置等を調査することにより、国分尼寺の史跡

としての価値を高めるとともに、国分尼寺の重要性等について周知を図る。 

実施状況 

初年度の調査となった平成２８年度

は、推定東門跡及び推定講堂跡にトレン

チを設定し合計で５００㎡を調査した。

調査では、講堂跡と推定されていた遺

構が尼坊跡であることが確認された。

また、東門跡と推定されていた遺構が

正確不明の掘立柱建物跡であることが判

明した。

目標 実績 通算 実績 

9％ 9％ 9％ 

評価検証 

推定講堂跡が、東西１５間×南北４間で３間ごとに間仕切りの柱痕跡を有する規

模となる可能性がある尼坊とすれば、良好な状態での調査例として、また、未確認

である上野国分僧寺の僧坊を想定する上で、参考となる重要な発見である。

マスコミにも取り上げられ、現地説明会を開催したところ３６０人の見学者が参

加するなど、市民の大きな関心を得た。

今後の方針 

今後の遺跡保存を検討するうえで、推定講堂跡（尼坊跡）の周辺調査、南辺及び

東辺施設の調査を実施する。 

遺跡の価値付けを行うための発掘調査概要報告書作成に向けた基礎資料整理を

実施する。

尼坊跡調査区全景 ◆事業進捗率（平成２８年度）
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事業名 文化財調査事業（詳細施策 6－5・6－6） 

事業の目的 
新たな文化財の把握・保護に取り組むため、歴史的建造物等の詳細調査、指定文

化財の修理や案内板等の設置を行う。 

実施状況 

史跡・重要文化財旧新町紡績所に関わる保存活用計画の策定に着手した。 

また、県指定重要文化財の北新波砦史跡の土塁修繕を実施し保護に努めた。更に

指定文化財の標柱及び説明板を設置した。 

事業 の内容 件数 

文 化財調査 数 109 件 

文化財修理件数 1 件 

指定文 化財標柱・説明板設置件数 5 件 

評価検証 

 市内指定文化財の所在確認調査を実施し、文化財の保存管理状況などを確認する

ことができた。

また、指定文化財の標柱・説明板を設置し、文化財の活用に向けた成果を上げる

ことができた。

今後の方針  今後の文化財指定・保護の資料とするため、各種文化財の調査事業の充実を図る。

旧新町紡績所 北新波砦跡 
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事業名 歴史民俗資料館運営事業（詳細施策 6－7・6－8） 

事業の目的 
昔の人の生活文化を知り市民生活の推移を理解していくため、歴史民俗資料の

収集や企画展の開催、体験的な学習活動を実施する。 

実施状況 

○歴史民俗資料館 

事業の内容 期日 

企画展１「染め抜かれた高崎」 28.6.4～9.4 

企画展２「うちの裂織り」 28.10.1～11.27 

企画展３「明治四十三年高崎案内」 29.1.28～4.9 

団体見学受入、小学校社会科体験学習、博物館実習生受入 

◆歴史民俗資料館入館者数 

年度 目標 実績

26 年度 6,400 人 7,239 人 

27 年度 5,400 人 6,280 人 

28 年度 7,500 人 6,718 人

○榛名歴史民俗資料館 

事業の内容 期日

小企画展

「切り絵展」 28.3.2～ 4.30

「パッチワーク展」 28.5.1～ 6.30 

「手芸展」 28.7.1～ 8.31

「書道展」 28.9.1～10.31 

「絵手紙展」 28.11.2～12.26

◆榛名歴史民俗資料館入館者数 

年度 目標 実績

26 年度 3,500 人 2,886 人 

27 年度 3,500 人 2,921 人

28 年度 3,500 人 3,257 人 

評価検証 

歴史民俗資料館は、昨年同様「高崎のことがわかる」をコンセプトに企画展な

どを開催し、特に小学生の体験学習で好評を得たが、入館者数が目標値には届か

なかったものの、前年を上回る実績を上げることができた。

榛名歴史民俗資料館では、入館者数が目標値には届かなかったものの、前年を

上回る実績を上げることができた。

今後の方針 地元に根ざした資料館として特色ある企画展等を開催する。 

企画展２「うちの裂織り」 

書道展 
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事業名 観音塚考古資料館運営事業（詳細施策 6－9・6－10） 

事業の目的 
誰もが身近に考古学習に親しめるよう、観音塚古墳出土品を中心とした企画展、

体験学習の場を提供する。 

実施状況 

事業の内容 

常設展 ｢観音塚古墳とその世界｣ 

ミニ企画展  28.4.23～28.6.10           入館者 2,024 人 

「八幡台地、遺跡めぐり」 

特別展 28.6.11～28.8.21               入館者 2,003 人 

「若田坂上遺跡出土・人形土器」 

企画展 28.10.8～28.12.4                    入館者 2,016 人 

第２８回企画展「前方後円墳が消えるとき～再考、観音塚古墳の史的意義」

講演会、石室ガイドツアー、石のまが玉づくり、ガラスのまが玉づくり、土

鈴づくり、ミニハニワづくり、アンギン編み、歴史ウォーク、古墳めぐりバ

スツアー、団体施設見学、小学校社会科学習・やるベンチャー 

◆観音塚考古資料館入館者数 

年度 目標 実績

26 年度 8,000 人  8,757 人

27 年度 8,000 人 10,810 人

28 年度 9,000 人  8,230 人

評価検証 

入館者は前年対比において減となったが、秋の企画展においては「前方後円墳」

をテーマにし、近畿地方、関東地方、県内、市内の古墳からの出土品を展示する

ことで、古墳時代に関心のある来館者を得られた。

また、ミニ企画展では、八幡台地上の遺跡を紹介することで、観音塚古墳との

関わりを伝えることができた。県への事業協力では、県内の史跡、歴史関連施設

をめぐり賞品を獲得する事業への協力を行ったことで集客を図った。

今後の方針 

学校教育・社会教育関連施設、文化振興・観光関連部局との更なる連携に努め

るとともに先進的な事業展開をする他館を研究し、入館者の増加を図る。 

また、歴史・考古学愛好者のニーズに応えられるよう、更に内容の充実を図っ

ていくとともに、メディア等にも情報提供を行って認知度を高めていく。 

企画展「前方後円墳が消えるとき」 歴史ウォーク～八幡台地遺跡めぐり 
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事業名 かみつけの里博物館運営事業（詳細施策 6－3・6－9・6－10） 

事業の目的 
古墳時代を中心とした、資料の収集・調査研究・保管や展示活動など様々な教

育活動を行うことにより、人々の教養向上を推進する。 

実施状況 

事業の内容 

体験型企画展「わくわく古代体験‘１６」28.7.18～28.8.31 

        34 日間 入館者 6,062 人

第２５回特別展「榛名山に祈る」28.12.6～28．2.12 

         72 日間 入館者 4,729 人

小規模企画展「たかさき宝尽くし」29.3.19～29.6.30 

 104 日間 入館者 14,356 人

歴史講座 「かみつけ塾」 参加者 843 人 開催数 12 回

石の勾玉づくり 参加者 3,699 人 製作数 3,699 個

樹脂の勾玉づくり 参加者 913 人 製作数 913 個

総合的学習の時間 参加者  上郊小学校 6年生  延 252 人 

第７回かみつけの里古墳祭り 28.10.16（実行委員会主催） 入場者 5,000 人

・「王の儀式再現劇」上演、古代米試食、勾玉・埴輪づくり体験、物販。 

◆かみつけの里博物館入館者数 

年度 目標 実績

26 年度 25,000 人 24,688 人

27 年度 25,000 人 29,981 人

28 年度 25,000 人 42,914 人

評価検証 

年間入館者は前年比４３％増で、開館以来最高となった。要因としては、全国向

けテレビ放映やＪＲ冊子掲載等の広報効果による入館者増のほか、評判が広がり学

校関係の入館者が増加したことが考えられる。また、平成２６年度に旅行企画者へ

の観光誘致活動を行い、その後、複数の民間旅行会社のツアーが催行されるように

なり、博物館の知名度が向上したことによる効果もあると考えられる。（有料入館

者、前年比７３％増） 

また、ミュージアムグッズ展開（各種雑誌・広報誌、ＴＶ等紹介）により、来館

の興味付けも、相乗効果をもたらしている（販売額 2,717,000 円、平成２７年度比

３２％増） 

今後の方針 

展覧会は、地域の文化資産を核に魅力あるテーマを選択し、楽しく学べる空間

作りに努める。

また、歴史資産の調査研究を進め、それを未来に継承すべく、市民との協働す

る機会を設けながら、活動する仕掛けを充実させる。

 石の勾玉づくり体験 歴史講座「かみつけ塾」 
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事業名 多胡碑記念館運営事業（詳細施策 6－3・6－9・6－10） 

事業の目的 
多胡碑を中心とした郷土の歴史や文化について市民の理解を深め、生涯教育、

学術文化の振興を図る。 

実施状況 

事業の内容 

常設展示 

 国指定特別史跡多胡碑、山上碑、金井沢碑（上野三碑）のレプリカなど、 

石碑・石塔に関する資料や、古代多胡郡の出土遺物。中国の古代から中世の

石刻の拓本等の展示。 

企画展示   

大賀蓮写真展         28.7.16～8.7     入館者  613 人 

第２０回 多胡碑記念館吉井こども書道展   

29.1.21～2.12      入館者   602 人 

上野三碑一般公開 １日    29.3.5    多胡碑見学者  631 人 

◆多胡碑記念館入館者数 

年度 目標 実績 

26 年度 8,400 人 7,855 人 

27 年度 8,000 人 10,171 人 

28 年度 10,000 人 9,319 人 

評価検証 

館内の設備改修や展示室の大幅な展示替え、燻蒸による臨時休館等により入館

者数は目標値に届かなかった。しかし、上野三碑のレプリカを一堂に配置し、「上

野三碑のへや」とする展示の更新や、多胡郡正倉跡の出土品展示コーナーの設置

を行うなど、一定の成果が得られたと思われる。

今後の方針 

学校教育、社会教育、生涯学習の場としての機能を引き続き充実させる。 

また、上野三碑に関する展示の更なる充実に努め、群馬県とも連携し積極的な

周知を図っていく。 

上野三碑のへや 上野三碑一般公開 
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事業名 

事業名 
吉井郷土資料館運営事業（詳細施策 6－3・6－7・6－9） 

事業の目的 

地域の歴史、民俗文化財の収集・保管、調査・研究をし、それに伴う講演会、

体験学習等を行うことで市民が歴史的遺産に親しみ、郷土愛を育む場や機会を

提供する。 

実施状況 

第４３回企画展       吉井かるた原画展      引き札・ポスター展           馬庭念流体験

◆吉井郷土資料館入館者数 

年度 目標 実績 

26 年度 3,000 人 3,751 人 

27 年度 4,400 人 4,253 人 

28 年度 4,200 人 3,542 人 

事業の内容 

第４３回企画展  「吉井藩最後の藩主－吉井信謹の生涯－」  

              28.10.22～12.11   51 日間    919 人 

ミニ企画展 

「吉井かるた原画展」 

        28. 7.18～ 8.28    41 日間    413 人 

「引き札・ポスター展」 

        29. 1.21～ 2.26    37 日間    507 人 

夏休み 

体験学習 

馬庭念流体験     28. 7.30      参加者 19 人 

布ぞうりつくり    28. 8. 6      参加者 30 人 

まが玉つくり     28. 8.20      参加者 39 人 

講演会 
「吉井藩最後の藩主－吉井信謹の生涯－」 

28.11.19      参加者 60 人 

評価検証 

企画展は、吉井藩最後の藩主、吉井信謹の生涯をテーマに企画した。初公開の

写真等を公開し、吉井信謹の生涯を素描することで、市民に地域の歴史に親しん

でもらうことができた。また、今回、初めて企画展に伴う講演会を行い、より一

層の理解を深めてもらうことができた。 

また、今年度、新たにミニ企画展を２回開催し、収蔵資料の紹介をした。夏休

み体験学習は、吉井地域からも出土している古代のアクセサリーで呪術的な意味

合いを持つ「まが玉つくり」、靴を履く習慣になる前のぞうりを布でつくる「布

ぞうりつくり」と高崎市指定重要無形文化財「馬庭念流」の古武道を小学生に体

験してもらうことで地域の歴史と文化についての理解を広めることができた。 

今後の方針 地域に根ざした資料館として特色ある企画展等を開催する。 
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事業名 埋蔵文化財センター整備事業（詳細施策 6－10） 

事業の目的 

市町村合併により大幅に増加する出土品等の資料を集約して体系的に保存・管

理し、生涯学習や学校教育と連携した活用を推進するための拠点施設として、埋

蔵文化財センターの整備を行う。 

実施状況 

埋蔵文化財センターの基本構想策定するために、収蔵量や保管状態の再確認を

行った結果、既存施設を整理統合するには新たな施設が必要であることが確認さ

れた。 

◆事業進捗率（平成２８年度） 

目 標 実 績

1％ 1％

評価検証 

市全体の収蔵資料の量や保管状況の把握と資料館等の他施設の状況確認を行

い、各地の先進事例について情報収集してきたが、新設の場合、事業費が高額に

なってしまうことに加え、文化庁補助事業も既存施設改修およびソフト事業に限

られることがわかった。今年度は新設にこだわらない施設整備について調査研究

し、既存の市有施設を活用していく方針を決めた。 

今後の方針 基本構想を取りまとめるため、既存施設の情報収集を進める。 
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点検・評価シート 

施 策 ７ 高校生が自主的・自律的に生きるために必要な力の育成 
担当課 

高崎経済大学 

附属高等学校 

詳細施策 

7－1 確かな学力の確立 

7－2 キャリア教育の推進 

7－3 国際理解教育の推進 

事業名 学力向上推進事業（詳細施策 7-1） 

事業の目的 

確かな学力の確立のために、少人数学級による授業やシラバスに沿った授業を

行うとともに、発展的・対話的な深い学びを実現するための時間を確保すること

で、中学校における普通教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じた高度な

普通教育を行う。また、教員の授業指導力向上セミナー派遣等の取り組みを行い、

授業改善による確かな学力の向上を図る。 

実施状況 

全学級が３５人をベースにしたクラス編成を行い、選択制を取り入れた教育課程

を編成し、発展的・補充的な学習を行った。また、シラバスには４回の定期考査の

範囲まで明記し、校訓にもうたわれている「自学自習」の学習の目安として生徒に

提示した。芸術コースの音楽系・美術系の生徒には、教員４人の他に１７人の非常

勤講師による専門教育を実施するとともに個別指導の充実を図っている。 

各教科から９名の教員が、東京にある予備校の主催する教員授業力向上セミナー

に参加した。 

◆シラバスで学習する内容や目標を確認して授業に臨んでいる割合(生徒)

年度 実績 

27 年度 81％ 

28 年度 40％ 

◆学習内容が自分の進路や社会生活に役立つと考えている割合(生徒)  

年度 実績 

27 年度 83％ 

28 年度 74％ 

◆授業で話し合ったり、自分の考えを発表したりしている割合(生徒)           

年度 実績 

27 年度 73％ 

28 年度 65％ 

◆セミナー等への派遣が「役に立った」と答えた教員の割合 

年度 実績 

27 年度 100％ 

28 年度 100％ 
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グループ学習やペア学習等を取り入れた言語活動重視の授業や、実験・実習等を

取り入れた体験活動重視の授業への改善を図り、基礎的・基本的な知識及び技能の

習得並びに思考力・表現力の向上を図ることができた。また、シラバスに沿った授

業を確実に行うことで主体的な学習態度の育成に結び付いた。芸術コースにおける

個別指導の充実により生徒一人ひとりの感性を高めることができた。一方、生徒へ

のアンケート結果から、更に生徒が主体的に学習することに充実感を持てるように

するための取り組みが必要であると考えられる。 

教員の授業力向上セミナー参加では、教科指導力が向上し、実践的な技術を身に

付けることができた。 

今後の方針 
思考力、判断力、表現力はもちろんのこと、学ぶ意欲や自ら学ぶ姿勢などを含

めた確かな学力を育成するために、今後も事業の推進を図る。 

事業名  キャリア教育推進事業（詳細施策 7－2） 

事業の目的 

地域、産業界、大学等との連携を図り、体験活動を中心とした学習を積極的に

取り入れることで、社会事象に対する興味・関心を高め、知識をもとに思考・判

断する力、表現する力を身に付けさせるとともに、人間関係形成能力や自己管理

能力、課題解決力、キャリアプランニング力等の基礎的・汎用的能力を身に付け

ることができるようキャリア教育を推進する。 

実施状況 

企業見学や大学見学、活躍している社会人や職業人を講師に招いての講演会や

体験活動を実施するとともに、高崎経済大学との高大連携においては、大学の講

義を受講したり、大学のゼミに参加して大学生と一緒に活動したりする機会を設

けた。

◆キャリア教育に係る体験学習の実施回数

年度 目標 実績 

26 年度 15 回 47 回 

27 年度 25 回 50 回 

28 年度 45 回 44 回 

◆体験学習が「役に立った」と答えた生徒の割合

年度 実績 

26 年度 100％ 

27 年度 99％ 

28 年度 99％ 

評価検証 

キャリア教育の推進は、高校生活に目的意識をもたせることができ、成長を支

える基盤となり、原動力にもなっている。 

地域、産業界、大学等と連携を図った体験活動を中心とした学習により、自己

を見つめるとともに、人間関係形成能力や自己管理能力、課題解決力、キャリア

プランニング力等の基礎的・汎用的能力を身に付けることができた。また、大学

との連携を通して「大学における学び」を体験することで、一人ひとりが将来の

目標を明確にすることができた。 

今後の方針 今後もキャリア教育の一層の充実に努めていく。 

評価検証
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事業名  国際教育推進事業（詳細施策 7－3） 

事業の目的 

学習指導要領に基づいて達成されるべき英語力の指標として実用英語能力検定

（英検）を利用しながら、高校卒業時に必要なレベルの英語力が身につくように

する。 

また、海外研修等の海外における異文化体験を積むことで、コミュニケーショ

ン能力の育成を図るとともに、同時代人としてのものの考え方や生活習慣、衣食

住文化、社会制度や信条等を学び、異国の文化や伝統を尊重できる感覚を育成す

る。 

実施状況 

 全校生徒が英検を受検する機会を設けた。 

◆英検準２級以上の取得者数(延べ人数)

年度 目標 実績 

26 年度 400 人 615 人 

27 年度 600 人 653 人 

28 年度 615 人 794 人 

 海外派遣事業において、米国(ボストン)での語学研修に３４人派遣した。 

◆海外派遣事業に参加したことが「役に立った」と答えた生徒の割合

年度 実績 

26 年度 100％ 

27 年度 100％ 

28 年度 100％ 

評価検証 

全校生徒が英検を受検し、より上位の資格取得に取り組んだ。米国研修ではホ

ームステイをしつつ、現地の語学学校の授業に参加したことで、英語でコミュニ

ケーションができた経験や、英語が思うように使えなかったりした経験が、英語

学習に対する意欲の高まりにつながった。 

また、韓国研修では、姉妹校生徒と交流することで、異文化理解の機会をもつ

ことができた。 

今後の方針 

国際化していく社会に対応できる生徒の育成を目指して、海外派遣に参加しよ

うとする生徒を増やしたり、その経験から得られた成果を他の生徒に広げたりす

るなどして、国際教育の充実を図る。 

また、大学の推薦入試等で合否の判定材料の１つとなる英検２級の取得を目指

そうとする意欲の向上に努める。 
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Ⅴ 点検・評価結果に対する学識経験者の意見 

１ はじめに 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、新たな教育委員会制度がスタートし、教

育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に加え、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、首長との連携の強化など、これまで以上に教育環境への柔軟な対応が求められるこ

ととなった。高崎市教育委員会も、同法の改正に伴う経過措置の適用期間が終わり、昨年１０月に新

たな教育委員会制度に移行したところであり、実施した施策の成果を評価し、その評価を公表するこ

とで住民への説明責任を果たすことが、今まで以上に重要になったものと考えられる。また、その評

価結果を活用し、その後の施策の実施を更に充実させることも求められている。

この教育委員会の点検・評価は、平成２０年４月１日の地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部改正により、その実施が教育委員会に義務付けられたもので、教育委員会の責任体制を明確化

し、その結果を公表することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任

を果たすことを目的としている。今回の点検・評価は、平成２０年度から２９年度までを計画期間と

する「高崎市教育ビジョン」に掲げる施策のうち、教育委員会の権限に属する施策の平成２８年度の

実施計画といえる「平成２８年度高崎市教育行政方針」において、その施策ごとに掲げる詳細な事業

に対して実施している。

ここでは、各施策ごとに点検・評価についての検証を行うものとする。

２ ７つの施策の成果と課題について 

★施策１ 地域力を育む社会教育の充実 

地区推進体制整備事業では、生涯学習推進研究大会を生涯学習フェスティバルと同時開催すること

で、地域住民が生涯学習に参加するきっかけを提供し、発表内容も充実したと評価できる。推進員が

関わった地域活動の参加人数は、目標値は達成できなかったが、実績数は前年度に比べ増加しており、

地域での推進員の役割や活動が周知されつつあると考えられる。今後は、更なる内容の精査と、「私

たちが創る『地域力を育む生涯学習社会』活動のてびき」や「生涯学習推進員の手帖」の効果が発揮

できるようその活用に努めていく必要がある。 

公民館運営事業では、公民館利用者は減少したものの公民館主催事業参加者数は前年度に比べ微増

した。地域の特色を生かしながら地域内交流や世代間交流を行う事業展開や、地域課題について地域

住民が自らの課題として主体的に取り組むためのきっかけ作りなど、新規の参加者を募る工夫が見ら

れるが、今後更に地域の実態に即した講座や魅力ある講座の企画などに努めていく必要がある。

生涯学習推進事業では、「生涯学習フェスティバル」が午後からの半日開催だった影響もあり目標

値を達成することは難しかったが、参加者数は前年度より増加している。また、出前講座は目標値に

は届かなかったものの、多くの利用があり、事業が定着していると評価できる。事業内容の精査・工

夫や新規講座の開設を行い、参加者・利用者の増加を図り、更に多くの人の学習活動のきっかけや支

援となることを期待する。高崎学検定は受検者数が減少していることから、より多くの市民に関心を

持ってもらえるよう周知を図るとともに、市民の学びが実際の受検に結びつくよう、他の事業との連

携も含めた検討が必要と考える。一人でも多くの市民に関心を持ってもらい、市民の学習活動の支援

や情報公開の推進が図れるよう、生涯学習情報提供サイト「まなびネットたかさき」の運用の拡充を

行うことが必要と考える。 
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人権文化創造事業では、各事業とも目標値を下回る実績となってしまった。新規参加者を増やして

いく工夫が必要である。今後の方針に記載されているとおり、小中学校のＰＴＡや子育て世代の協力

を得ることがポイントになると考える。また、地域の思いや課題、市民の要望を的確に把握するとと

もに、参加することの意義や充実感を感じられる事業を実施していくことが重要であると考える。 

家庭教育支援事業では、参加人数が目標値を下回る実績となったが、受講者の実態やニーズに合わ

せた事業を企画し、内容について創意工夫することにより、アンケート結果において「満足」の割合

が増加したことは評価できる。今後、市民への情報提供の方法について、より一層の工夫をしていく

必要があると考える。 

平和教育事業は、微増の実績であるが、更に貸出用映像資料が市民の目に触れやすくなるような工

夫が必要である。また、平和教育に対する関心を高めるための手立てを講じていく必要もあると考え

る。 

公民館整備事業では、計画どおりに南八幡公民館移転改築事業の建設設計を行い、久留馬公民館

（仮称）建設事業の用地買収を行った。今後も地域づくりの活動拠点である公民館の安全性・利便性

の確保を行うため、計画的な整備事業を行うことが必要であると考えられる。 

市民活動センター管理運営事業では、さまざまな事業を通じて市民活動センターが周知されたこと

により、利用者数、団体登録数ともに一定で推移している。現在、ＮＰＯ、ボランティア、関係団体

と協力した活動等を通じて、センターの目的である「協働」の意識啓発を更に充実させ、連携事業を

強化する必要があると考える。

★施策２ 心の出会いを大切にする図書館の創造 

図書館管理運営事業では、個人貸出点数及び貸出人数ともに、平成２８年度は長期の業務縮小をし

た館があり、その影響が考えられるが、平成２４年度以降、多少の増減はあるものの、ほぼ横ばいの

状態が続いている。今後も様々なニーズに応えられるように、所蔵資料やサービスを充実させ、より

利用しやすい図書館の運営を期待する。 

関係諸機関との連携事業は、学校連携事業が４年目に入り、「としょかん通信」の発行を定期的に

行い、相談件数・貸出点数ともに年々実績を伸ばしている。特に「学校連携パック」の充実が図れて

いると評価できる。また、地域の拠点となる公民館や学校図書館、近隣自治体図書館との連携を強化

し、更なるサービスの向上を期待したい。 

★施策３ 生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成 

幼・保・小連携推進事業では、研修会等の参加者数の実績は、概ね目標を達成していると認められ、

研修会等では幼稚園や保育所の職員に必要な指導法や喫緊の課題を取り上げるなどして、成果も上げ

ていると考えられる。幼稚園・保育所（園）・小学校の連携は、今日的教育課題で重要性が高いこと

から、今後も引き続き事業を推進し、幼児教育の充実に努めることを期待する。 

子どもの学ぶ意欲向上事業では、授業がわかると答えた児童生徒が８割以上いる学校の割合が高く、

成果を上げていると認められるが、より多くの児童生徒が、授業がわかると答えられるよう、単元構

想などを生かした基礎学力と学ぶ意欲の向上や、学力調査の結果の検証に基づく、個に応じた指導な

どの指導形態の工夫に努めていく必要があると考える。 

児童生徒の学力補充事業では、「チャレンジ・ザ・日本ジュニア数学オリンピック」の参加生徒数

は増加したが、その他の事業の参加生徒数は減少していた。この事業は、生徒の知的好奇心を刺激し、
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授業以外の場面においても生徒が自ら意欲的に学習するきっかけになるものと考えられる。今後も各

事業の内容の充実を図るとともに、生徒及び保護者への周知方法を工夫し、より多くの生徒が参加す

る事業にされることを期待する。 

英語教育指導事業では、ＡＬＴによる延べ授業時間数は増員が２学期以降にずれ込んでしまったた

め、目標値を下回っているものの、ＡＬＴは目標の人数を配置することができた。高崎市では、平成

２８年度から教育課程特例校に全小学校が指定され、小学校１年から外国語活動を設定し、小学校５

年からは英語科として、英語教育の早期化及び教科化を推進している。ＡＬＴも平成２９年度夏には

８４名となり、全小中学校配置が完了する。教育課程特例校による英語教育の早期化及び教科化を生

かすとともに、ＡＬＴの全校配置を生かし、英語に興味や関心をもち、英語学習に意欲的に取り組む

児童生徒を育成できるよう、小中学校における英語教育の充実を図っていくことを期待する。

やるベンチャーウィーク推進事業では、参加生徒数は目標をやや上回り、概ね目標は達成されてい

る。また、実施後のアンケートでは、「役に立った」と答えた生徒の割合も高く、成果を上げている

と認められる。地域や事業所の協力もあり、事業が各中学校において定着し、キャリア教育の推進及

び生きる力や豊かな心の育成の面で、十分な成果を上げている事業と認められる。今後も地域や事業

所と連携して、職場体験や農業体験、福祉ボランティア体験、地域の文化体験等を推進し、「生きる

力」、「豊かな人間性や社会性」の育成を図っていくことを期待する。

小学生自然体験活動事業では、参加校数は目標を達成し、体験内容も多様に広がり、地域の方々か

らの協力もあり、事業が定着し、生きる力や豊かな心の育成に成果を上げていると認められる。この

事業の成果と課題を生かして、榛名林間学校榛名湖荘の事業がより充実した自然体験活動となるよう

工夫し、参加した児童全員が豊かな心を育み、自然をより実感できる事業となることを期待する。

学校・家庭・地域連携事業では、学校評議員会の出席者数は概ね目標を達成し、地域住民、保護者、

有識者によって構成される学校評議員会において、広く意見を聴く環境づくりが行われていると判断

される。今後は、学校評議員会での意見が、どのように学校教育の改善又は充実に役立ったかの検証

を行い、より効果的な学校・家庭・地域社会の連携について研究する必要があると考える。

高崎市学力アップ推進事業では、すべての小中学校区における地域運営委員会やすべての地域運営

委員会の代表を集めた全体会を開催したことにより、放課後や土日等において児童生徒に学習の時間

と場所を提供することができた。学力アップ大作戦では、児童生徒やボランティアの参加数は前年度

を下回っているが、実施回数は増加し、内容的にも有効な取り組みが増えており、成果を上げている

と考えられる。また、中学生休日学習相談ステーションは開催方法を工夫したことで、参加人数も増

えており、成果を上げていると認められる。今後も、児童生徒の確かな学力の向上に向けて、地域や

家庭との連携を更に進め、地域の教育力を生かした取り組み内容の充実を期待する。

学校教育力向上対策事業では、平成２８年度は、人権教育講演会をシンポジウムの形式で実施した。

開催日が種々の行事と重なり、参加できない教職員もいたことなどの理由で、参加者数が目標を下回

っていることから、今後、開催日等についての検討が必要と考える。この事業の効果を具体的な数値

として判断することは難しいと考えられるが、高崎市の未来を担う子どもたちに生きる力を育成する

ため、教職員研修をより充実させ、教職員の資質向上を図っていく必要があると考える。

通級指導教室推進事業では、改善により退級した児童生徒の数が８０人を超え、成果を上げている

と認められるが、今後も特別な支援を必要とする児童生徒の増加が考えられることから、より多くの

特別な支援を必要とする児童生徒の障害の軽減・改善が図れるよう、更に事業の充実を図る必要があ

ると考えられる。
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★施策４ 子どもたちの心身の健康と体力の向上 

児童・生徒等健康管理対策事業では、永久歯う歯及び歯肉炎等治療完了者率については、健康診断

や検査結果を事後の保健指導に生かしており、目的に合った事業の実施がなされていると認められる。

未受検者への個別対応などを検討し、対象者全員に対する事業となることを目指すことが必要と考え

る。 

学校保健充実事業では、助産師による授業・性教育講演会については、受講の希望のすべてには対

応できていないため、希望する者ができる限り受講できるように、事業の実施方法の検討が必要と思

われる。また、講演会の内容は充実したものであるが、今後も、今日的な児童生徒の課題に対応でき

るよう、内容の検証も行いながら事業を推進する必要があると考える。 

学校体育充実事業では、新体力テストが群馬県において対象児童が順次拡大され、全員実施となる

ことから、高崎市でも実施対象を順次拡大していく必要がある。運動部への外部指導協力者派遣事業

では、引き続き、学校からの希望に応えつつ、外部指導協力者に対する講習会等を実施し、安全指導

の徹底を図りながら事業を充実させるよう期待する。 

学校体育施設開放事業では、平成２８年度も体育館の建て替えや改修事業があり、利用者数が減少

している。また、新設のスポーツ施設も増加していることから、利用者の分散化もあり利用者数は減

少に転じている。今後は、制度の周知活動を積極的に行い、生涯スポーツの更なる普及、推進を図る

ことを期待する。 

交通教室事業では、交通教室参の加者数は、目標は下回っているが、参加者数及び実施回数は増え

ている。親子自転車教室の参加者は、概ね目標に達しているものの、更に参加を促進するための検討

が必要であると考えられる。小学生自転車事故の件数、交通事故総数ともに減少していることから、

引き続き、事業を推進して、交通事故ゼロが実現されることを期待する。 

給食充実事業では、地場農作物使用率が下回ってしまったことから、その要因を検証するとともに、

使用促進の方法についても研究を行い、より地場産農作物を使用した安心で安全な学校給食の提供を

期待する。栄養教諭・栄養士一人当たりの食指導回数は目標値までには到達していないが、定着が図

られてきていると考える。 

給食運営事業では、平成２８年度の給食残渣を目標値と比較すると、幼稚園で１ｇ、小学校で６ｇ

増加、中学校で２ｇ、特別支援学校で３６ｇの減少となった。サンプル調査ではあるが、一定の成果

が認められることから、引き続き、給食残渣について研究・検討を進めるよう期待する。 

「健康教育」啓発事業では、健康教育フェアでは、パネル展示等、市庁舎を訪れる幅広い層の市民

に展示物を見ていただく機会となり、来場者に対する啓発は行えたと考えられる。今後は、他課との

連携による広報や催し物の工夫を図り、内容を充実させていくことが望まれる。 

★施策５ 安全で多機能な教育環境づくりの推進 

施設の整備については、概ね計画どおりに実施されている。今後も子どもたちのために安全で快適な

教育環境を創出するため、適切な進捗管理の下で着実に事業に取り組むとともに、優先順位を付けて

予算を計画的に配分し、効果的に事業に取り組むことを期待する。

自然体験活動施設整備事業では、各種工事を計画的に実施するとともに、榛名湖畔ならではの自然体験

活動プログラムを策定し、平成２９年度からの榛名林間学校榛名湖荘の開校を迎えることができた。今後

も、ハード面での維持管理等やソフト面での充実を図り、自然体験活動事業が実りあるものとなるよう取

り組まれることを期待する。
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★施策６ 歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進 

文化財保護マスタープラン策定・推進事業では、計画的な事業の実施が望まれる。 

日高遺跡保存整備事業では、今後はＪＲ上越線南側区域の整備の実施と供用開始区域の効率的な管

理と積極的な活用が必要と考える。 

箕輪城跡保存整備事業では、郭馬出の土塁と城門の復元工事、搦手口から郭馬出への園路整備が行

われ、着実に事業が推進された。今後は、本丸整備を計画どおりにすすめることが望まれる。 

北谷遺跡保存整備事業では、引き続き、平成２８年度から着手した史跡指定地の公有地化を計画的

かつ着実に推進していくことが望まれる。 

山名古墳群保存整備事業では、保存整備のための十分な検討が望まれる。 

文化財管理事業では、引き続き適切な指定文化財の保護に努めるとともに、市民の文化財に対する

関心をより高めることができるよう、事業を推進するよう期待する。 

埋蔵文化財展事業では、入場者数は目標値を概ね達成できたが、今後も魅力ある企画を構想し、さ

らなる入場者の増加を期待する。 

多胡碑周辺重要遺跡範囲確認調査事業では、遺跡の範囲を確定させる成果をあげることができた。

この成果を生かし、更に多胡碑周辺の調査研究を進め、史跡の確実な保護を進めるよう期待する。 

上野国分尼寺跡範囲確認調査事業では、寺域範囲や施設配置等の調査を行い、講堂跡と推定されて

いた遺構が尼坊跡であることが確認された。今後も引き続き調査結果を積み重ね、研究を進めること

を期待する。 

文化財調査事業では、指定文化財の所在確認や今後指定を目指す文化財等の調査を実施し、一定の

成果を得ている。今後、調査の成果を文化財の保護、修復や指定に有効に活用することを期待する。 

歴史民俗資料館運営事業では、入館者数は目標値には届かなかったものの、前年度を上回る実績を

あげている。今後も、それぞれの資料館の立地条件や特色を活かしながら、企画展の充実や周知活動

に努められたい。 

観音塚考古資料館運営事業では、入館者数が前年度より減少したが、企画展の入館者が一定数あり、

企画力が充実していることが伺われる。今後、企画を更に充実させるとともに周知活動を行い、入館

者の増加を図る必要がある。また、同様に古墳をメインとする「かみつけの里博物館」との違いやそ

れぞれの特徴についての検討も必要と考えられる。 

かみつけの里博物館運営事業では、入館者数は、前年比４３％増と高い伸びになり、館内で販売し

ているミュージアムグッズの売上額も大きく増加していることは評価できる。今後も、広報活動を行

い広く施設の周知を図るとともに、所蔵資料を機軸に、地域に根ざした博物館として丁寧な活動を期

待したい。 

多胡碑記念館運営事業では、入館者数は目標達成に至らなかったが、展示の充実が図られ上野三碑

の情報発信施設として、一定の成果が得られたと思われる。引き続き、地域に根ざした多胡碑記念館

としての活動とともに、上野三碑の積極的な周知を期待したい。 

吉井郷土資料館運営事業では、入館者数は、目標を達成できなかったが、企画展開催時期の講演会

や企画展以外のミニ企画展を初めて開催したことは評価できる。今後も地域に根ざした資料館として

特色ある企画展等の開催を期待したい。 

埋蔵文化財センター整備事業では、既存施設の活用について検討しながら、引き続き、情報の収集

と分析に努められたい。
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★施策７ 高校生が自主的・自律的に生きるために必要な力の育成 

学力向上推進事業では、グループ学習やペア学習等を取り入れた言語活動重視の授業や体験活動重

視の授業への改善が行われたが、生徒へのアンケートの数値は前年度を下回った。アンケート結果に

ついて検証を行い、更に必要な改善を行うとともに、今後もセミナーを活用した教科指導力の向上や、

実践的な技術習得に努めていくことを期待する。

キャリア教育推進事業では、体験学習の実施回数は概ね目標どおりであり、「役に立った」と答え

た生徒の割合は９９％に達し、大きな成果を上げていると認められる。大学との連携などを強化し、

キャリア教育の一層の充実が期待される。

国際教育推進事業では、英検準２級以上の取得者数は、毎年目標を上回り、学習指導要領に基づい

て達成されるべき英語力がほぼ身に付いていると考えられる。また、海外派遣事業に参加したことが

「役に立った」と答えた生徒の割合は、１００％であり、英語活用力の育成に向けて成果を上げてい

ると認められる。今後も国際化していく社会に対応できる生徒の育成を目指して、英語活用力の向上

が望まれる。

３ おわりに 

以上、７つの施策ごとに実施された個々の事業の点検・評価結果についての検証作業を行ってきたが、

最後にこれらを踏まえて総合的な所見を述べておきたい。

 ７つの施策の目標は、全体としてみれば、生涯学習社会における教育に対する市民の期待に応えるた

めに、市民の活動の場となる公民館などの整備、学校施設の改修・改築、史跡の調査・保存などの事業

によって教育活動の物的基盤を整備することと、そうした物的基盤の上に立って教育活動を行うプロセ

スで、市民同士がお互いを必要としていることを実感できるようなネットワークおよびコミュニティの

構築を媒介することにある。したがって、人と人をどれだけ繋ぐことができたのかが、点検と評価にあ

たって最も重要なポイントのひとつとなるであろう。

 人と人が繋がるにはどのような条件が必要だろうか。人々が共有できる関心や課題があることと、関

心や課題を共有するための情報のネットワークが構築されていること、この２つの条件を欠かすことが

できないであろう。人々が抱えている関心や課題は、世代や住んでいる地域によって多様であるし、時

の経過とともに変化するものでもあるので、個々の事業を計画するうえでは、誰をターゲットとした事

業なのかを明確にすることが求められる。そして、情報のネットワークを構築する際には、事業のター

ゲットとなる人々の特性に対応して、どのような情報提供の手段・形式がふさわしいのか、周到に検討

する必要がある。

 多くの事業において、これらの基本条件が満たされたことによって、成果があげられていることがわ

かる。たとえば、公民館運営事業は、それぞれの地区独自の課題を発見することにより地区の住民をつ

ないでおり、また、異なる地区の住民同士をつなぐ役割を果たしている事業としては、生涯学習推進研

究大会や生涯学習フェスティバルなどがあげられよう。更に、かみつけの里博物館運営事業のように、

地域の魅力を地域の外に向けて発信し、教育活動をより広域な社会に繋ぐことで、大きな成果をあげて

いる事業もある。文部科学省によってスーパーグローバルハイスクールに指定された高崎経済大学附属

高等学校における国際教育推進事業や、小学校・中学校・高校を対象とした英語教育指導事業などが成

果をあげていることは、地域と世界を繋ぐ人材の育成という点で評価できる。

これらは、教育活動によって人々の繋がりが空間的に広がっていく局面であるが、教育活動には、

人々の繋がりが世代間にも広がっていく局面がある。学校における教育はもちろんのこと、やるベンチ
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ャーウィーク推進事業、高崎市学力アップ推進事業などは、いずれも「大人」である教員や地域の社会

人のもとで「子ども」に学ぶ場を提供する事業であり、世代間の人々の繋がりを創り出していく事業で

あるが、これらの事業も順調に推進されていることは評価できる。ただし、人権文化創造事業のように

世代間交流を推進するための方策の検討を課題としている事業があり、また、学校保健充実事業におけ

る助産師による出前授業や性教育講演会のように、人々が共有する関心が明確でニーズがあるにもかか

わらず、対応が必ずしも十分ではない事業もあり、これらについては今後積極的な取り組みが求められ

よう。

 平成２０年度に改定された「高崎市教育ビジョン」の計画期間である１０年のうち９年が経過し、多

くの事業において、初期の目的がおおかた達成され、環境の変化に対応しながら事業を継続することが

課題とされている。これは、教育委員会のリーダーシップのもと、それぞれの事業の実施に携わった関

係各位の尽力によって着実に成果があげられていることの証左であり、関係各位の尽力に改めて敬意を

表したい。もちろん、環境の変化や新たな問題に直面して、目標の達成に向けて更なる取り組みが求め

られる事業もあるが、そうした事業にあっても、「点検・評価シート」の中の「評価検証」と「今後の

方針」をみると、新たな課題の発見と次年度に向けての対応策が明確に意識されており、計画期間の最

終年度における取り組みに期待したい。いずれにせよ、本報告書が、事業の単なる実績報告書に留まる

ものでなく、課題発見のための報告書となることを願う。

公立大学法人高崎経済大学

経済学部教授 唐 澤 達 之

Ⅵ 点検・評価結果を踏まえた教育委員会の対応・方向性 

本報告書に記載した点検・評価は、平成２８年度の教育行政方針に掲げられた施策について実施した

ものです。平成２８年度の教育行政方針には８つの施策が掲げられていますが、機構改革による所掌事

務の変更から、本報告書ではスポーツに係る施策を除く７つの施策に係る事業の実施状況等についての

評価検証を行いました。

平成２８年度における各事業の実施状況については、それぞれの事業が概ねその目的に沿って実施さ

れ、成果を上げていると認められます。なかでも、ＡＬＴの配置や榛名林間学校榛名湖荘の整備が目標

どおり進められ、新たな取り組みの基礎となる体制の整備を着実に進めることができました。しかし、

目標に到達していない事業もあり、目標の達成に向けて更なる取り組みが必要な事業も認められます。

他方、今年度末をもって「高崎市教育ビジョン」が計画期間満了を迎えることから、この点検・評価

を通じて把握した課題に対応する取り組みを進めるだけでなく、学識経験者からの提言のとおり本報告

書を課題発見のためにも活用し、多角的な観点から各事業について検討を行い、今後の教育行政につい

て中長期的な視点からの検討が必要であると考えております。

また、高崎市教育委員会が新教育委員会制度に移行したことからも、これまで以上に市長部局との連

携を図りながら、「教育と人づくり」の実現と更なる教育行政の充実に向けて、検討と取り組みを進め

てまいります。 
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生涯学習都市宣言 

わたくしたち高崎市民は

生きとし生けるものが共に生き

自然と人間と経済の調和する

文化の香り高い

豊かなまちづくりをめざします

ひとりひとりが

自らの人間性を高めるため

生きがいのある人生を求めるため

あすをひらく意欲に燃えて

生涯学び続けるよう努めます

ここに

いつでも どこでも だれでも

たのしく学べるまち

「生涯学習都市高崎」を宣言します

平成７年１２月２日制定

人権尊重都市宣言

  人はだれでも、一人ひとりかけがえのない存在として尊重

され、豊かに、健康で幸せな生活を営む権利をもっています。

この基本的人権は、いかなる理由があっても侵害されるもの

ではありません。

  わが国では、日本国憲法に明示されている基本的人権の確

立のため、人権擁護のさまざまな努力が続けられてきまし

た。いまや、地球規模の交流時代の中で、人権の尊重がいっ

そう強い社会的要請にまで高まっています。

  私たちは、すべての市民の人権を等しく保障するために平

和及び人権尊重について、共に学び行動し、明るい民主的社

会の実現を図る必要があります。

  ここに、私たち市民は、憲法のかかげる平和及び人権の確

立とその擁護のための活動を推進し、人と人とのふれあいを

大切にし、いたわりの心がゆきわたる市民生活の充実した高

崎市を築くために、「人権尊重都市」を宣言します。

平成７年１１月３０日制定

核兵器廃絶平和都市宣言

私たち高崎市民は、ふるさと高崎を愛し、しあわせがみんなに広がるまちづくりを、未来への

道しるべとしています。

しかし、いま私たちの生活に大きな暗い影をおとしているものがあります。それは人類を滅亡

におとしいれる核兵器です。この核兵器の廃絶こそ、私たち高崎市民の願いです。

私たちは、平和を愛するすべての国の人々とともに、真の永久平和を実現することを決意し、

ここに「核兵器廃絶平和都市」を宣言します。

昭和６１年３月５日制定
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