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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２９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きました。その後、新たな課題の発生や市町村合併によ

り、大きく変化した教育環境に対応するため、計画期間を平成２０年度からの１０年間

として、平成２０年４月に「教育ビジョン」の改定を行いました。 

「教育ビジョン」には８つの施策と、施策を細分化した詳細施策、詳細施策を実現す

るための取組（事業）が掲げられており、それらの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

業の内容や目標を具体的に示しました。 

この点検・評価報告書は、「教育ビジョン」に基づく施策の体系の下に策定された

「平成２９年度教育行政方針」に掲げた施策・事業等の実施状況を評価検証するもの

で、今後の施策の方針等を検討した結果についてお知らせするものです。 

なお、平成３０年度末をもって「教育ビジョン」は１０年間の計画期間が満了しまし

たが、その趣旨や施策・事業等は「高崎市教育大綱」に基づく施策として承継されてお

り、今回の検討結果は「教育大綱」に基づく教育行政において活用していきます。 
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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 

視聴覚教育事業 

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 

4-5 小学生自然体験活動を通した生きる力、豊かな心

の育成 

29 年度の取組（事業）

29 年度の取組（事業）

29 年度の取組（事業）

29 年度の取組（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 

「健康教育」啓発事業 

小学生自然体験活動事業 

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 

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 

29 年度の取組（事業）

29 年度の取組（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 29 年度の取組（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 

29 4 10 月 高崎経済大学附属高校入学式 経大附属高校 

25 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 5 15 月 榛名林間学校榛名湖荘開校式 榛名湖荘 

  25 木 高崎市学校保健会定期総会 市文化会館 

  30 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 6 21 水 上野三碑現地視察 多胡碑記念館他 

27 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 7 25 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 8 10 木 人権教育シンポジウム 音楽センター 

  23 水 榛名林間学校登山コース現地視察 榛名湖荘他 

29 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 9 26 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 10 12 木 高崎市学校保健研究発表会 市文化会館 

  24 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 11 15 水 高崎市学校保健大会 市文化会館 

  16 木
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 

伊勢崎市境総合文化センター 

  21 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 12 15 金 総合教育会議 庁議室 

  20 水 高南中学校新校舎現地視察 高南中学校 

30 1 7 日 高崎市成人式 音楽センター 

  23 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

 2 6 火 教育委員会定例会 教育委員会室 

  28 水 南八幡公民館新建物現地視察 南八幡公民館 

 3 1 木 高崎経済大学附属高校卒業式 経大附属高校 

13 火 中学校・特別支援学校卒業式 各学校 

19 月 教育委員会定例会 教育委員会室 

23 金 小学校卒業式 各学校 
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Ⅲ 会議実績             

日  時 議    案

平成 29 年 

4 月 25 日(火) 

午後 2時～

１ 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

部を改正する規則）

２ 高崎市教育委員会職員の勤務時間等の特例等に関する規則の一部改正につ

いて

報告

・図書館業務機器の入れ替えに伴う休館等について

・専門スタッフ等による学校でのチーム体制の構築にかかる取組研究につい

て

5月 30 日(火) 

午後 2時～ 

報告 

・第５回高崎学検定及び第４回高崎学検定解説 BOOK について

6月 27 日(火) 

午後 2時～ 

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 高崎市社会教育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 平成３０年度高崎市立高崎経済大学附属高等学校使用教科用図書の採択

について 

報告 

・高崎まつり大花火大会の開催に伴う中央図書館の開館時間の変更につい 

て        

7 月 25 日(火) 

午後 1時 30 分～ 

１ 平成３０年度使用教科用図書の採択について 

報告 

・高崎山車まつりの文化財調査について 

8 月 29 日(火)  

午後 2時～ 

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 26 日(火)  

午後 2時～ 

１ 平成２９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２９年度末県費負担教職員人事異動方針について 

報告 

 ・平成２９年度各種音楽コンクール等の実績について 

・平成２９年度中体連総合体育大会の結果について 

10 月 24 日(火)  

午後 2時～ 

１ 高崎市文化財保護賞候補者の推せんについて 

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 

報告 

・平成２９年度高崎市公民館研究集会の開催について 

11 月 21 日(火) 

午後 2時～ 

１ 臨時代理の承認について（訴えの提起） 

２ 臨時代理の承認について（訴えの提起） 

３ 高崎市立幼稚園規則の一部改正について 
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４ 平成２９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２９年度生涯学習フェスティバルの開催について 

・第５回高崎学検定の実施結果について  

・平成２９年度優良公民館群馬県教育委員会表彰の受賞について 

・平成２９年度中体連新人戦県大会の結果について 

平成 30 年 

1 月 23 日(火)  

午後 2時～ 

１ 高崎市文化財調査委員の委嘱について  

２ 高崎市公民館条例の一部改正について 

３ 平成３０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２９年度小・中・特別支援学校卒業式の日程について 

2 月 6 日(火) 

午後 2時～ 

１ 高崎市立青少年補導センター設置条例施行規則の一部改正について 

２ 平成３０年度高崎市教育行政方針の設定について 

３ 平成２９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 

４ 県費負担教職員の人事について 

報告 

・高崎市教育センター「春の教育セミナー」の開催について 

3 月 19 日（月） 

午後 2時～ 

１ 職員の人事について 

報告 

・上野三碑関連事業について 

・第７０回優良公民館文部科学大臣表彰の受賞について 

6



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２９年度は、第１ブロック東小学校区ほか６小学校区による「空き家を活用

したまちづくり PartⅡ」、第５ブロック多胡小学校区による「水ロケット～地域の

子どもを宇宙へつなぐ～」、上郊公民館長による「子ども支援事業の推進～公民館

定期利用団体との連携～」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 

27 年度 13,000 人 15,511 人 

28 年度 16,000 人 15,685 人 

29 年度 16,000 人 17,046 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、前年度より１,０００人以上増加し、目標値を達成すること

ができた。また、推進員連絡会議を開催し、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。生涯学習推進員の役割や地域の特性を生かし

ながら、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 

27 年度 940,000 人 904,099 人 

28 年度 940,000 人 885,035 人 

29 年度 940,000 人 872,593 人 

◆公民館主催事業への参加者数 

年度 目標 実績 

27 年度 130,000 人 126,403 人 

28 年度 130,000 人 128,545 人 

29 年度 130,000 人 129,636 人 

評価検証

公民館主催事業への参加者数については、引き続き前年度より増加した。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」の町内回

覧や「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、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新たな事業として、地域の人材を講師として活用した中居

公民館の「パン作り教室」や「中居健康体操教室」、参加者が講座や学級の内容を一

緒に考え学習会を行う箕郷公民館の「みんなで創る火曜塾」、中学校男女バスケット

ボール部と連携した長野公民館の「成長期におけるスポーツ障害予防教室」、吉井公

民館の「上野三碑ユネスコ世界の記憶登録推進事業と登録記念事業」を始めとした

様々な事業を展開している。各公民館では地域の関係団体と連携しながら、地域の

特色を生かした事業に取り組んでいる。

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。

成長期におけるスポーツ障害予防教室 
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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 

市民一人ひとりの主体的な学習活動が地域づくりに生かされ、地域力を育む生涯

学習社会が創造されるよう本事業の推進を図るとともに市民の学習活動を支援す

る。 

実施状況 

◆生涯学習推進事業参加者・受講者数 

事 業 名 29 年度目標 29 年度実績 

生涯学習推進研究事業 350 人  337 人  

まちづくり出前講座 9,000 人  7,153 人  

生涯学習フェスティバル 500 人  420 人  

地域人材登録活用事業 8,000 人  7,464 人  

高崎学検定事業 120 人  94 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まちづくり出前講座の参加者・受講者数は昨年度より

実績を伸ばすことができた。生涯学習フェスティバルの参加者数は目標値を下回っ

たので、更に内容を精査し、参加者を増やすように努めたい。 

「地域人材登録活用事業」や「高崎学検定事業」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 

27 年度 2,600 人 2,314 人 

28 年度 2,600 人 2,190 人 

29 年度 2,500 人 2,081 人 

◆人権教育講座参加者数（公民館主催） 

年度 目標 実績 

27 年度 1,500 人 1,650 人 

28 年度 1,600 人 1,564 人 

29 年度 1,700 人 1,343 人 

◆人権講演会参加者数 

年度 目標 実績 

27 年度 450 人 483 人 

28 年度 450 人 390 人 

29 年度 500 人 355 人 

評価検証 

 「心豊かな地域づくりのための懇談会」では、参加者数が引き続き減少したもの

の、５０歳代以下の参加者の割合が１９％となり、前年度より若干ではあるが増加

した。前年度と同様に異なる世代が混在するグループ編成を行い、世代間交流を図

ることができた。 

 各公民館で開催している「人権教育講座」では、参加者数が減少し、また参加者

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も、前年度に引き続き減少してしまったが、「人権教育指

導者養成講座」では、体験的なワークショップを取り入れた研修を行い、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、より多くの参加が得られるよう周知を

行いつつ、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 

27 年度 4,500 人 4,767 人 

28 年度 4,700 人 4,595 人 

29 年度 4,700 人 4,383 人 

評価検証 

「子どもや保護者とのかかわり方」に関する講座を継続しながら、新たに「発達

段階にあわせた子育て」に関する講座を企画・開催したが、参加者は目標値には届

かなかった。アンケートによる満足度調査では、講座に対する「満足」の割合が前

年度に引き続き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割

合が昨年度より５％増え７１％になった。増加する悩みや不安解消に向けた支援を

行うとともに、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、周知や参加を促していく。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 視聴覚教育事業（詳細施策 1－6） 

事業の目的 視聴覚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 

27 年度 160 本 129 本 

28 年度 160 本 167 本 

29 年度 150 本 150 本 

評価検証 

貸出用の新しいＤＶＤ資料を増やしながら取り組んできたが、前年度並みの実績

となった。年度によって貸出し数の実績に変動はあるものの、視聴覚教材に対する

安定的な需要はあるものと考える。 

今後の方針 

視聴覚教育に対して、一定の市民の関心があると考えられることから、利用者の

ニーズを把握し、ＤＶＤ資料の充実を図り、更に市民の関心が高まるよう、広報活

動を行う必要がある。また、これまでの利用者に加え、より多くの関係団体やサー

クルが利用したくなるようなＤＶＤ資料の厳選とその周知を行いながら、関係する

各課・担当との調整を図っていく。 

子育てスキルアップ講座の様子 
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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。 

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２９年度は南八幡公民館建設

工事、久留馬公民館（仮称）建設事業のための設計委託を行った。 

評価検証 

南八幡公民館建設工事を予定どおり行った。 

久留馬公民館（仮称）建設事業の設計について、地域で組織した建設検討会議で

検討を行い、地域の特色を生かした設計とすることができた。 

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 

27 年度 63,000 人 58,242 人 

28 年度 63,000 人 58,432 人 

29 年度 60,000 人 63,215 人 

◆市民活動センター団体登録数 

年度 実績 

27 年度 284 団体 

28 年度 297 団体 

29 年度 294 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、利用者数は

年々増加している。また、団体登録数も一定を保っている。 

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。 

また引き続き、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

29 年度実績 

2,268,727 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 

◆資料貸出人数   （人） 

年度 合計 

25年度 579,351 

26年度 578,682 

27年度 596,493 

28年度 569,498 

29年度 548,407 

◆資料貸出点数   （点） 

年度 合計 

25年度 2,368,989 

26年度 2,367,501 

27年度 2,436,674 

28年度 2,321,018 

29年度 2,268,727 
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実施状況 

◆資料別蔵書点数 

区   分 
２８年度 ２９年度 

蔵書数（点） 蔵書数（点） 

高崎市立中央図書館 

一 般 461,939 473,715

児 童 80,620 82,049

視聴覚 83,988 85,868

公民館等 

一 般 30,084 29,998

児 童 29,744 29,073

視聴覚 82 82

高崎駅サービスセンター 

一 般 21,433 21,777

児 童 1,914 1,765

視聴覚 0 0

箕郷図書館 

一 般 34,981 34,928

児 童 15,193 15,432 

視聴覚 3,699 3,749

群馬図書館 

一 般 105,258 105,852

児 童 34,719 35,547

視聴覚 7,263 7,378

新町図書館 

一 般 6 9,462 70,444

児 童 24 ,426 24,870

視聴覚 6,575 6,635

榛名図書館 

一 般 38,583 40,203

児 童 19,968 20,427

視聴覚 3,088 3,081

山種記念吉井図書館 

一 般 29,773 30,090

児 童 22,647 23, 197

視聴覚 2,695 2,826

合   計 1,128,134 1,148,986

評価検証 

前年度と比較して、蔵書数は増加したが、個人貸出点数及び貸出人数は減少し

た。個人貸出点数及び貸出人数は、書架の資料への予約開始に伴い平成２７年度

に増加したが、その後は減少傾向が続いている。 

今後の方針 
 貸出利用に限らず、図書館がより有効に利用されるよう、引き続き所蔵資料の充

実やサービスの向上に努める。 
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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 

29 年度実績 

329 件（60 校） 7,114 冊 

◆県立図書館学習支援セット貸出実績 

29 年度実績 

小学校 15 回   

中学校 1 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増加している。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）、認定こども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 

27 年度 1,200 人 1,120 人 

28 年度 1,200 人 1,111 人 

29 年度 1,200 人 1,090 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 

27 年度 98％ 

28 年度 98％ 

29 年度 99％ 

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、学習課程スタ

ンダード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」、「イングリッシュ・サマーキャンプ」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 

27 年度 200 人 174 人 

28 年度 200 人 136 人 

29 年度 200 人 140 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 

27 年度 70 人 114 人 

28 年度 70 人 53 人 

29 年度 60 人 42 人 

◆イングリッシュ・サマーキャンプ参加生徒数      

年度 目標 実績 

27 年度 30 人 30 人 

28 年度 30 人 30 人 

29 年度 30 人 30 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 

27 年度 40 人 60 人 

28 年度 60 人 78 人 

29 年度 70 人 58 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、英語教育への関

心の高まりから「イングリッシュ・サマーキャンプ」は、抽選になるほどの申し込み

があった。事業に参加した児童生徒からは、英語の学習に対する高い意欲が伺えた。

今後の方針

教科の学習に興味・関心をもたせ、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もって事業に参加し、

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・サマースクールの様子 
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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、英国、カナダ等から８４人を招致し、小学校５８人、

中学校２５人、高校１人を配置し、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 

27 年度 41 人 41 人 

28 年度 63 人 63 人 

29 年度 84 人 84 人 

◆ＡＬＴによる延べ授業時間数               

年度 目標 実績 

27 年度 30,120 時間 28,700 時間 

28 年度 44,060 時間 38,380 時間 

29 年度 49,770 時間 50,192 時間 

評価検証

全ての小学校、中学校、高等学校へのＡＬＴの配置が完了した。 

小学校では、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･関心の高揚を図った。 

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しようとする

態度の育成とともに、英語担当教員の指導力の向上を図った。 

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。 

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対応し、新教材対応の

指導計画に基づき、英語教育を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１,１４４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 

27 年度 3,313 人 3,225 人 

28 年度 3,248 人 3,283 人 

29 年度 3,260 人 3,240 人 

◆｢役に立った｣と答えた生徒の割合 

年度 実績 

27 年度 98％ 

28 年度 99％ 

29 年度 99％ 

評価検証

参加した生徒３,２４０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 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２９年度は公募に

よる評議員の人選を２７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 

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％ 

29 年度 2,184人 2,034人  29 年度 96％ 

評価検証 

公募による人選を実施した２７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組を推進する。 

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、取組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３０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 

27 年度 各校 2～4回 

28 年度 各校 2～4回 

29 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 

28 年度 71,807 人 2,582 回 

29 年度 77,854 人 2,521 回 

◆学力アップ大作戦参加ボランティア人数 

◆中学生休日学習相談ステーション生徒参加人数 

年度 実績 

28 年度 16,544 人 

29 年度 20,723 人 

年度 実績 

28 年度 488 人 

29 年度 491 人 

学習会の様子 

中学生休日学習相談ステーション 
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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２９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年度より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、取組内容の充実を図っていく。 

中学生休日学習相談ステーションは、平成３０年度より実施場所をよりわかりや

すくするために、９箇所の会場を固定し実施する。また、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２９年８月１０日、兵庫県立大学環境人間学部 准教授 竹内 和雄 氏を

講師として招き「スマホ時代の子どもたちのために」という演題で市内全教職員

を対象に人権教育講演会を開催した。 

先進校調査研修として、教諭４名が富山市内の小・中学校で６月２１日から 

２３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 

27 年度 1,800 人 1,748 人 

28 年度 1,700 人 1,704 人 

29 年度 1,750 人 1,790 人 

評価検証

人権教育講演会は、学校現場で大きな今日的課題となっているスマホを巡る現状

や課題、問題が起こる背景などとともに、学校が子どもたちを守るためにできるこ

とや子ども自身が自分を大切にするための支援に関わる内容であった。講演を通し

て、大人が考えている以上に、子どもたちが危険にさらされていることへの正しい

理解やその具体的な対応についての知見を得ることができた。

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、教職員研修を質的に

充実させ、教職員の資質向上を図っていく。 

人権教育講演会の様子
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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 

27 年度 88 人 

28 年度 84 人 

29 年度 76 人 

年度 中学生 小学生 幼児 

27年度 61 人 400 人 40 人 

28年度 55 人 452 人 31 人 

29年度 67 人 499 人 45 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、中堅教諭資質

向上研修）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 

27 年度 96% 

28 年度 96% 

29 年度 95% 

評価検証 
 受講後のアンケートでは９５％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８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 

27 年度 11 人 

28 年度 21 人 

29 年度 21 人 

評価検証 
 平成２９年度市内小中学校の不登校児童生徒５４４人のうち、８４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 
 適応指導教室で子どもの支援にあたる指導員の研修の充実を図り、子どもと保

護者の心に寄り添ったスキルの高いきめ細かい支援を行う。 

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 

 4－5 小学生自然体験活動を通した生きる力、豊かな心の育成 

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 

28 年度 
小学校 96.6％ 

中学校 88.3％ 

29 年度 
小学校 96.6％ 

中学校 90.0％ 

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。 
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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 

29 年度   50 校 53 校 

◆薬物乱用防止講演会実施校数

年度 目標 実績 

29 年度 60 校   56 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。 
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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、各学校の校庭や体育館等の体育施設を活用して

実施している。 

◆学校体育施設利用者数 

年度 目標 実績 

27 年度 648,000 人 644,220 人 

28 年度 655,000 人 619,745 人 

29 年度 650,000 人 603,350 人 

評価検証
新たに設置されたスポーツ施設を利用する団体が増加し、利用者が分散してい

ることから、利用者が減少しているものと考えられる。 

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（陸上・水泳）や体操演技会を通して、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 

27年度 16,615人【実施率98％】

28年度 16,596人【実施率98％】

29年度 16，381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。ま

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

めることができた。 

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。 

また、中学校運動部活動における外部指導者派遣事業では、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。 

小学校体操演技会 

年度 目標 実績 

27 年度 70 人 65 人 

28 年度 70 人 58 人 

29 年度 70 人 57 人 

30



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 

27 年度 30％ / 45 件 49％ / 61 件 

28 年度 30％ / 45 件 39％ / 56 件 

29 年度 30％ / 45 件 46％ / 57 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 

27 年度 11,000 人  7,443人(213回)

28 年度 11,000 人  8,047人(241回)

29 年度 11,000 人  8,106人（237回）

◆親子自転車教室参加者数 

年度 目標 実績 

27 年度 40 組 47 組 

28 年度 40 組 34 組 

29 年度 40 組 29 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。引き続

き、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

提供に努めていく必要がある。 

小学３年生の交通安全教室では、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。 

また、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

全についても指導を行った。 

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 

27 年度 50％ 50.0％ 

28 年度 50％ 47.2％ 

29 年度 50％ 46.8％ 

◆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 

27 年度 18 回 12 回 

28 年度 18 回 11 回 

29 年度 18 回 11 回 

評価検証

給食における地場農産物使用率は、昨年度に引き続き減少し、目標とする５０％

に至らなかった。また、栄養教諭・栄養士の給食時の教室訪問回数も目標には至

らなかった。 

今後の方針

 地場産農産物の使用率は、気候の影響による農作物の生育・流通状況等、外的

な要因の影響を受けることもあるが、仕入先の拡大や献立を更に工夫するなど、

より多くの場産農産物が使用できるよう取組を進めていく。 

また、栄養教諭・栄養士が給食時に教室訪問を行えるよう、引き続き、各学校

への働きかけや環境の整備を進めていく。 
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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。 

各学校園における残渣から作られた堆肥量をもとに、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 29 年度目標 29 年度実績 

幼稚園 65ｇ 45ｇ 

小学校 43ｇ 42ｇ 

中学校 68ｇ 61ｇ 

特別支援学校 70ｇ 49ｇ 

評価検証
幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校のすべてにおいて、一日あたりの給食

残渣は、目標値より少ないものとすることができた。 

今後の方針
安全・安心な給食を提供するために、引き続き、古い調理器具等の更新を行って

いく。また、食育の面からも、給食残渣を更に削減できるよう努めていく。 
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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）の取組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、継続的な取組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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事業名 小学生自然体験活動事業（詳細施策 4－5）

事業の目的 
榛名湖畔の素晴らしい自然環境を活用し、登山や野外炊飯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 

榛名湖畔にある「榛名林間学校榛名湖荘」での集団宿泊体験学習を市内小学校

全５８校が実施した。具体的な活動内容としては、榛名神社から天神峠までの登

山、火床を囲んでダンス等を楽しむキャンプファイア、かまどで羽釜を使ってご

飯を炊きカレーを作る野外炊飯、桜やつつじの枝でスプーンを作るクラフト活動、

榛名湖畔を一周して自然を満喫するウォークラリー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

した宿泊体験学習を行った。 

◆林間学校活動内容の満足度 

年度 目標 実績 

29 年度 ９８％ ９５％ 

評価検証

平成２９年度から開始した本事業では、高崎市内の全５８小学校の５年生が榛

名湖畔での自然体験活動を通して、榛名地域の素晴らしい自然や文化財などに触

れるとともに、地元の人々との触れ合うことで、子どもたちに生きる力と豊かな

心を育むことができた。 

今後の方針
キャンプファイア場や野外炊飯施設等を生かしたプログラム等の充実を図り、

児童が榛名地域の自然の素晴らしさを更に感じることができる事業としていく。 

野外炊飯の様子

野外炊飯の様子 
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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＞  

○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 新校舎(建設中) 

◆事業進捗率（事業費ベース）

29 年度目標 29 年度実績 

20% 25% 

評価検証 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）

29 年度実績 30 年度目標 

 25% 55% 
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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完成させた。 

＜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 

新校舎正面 新校舎遠景

◆事業進捗率（事業費ベース）

29 年度目標 29 年度実績 

100% 100% 

評価検証 校舎改築工事については、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 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 
各学校園を巡回し、改修等の要望箇所を確認し、安全で快適な教育環境の維持管

理を図る。 

実施状況 
 「工事要望調査」等により、施設の状況を把握し、危険や不具合を感じる箇所

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。 

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。

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を行い、

雨水排水工、安全施設工を実施した。

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。田植えは実施したが、稲刈り 

体験は、当日台風が接近したため中止した。 

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

2％ 2％ 47％

評価検証 

整備工事に着手して９年目となり、上越線南側区域の工事を実施した。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２９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、本丸の土塁復元工事を実施した。他に本丸南虎口土

塁発掘調査を行った。

◆事業進捗率（平成２９年度） 

目標 実績 通算実績

8％ 8％ 58％ 

評価検証 
整備工事に着手して７年目になり、郭馬出地区に引き続き、本丸地区の整備が

始まり、市民の箕輪城跡への関心もより高まってきている。

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 本丸土塁復元工事状況 
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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、平成２９年度も実施した。 

その他、除草等の史跡管理を行った。 

◆事業進捗率（平成２９年度） 

目標 実績 通算実績

23％ 23％ 42％

評価検証 
引き続き史跡の公有地化を進めた。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 

除草等の維持管理を行い、来訪者が見学でき 

るよう、周辺環境を整えた。 

 山上碑見学のための大型バスが駐車できるよ 

う、駐車場出入口の整備を行った。 

評価検証 維持管理を継続しており、整備については、今後の検討課題となっている。

今後の方針 上野三碑や他の史跡との一体的活用について検討を進めていく。

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 

保護普及活動事業として、文化財作文コンクールの実施、上豊岡の茶屋本陣等

の建造物の公開、更に、ユネスコ「世界の記憶」登録された上野三碑を３日間に

わたり一般公開し、３,５０３人の見学者があった。 

◆文化財作文コンクール応募者数 

年度 目標 実績 

27 年度  800 人  552 人

28 年度 1,000 人 831 人

29 年度 1,000 人 1,425 人 

◆上豊岡茶屋本陣見学者数 

年度 目標 実績 

27 年度 1,400 人 1,083 人

28 年度 1,400 人 1,308 人

29 年度 1,400 人 953 人 

◆上野三碑一般公開見学者数 

評価検証 

 平成２９年１０月３１日に上野三碑が、ユネスコ「世界の記憶」に登録され、

上野三碑一般公開では県内外から多くの見学者が訪れた。また、文化財への関心

の高まりを受け、文化財作文コンクール応募者も急増した。

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。

上野三碑一般公開 

作文コンクール授賞式の様子 

年度 実績 

28 年度（１日公開） 1,421 人

29 年度（３日公開） 3,503 人 
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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

27 年度 1,200 人 1,212 人

28 年度 1,200 人 1,161 人

29 年度 1,300 人 1,123 人

高崎会場展示品 

評価検証 

「古代上野の記憶－前橋･高崎の寺院と役所－」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、古代の寺院と役所に関する遺物約２００点を展

示した。

また、昨年に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生かすため、公開の場を増やし、文化財

保護の啓発を図る。
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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 

７年目の調査となった平成２９年度は

多胡郡正倉跡の総括報告書作成の整理作

業を行い、郡衙施設の有無を確認するた

め、小規模ながら２９㎡を調査した。古

代の遺構は確認できなかったが、終戦後

多胡碑を隠存した埋設坑を確認した。

また、地元住民向けの遺跡発掘調査説

明会を開催した。

目標 実績 通算 実績 

9％ 9％ 63％ 

評価検証 

平成２８年度までの調査により、特別史跡多胡碑の真南約３００ｍの場所におい

て、多胡郡衙の一部と推定される多胡郡正倉跡の範囲が確定したため、平成２９年

度は総括報告書作成に伴う整理作業を実施した。また、太平洋戦争直後に多胡碑を

隠存するための埋設坑を確認した。

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、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。 

遺跡報告会風景 

◆事業進捗率（平成２９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 

伽藍地北東隅、東辺、南辺及び推定回

廊跡にトレンチを設定し、合計で５００

㎡を調査した。

調査では、東辺で区画施設基礎と判断

される堤上の高まり、南辺で南辺想定ラ

インに沿うように溝が走向することが判

明した。また、回廊跡北東隅部と思われ

る版築状に築かれた盛土を確認した。

目標 実績 通算 実績 

9％ 9％ 18％ 

評価検証 

確認された堤上の高まりは区画施設基礎と判断され、溝跡は区画施設の内側を示

すものと思われ、推定回廊跡は、盛土内に多量の瓦片や自然礫が敷き込まれていた

ことが判明し、瓦をその場で割って敷き込んでいたことが確認された。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、悪天候にもかかわらず７０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、伽藍北辺

区画施設及び伽藍西辺区画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。

伽藍地南辺調査区で確認された溝跡 

◆事業進捗率（平成２９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保存活用計画を策定した。 

また、国指定重要文化財榛名神社の保存修理の開始、国登録文化財のオーガスチ

ン教会の修繕を実施した。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 化財所在確認調査 数 87 件 

文化財修理件数 3 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継続実施し、文化財の保存管理状況などを確認

し、課題等を把握することができた。

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。

榛名神社国祖社及び額殿 オーガスチン教会 
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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「長野堰用水」 29.5.12～5.28 

企画展２「製麺機」 29.10.28～11.26 

企画展３「鏡の中の音楽茶房 本町のあすなろ」 30.3.24～5.27 

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

27 年度 5,400 人 6,280 人 

28 年度 7,500 人 6,718 人

29 年度 7,500 人 6,327 人

○榛名歴史民俗資料館 

事業の内容 期日

企画展 「雛人形展」 29.3.1～ 5.31

その他事業 

「榛名神社史跡めぐり」 29.10.20 

「榛名神社の魅力を知る

講演会」

29.12.2 

29.12.9 

29.12.23

◆榛名歴史民俗資料館入館者数 

年度 目標 実績

27 年度 3,500 人 2,921 人 

28 年度 3,500 人 3,257 人

29 年度 4,000 人 6,696 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

ず、実績も昨年度を上回ることができなかった。

榛名歴史民俗資料館は、榛名林間学校で自然体験学習を行う児童による施設利

用があったため、入館者数が急増し目標値を上回った。

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し、入館者の増加と満足

度向上に努めていく。

企画展３「鏡の中の音楽茶房 本町のあすなろ」 
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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  29.3.18～29.10.1           入館者 5,634 人 

「渡来人のつくった土器～八幡台地出土の韓式系土器」 

企画展 29.10.7～29.12.3                     入館者 2,062 人 

第２９回企画展「小さな古墳の物語～群馬の群集墳を考える」 

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、はにわ雛づくり、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

27 年度 8,000 人 10,810 人

28 年度 9,000 人  8,230 人

29 年度 11,000 人  7,900 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、円墳を主体

とする小型の古墳「群集墳」をテーマにし、県内にある２１の古墳群から出土し

た大刀や埴輪、馬具等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、渡来人によってつくられた韓式系土器と八

幡台地の遺跡を紹介することで、観音塚古墳と渡来人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「小さな古墳の物語～群馬の群集墳を考える」 歴史ウォーク～渡来人の里を歩く 
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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・保管・調査研究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‘１７」29.7.22～29.8.31 

        36 日間 入館者 9,025 人

第２６回特別展「小さな石のものがたり」29.10.28～30.1.28 

         88 日間 入館者 3,716 人

春の小規模企画展「新収蔵資料紹介」30.3.31 

 1 日間 入館者 176 人

歴史講座 「かみつけ塾」 参加者 817 人 開催数 12 回

石の勾玉づくり 参加者 4,429 人 製作数 4,429 個

樹脂の勾玉づくり 参加者 340 人 製作数 340 個

総合的学習の時間 参加者  上郊小学校 6年生  延 234 人 

第８回かみつけの里古墳祭り 29.10.15（実行委員会主催） 入場者 3,500 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

27 年度 25,000 人 29,981 人

28 年度 25,000 人 42,914 人 

29 年度 30,000 人 37,825 人

評価検証 

年間入館者数は前年比１２％減となった。これは、古墳祭り当日、荒天のため入

館者が前年に比べ１，０００人減少したほか、各種メディア露出の影響が落ち着い

てきたことが要因といえる。これに対し、学校の郊外学習利用は１０１校となり、

前年に比べ２０校増えている。特に東京都内の学校の利用が多く、博物館展示見

学・古墳見学のほか、勾玉制作も体験でき、古墳時代を学習できる施設として定着

してきた。これに加え、旅行会社ツアー利用も着実に増加傾向にあり、季節を問わ

ず団体見学の利用があった。 

今後の方針 

当地域に残る遺跡の調査研究を更に深化し、出土品の適切な管理を行う。また、

地域の文化資産を核に魅力あるテーマを選択した展覧会を行い、楽しく学べる空

間作りに努める。更に、それを未来に継承すべく、市民との協働により事業を実

施していく仕掛けを充実させる。

 祭り勾玉づくり体験コーナー 中学生職場体験（土器洗浄） 
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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         29.7.15～8.6     入館者   560 人 

第２１回 多胡碑記念館吉井こども書道展   

30.1.20～2.12      入館者   1,344 人 

上野三碑一般公開 ３日    30.3.9～3.11 多胡碑見学者  1,344 人 

◆多胡碑記念館入館者数 

年度 目標 実績 

27 年度 8,000 人 10,171 人 

28 年度 10,000 人 9,319 人 

29 年度 11,000 人 18,723 人 

評価検証 

多胡碑の関連資料やその時代の遺物、中国の古い石刻の拓本を常設展示し、多胡

碑をはじめ郷土の歴史、文化の研究や情報発信の場として、学校教育、生涯学習、

学術及び文化の振興の場として広く活用されている。 

上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録(平成２９年１０月３１日)を受け、来

館・来場者が急増した。 

今後の方針 

上野三碑見学の拠点施設として、上野三碑に関する展示の更なる充実に努め、

引き続き学校教育、社会教育、生涯学習の場としての機能を充実させる。関係団

体と連携し来館･来場者へ対応するとともに、情報発信等を図っていく。 

上野三碑のへや 上野三碑一般公開 
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事業名 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・民俗資料の収集・保管及び調査・研究を行い、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 

京都から来た小林氏             馬庭念流体験             ４５周年記念講演会 

◆吉井郷土資料館入館者数 

年度 目標 実績 

27 年度 4,400 人 4,253 人 

28 年度 4,200 人 3,542 人 

29 年度 4,300 人 3,655 人 

事業の内容 

第４４回企画展  「入野碑展－万葉歌由来の村名－」  

              29.10.14～12.10   57 日間    901 人 

ミニ企画展 

「京都から来た小林氏」 

        29. 6.17～ 7.30    43 日間    546 人 

「おひな様」  30. 2. 3～ 3. 4    29 日間    276 人 

夏休み 

体験学習 

馬庭念流体験     29. 7.30      参加者 23 人 

まが玉つくり     29. 8. 6      参加者 40 人 

布ぞうりつくり    29. 8.19      参加者 67 人 

講演会 

「京都から来た小林氏」     29. 7.15 参加者 43 人 

「入野碑展－万葉歌由来の村名－」29.11.18 参加者 60 人 

開館４５周年記念講演会      29.12. 2 参加者 85 人 

評価検証 

企画展は、「入野碑展」を開催した。入野碑は、明治の大合併時、９か村が合

併して入野村が誕生したことを記念し、村民が募金で入野碑を建立したもので、

村名の由来となった万葉歌が刻まれていて、古くから文化に慣れ親しんでいた地

域であることを紹介した。また、今年は、郷土資料館開館４５周年を迎え、地元

の文化財調査委員を講師に迎え、記念講演会を開催した。昨年に引き続き、ミニ

企画展を２回開催し、より多くの資料を紹介することができ、吉井地域の歴史に

慣れ親しんでもらうことができた。夏休み体験学習は、「まが玉つくり」、「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事業を実施し、地域住民に愛される活動

を続けていく。 
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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 
収蔵量や保管状態の再確認を行った結果、増加する出土品に対応するため、新

たな施設が必要であることが確認された。 

評価検証 

収蔵すべき資料の量を把握し、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ため、今後は既存の市有施設を改修し

て活用できないか検討していく。 

今後の方針 活用可能な市有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組を行い、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人を基本としたクラス編成を行うとともに、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４回の定期考

査の範囲も明記し、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 

28 年度 40％ 

29 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 

28 年度 74％ 

29 年度 90％ 

◆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 

28 年度 65％ 

 29 年度 89％ 

◆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 

28 年度 100％ 

29 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、引き続き、基礎的・基本的な知識

及び技能の習得と思考力・表現力の向上を図ることができた。 

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け

ることができた。また、芸術コースの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。 

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組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、引き続き、各事業の推進を図る。 

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 

企業や大学の見学、活躍している社会人や職業人を講師とした講演会や体験活

動を実施した。また、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

する機会や、大学のゼミに参加して大学生と一緒に活動する機会を設けた。 

◆キャリア教育に係る体験学習の実施回数

年度 目標 実績 

27 年度 25 回 50 回 

28 年度 45 回 44 回 

29 年度 50 回 62 回 

◆体験学習が「役に立った」と答えた生徒の割合

年度 実績 

27 年度 99％ 

28 年度 99％ 

29 年度 100％ 

評価検証 

キャリア教育は、高校生活に目的意識を持たせ、成長を支える基盤・原動力に

もなっている。 

地域、産業界や大学等と連携した体験活動を中心とした学習により、生徒が自

己を見つめるとともに、人間関係形成や自己管理、課題解決、キャリアプランニ

ング等における基礎的・汎用的能力を身に付けることができた。また、大学との

連携において「大学における学び」を体験することで、生徒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 

27 年度 600 人 653 人 

28 年度 615 人 794 人 

29 年度 670 人 867 人 

 海外派遣事業において、米国（ボストン）での語学研修に生徒２０人を派遣し

た。また、中国・香港研修では高崎市から中国へ進出している企業等へ１４人が

訪れ、日本企業の海外戦略を学習した。 

◆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 

27 年度 100％ 

28 年度 100％ 

29 年度 100％ 

評価検証 

全ての生徒が英検を受検し、より上位の資格取得に取り組んだ。 

米国での研修では、ホームステイをしながら、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

かった経験をして、英語学習に対する意欲の高まりにつながった。 

また、中国・香港での研修では、市内の企業等が展開する海外戦略を現地で学

習することで、経済活動の国際化を肌で感じる機会になるとともに、生徒のキャ

リア形成における視野を広げるものになった。 

今後の方針 

国際化する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

する生徒を増やすとともに、海外派遣で得られた成果を他の生徒に広げようとす

る生徒を増やし、引き続き、国際教育の充実を図る。 

また、引き続き、大学の推薦入試等で合否判定の材料の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 

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。

また、同法の改正により、新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、

平成２８年１０月に新教育委員会制度に移行したところであり、この点検・評価を確実に実施してい

くことの必要性及び重要性は、ますます高まっていると言える。

今回の点検・評価は、「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

策の実施計画といえる「平成２９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。

なお、「高崎市教育ビジョン」は、平成２０年度から平成２９年度までを計画期間としており、こ

の点検・評価が対象とする平成２９年度の事業が「高崎市教育ビジョン」に基づく施策の体系におけ

る事業としては、最終の点検・評価となる。

以下、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、発表内容も充実してきたと評価できる。推進

員が関わった地域活動の参加人数は、目標値を達成するとともに、実績数は前年度に比べ１,０００

人以上増加しており、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、公民館主催事業への参加者数は前年度に引

き続き微増した。地域の各団体と連携した事業や地域住民が主体的に地域課題の解決に取り組むため

のきっかけ作りなど、地域の実態に即して参加者の範囲を広げるための工夫が見られる。今後も更に

地域の特色を生かした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、生涯学習研究事業は、目標値を達成できなかったが、参加者数は前年度よ

り増加している。出前講座も目標値には届かなかったものの、受講者数は前年度より８５０人以上増

加しており、事業が定着していると評価できる。事業内容の精査・検討や新規講座の開設を行い、更

に多くの市民の学習活動のきっかけ作り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

少する傾向にあったが、昨年度は増加したことから、引き続き、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。また、一人でも多くの市民に事業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」の運用の拡充を引き続
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き行っていくことが必要と考える。 

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。引き続き、参加者を増

やすための工夫を行っていく必要があると考える。その際は、幅広い世代の参加者を得るためにも、

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

なると考えられる。また、地域課題やニーズを的確に把握し、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、参加者数の減少が続いているが、受講者の実態やニーズに合わせた事業を

企画し、内容について工夫したことにより、アンケート結果で高い「満足」の割合を維持しているこ

とは評価できる。今後も受講者の実態やニーズの把握に努めて満足度の高い講座を開催するとともに、

多くの受講者が得られるよう、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。 

視聴覚教育事業は、フィルムライブラリー貸出し数において例年並みの実績であった。今後も貸出

用映像資料の充実を図りながら、資料がより有効に活用されるよう、市民の目に触れやすくなるよう

な工夫や市民の関心を高めるための取組が必要であると考える。 

公民館整備事業では、計画どおりに南八幡公民館建設工事を行い、久留馬公民館（仮称）建設事業

の設計を行った。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

画的な施設整備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、利用者数が大幅に増加し、団体登録数は一定で推移している。

引き続き、市民活動センターが有効に活用されていくよう、ＮＰＯ、ボランティアや関係団体と協力

した活動等を推進し、センターの目的である「協働」の意識啓発に努めるとともに、市民活動センタ

ーの周知を行っていく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。今後は、利用者だけでなく、利用したことのない市民が

図書館を利用するきっかけとなるよう、所蔵資料やサービスを充実させ、より利用しやすく、また、

利用してみたいと思わせる図書館運営となることを期待する。 

関係諸機関との連携事業は、学校連携事業が５年目に入り、相談件数・貸出点数ともに実績を伸ば

しており、特に「学校連携パック」は年々充実が図れてきていると評価できる。引き続き、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て、一層のサービス向上を期待し

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が、概ね目標を達成していると認められ

る。その内容についても、幼稚園や保育所の職員に必要な指導法や喫緊の課題が取り上げられている

と考えられる。幼稚園教育要領には、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が示されるなど、今まで

以上に幼稚園・保育所（園）・小学校の連携が重要であることから、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が重要である。 

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い

水準を維持しており、事業は成果を上げていると認められる。今後も多くの児童生徒が、授業がわか
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ると答えられるよう、引き続き、単元構想などを生かした授業づくりを通して基礎学力と学ぶ意欲の

向上に努めるとともに、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法の工夫・改善を

続け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、イングリッシュ・フェスタは参加児童数が微増し、イングリッシ

ュ・サマーキャンプは定員を満たしている一方で、イングリッシュ・サマースクール、チャレンジ・

ザ・日本ジュニア数学オリンピックでは参加生徒数が減少した。この事業は、生徒が自ら進んで学習

するきっかけになるものと考えられることから、今後も各事業の内容の充実を図るとともに、特に目

標に至らなかった事業については、生徒及び保護者への周知方法を工夫し、より多くの児童生徒が参

加する事業とするための検討が必要と考える。 

英語教育指導事業では、ＡＬＴが８４名となり、全小中学校への配置が完了したことで、ＡＬＴに

よる延べ授業時間数が目標値を上回った。高崎市では、英語教育の早期化及び教科化を推進している

が、全校に配置されたＡＬＴを有効に活用し、英語に興味や関心をもち、英語学習に意欲的に取り組

む児童生徒が育成できるよう、また、小中学校の連携も更に推進しながら、英語教育の充実を図って

いくことが重要になると考えられる。

やるベンチャーウィーク推進事業では、参加生徒数は概ね目標は達成されており、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、事業は成果を上げていると認められる。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通

じ、生徒の生きる力、豊かな人間性や社会性の育成に資する事業が展開されることを期待する。

学校・家庭・地域連携事業では、学校評議員会の出席者数は目標値をやや下回ったものの、公募に

よる評議員の人選を行う学校園が増え、広く意見を聴く環境づくりが進められていると考えられる。

今後も、事業に対する検証を行い、より効果的な学校・家庭・地域社会の連携について研究し、地域

に開かれた学校づくりに向けた取組を推進していく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で地域運営委員会を開催するとともに、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、事業の質的向上を図りながら、事業を推進

することができたと考えられる。学力アップ大作戦は、児童生徒やボランティアの参加数が増加した

だけでなく、事業を委託方式に転換するなど地域の創意工夫がより発揮できる体制としたことも評価

できる。また、中学生休日学習相談ステーションは、開催場所等の定着が図られたことで、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組を展開していくことを期待する。

学校教育力向上対策事業における人権教育講演会は、スマートフォンをテーマとしたもので、学校

現場における喫緊の課題に対する理解や知見を得られる内容であり、参加者数も目標を上回っており、

効果的な事業であったと評価できる。子どもたちに生きる力を育成するという事業の目的の達成に向

けて、より効果的なものとなるよう、事業の内容を検討しながら、教職員の資質向上のための取組を

継続し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が７０人を超え、成果を上げていると認

められるが、特別な支援を必要とする児童生徒が年々増加していることから、より効果的に児童生徒

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る。

★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は前年度を上回る実績
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であり、健康診断や検査結果を事後の保健指導に生かしていることからも、事業は目的に沿って実施

されていると評価できる。未受検者への個別対応など、対象者全員に対する事業となるよう、引き続

き検討していく必要があると考えられる。 

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、受講希望のすべてに対応で

きていない状況が続いていることから、希望する者ができる限り受講できるよう、事業の実施方法に

ついて、引き続き検討を行っていく必要がある。 

学校体育施設開放事業では、学校施設の改修の影響やスポーツ施設の新設による利用者の分散によ

り、利用者数は減少傾向にあるが、必要とする市民が事業を活用できるよう、引き続き、事業の周知

を図っていく必要がある。 

学校体育充実事業では、新体力テストの全学年での実施に当たっては、その結果を活用する方法も

合わせて検討していく必要があると考える。運動部への外部指導協力者派遣事業は、部活動が課題と

なっていることからも、より充実した事業となるよう検討を行いながら推進していくことを期待する。 

交通教室事業では、交通教室の参加者数は、目標値には至らなかったものの、増加してきているこ

とは評価できる。自転車事故発生率及び交通事故総数は同水準で推移していることから、引き続き、

交通事故ゼロを目指して、事業を推進していくことを期待する。 

給食充実事業では、地場農作物使用率が目標を下回る傾向が続いていることから、要因の検証及び

使用促進の研究を行い、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に向けた取組を推

進されるよう期待する。栄養教諭・栄養士一人当たりの食指導回数は目標値には到達していないが、

実績は同水準を維持しており、取組が定着してきていると認められる。 

給食運営事業では、推定値による給食残渣量が目標値を達成しており、引き続き、取組を継続され

るよう期待する。 

「健康教育」啓発事業では、健康教育フェアが、より効果的な事業となるよう、開催結果の検証を

踏まえて、内容の充実や周知方法の工夫を図る必要があると考える。 

小学校自然体験活動事業では、榛名林間学校榛名湖荘において、初年度から市内の全５８校の小学

５年生を対象として集団宿泊体験学習を開始することで、事業の目的に沿った効果を上げているもの

と認められる。今後、より充実した自然体験活動や活動プログラムについて研究を行い、事業を更に

発展させていくことを期待する。 

★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と評価できる。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、引き続き、適切な進捗管理の下で着実に事業に取り組むとともに、

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。

★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・推進事業は、時間を要する事業であると考えられるが、引き続き

検討すべき課題であると考える。 

日高遺跡保存整備事業では、引き続きＪＲ上越線南側区域の整備を進めるとともに、供用開始区域

の積極的な活用を続けることを期待する。 

箕輪城跡保存整備事業では、着実に事業が推進されていると認められるが、引き続き計画的な整備

を進めることが望まれる。 
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北谷遺跡保存整備事業では、平成２８年度から着手した史跡指定地の公有地化について、今後も計

画的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、整備計画についての十分な検討が必用と考える。 

文化財管理事業では、文化財作文コンクールの応募者数が大幅に増加していることから、文化財へ

の関心の高まりが伺える。引き続き、適切な指定文化財の保護に努めながら、市民の文化財に対する

関心を更に高められるよう事業を推進することを期待する。 

埋蔵文化財展事業では、入場者数が減少傾向にあることから、より多くの人が文化財に触れ、関心

を高める機会となるよう、魅力ある企画を実施されるよう期待する。 

多胡碑周辺重要遺跡範囲確認調査事業では、更に多胡碑周辺の調査研究を進め、遺跡の確実な保護

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、今後も引き続き調査を進め、遺跡の全容を明らかにされる

ことを期待する。 

文化財調査事業では、着実な取組を続けるとともに、調査の成果について、文化財保護のために有

効に活用していくことを期待する。 

歴史民俗資料館運営事業では、各館の特徴を生かし、引き続き企画展の充実や周知活動に努められ

たい。特に、榛名歴史民俗資料館は、榛名林間学校に参加する児童の利用が増えており、入館者数が

大幅に増加していることから、入場者への対応も含めた充実を図られるよう期待する。 

観音塚考古資料館運営事業では、入館者数の減少傾向が続いている。企画展の内容や周知活動につ

いて検討し、充実させていくことで、入館者数が増加するよう努められたい。 

かみつけの里博物館運営事業では、前年度と比較して減少しているものの、今年度も目標値を上回

る入館者を得ている。今後も広報に努めながら、企画展と所蔵資料展をバランスよく開催するととも

に、地域との連携を更に深められる取組も進められるよう期待したい。 

多胡碑記念館運営事業では、上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録やそれを記念した入館料無料

化の効果もあり、入館者数が大幅に増加した。引き続き入館者の満足度を高められるよう努力された

い。 

吉井郷土資料館運営事業では、入館者数は年々減少しているが、講演会等を積極的に開催したこと

は評価できる。今後も地域に根ざした資料館として、特色ある事業展開を期待したい。 

埋蔵文化財センター整備事業では、引き続き収蔵場所の確保のため、市有既存施設等の情報収集に

努められたい。

★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、各指標において前年度と同等かそれを上回る結果となっており、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に取り組んできた

効果が表れたものと認められる。今後も、必用な見直しを行いながら、事業に継続的に取り組む必要

があると考える。

キャリア教育推進事業では、体験学習の実施回数は目標を大きく上回り、また「役に立った」と答

えた生徒の割合は１００％に達しており、大きな成果を上げていることが認められる。

国際教育推進事業では、英検準２級以上の取得者数が、今年度も目標値を上回り、生徒が学習指導

要領に基づいて達成されるべき英語力がほぼ身に付け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も１００％を維持しており、事業が英語活用力の育
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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、英語活用力の向上に取り組まれることを期待する。

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。  

平成２９年度は、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の最終年度であった。

当ビジョンに基づいて実施される個々の具体的な事業の多くは、すでに安定した軌道に乗っており、

事業に携わった関係者の尽力に敬意を表したい。また、そのような事業にあっても、生涯学習推進員

が関わった地域活動、公民館主催事業、生涯学習推進研究事業、まちづくり出前講座、市民活動セン

ター管理運営事業、高崎市学力アップ推進事業などのように、参加者数（受講者数、利用者数）が増

加し、実績を伸ばしている事業が見られ、市民のニーズの掘り起こしとそれへの対応に真摯に取り組

まれていることが窺える。ただし、図書館管理運営事業では、図書館資料の個人貸出点数と貸出人数

がともに伸び悩んでいるようである。図書館は生涯教育にとって欠かすことできない資産を有するゆ

え、市民が容易にアクセスし有効に利用できるように、所蔵資料やサービスのさらなる充実が期待さ

れる。 

このように、個々の具体的な事業は、高崎市教育ビジョンの計画期間の１０年間で完結するような

ものではないが、平成２９年度実施のいくつかの事業においては、計画期間の最終年度にあたって節

目となるような顕著な成果があげられた。まず、上野三碑の「世界の記憶」への登録である。地域の

文化資源の掘り起こしのための研究とその対外発信が世界的に評価されたことは、特筆に値する。

「世界の記憶」への登録にともなって見学者が増加しており、見学者のための基盤整備や情報発信な

ども含めて、様々な関係者相互の連携が大きな成果を生んだものと思われる。「世界の記憶」に登録

されたことが、「市民の記憶」としても留められることによって、地域の人々の歴史的アイデンティ

ティが構築されていくことを期待したい。 

次に、国際教育・英語教育の充実である。とりわけ、すべての小学校、中学校、高等学校へのＡＬ

Ｔ（英語指導助手）の配置が完了したことは大きな成果である。また、これと連動して、英語教育の

教授法に関する研修を通じて、英語担当教員とＡＬＴの指導力の向上に努められていることも評価で

きる。高崎経済大学附属高等学校において英検準２級以上の取得者数が毎年増加していることや、イ

ングリッシュ・サマーキャンプなどが好評であるのは、英語教育に対する市民の関心の高まりと市に

よる国際教育の推進が成果をあげていることの証左であるが、おそらくこれにともなって、児童・生

徒やその保護者たちが求める国際教育・英語教育に対するニーズの質も高くなってくることが想定さ

れる。したがって、さらなる教員の研修の機会の確保と小中高間の連携の強化が求められるとともに、

必ずしも目標値に達していないいくつかの事業（たとえば、イングリッシュ・フェスタやイングリッ

シュ・サマースクール）も見直してみる必要があるのではないか。 

最後に、榛名林間学校榛名湖荘における市内全小学校の５年生を対象とした集団宿泊体験学習の開

始をあげておきたい。平成の市町村合併による高崎市の領域的な拡大は、都市部と農村部と山間部が

相互に隣接した豊かな地理的空間を創出しており、こうした観点からすると、地域の豊かな自然環境

を有効利用した教育として高く評価できる。また、子どもたちにとっては、自分たちの住む地域の豊

かさを多面的に感じ取り理解するよい機会になり、子どもたちのアイデンティティの構築にとっても

大きく寄与するであろう。 
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これらの成果はいずれも、市が有する人的・物的資源の掘り起こしとそれらの有効な活用、そして

関係者間の連携が生み出したものであり、事業の実施に携わった関係者各位に改めて敬意を表したい。

そしてまた、これらの成果は、地域の人々のアイデンティティの構築、地域への帰属意識の醸成とい

う点でも、高く評価される。地域の歴史を掘り起こしそれを世界に発信することも、そしてまた国際

教育・英語教育の充実も、より広い世界と接触する中で改めて地域のもつ個性を認識する機会となる。

高崎市という地域を創りあげていくプロセスにおいて、教育行政が果たす役割の大きさを改めて確認

しておきたい。 

さて、大きな成果があげられたことによって、おそらく今後は教育行政に関する市民のニーズの質

的なレベルもより高まっていくことが予想される。平成３０年度からの５年間を対象とする高崎市教

育大綱に示された方針のもとで、市民のニーズの質の高まりと市が提供するサービスの質的向上の好

循環が生まれることを期待したい。 

                              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２９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、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２９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の全校配置の完了や榛名林間学校榛名湖荘に

おける自然体験活動事業の開始は、教育行政の新たな展開に繋がるものであり、それぞれが目標を達成

できたことは、大きな成果であると考えております。また、上野三碑がユネスコ「世界の記憶」に登録

されたことは、教育行政のみならず、高崎市にとっても大きな成果であると考えられます。

事業の成果が大きくなることで、教育行政に関する市民のニーズの質的なレベルが高まることについ

て学識経験者から指摘がありましたが、成果を上げた事業についても、この点検・評価を通じて明らか

になった課題等を踏まえて、市民のニーズに応えられる更に質の高いものを目指していく必要があると

考えております。 

一方で、参加者数や利用者数等が目標に到達していない事業もあり、それらの事業については、学識

経験者からの提言のとおり、見直しも含めた更なる改善を行うことで、教育行政の質を高めていく必要

があると考えております。

これまで、教育行政の指針としてきた「高崎市教育ビジョン」は、平成２９年度末に１０年間の計画

期間が満了し、その方針や趣旨は、市長と教育委員会で構成する総合教育会議において策定された「高

崎市教育大綱」に引き継がれました。「高崎市教育大綱」を指針とした教育行政においても、これまで

の各事業は承継されており、この点検・評価を活用して事業の充実を図るとともに、市長部局の事業と

の連携を深め、学識経験者からの提言にあるように、市民のニーズの質の高まりと市が提供するサービ

スの質的向上の好循環を形成できるよう、「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

取組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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