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Ⅰ はじめに 

 

１ 趣旨 

 

桐生市教育委員会は、桐生市教育大綱における「桐生を好きな子供の育成と

生涯学習の推進」を柱に、国の教育振興基本計画における 4 つの基本的方向性

に基づく方策を参酌し、本市独自の 6 つの基本大綱に基づき、“郷土桐生を誇

らしく思う心を育む「桐生を好きな心豊かな子供」の育成と生涯学習が盛んな

まちづくりを進めます。”と定め、各施策・事業の推進に取組んでいます。 

この点検評価報告書は、各施策・事業の実施状況や効果を評価検証するもの

で、これを議会に提出するとともに、公表することにより、市民に開かれた、

市民から信頼される教育行政を推進することを目的としています。 

 

２ 点検評価の方法 

 

桐生市教育大綱に基づいた重点施策について、令和元年（平成 31 年）度の管

理及び執行状況の点検評価を教育委員会が自ら行い、教育に関し学識経験を有

する群馬大学  教授  松原  雅昭氏に第三者評価委員としての意見をお聞きしま

した。 

 

教育大綱 

基本大綱 

 

「桐生を好きな子供の育成と生涯学習の推進」 

 

郷土桐生を誇らしく思う心を育む「桐生を好きな心豊かな子供」 

の育成と生涯学習が盛んなまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① ふるさと桐生を再認識する事業の推進 

③ 人を思いやる心やものを大切にする心を育む事業の推進 

⑥ 「スポーツライフ」を送るための環境づくり 

④ 自然・歴史・文化・人材など地域の教育資源を活かした事業の推進 

⑤ 生涯学習の推進で心豊かな市民性の醸成と育成 

② 確かな学力と健康な体を育む事業の推進 
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３ 重点施策に基づく取組目標一覧 

 

重点施策 取組目標 

1 教育環境の推進 1-1 教育行政施策の企画及び情報収集の実施 

1-2 教育委員会事務局全体との連携強化 

1-3 他部局及び関係機関との連絡調整・連携の強化 

1-4 学校（園）施設の改修等を行い児童、生徒の安全管理の徹底 

1-5 教育用コンピュータ設備等を継続・更新し、時代のニーズに合わ

せた学力向上の促進 

1-6 就学意欲を持ち経済的な理由により就学困難な学生・生徒を有用

な人材に育成するとともに、教育機会均等を図り、社会に寄与貢献  

せしめることを目的に奨学資金を貸与する。 

2 生涯学習の推進 2-1 「生涯学習桐生市民の会」とともに「自分さがし、出会い探し、 

ふるさと夢さがし」をキャッチフレーズに、生涯学習の推進方策の研

究及び生涯学習推進委員等による活動の推進 

2-2 生涯学習活動情報の収集及び提供、生涯学習関連事業の支援普及･

啓発活動の実施 

2-3 全庁的に取り組んでいる「生き生き市役所出前講座」の一層の充

実と円滑な運営 

2-4 家庭・学校・地域等との連携を深め、「桐生を好きな子供」を育て

るための事業の実施 

3 学校教育の充実 [桐生市立幼稚園]  

3-1 園経営の改善・充実 

3-2 幼児期にふさわしい生活の展開と、学びの芽生えを重視した「生

きる力」の基礎の育成 

3-3 特別支援教育の支援体制の整備と指導の充実 

3-4 幼小の連携の推進 

3-5 教育設備の充実 

[桐生市立小学校／中学校] 

3-6 学校経営の改善・充実 

3-7 「確かな学力」の確実な習得 

3-8 「豊かな心」の育成 

3-9  健康の増進と体力の向上 

3-10 生徒指導及び教育相談の充実 

3-11 特別支援教育の充実 

3-12 指定校等の推進 

3-13 新たな学校教育の在り方の研究 
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[桐生市立商業高等学校（全日制課程）] 

3-14 教科指導の充実・専門性の育成 

3-15 生徒指導の徹底 

3-16 キャリア教育の充実 

3-17 部活動の活発化 

3-18 特別活動の充実 

3-19 国際理解教育・情報教育の推進 

3-20 地域連携の充実・地域に開かれた学校づくり 

3-21 人権教育の定着 

[桐生市立商業高等学校（定時制課程）] 

3-22 学習指導の充実・専門性の育成 

3-23 生徒指導及び教育相談の充実 

3-24 キャリア教育の推進 

3-25 特別活動の充実 

3-26 地域に根ざした学校づくり 

[桐生市立教育研究所] 

3-27 現職教育の充実 

3-28 学校教育相談事業の充実 

3-29 適応指導教室の充実 

3-30 教育資料室の充実と活用の拡大 

[桐生市学校給食共同調理場（中央共同調理場、新里共同調理場、 

黒保根共同調理場）] 

3-31 食育の推進 

3-32 学校給食の充実と衛生管理の徹底 

3-33 施設・設備の老朽化への適切な対応 

3-34 中央共同調理場の改築を推進 

3-35 第３子以降給食費補助金交付事務の推進 

3-36 学校給食共同調理場運営協議会の円滑な運営 

[黒保根公民館]  

3-37 黒保根町国際理解推進 

4 社会教育の推進 4-1 教育関係機関及び各施設との連携を図り、より効果的な学習の情

報提供 

4-2 社会教育団体等の育成や指導者の養成により、効果的な学習の場

と情報の提供 

4-3 人権教育を推進し、人権尊重の重要性を啓発 

4-4 家庭教育「心のきらめき」事業の充実 

4-5 桐生市市民文化会館の管理・運営の充実 

4-6 公益財団法人大川美術館の管理運営や芸術鑑賞事業等の市民の文
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化水準向上のための事業を行う団体への支援 

4-7 桐生市文化祭など各種文化振興事業の開催 

4-8 市民ギャラリーの利用促進 

4-9 家庭・学校・地域等との連携を深め、全ての子供の安心・安全な

居場所となる「放課後子供教室」の開設・推進 

[桐生市立公民館]  

4-10 社会ニーズへの対応やあらゆる世代を対象とした身近な課題を

視野に入れた各種学級、講座、講演会を開催 

4-11 「桐生を好きな子供」を育てるための体験事業や世代間交流事業

を開催 

4-12 子供を対象とした事業の充実を図るとともに、地域・家庭・学校

との連携の充実 

4-13 「人づくり、地域づくり」の拠点としての公民館を目指し、施設

整備や館内美化を進め、サロン的雰囲気の場を提供 

[桐生市立図書館・新里図書館]  

4-14 図書館資料の整備・充実 

4-15 図書館サービスの充実・向上 

4-16 読書活動の推進 

4-17 視聴覚教育の推進 

4-18 図書館施設の整備・充実 

[桐生市立新里郷土文化保存伝習館]  

4-19 生涯学習推進の拠点として各種講座等の開催 

4-20 作品の常設展示及び作品展の開催 

4-21 陶芸館での活動推進 

5 青少年の健全育成 5-1 青少年教育活動（郷土愛を育む青少年教育の充実） 

5-2 青少年対策事業（青少年の保護育成） 

5-3 野外活動センター事業 

[桐生市立青年の家]  

5-4 事業の企画・推進 

5-5 青少年団体の育成・指導 

[桐生市青少年センター]  

5-6 好ましい環境づくりの推進 

5-7 非行防止・安全確保活動の徹底 

5-8 相談機能の充実 

[桐生市青少年野外活動センター] 

5-9  梅田の自然環境や伝統文化を活かした各種体験教室（化石採取・

水生昆虫観察・天体観測・登山・紙漉き・木工工作等）の機会を計画

的に提供 
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5-10 施設及び環境整備の充実と保育園･幼稚園、学校（学校行事・総

合的な学習の時間）、青少年団体等のニーズに対応した活動プログラム

の開発と推進 

6 スポ－ツの振興 6-1 スポーツ施設整備の推進 

6-2 生涯スポーツの推進 

6-3 競技スポーツの推進 

6-4 団体･指導者の育成 

6-5 スポーツイベントの開催・支援 

7 文化財の保護活用 7-1 指定・登録文化財及び重伝建地区の保全と環境整備 

7-2 文化財の積極的活用の実践 

7-3 未指定の歴史的遺産の調査・記録保存 

7-4 文化財に対する啓発の推進及び周知 

7-5 子供が文化財に親しみ学ぶ機会の推進 

7-6 近代化遺産の啓発と保存活用に対する提言 

7-7 文化財の保存活用を進める市民団体への支援推進 

7-8 遺跡発掘調査による記録保存及び出土品等の保存活用 

7-9 埋蔵文化財包蔵地の周知による迅速な行政指導 

7-10 重伝建地区及び伝統的建造物の周知・活用の推進 

[桐生明治館]  

7-11 各種企画展や記念事業の開催 

7-12 個展・作品展等の会場の提供を行うとともに、記念日等の無料開

放を実施し、市民に親しまれる施設としての利用拡大 

7-13 喫茶室の一層の充実に努め、市民の憩いの場を提供 

[桐生市有鄰館]  

7-14 各種企画事業の開催 

7-15 市民文化活動の拠点として、一層の効果的活用の拡大 

[桐生市近代化遺産絹撚記念館] 

7-16 桐生市ゆかりの様々な郷土資料を展示 

7-17 各種企画展や記念事業の開催 

7-18 「桐生を好きな子供」を育てるための事業の実施 

[桐生市立新里郷土資料館]  

7-19 新里町で出土した埋蔵文化財の常設展示 

7-20 郷土の民俗資料の常設展示 

[桐生市立黒保根歴史民俗資料館]  

7-21 黒保根町で出土した埋蔵文化財と歴史資料の常設展示 

7-22 郷土の民俗資料の常設展示 
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４ 教育委員会の活動状況 

 

（１）教育長・教育委員 

職 名 氏 名 任 期 

教育長     柴 﨑 隆 夫 平成 30年 4月 1日   ～ 令和 3年 3月 31日 

委 員（教育長職務代理者） 板 橋 英 之 令和元年 10月 1日   ～ 令和 5年 9月 30日 

委 員 大 澤 美智子 平成 28年 1月 1日   ～ 令和元年 12月 31日 

委 員 新 居 理 恵 平成 29年 1月 1日   ～ 令和 2年 12月 31日 

委 員 髙 山 信 廣 平成 30年 6月 1日   ～ 令和 2年 9月 30日 

 

（２）教育委員の活動実績 

月 日 行 事 名 

4月 3日 4月定例校長・園長会議 

 6日 未来創生塾平成 31年度入塾式 

 18日 教育委員会 4月定例会 

5月 10日 平成 31年度桐生市公立学校管理職合同歓送迎会 

 14日 教育委員会 5月定例会 

 17日 群馬県市町村教育委員会連絡協議会第１回理事会及び代議員会 

 27日 桐生市教育委員会表彰式・定期総会・記念講演 

 31日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会 

6月 4日 教育委員会 6月定例会 

7月 24日 教育委員会 7月定例会 

8月 4日 第 56回桐生八木節まつりジャンボパレード審査委員会 

 20日 教育委員会 8月定例会 

 24日 第 15回マーチングフェステイバル 

9月 30日 教育委員会 9月定例会 

10月 5日 第 20回桐生市父母の日大会 

 7日 市町村教育委員会研究協議会（第一ブロック） 

 29日 教育委員会 10月定例会 

11月 11日 教育委員会 11月定例会 

 13日 群馬県市町村教育委員会連絡協議会第 2回定期代議員会・市町村教委全体研修会 

 16日 桐生市「明るい家庭・地域づくり運動」推進市民大会 

12月 9日 教育委員会 12月定例会 

 9日 第１回総合教育会議 

1月 1日 第 63回全日本実業団対抗駅伝競走大会 

 12日 第 72回桐生市成人式 

 17日 教育委員会 1月定例会 
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月 日 行 事 名 

1月 21日 第 66回文化財防火デーに伴う防火訓練 

 22日 桐生市補導連新年交歓会 

2月 4日 教育委員会 2月定例会 

 9日 第 66回桐生市堀マラソン大会 

 19日 桐生市・みどり市学校保健会研究協議会・学校歯科関係表彰式 

3月 2日 桐生市立商業高等学校卒業式 

 10日 教育委員会 3月定例会 

 10日 桐生市奨学資金選考委員会 

 13日 桐生市立中学校卒業式 

 24日 桐生市立小学校卒業式 

 

 

（３）教育委員会会議実績 （議案 57件、報告 0件、その他 2件） 

月 日 区分 議 案 

4月 18日 定例会  議案なし 

5月 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14日 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

定例会 議案第 10号 桐生市立学校施設使用条例の一部を改正する条例案について 

議案第 11号 桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例案について 

議案第 12号 桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則案について 

議案第 13号 桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案

について 

議案第 14号 桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例案について 

議案第 15号 桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案

について 

議案第 16号 桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則案について 

議案第 17号 桐生スケートセンター条例の一部を改正する条例案について 

議案第 18号 桐生スケートセンター条例施行規則の一部を改正する規則案について 

議案第 19号 桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて 

議案第 20号 桐生市有鄰館条例の一部を改正する条例案について 

議案第 21号 桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案

について 

議案第 22号 令和元年度桐生市一般会計教育費補正予算（第１号）の申出について 
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月 日 区分 議 案 月 

6月 

 

4日 

 

定例会 議案第 23号 桐生市社会教育委員の委嘱について 

議案第 24号 桐生市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 25号 桐生市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

議案第 26号 桐生市立図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 27号 桐生市学校給食共同調理場運営協議会委員の委嘱について 

議案第 28号 桐生市立青年の家運営委員会委員の委嘱について 

議案第 29号 桐生市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

7月 24日 定例会  議案なし 

8月 

  

20日 

  

定例会 

 

議案第 30号 令和元年度桐生市一般会計教育費補正予算（第 2 号）の申出について 

議案第 31号 令和 2年度使用教科用図書の採択について 

9月 20日 臨時会 議案第 32号 桐生市教育委員会事務局人事について 

9月 

 

 

30日 

  

 

定例会 

  

議案第 33号 桐生市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

議案第 34号 令和元年度末県費負担教職員及び市費負担教職員人事方針案について 

協議会  平成 30年度桐生市教育委員会事業点検評価について 

10月 23日 定例会  議案なし 

11月 11日 定例会 議案第 35号 令和元年度桐生市一般会計教育費補正予算（第 4 号）の申出について 

12月 

  

9日 

  

定例会  議案なし 

臨時会 議案第 36号 県費負担教職員の人事について 

1月 17日 定例会 議案第 1 号 桐生市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する規則の一部を改正

する規則案について 

2月 

  

 

4日 

  

 

定例会 

  

議案第 2 号 令和元年度桐生市一般会計教育費補正予算（第 6 号）の申出について 

議案第 3 号 令和 2年度桐生市一般会計教育費及び学校給食共同調理場事業特別会

計予算の申出について 

臨時会 議案第 4 号 桐生市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例案について 

協議会  令和 2年度桐生市教育行政方針について 

2月 14日 臨時会 議案第 5 号 桐生市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例（案）に対す

る意見について 

3月 

  

  

  

  

10日 

  

  

  

  

定例会 議案第 6 号 令和 2年度教育行政方針案について 

議案第 7 号 桐生市学校施設使用条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則案

について 

議案第 8 号 桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る教育委員会規則案について 

議案第 9 号 桐生市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正する教育委員

会規則案について 

議案第 10号 桐生市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する教育

委員会規則案について          
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月 日 区分 議 案 

3月 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10日 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

定例会 議案第 11号 桐生市教育委員会事務局部長設置に関する規則の一部を改正する教育

委員会規則案について 

議案第 12号 桐生市教育委員会事務局事務の専決、代決に関する規程の一部を改正

する教育委員会訓令案について 

議案第 13号 桐生市教育委員会公印規則の一部を改正する教育委員会規則案につい

て 

議案第 14号 桐生市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する教育委員

会規則案について 

議案第 15号 桐生市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する教育委員会規則案に

ついて 

議案第 16号 桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する教育

委員会規則案について 

議案第 17号 桐生市体育施設の管理等に関する規程を廃止する教育委員会訓令案に

ついて 

議案第 18号 桐生スケートセンター条例施行規則を廃止する教育委員会規則案につ

いて 

議案第 19号 桐生境野球場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する教育委

員会規則案について 

議案第 20号 桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則を廃止する教育委員

会規則案について 

議案第 21号 桐生市有鄰館条例施行規則を廃止する教育委員会規則案について 

議案第 22号 桐生市近代化遺産絹撚記念館の設置及び管理に関する条例施行規則を

廃止する教育委員会規則案について 

議案第 23号 桐生市青少年センター設置等に関する条例施行規則を廃止する教育委

員会規則案について 

議案第 24号 桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する教育

委員会規則案について 

議案第 25号 桐生市青少年野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

を廃止する教育委員会規則案について 

議案第 26号 令和元年度桐生市一般会計教育費補正予算（第 7 号）の申出について 

議案第 27号 桐生市立小・中学校長、副校長、教頭の任免に関する内申及び桐生市

立幼稚園長の任免について 

議案第 28号 桐生市立商業高等学校長及び教頭の任免について 

3月 

  

25日 

  

臨時会 

  

議案第 29号 桐生市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育員会規

則案 

議案第 30号 桐生市教育委員会事務局の人事について 
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Ⅱ 第三者評価委員による意見 

 

＜重点施策に対する点検評価＞ 

 

１ 教育環境の整備                 

 

取組目標 1-1 教育行政施策の企画及び情報収集の実施 担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

都市教育長協議会の定例会や総会、市町村教育委員会連絡協議会の定期代議員

会や研修会、文部科学省主催の市町村教育委員会研究協議会、両毛六市教育長

会議、県内12市の部課長会議等に参加し、教育行政の向上に資する情報収集及

び意見交換等を行った。  
 

課題 

今後の方針 

社会状況の変化を的確に捉え、情報収集を積極的に行い、桐生市ならではの教

育行政施策や企画を検討する。  

 

取組目標 1-2 教育委員会事務局全体との連携強化 担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

教育委員会定例会を毎月開催し、情報交換や検討案件などについて協議を行い、

教育委員会事務局全体の連携強化に努めた。 

課題 

今後の方針 

今後、多種多様な問題に対応できるようにするためにも、教育委員会事務局全

体の連携を密にし、情報共有を積極的に行う。 

 

取組目標 1-3 他部局及び関係機関との連絡調整・連携の強化 担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

総合教育会議にて市長と教育施策についての協議等を行い、教育委員会内だけ

でなく、他部局との連絡調整や連携強化を行い教育行政体制の確立に努め、教

育現場の課題に迅速かつ的確な対応に努めた。 

課題 

今後の方針 

・ 地域の教育資源を活用した取り組みを充実させるため、関係機関との連携を

強化する。 

・ 災害等の対応において、他部局及び関係機関との連携を強化する。 

 

取組目標 
1-4 学校（園）施設の改修等を行い児童、生徒の安全管

理の徹底 
担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

①  児童・生徒が安全かつ快適に学校生活を送ることができる教育環境を整備す

るため、緊急性等を加味しながら、経年劣化等により機能が低下した施設、

設備等の改修を行った。この内、大規模な施設改修案件は以下のとおり。 

小学校：プール躯体等改修（南小、北小）、児童玄関屋根防水改修（梅田 

南小）、火災報知設備改修（菱小） 

中学校：エレベーター改修（桜木中）、バルコニー笠木改修（新里中） 

高 校：防火防煙シャッター改修（商業高校） 
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②  地震等による倒壊被害の防止を図るため、建築基準法に不適合な危険ブロッ

ク塀を改修し、安全対策を実施した。実施校(園)数、箇所数は以下のとおり。 

小学校：10 校 15 箇所、中学校：4 校 6 箇所、幼稚園：2 園 4 箇所 

課題 

今後の方針 

・ 各施設、設備等の劣化状況の把握に努め、優先度を加味しながら、順次機能

回復等を図るほか、児童、生徒の安全に関わる緊急性の高い修繕箇所につい

ては、迅速かつ適切に改修等を行うこと。 

・ 大規模な改修等が必要な案件については、特定財源の精査を行い、優先順位

を付けながら、計画的に取り組んでいくこと。 

 

取組目標 
1-5 教育用コンピュータ設備等を継続・更新し、時代の

ニーズに合わせた学力向上の促進 
担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

各学校のパソコン教室に整備している教育用コンピュータ等の賃貸借を継続・

更新し、情報教育の推進を図った。賃貸借契約終了に伴い、令和元年度に更新

を行った学校は、小学校 3 校（西小、北小、境野小）、中学校 4 校（広沢中、

梅田中、川内中、桜木中）。 

課題 

今後の方針 

・ 文部科学省の「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画（2018～2022 年

度）」において、ICT 環境整備の目標として示されている水準達成に向けて、

更なる環境整備を推進すること。 

・ 国の「GIGA スクール構想」に基づき、高速大容量の通信ネットワーク整備

と、「1 人 1 台端末」の実現に向けた PC 端末の整備を一体的に推進するこ

と。 

・ 子どもたちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授業や「主体的・対

話的で深い学び」の実現等を推進するため、タブレット PC の導入促進を図

ること。 

 

取組目標 

1-6 就学意欲を持ち経済的な理由により就学困難な学

生・生徒を有用な人材に育成するとともに、教育機

会均等を図り、社会に寄与貢献せしめることを目的

に奨学資金を貸与する。 

担当課：教育総務課 

実施状況 

成果 

桐生市奨学資金の募集については、29 名の申請があり、桐生市奨学資金選考委

員会において選考され、採用者 28 名、辞退者 1 名となった。 

大学生 24 名、短大生 1 名、専修専門学校生 3 名の全 28 名に貸与した。 

課題 

今後の方針 

・ 厳しい経済状況が続く中、経済的な理由で教育の機会均等が奪われないよ

う、制度の見直しや検討を行う。 

・ 未納額の削減に向けて、従来の督促通知の内容や発送方法の見直しをし、納

付相談を行い、未納者へ納付を促す。 
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＜「教育環境の整備」に係る第三者評価委員による意見＞ 

コロナ禍の中、今まで以上に教育の機会均等の確保が重要視されていると思います。教育

の ICT 化に向けた環境整備および「1 人 1 台端末」の実現を速やかに推進して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 13 - 

 

２ 生涯学習の推進                 

 

取組目標 

2-1 「生涯学習桐生市民の会」とともに「自分さがし、 

出会い探し、ふるさと夢さがし」をキャッチフレー

ズに、生涯学習の推進方策の研究及び生涯学習推進

委員等による活動の推進 

担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・ 「生涯学習桐生市民の会」と連携を図りながら、自らを高め、お互いに学び

あいながら人づくり、街づくりを目指し、市民が主役の運営をサポートし、

学校教育や社会教育との連携により多様な活動を展開した。また、有鄰館ま

つりや、総合福祉センターでの「ふれ愛フェスティバル」事業にも積極的に

参加し、生涯学習活動を活発に展開し成果を得た。 

・ 「生涯学習桐生市民の会」の活動内容の見直し、効果的な組織づくりや、新

しい取り組み等を支援した。 

課題 

今後の方針 

・ 生涯学習を推進する組織を支援し、市民主導の生涯学習を推進すること。 

・ 各地区の生涯学習推進員を中心に、学校や地域と連携し多様な活動に結びつ

けること。 

・ 推進員の高齢化が進んでいる地区も多いため、若年層の加入に向けた活動の

PR や、他団体との連携等 

 

取組目標 
2-2 生涯学習活動情報の収集及び提供、生涯学習関連事 

業の支援普及･啓発活動の実施 
担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・ 市民の学習機会を広く提供するため、ホームページや公民館報等により、講

座や生涯学習の情報を分かりやすく市民に周知した。 

・ 「両毛広域生涯学習ネットワーク」の推進を通じて広域的に情報を取集し、

情報誌などで広く市民に情報提供を行った。 

課題 

今後の方針 

・ 市民が「いつでも、どこでも」学習活動に取り組むことができるよう、多様

な学習機会と情報を提供し、生涯学習の普及・啓発を行うこと。 

・ 学習しやすい環境づくりや、条件整備を行うこと。 

 

取組目標 
2-3 全庁的に取り組んでいる「生き生き市役所出前講座」 

の一層の充実と円滑な運営 
担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・ 令和元年度は 96 講座あり、261 件の実施で受講者は 9,992 人であった。多

くのグループ、団体から広く利用され、「命を守る！応急手当と AED」、「認

知症を正しく知ろう～認知症サポーターになりましょう～」など身近なテー

マに関する講座は人気が高く、それぞれ 2,213 人、882 人が受講しており、

地域や家庭で役立つ知識を身に付けようとしている人の学習意欲に応える

など、成果を上げている。 
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・ スーパーサイエンスハイスクール指定を受けている桐生高校が取り組んで

いる SSH プログラムの一環としての「桐生学」講座へ、「桐生市における人

口減少問題について」など 25 講座に 11 名の講師を派遣し支援した。 

課題 

今後の方針 

・ メニュー96 講座中、46 講座のみの利用で偏りがあるため、市民ニーズを把

握し、見直しを図りながら円滑な運営に努めること。 

・ 担当課の本来業務の繁忙期や休日の依頼など、担当課の負担が大きくならな

いよう調整が必要。 

 

取組目標 
2-4 家庭・学校・地域等との連携を深め、「桐生を好き 

な子供」を育てるための事業の実施 
担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・ 各幼稚園・小・中学校、教育委員会及び市長部局等で実施された「桐生を好

きな子供」を育てる事業は、教育関係 660 事業（教育委員会 228 事業、学校

355 事業、幼稚園 77 事業）、市長部局 185 事業が実施され、総事業数 845

事業であった。 

・ 「桐生を好きな子供」を育てる事業を、教育委員会全体で推進していくため、

委員会内課長を委員に委嘱して推進会議を開催し、情報を共有した。 

課題 

今後の方針 

・ 報告書にまとめた検証結果を基に今後の事業の推進に活かしていくこと。 

・ 桐生の持つ素晴らしさを再発見できるような環境を、教育委員会全体で整え

ていくこと。 

 

 

＜「生涯学習の推進」に係る第三者評価委員による意見＞ 

「桐生を好きな子供」を育てる事業については、単に事業数を増やすのではなく、推進会

議で共有した情報を基に明確な方向性を打ち出し、効率的な事業展開を図って欲しいです。 
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３ 学校教育の充実                 

 

[桐生市立幼稚園] 

取組目標 

3-1 園経営の改善・充実 
担当課：学校教育課 

  （幼稚園） 

① 特色ある園づくりの推進 

 ・園長の統率・指導による適正な園運営と教職員の園経営参画態勢の確立 

 ・新教育要領の趣旨、内容を踏まえた適切な教育課程の編成・実施と評価・ 

改善 

 ・市有施設を活用した桐生のよさに触れる体験活動など特色ある教育活動の 

一層の推進 

② 地域の信頼にこたえる園づくりの推進 

 ・「保育構想力」など専門職としての資質や能力を高める教職員研修の充実 

 ・園開放「遊びの会」などの幼児期の教育センターとしての役割の一層の 

充実 

 ・学校評議員制度や地域の人材・施設の積極的な活用など、開かれた園経営 

の充実 

 ・園の教育活動や運営状況の評価と結果などの積極的な情報発信の推進 

 ・安全・安心な園づくりに向けた安全指導と危機管理態勢の充実 成果 

実施状況 

成果 

①・平成 30 年度に全面実施となった新幼稚園教育要領に沿った教育課程の編

成・実施・評価・改善が定着化されてきた。また、新しい教育要領に示さ

れた「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を具体的にイメージした保

育の展開・就学を見据えた教育活動が実施されている。 

・教育活動支援員や介助員等の任用により、特別な支援を要する幼児に対し

て、教職員と連携して、個別支援を充実させることができた。また、たん

ぽぽルームや子育て支援課等の関係機関との連携・つなぐことを意識し、

より幅広い教育活動を実践できた。 

・本市の基本方針である「桐生を好きな子供の育成」を目指し、市有施設や

地域人材・資源を活用した教育活動の工夫や地域の幼児教育センターとし

て信頼される幼稚園づくりを推進した。 

②・令和元年10月からの保育料の無償化・預かり保育事業の定着により、家庭

の一時的保育ニーズに対応し、地域の子育て支援サービスの充実を図るこ

とができた。 

・公開保育や園開放の実施など、地域の小学校や保育園・認定こども園との

関わりをもち、地域の幼児教育センターとして、情報発信を行った。また、

質の高い幼児教育を継続して提供する為に、教職員同士が互いに高め合え

るよう、園内研修の充実や研修機会への積極的な参加に努めた。 
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課題 

今後の方針 

①・幼児の発達段階を考慮しながら、引き続き、「桐生を好きな子供」の育成

を目指して、桐生の良さを感じることができる行事や教育活動を更に研究

すること。 

・幼児一人一人の実態に応じたきめ細やかな保育が引き続き提供できるよう、

教育活動支援員や介助員との活用など、職員間での連携・他機関との連携

を意識し、指導体制の一層の充実を図っていく。また、園内研修・保育カ

ンファレンスを充実させていく。 

②・園児数の減少が著しい課題となっている。園児数の増加を見込めるよう、

「未就園児遊びの会」や「園開放の実施」など、子育て支援センターとし

ての役割の一層の充実や情報発信に努めていく。また、公立幼稚園の良さ

をアピールできるよう、地域に園だよりを配布したり、ホームページの更

新を積極的に行ったりしていく。 

・預かり保育事業の利用期間拡大（春休みの実施・預かり時間の延長）の要

望に対応できるような受け入れ体制を整えていくこと。 

 

取組目標 

3-2 幼児期にふさわしい生活の展開と、学びの芽生えを 

重視した「生きる力」の基礎の育成 

担当課：学校教育課 

 （幼稚園） 

①「豊かな遊び」の充実 

 ・幼児の主体的な活動を促すための環境の構成と教師の役割を重視した指導 

の改善充実 

 ・生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた指導計画の充実 

 ・心身の健康を目指した多様な動きが経験できる様々な遊びの研究と実践の 

推進 

 ・教職員の特性を生かした指導態勢の推進 

 ・小学校、中学校及び地域との連携の充実 

②「豊かな心」と「健康な体」の育成 

 ・幼児期にふさわしい道徳性や規範意識の芽生えを培う指導の充実 

 ・幼児の豊かな感性を養うための生活体験や自然体験の充実 

 ・家庭との連携の充実 

 ・健康、安全な生活に必要な習慣や態度の育成 

実施状況 

成果 

①・幼児が興味・関心をもって主体的に活動できるような環境の構成・教師の

援助を工夫したことにより、じっくり探求したり、多様な遊びを楽しんだ

りする姿につながり、幼児が発達に必要な経験を得るための保育を実践で

きた。 

・幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をイメージして保育を実践したこと

により、幼児期にふさわしい教育活動の充実と小学校との連携の充実につ

ながった。また、サイエンスドクター事業による「幼児プログラミング体

験」を引き続き実施したことで、令和2年度より小学校で始まったプログラ
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ミング教育の基礎なる体験活動ができた。 

②・地域の恵まれた環境（自然・施設・人材）の活用、小学校との交流、異年

齢交流を意図的に保育に取り入れたことにより、生活体験の広がりを促す

教育活動・桐生の良さに触れる教育活動を実践できた。 

・園、地域、家庭との連携を積極的に進めてきたことで、幼児にとって生活

や学びの連続性、共有を図ることができた。 

課題 

今後の方針 

①・幼児に豊かな感性を養うための生活体験や自然体験の充実が図られるよう、

引き続き桐生の恵まれた環境（自然・施設・人材）を活用したり、教職員

の一層の資質向上に努めたりしていく。 

・幼稚園で育まれた学び・力を連続性のあるものにできるよう、今後も小学

校・中学校及び地域との連携の充実を図っていく。 

②・日々の保育の中で育まれた幼児の心の成長を、家庭でも継続して育成でき

るよう、家庭への情報発信・情報提供に努め、幼稚園と家庭とが一緒に子

育てをしていけるような支援体制を一層推進すること。 

 

取組目標 

3-3 特別支援教育の支援体制の整備と指導の充実 
担当課：学校教育課 

 （幼稚園） 

① 「ことば」と「情緒」の通級指導教室の統合等による障害のある幼児及び 

保護者への相談・支援体制の一層の充実 

実施状況 

成果 

幼児相談支援室「たんぽぽルーム」を整備することで、発達の気になるあらゆ

る幼児を対象とした相談・支援体制が充実した。 

課題 

今後の方針 

保護者や幼児のニーズに応える相談・支援体制となるよう、教職員研修の充実

を図ること。 

 

取組目標 

3-4 幼小の連携の推進 
担当課：学校教育課 

 （幼稚園） 

① 各園・学校の実態に即した質の高い幼小の交流の促進及び円滑な接続  

②「幼少期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた幼少の教師間の情報共

有  

実施状況 

成果 

①・幼児期の育ちや環境構成・幼稚園教諭の援助を公開保育にて提供できたこ

とは、幼児期の学びや有効な支援を小学校に伝達していくことに効果的で

あった。 

・幼児児童同士の交流だけでなく、教職員間の交流・情報交換の機会の設定・

施設の借用等、交流・連携が積極的に行われるようになった。 

②・幼保こ小連携推進会議における情報交換で、幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿を視点として教職員同士で共有できたことは、幼児期の学びを小

学校の自覚的な学びにつなげることに有効であった。 
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・新たに、個人の記録である指導要録を各小学校に送付することに加えて、

「修了時の姿」と題して、幼稚園の教育課程の指導を経て、幼稚園を修了

する時点での全体的な姿を、進学先の小学校に送付し、小学校１年生の１

学期の指導の参考となるように提案した。そうすることで、一般的な姿で

ある「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と併用して、実際に進学す

る児童の具体的な姿をイメージすることができ、全体的な育ちを把握して

指導することに有効であった。 

課題 

今後の方針 

①・幼稚園・小学校が互恵性のあるかかわりを継続していきたい。幼児・児童

同士の交流の機会は増えてきているので、保育や授業の相互参観の機会の

設定や、その後の意見・情報交換の場を設け、より教職員同士がつながっ

ているという意識をもち、今後も幼小の連携を一層深めていくこと。 

②・各園では、既存の教育課程を見直し、可能な限りで 3 月末に「修了時の姿」

を進学する小学校へ送付し、幼児の姿・育ちを意識できるようにしていく。

各小学校では、「修了時の姿」を入学時の姿として「スタートカリキュラ

ム」に明記したり、週案に綴って活用したりすることを継続していき、指

導に生かしていく。 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識した、「接続期カリキュ

ラム」の作成・改善に努めること。 

 

取組目標 
3-5 教育設備の充実 

① 遊具整備の実施 

担当課：学校教育課 

 （幼稚園） 

実施状況 

成果 

発達段階に応じて遊びの中で遊具を活用することにより、友達の刺激も受けな

がら、幼児なりのめあてをもって挑戦したり、意欲的に取り組んだりする力が

育まれている。また、繰り返し興味をもって取り組むことで、幼児が体を動か

して遊ぶ楽しさを味わえるようになっている。 

課題 

今後の方針 

幼児の安全面を考慮し、教職員による遊具の安全点検の実施を今後も継続して

行っていくこと。また、可能な限り専門業者による定期的な遊具の安全点検を

行うこと。発達段階に応じた、幼児にとって魅力ある遊具を取り入れていきた

い。 
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[桐生市立小学校／中学校]                        

取組目標 

3-6 学校経営の改善・充実 
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 特色ある学校づくりの推進 

・校長の統率・指導による適正な学校運営と教職員の学校経営参画態勢の  

確立 

・新学習指導要領の趣旨、内容を踏まえた特色ある教育課程の編成、実施と 

評価改善 

・教科等横断的な学びなどを視点としたカリキュラム・マネジメントの確立 

a. 安全・防災教育 b.情報モラル教育 c.プログラミング教育 

d.健康教育・食に関する指導 e.道徳教育 f.人権教育 g.国際理解教育 

h.福祉教育 i.環境教育 j.キャリア教育 k.地域理解教育 l.読書活動 等 

・市有施設等を活用した特色ある教育活動の一層の推進 

・児童生徒の豊かな人間関係を基盤にした学年・学級経営の充実 

② 地域の信頼にこたえる学校づくりの推進 

・安全･安心な学校づくりに向けた安全指導の徹底と危機管理態勢の一層の 

充実  

・校外研修への積極的な参加及び成果の共有化  

・「授業構想力」など専門職としての資質や能力を高める教職員研修の充実   

・学校評価と学校評議員制度を活用した地域、保護者へ開かれた学校経営の 

充実  

・校務支援システムによる情報管理の充実  

③ 教職員のゆとり確保の推進  

・諸会議や研修、行事等の見直し等、業務に専念できる環境の確保  

・部活動方針に基づく適正な部活動運営や部活動指導員等の配置による部活

動の負担軽減  

・勤務時間の適正な記録と分析に基づく働き方の改善  

・全校でのストレスチェックや面接指導の実施等、労働安全衛生管理体制の 

整備促進  

・夏季休業中の学校閉庁日の実施等、休暇を取得しやすい環境づくり  

実施状況 

成果 

①・校長のリーダーシップのもと、各校では保護者や地域から信頼される学校

を目指し、学校の経営方針、重点施策等を明確にするとともに、地域の教

育力を生かした特色ある学校づくりに積極的に取り組んだ。 

・各学校とも教務主任を中心に教育課程の量的管理が適切に行われるととも

に、新学習指導要領の改訂を迎えるに当たって、新学習指導要領の趣旨を

理解し、特色ある教育課程の編成・実施が行われている。また、国や県の

指導資料等に基づいて授業改善を進める意識が高まっている。 

・市有施設を利用した校外学習が各校で工夫されており、各学年の実態に合
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わせて桐生市の市有施設について体験して学ぶ機会が得られている。また、

織物体験事業を通して、子どもたちが桐生の伝統文化に触れるよい機会と

なり、子どもたちにとって、歴史、織機、絹糸、工法等様々な視点での気

づきにつながった。 

②・災害を想定しての避難訓練や引き取り訓練等の実施のほか、熱中症対策や

食物アレルギーなども学校全体の意識が高まり、児童生徒自身の危険回避

能力につながっている。 

・学校評価アンケート等で保護者や地域の意見を吸い上げ、学校の教育活動

の改善・充実に積極的に努めるとともに、学校公開日等を設け、保護者や

地域に学校をより理解していただく機会としている。 

・校務支援システムの有効な活用により、書類の削減、会議の精選等の意識

改革が進んでいる。 

③・諸会議の持ち方や持参資料、研修後の報告書の在り方などを見直すことで、

教職員の負担軽減を目指している。 

・部活動方針に基づく適正な部活運営を行っていただき、また、部活動指導

員等を活用して教職員の部活動の負担軽減を行っている。 

・夏季休業中の学校閉庁日を設け、さらに長期休業中の年休取得の推進を呼

びかけ、休暇を取得しやすくしている。 

課題 

今後の方針 

①・学校評価や学校評議員制度を積極的に活用し、地域・保護者への理解・協

力を呼びかけて学校経営を充実させていく必要がある。 

・管理職等による定期的・日常的な授業指導を通して新学習指導要領を意識

した質の高い授業実践につながるようにしていく。 

②・安全・安心な学校づくりに向け、学校の取り組みを日頃から常に地域に発

信していくことで理解・協力を求めていく必要がある。 

③・教育課程や行事等を見直すこと、ペーパーレス化の浸透、会議の持ち方の

工夫などを心掛け、さらに業務改善を進める意識を常にもち続ける。 

・教職員のゆとり確保のために、さらに業務を見直して負担を軽減していく

ことと、休暇を取得しやすい環境づくりを進めていく。教職員自身が健康

状態について意識を高め、正しく把握できるようにストレスチェックの受

診等をさらに呼びかけていく。 

 

取組目標 

3-7 「確かな学力」の確実な習得 

（〇基礎的・基本的な知識及び技能、〇思考力・ 

判断力・表現力、〇主体的に学習に取り組む態度） 

担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 授業改善 

・各校の学力向上委員会の充実を図り、実態に即した学力向上計画による  

意図的・計画的な学力向上の推進 

・育成を目指す資質・能力の明確化と、教材開発及び学習過程の工夫 
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・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

・小学校外国語教育の教科化・早期化へ向けた移行措置の確実な実施と小中 

の円滑な接続 

・系統性を踏まえた学習指導の充実及び言語活動や体験活動の充実 

・群馬大学との連携による特色ある教育活動の充実 

・サイエンスドクターの小学校におけるプログラミング教育の活用、サイエ 

ンスコミュニティの開催など、「群馬大学連携推進担当」を窓口とした群 

馬大学との連携による特色ある教育活動の充実 

② 日常指導の充実 

 ・学習習慣の定着及び反復学習による基礎的・基本的な知識及び技能の習得 

 ・教科プランの活用と少人数や TT 指導等による個に応じた指導の充実 

 ・小学校における教科担任制の推進と教育活動支援員を活用したきめ細かな 

指導の充実 

 ・冒頭で目標を示す活動と授業の最後に振り返る活動の徹底 

③ 学習基盤の確立 

 ・認め支え学び合える集団づくりと積極的な生徒指導 

 ・学習課題を自力で解決できる児童・生徒の育成 

④ 家庭学習の推進 

 ・家庭との連携強化と家庭学習の習慣化 

 ・具体的・個別的な課題の提示 

⑤ 指導と評価の一体化 

 ・テストや調査結果の分析・考察・有効活用 

 ・児童生徒の自己評価・相互評価の活用 

 ・評価規準に基づいた多面的・多角的な評価の活用 

実施状況 

成果 

①・サイエンスドクター事業は、群馬大学連携推進担当を窓口として、中学校

の理科学習の充実を図るとともに、新たに小学校に関する事業を拡充した。

群馬大学理工学府の特色を活かして、小学校プログラミング教育で使用す

るオリジナルのアプリを作成することができた。また、小学生向けの理科

学習会「サイエンスコミュニティⅡ」を開催し、支援の幅を広げることが

できた。  

②・教科担当制の導入による専門性を生かした授業を行うとともに県の指導資

料や「桐生市授業改善推進プラン」を活用し、各教科の授業改善や小・中

学校の学びの系統性を意識した取り組みが進んだ。 

・中学校の英語担当の教員が学区の小学校を兼務したり、英語免許をもつ教

員が複数の小学校を兼務したりすることで、その専門性を発揮して外国語 

・外国語活動を指導し、外国語教育の充実を図った。また、外国語ルーム

などの環境整備や外国語指導の在り方を他の教員に知らせることで、小・

中や小・小の連携のきっかけとなっている。 
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・冒頭で目標を示す活動と授業の最後に振り返る活動の徹底が進み、児童生

徒が時間ごとの学びを確認できるようになった。 

③・児童生徒が互いの考えを伝え合える学級づくりを行うとともに、教師が自     

力解決の場を意図的に設定し、個に応じた支援を行うことで課題解決でき

る授業を展開している。 

④・学習習慣や学びのルールを小学校と中学校で連携して作成する取組などを

通して、一貫した指導を行うことができた。 

⑤・全国学力・学習状況調査については、市の傾向とその課題について具体的

な取り組みをまとめて提示することで、各校で教育活動の改善に活かせる

ようにした。また、各校で自校の学力テストの分析等に基づき、自校の児

童生徒の課題を明確にして授業改善に生かすPDCAサイクルを実践する学校

が増えた。 

課題 

今後の方針 

①・サイエンスドクター事業は、中学校、幼稚園に続いて元年度から小学校へ

の支援を開始したところであり、幼・小・中と切れ目のない支援を充実さ

せていく必要がある。 

②・授業改善の意識や改善の実情には、教員や学校によってばらつきがある。

互いに授業を見合ったり共通の研修を通して協議したりしながら改善点を

意識できるようにしていく必要がある。 

・教員の兼務は、行事に関わる授業の調整が難しいことや一人で複数学年の

指導を担当することなどについて業務の負担が大きくならないような配慮

が必要である。 

③・一時間ごとの授業の中で「めあて」を提示し、「まとめ」を行う意識が進

んでいるが、授業時間が押してしまうことも多く、十分余裕をもったまと

めとは言えない。 

④・集団への指導と個別の指導を充実させるとともに、生徒指導の三つの機能

（自己存在感、共感的な人間関係、自己決定の場）に基づいた積極的な生

徒指導を一層推進させる必要がある。 

⑤・すべての地域で小中連携を意識した学びのルールが作成されているわけで

はない。今後も地域の実情に合わせた取組を推奨していく必要がある。 

・CRT 学力テスト等の結果を的確に分析し、その年度の中で改善対策を授業の

中で行うために、実施時期の設定を考えていきたい。 

 

取組目標 

3-8 「豊かな心」の育成 
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 本市の豊かな自然や優れた文化・芸術など地域の特色を生かした本物に触れ

る体験活動の推進 

② 校長のリーダーシップのもと、道徳教育推進教師の役割の明確化と道徳教育

の全体計画の充実 
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③ 道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるための「特別の教科道徳」

の指導の充実 

④ 児童生徒の自発的、自治的活動の充実によるいじめ防止活動の推進 

⑤ 郷土愛・環境保全・生命尊重・規範意識等を育むための体験活動や集団活動

の充実 

実施状況 

成果 

① 小・中各校に呼びかけ地域の教材を活かした指導例について「桐生を好きな

子供を育てる地域教材資料集」をまとめ、校務支援パソコンの書庫にアップ

したことで、すべての学校で閲覧でき、活用することができるようにした。

また、織物体験事業や市有施設の見学等の活動を通して、地域理解を深める

ことができた。 

② 学校の教育活動全体で行う道徳教育として、人権運動やいじめ防止活動など

を位置づけたり、道徳教育推進教師のリーダーシップを促したりしながら職

員全体の意識を高めることができた。 

③ 道徳の授業改善に向けて、職員同士が見合う研究授業や模擬授業を行った

り、講師による講演等を取り入れたりしながら見識を深めることができた。

特に、中学校の道徳の教科化の導入の年であったため、校内研修で取り組み

指導の充実を図った中学校が多く見られた。 

④ 群馬県のいじめ問題対策推進事業の趣旨を踏まえ、各校では児童生徒主体に

よるいじめ防止活動を展開している。桐生市では、中学校区毎に「いじめ防

止子ども会議」を行い、学校の垣根を越え、いじめ問題を学校、保護者、地

域の方々が考える機会を設けている。 

⑤ 総合的な学習の時間や生活科の学習等で、それぞれの地域の自然や文化、施

設等を生かした学習を行っている。 

課題 

今後の方針 

① 体験と学習を絡めることで理解を深め、市有施設の十分な活用を継続するこ

と。また、他校の取組例も参考にさらに充実した地域学習を行っていくこと。 

② 取組が画一化しないよう人権運動やいじめ防止活動等の創意工夫を続ける

とともに、学校の道徳教育全体をより効果的にコーディネートする意識を高

める。 

③ 考え深め合う道徳の授業を目指して、教職員全員で授業改善を進めること。 

④ より実効性のあるいじめ防止活動の在り方を探っていくこと。 

⑤ 地域素材を十分に活用した計画を立て、より体験的、探究的な学習を促すこ

と。 

 

取組目標 

3-9 健康の増進と体力の向上  
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

①  発達段階を踏まえて指導内容を明確にした教育体育・保健体育の工夫・   

改善 
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② 自校の課題に基づく、体力向上プランによる意図的・計画的な体力向上の 

推進 

③ 運動意欲を喚起し、運動習慣の確立を図るための体育的諸活動の充実と環境

整備 

④ 健康の増進のための実践力の育成を目指した系統性のある保健指導及び保

健学習の充実 

⑤ 食に関する指導の充実による心身ともに健康な児童生徒の育成 

実施状況 

成果 

① 教科体育において、「はばたく群馬の指導プラン(県)」、「授業改善推進プ

ラン(市)」を踏まえ、児童生徒の実態に即した授業の工夫･改善を推進した。 

② 各校の課題に基づく体力向上推進プラン計画書による児童生徒の体力向上

に向けた実践及び校種ごとの情報交換を行った。 

③ ・桐生市小学校水泳記録会・陸上記録会に、のべ 944 名の 5・6 年生が参加

した。また、県大会でも、入賞者を輩出した。小学校教職員体育実技講習

会では、38 名の教職員が参加し、実技研修を通して、指導力の向上を図

った。 

・中学校の運動部活動において、専門的な技術指導のサポート等をねらいと

して、7 中学校に 13 名の外部指導者を派遣した。また、技術指導だけでな

く、顧問がいなくても指導ができ、大会の引率もできる部活動指導員を 3

中学校に 3 名派遣した。 

④ ・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教室において、市内全校 17 小学校、9 中学校

（隔年開催のため未実施 1 校）、商業高等学校全日・定時で外部講師を招

いての薬物乱用防止教室を開催した。また、自校の教員や外部指導者によ

る「命・性・エイズに関する講演会」を市内 10 小学校、8 中学校、商業

高等学校で開催した。 

・保健の授業において、生涯を通じて心身の健康を保持増進するための資

質・能力を育成することを目指して、児童生徒の実態に即した授業の工夫･

改善を推進した。 

⑤ 市内全小・中学校で、学年別年間指導計画を作成し、栄養教諭・学校栄養職

員と連携した「食に関する指導」の授業実践に取り組んだ。また、市内全小・

中学校のべ 428 学級で給食時教室訪問を実施し、「食」に関する意識を高め

ることができた。 

課題 

今後の方針 

① 小学校(令和 2年度)・中学校(令和 3年度)の学習指導要領全面実施に向けて、

発達段階を踏まえ、指導内容を明確にした体育・保健体育の授業の工夫・改

善を図ること。 

② 児童生徒の体力・運動能力調査の結果の分析等を通して、桐生市における体

力に関する課題を明確化し、小・中が連携して体力向上に努めること。 

③ 児童生徒の運動意欲を喚起する工夫や環境整備に加えて、安全面に配慮した

体育的諸活動の運営に努めること。また、中学校及び商業高等学校において
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は、「桐生市立学校に係る部活動の方針」に基づいた、適正な部活動の運営

を継続していくこと。 

④ 命・性・エイズに関する講演会を市内全校で実施すること。また、保健の授

業において、健康についての自他の課題を捉え、体験的・協働的な学習を通

して、生涯を通じて心身の健康を保持増進するための知識と実践力の向上を

図ること。 

⑤ 栄養教諭・学校栄養職員と連携した「食に関する指導」の授業実践において、

家庭科や社会科、体育・保健体育、学級活動、総合的な学習の時間など、教

科横断的な取組を充実させること。 

 

取組目標 

3-10 生徒指導及び教育相談の充実 
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 生徒指導体制の確立及び関係諸機関との連携 

② 教育相談体制の確立及び教育相談員等との連携による個に応じた教育相談

の充実（相談窓口の周知・相談環境の充実） 

実施状況 

成果 

①・二市合同生徒指導主事会議、生徒指導主任会議において、各校の生徒指導

の取組についての情報交換を通して、組織的な指導体制と事案に対する指

導内容の確認ができた。 

・桐生警察署や児童相談所等の関係機関と情報交換、個別ケース検討会議等

を行い、連携を図ることができた。 

②・Q-U 検査（人間関係調査）を市内小学校 5・6 年生と中学校 1・2 年生全員

に実施し、調査結果の分析を通して、平素の観察では気付かない児童・生

徒の状態や学級の状態を把握することができた。 

・教育相談員等会議において、東部教育事務所のスーパーバイザーを招聘し、

教育相談技術についての講演、事例検討会の開催を通して、教育相談員等

の教育相談技術の向上が図れた。 

課題 

今後の方針 

① 関係諸機関との連携強化について 

・不登校対応について、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー、関係諸機関と連携して学校を支援することを通して、不登校の本人と

その家族を支援する体制をつくり、不登校児童生徒の増加を抑えること。 

・自殺予防について、教育委員会、学校、福祉課と連携して、SOS の出し方教

育の推進を行うこと。 

② 教育相談の充実について 

・教育相談員等会議において、相談員等への研修をより一層充実させ、教育

相談技術の向上を図ること。さらに、不登校やいじめ、自殺や虐待につい

ての研修（事例検討会）を行い、これらの問題行動が起きる背景等も含め

たより深い児童生徒理解に努め、組織的な対応ができるようにすること。 

・相談窓口のさらなる周知と相談対応を充実させること。 
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取組目標 

3-11 特別支援教育の充実 
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 市全体による特別支援教育体制の充実 

② 介助員及び教育活動支援員を活用した校内の指導支援体制の充実 

③ 保護者と関係機関との連携を生かした個別の教育活動の教育活動支援計画 

及び個別の指導計画の作成と活用 

④ センター的機能を有する特別支援学校との連携交流及び共同学習の推進 

⑤ 交流及び共同学習の推進 

⑥ 中学校における通級指導の実施と指導の充実 

実施状況 

成果 

① 教育研究所等の研修に参加することで、市内の教職員の特別支援教育に対す

る意識が高まってきている。就学奨励費の支給により、保護者の経済的負担

を軽減し特別支援教育の普及奨励を図ることができた。 

② 介助員及び教育活動支援員を配置し活用することで、特別支援学級及び通常

の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒に対して、必要な支援を行うこ

とができた。 

③ 本人や保護者の願いを踏まえ、長期的な視点に立った「個別の教育支援計画」

と「個別の指導計画」を作成したことで、情報を引き継いで支援につなげる

体制が整った。 

④ 特別支援学校の特別支援教育専門アドバイザーや菱小学校通級指導教室、桐

生市子育て支援課子育て相談係と連携し、各機関が必要とする内容について

情報共有が図れるようになった。 

⑤ 校内での交流及び共同学習が積極的に実施されている。特別支援学校と小中

学校の学校間交流についても、行われることが増えてきた。 

⑥ 情緒障害等、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必

要とする生徒に対する指導の場を整備することができた。 

課題 

今後の方針 

① 特別支援教育コーディネーターを中心として、小中学校の全ての教員につい

て、特別支援教育への意識が高まるように、研修の充実を図っていく必要が

ある。就学奨励費の支給については、支援を必要とする人が適切に受けられ

るように、さらに普及奨励を図っていく必要がある。 

② 障害の程度の重い子が地域の小学校に就学するケースが増えてきているこ

とや、通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒が増えてきてい

ることから、今後の支援体制のより一層の充実を図っていく必要がある。 

③ 保護者や関係機関との間で必要な情報を引き継ぎ、早期からの一貫した支援

に生かすことができるよう、「きりっこサポートファイル」や「個別の教育

支援計画」の活用について、保護者や関係機関に対する啓発を継続すること。

また、活用される計画となるよう、各校への啓発を行っていく必要がある。
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また発達相談支援システムを活用し、各関係機関との連携について一層の充

実を図っていく必要がある。 

④ 現在の連携を持続可能な形に発展させ、今後も支援が引き継がれるように整

備を図っていく必要がある。 

⑤ 特別支援学校と小中学校の学校間交流について、より積極的に受け入れられ

るよう、校長会等で周知していく必要がある。 

⑥ 個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導がよ

り一層充実するよう、担当職員の研修を行うことが必要である。 

 

取組目標 

3-12 指定校等の推進 
担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 小中一貫校研究指定校「黒保根小学校」「黒保根中学校」（平成 30～32 年度） 

② 社会福祉協力校「清流中学校」（平成 31 年度） 

実施状況 

成果 

①・先進校視察や文献研究を行い、黒保根地区の子ども達にとって望ましい教

育環境について、「黒保根地区小中一貫教育推進委員会」の場等で検討し

てきた。 

・黒保根小・中全職員で視察内容について共通理解を図るとともに、黒保根

小・中学校の各校務分掌おいて、具体的にどのような連携が可能か検討を

進めた。 

② 福祉講座や進路講演会では桐生市社会福祉協議会の方やパラリンピック内

定の陸上選手とそのガイドランナーの方を招いて講演を行った。また、地域

の特別養護老人ホームの方にお年寄りへの接し方や介助・介護の現状につい

て講義を行っていただき、実際に生徒が体験することで、福祉についての理

解を深めることができた。合わせて桐生川クリーン作戦やエコキャップ・ベ

ルマークの回収などのボランティア活動も行った。こうした取り組みを継続

して実施したことで、生徒に自己肯定感や自己有用感を実感させ、「豊かな

福祉観」について考えるきっかけとなった。 

課題 

今後の方針 

① 実質的な小中一貫教育を進めること。 

黒保根地区の実態に合った黒保根ならではの特色ある教育を進めるための、

施設設備内容の検討や校内組織と必要な教職員数を関係機関と協議してい

く予定。 

② 福祉についての取組を継続させ、活動目標を明確にしつつ無理のない計画に

して持続させていくことで、生徒が主体的に考え行動できるようにしていく

ことが大切である。 

 

取組目標 
3-13 新たな学校教育の在り方の研究 

担当課：学校教育課 

 （小・中学校） 

① 小中連携、小小連携の一層の推進 
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・小中兼務、小小兼務による教科指導、生徒指導の充実 

② 小中一貫校の設置に向けた準備の推進 

実施状況 

成果 

① 中１ギャップによる不登校や問題行動の減少につなげるため、中学校区内に

おいて、教科担任制を実施する小学校と中学校間で兼務発令による教員の相

互交流を増加してきた。 

② ・黒保根地区において小中一貫校設置に向けた研究を行い、子ども達にとっ

て望ましい教育環境について検討を進めている。 

・新しい学校のグランドデザインの構築と教育課程の作成を行った。具体的

には、校内研修」「出張等の調整」「教育課程」「校内行事」などの連携

の深化を進めた。 

課題 

今後の方針 

① 小、中学校それぞれの教職員が学習指導や生徒指導、学校行事等について、

相互理解を深めていくこと。 

② ・9 年間を見通した学校教育目標や教育課程等、黒保根地区の望ましい学校

の在り方に関する研究を深めること。 

・開校に向けての細部の準備等を行う予定。校務支援パソコンの活用の充実

など、小中一貫教育の推進を進めたい。 

 

 

[桐生市立商業高等学校（全日制課程）]  

            

取組目標 

3-14 教科指導の充実・専門性の育成 
担当課：学校教育課 

（商業高校・全日制） 

① 協働学習や言語活動の充実による授業の改善を通して、基礎・基本の定着と

自ら学ぶ意欲の高揚など、確かな学力向上を目指した教科指導の実践 

② 広い視野から経済社会の発展に貢献できる職業人の育成 

③ 情報機器などの有効活用による教育の推進 

④ 高度な資格取得を実現する専門知識や技能の定着 

実施状況 

成果 

① 生徒がグループやペアで学び合うなどの課題解決型の授業展開を推進する

ことにより、主体的に学習に取り組む態度や思考力・判断力・表現力等の育

成を図ることができた。 

② 全商各種検定 1 級 3 種目以上合格者数は 90 名（令和元年度卒業生）であっ

た。 

③ 日商簿記検定や情報処理技術者試験、実用英語技能試験等、高度な資格取得

も成果を挙げ、進路実現に結びつけることができた。 

課題 

今後の方針 

① 組織的な授業改善をこれからも継続的に行っていくこと。 

② 授業において、生徒に取り組ませる課題の質を高め、生徒の興味関心を喚起

する体験的学習や活動の工夫を行うこと。 

③ 授業を受ける前の予習や授業後の復習などの学習習慣の徹底を図ること。 
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取組目標 

3-15 生徒指導の徹底 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① 愛校心と郷土愛に根ざした心身ともに健全な生徒の育成 

② 基本的生活習慣確立のための指導の充実と授業における生徒指導の徹底 

③「マナ－アップ運動」の推進及び交通安全教育の徹底 

実施状況 

成果 

① 運動部、文化部の関東大会や全国大会等における活躍や各種検定合格をとも

に喜び合い、一致団結することができた。県総合体育大会や関東大会並びに

全国大会の壮行会時に校歌斉唱をするなど愛校心を育むことができた。 

また、部活動による地域行事への積極的な参加により郷土愛を育てることが

できた。 

② 日常の指導に加え、登校時指導で「挨拶の励行」「頭髪等の身だしなみ」「制

服の着こなし」「言葉遣い」等、基本的生活習慣を確立することができた。 

③ 日常の指導に加え、マナーアップ運動・交通安全教室・自転車点検等を通し

て交通モラルやマナーの改善が図れた。 

課題 

今後の方針 

① 生徒指導の徹底にあたって、学校と家庭との連絡を一層密にし、保護者や地

域の方々に協力を仰ぎ、継続して指導していくこと。 

 

取組目標 

3-16 キャリア教育の充実 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① インタ－ンシップの機会等を活用した将来の「在り方・生き方」に基づく望

ましい勤労観・職業観の育成 

② ガイダンス機能の充実とともに主体的な進路選択及び進路実現のための系

統的な進路指導の実践 

③ 保護者や地域社会の積極的な協力・支援を活用した校内体制づくり 

④「地元企業連携課題解決学習」プロジェクトの実施 

実施状況 

成果 

① インターンシップを通してビジネスマナーなど社会人として求められる力

を身につけ、働く意義について学習できた。 

② 進路ガイダンスでは、各種専門学校・大学による学校説明や模擬授業を行っ

た。また、1 年生は大学見学・企業見学を通して進路選択について考える機

会を得た。 

③ 地元企業や市役所の協力を得て、インターンシップや模擬面接を実施した。 

④ 地元の企業の経営理念や事業内容を知ることで、企業の社会的役割を理解す

るとともに地元企業に興味・関心を持ち、将来、地元の企業で活躍したいと

いう気概を醸成させることができた。 

課題 

今後の方針 

① 低学年から職業・職種について学習させ、また大学等についての知識を深め

させることで、よりよい進路選択に導けるよう、より多くの機会を設定する

こと。また、自主的な進路学習が継続的に行われるよう工夫すること。 
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取組目標 

3-17 部活動の活発化 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

①運動部及び文化部における主体的・積極的な取組への支援 

②異学年をとおしたコミュニケーション能力と人間関係形成能力の育成 

実施状況 

成果 

① 全員がいずれかの部活動に所属し、学校の活性化に寄与した。 

② バドミントン部、バスケットボール部等が全国大会に出場するなど、全国レ

ベルでの活躍をする部活動が複数あり、上級生から下級生へ良き伝統が受け

継がれている。 

課題 

今後の方針 

① 部活動だけでなく学習にもしっかりと取り組む姿勢を作るため、試験前は部

活動単位で学習することが定着してきた。今後は、さらに普段の授業や行事

等においても、その活力を活かしていけるよう取り組みを進めること。 

 

取組目標 

3-18 特別活動の充実 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① 個人や集団として望ましい学校生活を築き上げるための自主的・実践的な 

態度の育成 

② 生徒会活動の活性化 

実施状況 

成果 

① 生徒会や専門委員会等を中心に生徒が主体的に活動することができた。 

② LHR では、各学年の実態に合わせた内容で計画的に指導を行った。 

課題 

今後の方針 

① 委員会活動の一層の活性化を図ること。 

② 生徒がより自主的に活躍できるよう、行事や LHR の計画を立てること。 

 

取組目標 

3-19 国際理解教育・情報教育の推進 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① 自国や郷土の文化・歴史と諸外国に対する正しい理解を深め、国際社会に対

応できる教育の推進 

② 進展する ICT 社会に対応した情報教育の推進 

実施状況 

成果 

① 外国語教育では、ALT の協力により英語スピーチコンテストに参加した。 

② 生徒にとって身近である SNS 等における情報発信について、生徒自身が話し

合い活動を通して主体的に「私たちのスマホ利用ルール」を策定することに

より、ネットモラルやネットリテラシー等の向上を図ることができた。 

③ 普通教室にプロジェクターが常設され、タブレット PC を使用することで、

共通科目、実習以外のすべての授業で、ICT 機器を使用できる環境が整った。 

④ 特色ある教育活動として、生徒が興味・関心をもち、積極的に授業に参加す

ることができた。 
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課題 

今後の方針 

① 情報化社会にあって、情報を適切に扱える人材の育成にさらに努力するこ

と。 

② ICT 機器を活用し、学力の定着を図ることに加え、思考力・判断力・表現力

等を身に付けさせることが求められる。 

 

取組目標 

3-20 地域連携の充実・地域に開かれた学校づくり 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① 地域行事への積極的な参加など、生徒の主体的な活動により、授業や部活動

などで身に付けた専門的知識や技能を地域へ還元 

② 学校説明会、オープンスクール、保護者参加事業、学校のホームページ等に

よる学校の教育活動の理解の推進 

③ 学校の人的、物的資源と併せ地域の有識者などの教育力活用によるビジネス

教育の充実 

実施状況 

成果 

① 吹奏楽部やダンス部は、地域行事に参加し、地域の方々に演奏やダンスを披

露した。 

② ビジネス研究部や家庭部は、桐商ップカルチャー教室でお正月飾りやリース

エクレア作り等を行い、市民の方が参加した。 

③ 学校説明会、オープンスクール、保護者参加事業等により学校の教育活動の

理解の推進が図れた。 

課題 

今後の方針 

① ホームページによる情報発信を一層充実すること。 

② 商業高校の特色を生かした地域との連携のあり方を検討すること。 

 

取組目標 

3-21 人権教育の定着 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・全日制） 

① 教育活動全体を通じての基本的人権を尊重する精神、態度の育成 

②「いじめ」など、人権侵害につながる行動の未然防止 

実施状況 

成果 

① 人権に関するビデオを視聴することによって、人権について新たに意識させ

ることがきた。 

② インターネットを介した、いじめ等の未然防止を図るため、ネットモラルの

向上を図ることができた。 

課題 

今後の方針 

① 社会環境の変化に伴い、インターネットに係わる人権問題の発生が増加して

いるため、継続して指導すること。 

 

 

 

 

 



 

- 32 - 

 

[桐生市立商業高等学校（定時制課程）]             

取組目標 

3-22 学習指導の充実・専門性の育成 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・定時制） 

① 授業改善を通じて基礎・基本の定着と個に応じたきめ細かな指導の実践 

② 学習習慣の定着と資格取得を実現する専門知識や技能の充実 

実施状況 

成果 

① 令和元年度学校評価アンケートにおいて、「わかりやすい興味のある授業」

「社会で役立つ知識や技術が身につくような授業」が行われていると回答し

た生徒がともに 90％以上であった。 

② 同アンケートにおいて、「定期テストや検定試験の前に成績向上や試験合格

のための学習をしている」と回答した生徒は 78％であった。 

課題 

今後の方針 

① 相互に認め合い学び合う場を設定し、生徒の間違いや失敗を生かす対応、勇

気づける対応を意識した授業改善に努める。 

 

取組目標 

3-23 生徒指導及び教育相談の充実 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・定時制） 

① 基本的生活習慣確立のための指導の充実 

②「マナーアップ運動」の趣旨理解及び交通安全教育の徹底 

③ スクールカウンセラーと教育相談係を中心とする個に応じた教育相談の充実 

実施状況 

成果 

① 全生徒を全職員で指導するという共通理解のもとで、基本的生活習慣の確立

や命を守る教育（交通安全教室、非行防止教室、防災教室、薬物乱用防止教

室等）の徹底に向けた指導を継続させることができた。 

② スクールカウンセラーを迎え、情報の共有と生徒へのフィードバックが一層

充実してきた。 

課題 

今後の方針 

① 実社会に出てからもそのまま通用する態度や言葉遣い等を引き続き指導し

ていくこと。 

 

取組目標 

3-24 キャリア教育の推進 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・定時制） 

① 就労経験を生かした段階的なキャリア教育の推進と進路目標を実現するた

めの基礎学力の養成 

② ハローワークや全日制進路指導部との連携 

実施状況 

成果 

① 令和元年度学校評価アンケートにおいて、学校が生徒の「適性や希望などを

生かした計画的な進路指導を行っている」と回答した生徒が 94％であった。

また、校内進路ガイダンスを 4 回実施し、生徒の進路意識の高揚を図ること

ができた。 

② ハローワーク所長を招き、高校時代に行っておくべき事柄についてアドバイ

スをいただいた。 
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課題 

今後の方針 

① 進路に関する相談をしやすい雰囲気づくりに努めていくこと。 

進路実現に向け、計画の改善や環境作りに励み、生徒の意識を高める指導を

実践する。 

 

取組目標 

3-25 特別活動の充実 
担当課：学校教育課 

 （商業高校・定時制） 

① 学校行事等を通した異学年・他校生徒との交流の充実とコミュニケーション

能力の育成 

②「心のふれあい」を通した調和のとれた人格の形成 

実施状況 

成果 

① 令和元年度学校評価アンケートにおいて「総合的な探究（学習）の時間（ふ

れあいの時間）を積極的に取り組んでいる」と回答した生徒が 94％であっ

た。 

② 学校行事、部活動を通して、他学年、他校生との交流を図ることができた。 

課題 

今後の方針 

① 「ふれあいの時間」や学校行事の際に、生徒一人一人の適性をふまえた活動

の場を引き続き確保すること。 

 

取組目標 
3-26 地域に根ざした学校づくり 

・「働きながら学ぶ」ための人的・物的教育環境の整備 

担当課：学校教育課 

 （商業高校・定時制） 

実施状況 

成果 

生徒全体の約 87％が働きながら学んでおり、仕事と学業を両立させるよう努め

た。 

課題 

今後の方針 
「働きながら学ぶ」ために必要な教育環境を生徒目線で整備していくこと。 

 

 

[桐生市立教育研究所]                   

取組目標 

3-27 現職教育の充実 
担当課：学校教育課 

 （教育研究所） 

① 調査研究員・教育相談研究員による本市教育課題の解決を目指した研究の充実 

 ・「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した保育・授業改善の研究 

 ・いじめや不登校の未然防止を目指した望ましい集団作りの研究 

 ・心の内面に寄り添った教育相談の研究 

② 教職員の資質・能力の向上を目指した研修の充実（保育・授業構想力の向上、

学級経営力の向上） 

・学力向上、生徒指導、道徳教育、特別支援教育、幼児教育等、プログラミ

ング等情報教育 

実施状況 

成果 

① 調査研究については、本市教育課題の解決を目指し、プログラミング教育、

地域教材活用、特別支援教育、理科教材・教具活用、幼児教育の 5 つ分野で
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研究を行い、その成果については研究報告集としてまとめ、各園・各校・関

係機関に送付するとともに、研究報告会を実施し周知を図った。教育相談研

究については、教育相談技術認定資格取得を目指した教育相談研修の指導的

立場から「不登校の理解と対応」等基礎理論の講義、カウンセリング実習、

事例研究などを行った。その結果、令和元年度教育相談技術認定初級資格取

得者 14 名、中級資格取得者 3 名であった。 

②  各研修講座等の実施により、教職員等の資質向上を図ることができた。市

民、教職員への公開講座として開催した「いじめ・不登校に関する講演会（30

名参加）」を含めた 12 講座を開催し、768 名の参加を得た。 

課題 

今後の方針 

① 新学習指導要領や桐生市の特色を活かした教育に対応した講座の企画と実

施。 

災害対応や不登校等、より喫緊の課題に対応した講座の企画と実施。 

② 今年度作成したデータベースを活用し、「桐生を好きな子供」の育成に向け

てさらに実践研究を進めていく。市内全小学校で活用できるようプログラミ

ング教育の教材を群馬大学との連携により開発していくとともに、本年度制

作したアプリや指導方法を広め、改善を図りながら、プログラミング教育の

環境を整備・充実していく。 

 

取組目標 

3-28 学校教育相談事業の充実 
担当課：学校教育課 

 （教育研究所） 

① 電話相談、来所相談、園・学校訪問等による教育相談業務（不登校、いじめ

問題等への対応）の充実 

② 全教職員の教育相談技術初級取得の推進による児童生徒理解の充実 

実施状況 

成果 

①「保護者・児童生徒・教職員・教育相談員等」に対し、来所相談（延べ 757 

件）、電話相談（延べ 9 件）、園・学校への訪問相談（延べ 82 件）に応じ、

悩みや不安などの相談に応じた。 

② 教職員としての必要な教育相談の知識技能に関わる実践的研修を行い、児童

生徒理解や指導力の向上を目指した。なお、教育相談研修講座受講者の内、

17 名が県の教育相談技術認定を取得した。 

課題 

今後の方針 

① 相談内容の複雑化・多様化に対応しうる教育相談の進め方に関わる研修とな

るよう、他機関との連携の強化を図る。 

② 児童生徒理解に基づいた指導援助の充実を図るため、今後も教育相談技術認

定初級以上の取得を推進する。 

 

取組目標 

3-29 適応指導教室の充実 
担当課：学校教育課 

 （教育研究所） 

① 家庭、学校、関係機関等との連携による学校復帰を目指した指導援助の充実 

② 一人一方針に基づく児童生徒個々の課題に応じた指導援助の充実 
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実施状況 

成果 

① 学校への月例報告や訪問による情報提供、担任者会議等における協議、保護

者会や定期的な面談を通して情報を共有するとともに、児童生徒の理解や支

援について共通理解のもとに運営を進めた。通室児童生徒 22 名中、学校復

帰 14 名。中学校 3 年生 4 名中、1 名が県立の定時制高等学校、2 名が私立の

全日制高等学校、1 名が専門学校へ進学をした。 

② 児童生徒理解、所属校との情報共有を心がけ、一人一方針に基づく研究所と

学校双方の支援体制や相談体制が確立された結果、学校復帰できたり、学習

意欲を高めたりすることができた。  

課題 

今後の方針 

① 児童生徒を取り巻く環境が複雑化・多様化し、不登校となる要因が千差万別

な状況である中、適切な支援ができるよう、指導員・相談員の資質向上、SC

等の人材活用、関係機関との連携強化を図ること。 

② 個々の実態に応じた支援が行えるよう、通室児童生徒について、ケース会議

を工夫・改善するとともに学校・保護者との連携を図ること。 

 

取組目標 

3-30 教育資料室の充実と活用の拡大 
担当課：学校教育課 

 （教育研究所） 

① 地域教育関係資料の収集・整理・保管・提供と学校への資料管理支援 

② 教育資料の公開及び活用の充実 

実施状況 

成果 

①  新規資料の寄贈を受け、新たに収蔵するとともに、資料の一部をより適切な

場所へ配置変更した。また、資料の整理・保管、貸し出し、市民からの問い

合わせ等に的確に対応できた。     

②  小中学校の授業や公民館活動で使用する資料の貸し出しや授業支援者・講師

の紹介等を行った。また、桐生市小学校社会科副読本「わたしたちの桐生」

の改訂作業に協力した。     

③  新「教育資料室だより」の発行準備を進めた。 

課題 

今後の方針 

①  資料を適切に保管・保存できる機能を備えた施設・設備及び展示するための

場所を確保すること。 

② 教育関係者はもちろん一般市民への PR 活動を充実し、教育資料室の認知度

を高めること。 
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[桐生市学校給食共同調理場(中央共同調理場、新里共同調理場、黒保根共同調理場)] 

取組目標 

3-31 食育の推進 
担当課： 

学校給食中央共同調理場 

① 栄養指導・学校訪問の積極的実施による、幼児、児童生徒、保護者に給食に

対する理解と正しい栄養知識の指導を推進 

② 学校給食用食材における地場産物の使用を推進 

③ 給食だよりやホームページ等により、食に関する情報提供を行い、望ましい

食習慣が形成できるよう推進 

実施状況 

成果 

① 幼児、児童生徒については、栄養教諭等による給食時間の指導や学校からの

依頼に応じた各教科等の指導を積極的に行った。また、保護者に対しては、

給食だよりやホームページ、施設見学等により、給食に対する理解を深め、

給食の安全性を伝えることができた。 

② 年間を通じ、野菜を中心とした地場産物の活用を図ることができた。 

③ 給食だよりやホームページ等により、情報提供を重点的に行うことで、学校

と家庭の連携を図り、給食に対する理解を深め、望ましい食習慣の形成につ

なげることができた。 

課題 

今後の方針 

① 食に関する指導は、学校・家庭・地域と連携しながら実施していく必要があ

る。また、学校からの依頼による各教科等の指導については、依頼のあった

学校に偏ることや、新型コロナウイルス感染症対策のため十分な指導が行う

ことができなかった。このため、今後は、新しい生活様式に対応をした食に

関する指導の在り方を研究していく。 

② 食育推進計画における地場産食材の使用割合の数値目標を達成するために、

地場産食材納入業者との連携を図り地場産食材の納品を増やすと共に、地場

産食材納入業者の新規開拓を推進する。 

③ 給食だよりやホームページ等さらなる情報提供を研究していくこと。 

 

取組目標 

3-32 学校給食の充実と衛生管理の徹底 
担当課： 

学校給食中央共同調理場 

① 安全、安心な食材の選定 

② 衛生管理の徹底 

③ 調理業務等受託業者との連携 

④ 食の多様化に対応した新たな給食メニューの研究・開発 

⑤ アレルギー対応食の研究と実施 

実施状況 

成果 

① 信頼性の高い業者を納入業者として指定し、安全安心な食材を物資選定会議

で選び、使用することができた。 

② 施設、設備、器具の点検、清掃、消毒により衛生状態の保持に努めることが

できた。 
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③ 安全安心な給食を提供するため、調理業務等の業者と情報共有を強化するこ

とで、毎日の調理洗浄配送等業務を確実に行うことができた。 

④ 給食の献立を作成するに当たり、児童生徒の健康増進を図る栄養素の確保、

旬の食材や地場産物の活用、多様な食品を使った献立の実施、食文化、郷土

食の継承を考慮し、生きた教材としてふさわしい学校給食メニューの研究・

開発に努めた。（令和元年度新メニュー：海老とブロッコリーのクリーム煮、

回鍋肉、パンプキンスープ等） 

⑤ 学校や保護者と連携を図り、桐生市版「学校における食物アレルギー対応マ

ニュアル」に基づいて確実に対応することができた。 

課題 

今後の方針 

① 安全安心な食材の選定が行えるよう信頼性の高い納入業者を確保し、優れた

新規納入業者を開拓していくこと。 

② すべての共同調理場で施設設備が老朽化しているため、各共同調理場の状況

に応じ、衛生管理基準に沿った管理を行うこと。 

③ 調理業務等の業者と連携し、引き続き、「学校給食異物混入対策マニュアル」

や「学校給食食中毒対策マニュアル」を運用し、異物混入防止や衛生管理の

徹底を図っていくこと。 

④ 学校給食は、児童生徒の日常及び将来における食生活の指標となるので、季

節や文化を伝えられるような献立を作成すること。 

⑤ アレルギー対応については、生命に関わることであり、個々の児童生徒の状

況に応じた確実な対応が求められている。現在、「桐生市学校における食物

アレルギー対応マニュアル」を基に、学校、調理場が連携して対応している

が、事故が起こらないように、現在の設備や体制で安全に提供できるようア

レルギー対応を行っていくこと。 

 

取組目標 

3-33 施設・設備の老朽化への適切な対応 

・老朽化した中央・新里・黒保根共同調理場の施設・

設備の適切な改修 

担当課： 

学校給食中央共同調理場 

実施状況 

成果 

新中央共同調理場の整備に合わせ、計画的な工事・修繕を実施することができ

た。特に新里共同調理場は、新中央共同調理場稼働後も使用していくため、計

画修繕の一環として、調理室壁面補修や調整槽ブロワ交換を行った。 

課題 

今後の方針 

統合となる現中央共同調理場と黒保根共同調理場については、令和３年７月ま

での使用であるため、費用対効果を特に考慮した適切な修繕を行うこと。 

また、新里共同調理場については、計画的に修繕すべきものと緊急に修繕すべ

きものに分けて検討し、優先順位を付けて実施する。 
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取組目標 
3-34 中央共同調理場の改築を推進 

・新中央共同調理場の開設に向けた事務を実施 

担当課： 

学校給食中央共同調理場 

実施状況 

成果 

新中央共同調理場の整備については、整備箇所にある旧清掃管理事務所の解体

工事を完了し、令和元年 12 月の本体工事、電気工事、機械工事の契約後、着工

した。 

課題 

今後の方針 

令和 3 年度 2 学期からの新中央共同調理場の稼働に向けて、施設や設備面等の

ハード面だけでなく、給食内容等のソフト面まで開設に向けた業務は多岐に亘

るため、計画的かつ着実に実施すること。 

 

取組目標 

3-35 第 3 子以降給食費補助金交付事務の推進 
担当課： 

学校給食中央共同調理場 

・人口対策事業の一環として、第 3 子以降が小・中学校に通う子どもの保護者 

に学校給食費相当額を補助金として交付 

実施状況 

成果 

児童生徒数が減少する一方、補助金の交付決定件数は毎年増加している。（平成

29 年度 707 件、平成 30 年度 713 件、令和元年度 734 件）このことから、補助

金の周知徹底により、より多くの対象世帯の経済的負担を軽減することができ

た。 

課題 

今後の方針 

令和元年度までは、給食費を支払ってから補助金を受領する「第 3 子以降給食

費補助金」制度であったが、対象世帯の経済的負担をさらに軽減するため、令

和 2 年度から「第 3 子以降給食費無償化」制度に移行した。今後も、さらなる

保護者の負担軽減について研究していくこと。 

 

取組目標 
3-36 学校給食共同調理場運営協議会の円滑な運営 

・共同調理場の運営に関する重要事項を審議 

担当課： 

学校給食中央共同調理場 

実施状況 

成果 

学校給食共同調理場運営協議会において次年度の実施計画等の事項を審議し、

学校給食に係る事項について報告し、学校給食及び共同調理場の充実に資する

ことができた。 

課題 

今後の方針 

学校給食共同調理場運営協議会は、保護者代表、小中学校給食部会校長、給食

主任、保健所、医師会、薬剤師会など給食関係者で構成されており、より多く

の委員から意見が出され、活発な意見が飛び交う会議の運営を図ること。 
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[黒保根公民館]  

取組目標 

3-37 黒保根町国際理解進 
担当課：生涯学習課 

（黒保根公民館） 

・黒保根町の特色ある教育として、西町インターナショナルスクールとの交流 

を推進するとともに保育園・小学校・中学校において英会話指導を実施 

実施状況 

成果 

【西町インターナショナルスクール交流事業】 

黒保根出身の貿易商新井領一郎氏の孫の松方種子氏が、東京都港区元麻布に

創設したインターナショナルスクールとの、歴史（昭和 59 年度交流開始）と伝

統（平成 6 年度姉妹校として提携）に培われた小・中学校の交流事業。スポー

ツディ＆ホームステイ、鹿角交流、農業体験（田植え・稲刈り・餅つき）、初対

面交流、西町授業体験、西町フードフェアなどの交流会を学校と連携し取り組

んだ。 

黒保根小・中学校の児童・生徒は、西町 IS の児童・生徒との交流を通じて、

生きた英語を学ぶことができるとともに、西町 IS には、さまざまな国籍の児

童・生徒がおり、日本と外国双方の文化への理解を深めることができた。 

【国際理解推進事業】 

保育園から小・中学校まで一貫した英語教育の実践を行った。保育園では、

英語に親しむ機会を週 3 日設けた。小学校では、1 年生から 6 年生まで全校生

徒を対象に放課後と夏休み期間中英会話教室を実施した。中学校では、夏休み

期間中と 2 学期以降 3 年生の希望者を対象とし、毎週水曜日受験対策としての

英語指導を行った。 

子ども達の英語に対する抵抗感も少なくなり、英語でのコミュニケーション

能力が高まっているかと思う。学校からは、修学旅行で海外からの観光客と“も

のおじ”することなく会話する姿を見かけるとの報告をいただいている。 

新たに（令和 2 年 1 月 15 日）、東京都お台場にあるキッザニア東京のキャリ

ア教育実践プログラムを活用し、さらなる英語によるコミュニケーション能力

の充実を図るとともに、英語によるキャリア教育の体験を行った。英語による

職業体験を通し、国際理解推進事業と西町交流事業など黒保根の特色ある英語

教育の実践の場とするとともに、英語による職業体験を通し、急速なグローバ

ル化の進展をより身近に感じながら、幅広い勤労観および職業観を育てること

により、主体的に進路を選択する能力・態度を育て、職業生活との円滑な接続

を図ることを目的として行った。 

課題 

今後の方針 

【西町インターナショナルスクール交流事業】 

本事業は、日本の近代化に大きく貢献した、星野長太郎氏と新井領一郎氏、

この兄弟が残した輝かしい黒保根の歴史、伝統と文化であり、“黒保根の宝もの”

である。 

この事業を次世代に継承することは、黒保根町にとって重要かつ必要不可欠

であり、子どもの教育環境の急激な低下に歯止めをかける足掛かりに繋がるも
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のと思われる。 

【国際理解推進事業】 

本事業の継続および磨き上げによる効果として、子ども達の更なる英語力の

向上とともに、保育園、小学校、中学校と活きた英語に馴染むことで、将来的

には国際力にあふれる人材の育成に繋がるものと思われる。 

 

 

＜「学校教育の充実」に係る第三者評価委員による意見＞ 

桐生市立幼稚園-----「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を見据えた教育活動が実施

されていることは評価されるべきだと思います。 

少子高齢化が進む中、園児の確保は容易でないと思います。コロナ禍で広まったテレワー

クに伴う地方移住の流れを見据えて、移住を考えている人たちにとっても魅力ある幼稚園を

実現して下さい。 

「たんぽぽルーム」を通した特別支援教育の支援体制一層の充実が望まれます。 

「修了時の姿」を有効に活用して幼小連携を進めて下さい。 

桐生市立小学校／中学校-----小・中学校教諭の負担が昨今問題視されています。業務の思

い切った見直しにより、教員に真に行って欲しい業務に集中できる環境整備に努めて欲しい

です。 

全国学力・学習状況調査や各校で自校の学力テストの分析等を行って授業改善に活かし、

PDCA サイクルの実践活動を広めて行って下さい。 

「桐生を好きな子供を育てる地域教材資料集」は活用を進めると共に、保護者等にも公開

して内容を充実させて下さい。 

Q-U 検査（人間関係調査）や教育相談技術についての講演等により、生徒指導および教育

相談を充実させて下さい。 

 支援を必要とする児童生徒の通常学級への参加は時代の要請でもありますので、できる限

り実現させて下さい。 

 小中一貫教育についてはそれぞれの立場を尊重した上で、十分な情報交換を行って進めて

下さい。 

桐生市立商業高等学校（定時制課程）-----ハローワーク所長にアドバイスを求めたことは

キャリア教育上有効であると思います。 

桐生市立教育研究所-----実践的な講座による現職教育の充実は重要であると思います。 

 教育相談技術認定初級以上の取得という具体的な目標を設定し、教育相談体制を充実させ

ることは意義あることだと思います。 

 児童生徒の不登校要因を除き学校復帰ができるような支援・相談体制の整備に適応指導教

室では努めて下さい。 

 新「教育資料室だより」を発行して下さい。 

桐生市学校給食共同調理場-----新中央共同調理場が予定通り稼働できるように努めて下さ

い。 
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４ 社会教育の推進                 

 

取組目標 
4-1 教育関係機関及び各施設との連携を図り、より効果 

的な学習の情報提供 
担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・学校・公民館・社会教育施設と連携を図りながら、社会教育の充実に努めた。 

・社会教育委員会議では、委員が東部管内や県内の研修等に参加し、学習や情

報交換の機会を持った。また、定例会を 4 回開催し、反映できる意見は、業

務や取組み等に反映させた。 

課題 

今後の方針 

社会の変化に伴う市民の多様な学習要求に応え、市民が自主的、主体的に「い

つでも、どこでも」学習ができるよう、公民館や図書館等の社会教育施設の専

門性や特色を活かした学習機会の提供を行うこと。 

 

取組目標 
4-2 社会教育団体等の育成や指導者の養成により、効果 

的な学習の場と情報の提供 
担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・桐生市 PTA 連絡協議会、公立幼稚園 PTA 連絡協議会においては、子どもたち

の健全育成や PTA 活動の充実発展を図るため研修会を 5 回実施し、407 人が積

極的に参加し、効果的な学習ができた｡ 

・桐生市婦人団体連絡協議会では、明るい地域社会づくりをするための実践活

動や奉仕活動を推進しており、研修会や講演会を開催する中で、会員の資質

向上及び指導者の育成や地域に根差した活動を積極的に展開した。 

課題 

今後の方針 

・桐生の子どもたちを健全に育成し、地域や家庭の教育力を高めるために指導

者の養成や、効果的な学習の場と情報の提供を続けていくこと。 

・婦人会の会員の高齢化と減少に伴う、事業内容の見直しを行うこと。 

 

取組目標 4-3 人権教育を推進し、人権尊重の重要性を啓発 担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・人権週間を中心に各学校とも人権に関する学習を行い、人権教育を推進して

いる。その一環として標語やポスター、作文に取り組み、人権意識を高めた

り人権尊重の重要性を認識したりする機会となっている。また、入選作品は

市内大型店に展示し、多くの市民に見ていただき、人権に関する関心を高め

ることができた。また、人権教育出前講座として 17 の小学校においては「第

6 学年等 PTA 人権教育講座」を行い、1,331 人の参加があった。人権の重要課

題や自分も他人も同じように大切にすること、実際に行動することの大切さ

を保護者と共に考えていただく機会を得られることは、人権教育の啓発に大

きくつながっている。 

課題 

今後の方針 

・人権教育出前講座は、現在小学校 6 年生と保護者を対象としているが、学校

内の他の行事との兼ね合いもあり、保護者の参加が少ないこともある。保護
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者の参加率を上げられるよう、日程調整等を工夫すること。 

・「生き生き市役所出前講座」の注文数が増えるよう、内容等の工夫をしてい

くこと。 

・桐生市人権教育推進運動は、人権週間の取り組みとして定着し、たくさんの

児童・生徒が啓発作品に取り組んでいるため、学校代表とならなかった作品

についても、校内に掲示する等の呼びかけを行い、人権に対する意識を損な

わないなど、一層の人権啓発に努めること。 

 

取組目標 4-4 家庭教育「心のきらめき」事業の充実 担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・社会環境の急激な変化により、家庭における教育のあり方は大きく変わり、

親自身の積極的な学習と変容が求められているなか、子どもたちの健全育成

と家庭教育の向上をめざして、学習内容を①基本的生活習慣（早寝・早起き・

朝ごはん・食育・健康）②子育て（規範意識の向上・読書）③社会環境（携

帯電話・人間関係・親の役割）の中から選択し、専門家の話（講演・講義）

を通して学習し、家族相互の温かく健全な人間関係づくりや、自信を持った

子育て等、家庭教育力の向上に成果を挙げた。 

・「あいさつプラス笑顔でひとこと運動」を、継続して実施した。事業の一環

として、市民に本運動を広め、啓発する目的として、啓発作品（標語及びポ

スター）の募集を行い、標語 2,727 点、ポスター26 点の応募があり、優秀作

品には表彰を行った。 

課題 

今後の方針 

・家庭教育は、すべての教育の出発点であることから、家族のふれあいを通じ

て、子どもが基本的生活習慣や生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、

他人に対する思いやり、基本的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナーな

どを身につけていくうえで、重要な役割を担っているため、今後は、さらに

家庭における教育力の向上を図るべく、学校・家庭・地域・行政が連携し、

学習内容の一層の充実を図っていくこと。 

 

取組目標 4-5 桐生市市民文化会館の管理・運営の充実 担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・市民の芸術文化活動の拠点である桐生市市民文化会館を効率的且つ有効に機

能できるよう指定管理者制度を導入し（公財）桐生市スポーツ文化事業団の

5 期目（5 年間）の指定管理期間中である。 

・平成 30 年度の施設利用状況は、施設全体で 305,558 人の利用があり、前年度

と比較して 30,313 人の減であった。稼働率では、代表的な施設であるシルク

ホール、小ホール、展示室、スカイホールＢがそれぞれ 61.1％（前年度比 9.2

ポイント減）、85.4％（同 0.2 ポイント増）、56.6％（同 8.5 ポイント減）、

77.2％（同 4.7 ポイント減）という状況であり、施設稼働率の高さも維持し

ている。 

・指定管理者（公財）スポーツ文化事業団が実施する事業として、自主事業 17、
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共催事業 16 の合計 33 事業を実施、前年度と比較して 10 事業減少した。入場

者は 30 年度の 27,512 人に対し、4,552 人減少の 22,960 人という状況であっ

た。自主・共催事業は、近隣施設と比較して実施件数が多く充実した状況に

ある。 

課題 

今後の方針 

・令和元年度から 5 期目の指定管理者制度による指定期間となっているが、指

定管理者は桐生市市民文化会館開館時からの委託先である（公財）桐生市ス

ポーツ文化事業団である。指定管理者制度本来のメリットを活かすため、引

き続き指定管理者との連携に努め、効果的且つ効率的な運営を行うこと。 

・市の厳しい財政状況を鑑み、桐生市スポーツ文化事業団については、より魅

力ある事業の実施や各種助成制度の有効活用などにより効率的な事業運営を

求めていくこと。 

 

取組目標 

4-6 公益財団法人大川美術館の管理運営や芸術鑑賞事業 

等の市民の文化水準向上のための事業を行う団体へ

の支援 

担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・大川美術館に対しては、前年度に引き続き管理運営費の補助を行うと共に大

川美術館優待券事業として、児童・生徒・教職員に対し優待券を配布し、上

質な芸術鑑賞の機会の提供を行った。 

・桐生のアーティスト展では桐生市民の入館が多く好評だった。また、前年度

に引き続き、松本竣介の特別企画展がテーマ別に行われ、魅力的な企画展の

実施により入館者数の確保が図られている。 

・カタログ販売数が増加し、ここ数年で資料頒布収益を大幅に増やしている。

観覧料以外の収益の確保にも努めている。 

・桐生市の音楽文化の振興の一助とするため、公益財団法人群馬交響楽団に対

して、運営費を補助した。 

課題 

今後の方針 

・大川美術館については、リピーターを増やす企画などにより経営の自立を前

提とした効率的な運営を求めていくこと。 

・大川美術館優待券事業については、引き続き、PR を含め、より有効な活用を

図ること。 

・群馬交響楽団東毛定期公演については、広く市民に鑑賞していただくため、

より積極的な PR を図ること。 

 

取組目標 4-7 桐生市文化祭など各種文化振興事業の開催 担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

市民の芸術文化活動の発表と鑑賞の機会を提供すべく、5 月 10 日から 6 月 9 日

までの期間、第 71 回桐生市文化祭を開催、27 事業を実施、また、協賛事業と

して 5 事業が行われ、2,851 人の参加者と 16,263 人の来場者があった。 

課題 

今後の方針 

桐生市文化祭は、県内でも古く、伝統ある事業として定着しているが、参加団

体会員の高齢化が進んでいることから、後継者の育成や若い世代の参加を含め
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た文化祭としていくこと。 

 

取組目標 4-8 市民ギャラリーの利用促進 担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

桐生市内で創作活動を行っている市民または市民で組織される団体が、その

作品展示場として無料で使用できるギャラリーとして、平成 24 年に桐生市勤労

福祉会館の 1 階に開設し、その利用を伸ばしてきた。 

 平成 31 年度の利用は、件数は 17 件で、前年度から 1 件減となったが、来場

者数は 4,136 人で、前年度から 516 人増となった。 

 施設使用報告書では、定期的に利用している団体から、「来場者数が前年を

上回り、盛況だった。」との意見を複数いただいた。 

課題 

今後の方針 

市民ギャラリーは、桐生市勤労福祉会館内に設置しているが、場所が少し分

かりづらいため、今後も更に市民ギャラリーについての PR に努めること。             

また、専用の駐車場がないため、近隣施設の駐車場利用を周知・徹底させる

こと。 

 利用時期に偏りがあるため、年間を通し一定した利用がされるよう、新規利

用者の開拓に努めること。 

 

取組目標 

4-9 家庭・学校・地域等との連携を深め、全ての子供の 

安心・安全な居場所となる「放課後子供教室」の開 

設・推進 

担当課：生涯学習課 

実施状況 

成果 

・放課後や休業日等に安全に安心して活動する拠点（居場所）を設け、地域の

方々の参画を得て、子供達に学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流

の機会を提供することにより、子供達が地域の中で、心豊かに育まれる環境

づくりを推進する放課後子供教室を市内 5 箇所で実施した。 

・事業を推進するための取り組みとして、桐生市放課後子供教室運営会議及び

教室ごとの地域協議会を開催するとともに、住民参画の推進等を目的とする

放課後子供教室ボランティア養成講座の実施、地域コーディネーターの配置

など実施体制の構築に努めてきた。 

課題 

今後の方針 

・学校・地域と連携し、各地域の実態を踏まえた取り組みを行うこと。 

・地域コーディネーターや地域ボランティア等、必要な人材を確保し育成する

こと。 

・放課後児童クラブと連携して進めること。 

 

 

[桐生市立公民館]  

取組目標 

4-10 社会ニーズへの対応やあらゆる世代を対象とした

身近な課題を視野に入れた各種学級、講座、講演会

を開催 

担当課：生涯学習課 

（公民館） 
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実施状況 

成果 

・幼児・少年・成人・高齢者・女性を対象として 399 講座を開催し、延べ 14,688

人の参加があった。 

・各公民館において、文化展の開催や、サークル・地域団体等の活動の成果の

発表の場を提供し、地域団体等との連携による地域の伝統の継承等を行うこ

とができた。 

課題 

今後の方針 

・利用の少ない若年層や、普段公民館を利用しない市民が、気軽に講座やイベ

ントに参加できる環境の整備と周知。 

 

取組目標 
4-11 「桐生を好きな子供」を育てるための体験事業や 

世代間交流事業を開催 

担当課：生涯学習課 

（公民館） 

実施状況 

成果 

・地域団体等との連携により、地域の伝統の継承を図り、地域の人と交流する

事業を実施した。餅つき大会、夏祭り、そば打ち教室、菱町かるた名所めぐ

り、しめ縄・門松作り等、各公民館で 140 事業を開催し、多くの子どもが参

加した。 

課題 

今後の方針 

・今後、地域の高齢化や人口減少に伴い、地域の伝統行事等の継承が途絶えて

しまわないよう、地域団体との連携や支援をすること。 

 

取組目標 
4-12 子供を対象とした事業の充実を図るとともに、 

地域・家庭・学校との連携の充実 

担当課：生涯学習課 

（公民館） 

実施状況 

成果 

・子供を対象とした講座は、料理教室・絵画教室・書道教室等を 109 回実施し、

1,895 人の参加があった。 

・講座の実施にあたり、開催チラシを学校を通じて配布したり、講師を地域の

人に依頼するなど連携を図った。 

課題 

今後の方針 

・毎年内容を見直し、ニーズの高い講座は募集人員の増員の検討、少ないもの

は廃止や他館との合同開催等の検討をすること。 

・講座がマンネリ化しないよう、その時々のニーズにマッチした講座の開催を

すること。 

 

取組目標 

4-13 「人づくり、地域づくり」の拠点としての公民館 

を目指し、施設整備や館内美化を進め、サロン的雰

囲気の場を提供 

担当課：生涯学習課 

（公民館） 

実施状況 

成果 

・施設整備については、中央公民館吸収式冷温水機修繕、図書館絵本コーナー

床修繕、東公民館ブロック塀修繕、北体育館床修繕など、快適に利用できる

環境づくりに努めた。修繕箇所は 113 件、17,919,952 円。 

課題 

今後の方針 

・市民の要望に応えた身近な課題を視野に入れた学級・講座を通じての「人づ

くり」、地域の社会教育関係団体と連携した事業を通じての「地域づくり」

の推進。 
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・毎年すべての施設で経年劣化等のための修繕箇所が発生しているが、利用者

に危険が及ぶ箇所、サービスが著しく低下している箇所を優先して施設整備

を行っているが、快適に過ごすことができるよう整備することも必要 

 

 

[桐生市立図書館・新里図書館]  

取組目標 

4-14 図書館資料の整備・充実 担当課：図書館 

① 図書や記録等の印刷資料に加え、多様な情報や資料の収集・整理・保存の 

推進 

② 郷土関係資料の収集・整理・保存の推進 

実施状況 

成果 

・市民に役立つ情報を提供し、知的財産である貴重な資料を次の世代に伝える

地域の情報拠点として、図書館機能を十分に発揮できる種類と量の図書資

料・情報の充実に努めた。  

・郷土の貴重な資料の散逸や損壊を防ぐことを目的として悉皆調査を実施し、

所在確認及び現状確認を行い、成果物として、「桐生市川内町諸家文書目録

（一）名久木地区・西小倉地区」を刊行した。  

課題 

今後の方針 

 市民が求める様々な資料を収集して保管し、あらゆる世代に様々なサービス

を通じて資料を提供する公共図書館の役割を果たすため、十分な種類と量の資

料を継続して整備する必要があるが、開架書棚及び書庫ともに収納スペースは

十分とは言い難い。資料の適切な廃棄や公民館図書室への提供等で整理の推進

を図っていく。  

 史資料所蔵者から調査依頼が年々増加しており、調査の精度を維持すること

が困難になりつつある。また、寄贈や寄託による資料が増加し保管場所の確保

が困難となっているため、資料の整理・保管場所について検討していく。  

 

取組目標 

4-15 図書館サービスの充実・向上 担当課：図書館 

① 利用者の利便性の向上 

② レファレンスサービスの向上 

③ 電子情報サービスの推進 

④ 住民生活や地域における課題解決を支援するためのサービスの推進 

⑤ 地区公民館図書室の充実 

⑥ 学校図書室の支援と連携 

⑦ 図書館及び所蔵資料の活用促進 

実施状況 

成果 

・来館者の本との出会いを促し、所蔵資料の活用を図るため、館内の展示コー

ナーにおいて一定の期間ごとにテーマを替えて図書の展示を行った。  

・来館が困難な高齢者に対する図書館サービスの推進及び高齢者福祉サービス

の支援のため高齢者福祉施設等への団体貸出サービスを継続して行った。  
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・子ども読書活動の推進及び放課後児童健全育成事業支援のため、放課後児童

クラブ団体貸出サービスを継続して行った。また、新たに放課後子供教室向

けの団体貸出サービスを開始した。  

・レファレンスサービスについては、調査研究に必要な資料提供や生活上の課

題解決への支援を行うとともに、有用なオンラインデータベースの利用環境

を整え利用者の利便性の向上に努めた。  

・公民館利用者の要望に沿った新刊図書を配本するなど、公民館図書資料の充

実に努めた。  

・小学校等への団体貸出を継続して行い、学校図書室の支援に努めた。  

・県内図書館との連携を図り、相互貸借による貸出しを行った。  

・図書館資料の活用のため、雑誌カバーへの広告掲載制度を創設した。  

・小学校中・高学年の児童を対象とした「夏休み こども歴史講座」を開講し

郷土の歴史や文化を知る一助とした。  

課題 

今後の方針 

・従来の資料収集を基本としつつ、図書館資料の保存方法の工夫や、新しい技

術が開発され発展し続ける情報提供の方法について、検討していく。  

・開架スペースの図書資料数は部門によっては飽和状態に近いため、より利用

しやすい整理方法を検討していく。  

・レファレンスサービス対応のための職員の実務的な技術の向上を図る必要が

ある。  

・電子情報サービスの活用が十分でないため、HP 等で市民への周知を図ってい

く。  

・学校図書室への支援を継続するとともに中学校や高校への団体貸出の利用促

進を図る必要がある。  

 

取組目標 

4-16 読書活動の推進 担当課：図書館 

① 子どもの読書活動推進計画に基づく事業の推進 

② 世代に対応した読書活動の支援・推進 

実施状況 

成果 

・おはなし会をはじめとする様々な行事の開催を通して親子連れなど多くの市

民の来館を促し、図書館を身近に感じてもらうことにより利用促進を図り、

学校や放課後児童クラブ等への図書の貸出や桐生に伝わる民話を楽しむ機会

などを通じて子どもたちに本の楽しさを伝え、読書活動の推進を図った。  

・乳児を対象としたブックスタート事業をはじめとして、定期的な「おはなし

会」の開催、本の福袋の貸出、夏休み期間中に市内の小学生を対象に「子ど

も一日図書館員」等を実施し、子どもたちが図書館を身近に感じることがで

きるよう、読書に親しむ機会を幅広く提供した。  

・読書活動への動機づけを目的とし、ビブリオバトルを野間清治顕彰会と連携

し開催した。3 回の開催で延べ 22 人の参加者と 41 人の見学者があった。  
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課題 

今後の方針 

・年齢が上がるにつれ、子どもの「読書離れ」が進む傾向にある。保護者や地

域の大人に乳幼児期からの読書の楽しさの体験や読み聞かせの重要性を理解

してもらうための啓発活動を推進していく。  

・読書活動の推進にかかる様々なイベント等を開催し、利用者ニーズに応じた

特色あるサービスを提供するとともに、読書離れの傾向にある子どもたちに

向けた読書活動を推進していく。  

 

取組目標 

4-17 視聴覚教育の推進 担当課：図書館 

① プラネタリウム・天体観察会の実施 

② 視聴覚ライブラリーの運営 

実施状況 

成果 

・子どもたちを含めた幅広い年齢層の方々の宇宙や天文現象への関心に応え、

天体への興味の動機づけに寄与した。  

・市内の学校教育及び社会教育団体に、教育上の目的で使用する場合にフィル

ムや映写機の貸出を行った。令和元年度においては、教材利用団体数 21 団体、

19 機材、利用資料数 46 点の貸出があった。  

課題 

今後の方針 

・投影機器は長年の継続使用による老朽化が進んでおり、操作も手動のため技

術の習得が必要であるが、天文分野は根強い人気があり、自由に番組を構成

できる利点もあることから機器が稼働する限り運営を続けていく。  

・視聴覚教材の老朽化等もあり、今後は新しいメディア教材へのシフトを視野

に入れ研究を進めていく。  

 

取組目標 

4-18 図書館施設の整備・充実 担当課：図書館 

① 利用しやすい読書環境の提供 

② 新築・改築を含めた施設整備の調査・研究 

実施状況 

成果 

・既存の施設を工夫して活用しながら、身近な生活情報を手に入れる場として、

あるいは仕事や日常生活を営む中で抱える悩みや課題解決への手がかりを見

つける場として利用していただくことができた。  

・将来の施設更新に向けて将来の図書館のあり方について、桐生市公共施設等

総合管理計画を推進する中で、情報収集に努めた。  

課題 

今後の方針 

・建物の老朽化が進むとともに図書館が有すべき基本的機能である図書資料の

収集保管、提供に対応する能力も建物の形状から十分果たしているとは言え

ず、館内での読書や情報収集に適した空間の提供など市民ニーズに応えるサ

ービスの実現のため、計画的な施設更新に取り組む必要がある。  

・他の公共施設や民間施設との複合化により、効率的な施設運営や相乗効果、

あるいは収益を得られるような機能を持つ施設との複合化の可能性など、先

進地事例等を参考に更なる研究を進めていく。  
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[桐生市立新里郷土文化保存伝習館]  

取組目標 4-19 生涯学習推進の拠点として各種講座等の開催 
担当課：生涯学習課 

（新里郷土文化保存伝習館） 

実施状況 

成果 

12 講座で延べ 43 回を開催し、延べ 307 人の参加者があった。講座終了後にさ

らなる知識や技術の向上を求め、地域サークルへの参加がみられるなど、生涯

学習の推進が図られた。 

課題 

今後の方針 

複数年にわたって実施してきた講座については、参加者が集まりにくくなって

おり、住民ニーズに合った新たな講座を設営していく。 

 

取組目標 4-20 作品の常設展示及び作品展の開催 
担当課：生涯学習課 

（新里郷土文化保存伝習館） 

実施状況 

成果 

・伝習館の講座等受講者や活動サークルによる作品展を 2 回 16 日間開催し、

1,111 人の来場者に作品を鑑賞していただいた。 

・出品者の制作意欲が高まった。 

課題 

今後の方針 

・城跡公園のアジサイやロウバイが咲く時期に合わせて開催することで、参加

者及び来場者の増加を図っている。 

・今後も出品者の制作意欲が高まるよう、作品展を開催していく。 

 

取組目標 4-21 陶芸館での活動推進 
担当課：生涯学習課 

（新里郷土文化保存伝習館） 

実施状況 

成果 

2 つの陶芸サークルが定期利用している。活動日数 40 日延 213 人が陶芸作品の

制作を行った。各サークルは伝習館作品展にも参加しており、意欲的に活動し

ている。 

課題 

今後の方針 
陶芸専門施設のため、施設及びサークルの PR 等により利用促進を図る。 

 

 

＜「社会教育の推進」に係る第三者評価委員による意見＞ 

運営会議、地域協議会ボランティア養成講座およびボランティア養成講座が効率的な連携

をとり、放課後子供教室事業を推進して欲しいです。 

桐生市立図書館・新里図書館-----雑誌カバーへの広告掲載制度を創設し、図書館資料の有

効活用を図っていることは良いアイデアだと思います。 

「夏休み こども歴史講座」については図書館単独での取り組みとせず、教育の一環とし

て取り組んでもらいたいです。 

子どもの「読書離れ」に妙策はないと思いますが、例えばビブリオバトルを市のホームペ

ージで公開して、子どもの興味を引くなど地道な努力を続けて欲しいと思います。 
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５ 青少年の健全育成                

 

取組目標 

5-1 青少年教育活動（郷土愛を育む青少年教育の充実） 担当課：青少年課 

① 青少年教室・講座・年少指導者研修等の開催 

② ネット見守り活動の強化・充実 

③ 第 72 回「成人の日」事業の開催 

④ 青少年教育（現代的課題）活動に対応した各種事業を展開する情報の発信及

び相談 

実施状況 

成果 

① 青少年団体活動の充実等を目的として、年少指導者養成研修会（高校生リー

ダー）子ども会インリーダー養成研修会等を通じて育成指導者との連携が図

れた。 

② 市内小中学校（私立含む）及び地区別（4 地区）における情報モラル講習会

を通じ、ネット環境や青少年のネット利用の危険性等の情報を伝えることが

できた。 

③ 新成人該当者 1,146 人中 956 人が出席。出席率は 83.4％となり、多くの新

成人が出席することができた。式典では落ち着いた雰囲気の中、新成人がし

っかりとした態度で臨むことができた。また、新成人の集いでは新成人が旧

友との再会を喜び、抽選会を楽しむことができた。 

④ 年少指導者養成研修会（高校生リーダー）やインリーダー養成研修会におい

て、周知方法や募集情報を桐生市子育連との連携を強化することで、参加者

の増加が図れた。 

課題 

今後の方針 

① 社会経済情勢の変化とともに多様化している青少年の心をとらえ、講座及び

研修会の内容を研究すること。 

② ネット見守り活動委員会との連携を更に強化し、日々変化するネット環境へ

対処すること。 

③ より多くの新成人が参加しやすいよう、式典内容及び式典後の新成人の集い

について運営委員長を中心に各中学校から選出された実行委員（新成人）と

内容の検討を重ね若者のニーズに合った意見を取り入れること。 

④ 各地域の単位子ども会への関連事業情報の周知を徹底すること。 

 

取組目標 

5-2 青少年対策事業（青少年の保護育成） 担当課：青少年課 

① 市民総ぐるみの青少年健全育成運動の推進 

  三季別青少年健全育成運動や家庭健全化運動を通じた市民総ぐるみによる 

青少年の健全育成・安全確保・環境浄化・非行防止の推進 

② 地区青少年愛育運動の推進 
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  「地域の子供は地域で守り育てよう」をスローガンとした健全育成・安全 

確保・非行防止活動と家庭や地域における教育力回復の推進 

実施状況 

成果 

① 定例補導（指導）、ヤングテレホン・ヤングメール相談、三季（春、夏、冬）

の健全育成運動、子ども若者育成支援強調月間（11 月）、子どもの安全に係

る諸対策、健全育成の啓発・調査・補導相談、ネット見守り活動、情報モラ

ル講習会等、子どもの安全確保に向けた全市的な機運の醸成が図れた。 

② 桐生市青少年愛育運動推進会議において、各地域がそれぞれ抱える問題点に

ついて意見を求め、検討することにより、各地域での青少年健全育成運動の

醸成が図れた。 

課題 

今後の方針 

① 地域防犯活動の協力要請等、関係課との連携を強め、子どもの安全確保を呼

びかけ、ネット見守り活動、情報モラル講習会等の更なる充実に心がけるこ

と。 

② 各地域の課題を共通理解することで、更なる青少年愛育運動の充実に努める

こと。 

 

取組目標 

5-3 野外活動センター事業 担当課：青少年課 

① 地域や施設の特色を活かした主催事業の推進 

② 施設の整備や青少年を取り巻く社会環境の変化に対応した活動プログラム 

の充実 

実施状況 

成果 

① 梅田の自然環境や伝統的工芸を利用した「親子門松作り教室」、「親子夏・秋

のキャンプ教室」、「キッズキャンプ」など、野外活動センターの立地条件を

活かした事業の取り組みが図れた。 

② 小学校 1 年生を対象に生活科向けのプログラムを実施し、冬場の閑散期にお

いての施設の有効利用が図れた。 

課題 

今後の方針 

① 施設周辺の自然環境を含め、各主催事業における周知の徹底や募集方法等の

充実や協力団体との連絡調整に努めること。 

② 周知の徹底や募集方法の充実に努めること。 

 

 

[桐生市立青年の家]  

取組目標 

5-4 事業の企画・推進 

① 青少年の活動の拠点としての各種青少年対象事業の 

推進 

担当課：青少年課 

（青年の家） 

実施状況 

成果 

時代に対応した体験活動事業の充実促進を目指し、地域の人たちとの活動事業

を通じ交流が図れた。 

課題 

今後の方針 

青少年にふさわしい体験事業の提供に努め、活動意欲の向上及び動機付けを図

ること。 



 

- 52 - 

 

 

取組目標 

5-5 青少年団体の育成・指導 

① 青少年の連帯意識高揚のためのグループ育成指導の 

推進 

担当課：青少年課 

（青年の家） 

実施状況 

成果 

「臨海子ども会」、「日立市・桐生市子ども会交歓会」、「親善球技大会」、「子ど

も議会」、「上毛かるた大会」等を通じ、その活動支援に努め、青少年の事業活

動に積極的に係わることで、健全育成にふさわしい支援協力ができた。 

課題 

今後の方針 

育成指導者のスキルアップを推進するために、育成指導者研修会の充実を図り、

指導者の確保に努めること。 

 

[桐生市青少年センター] 

取組目標 

5-6 好ましい環境づくりの推進 
担当課：青少年課 

（青少年センター） 

① 青少年に有害な環境の排除など、青少年の健全育成上好ましい環境づくりの  

推進 

② インターネットによるいじめやトラブルから青少年を守るため、ネット見守  

 り活動の強化・充実 

実施状況 

成果 

① 青少年を取り巻く環境の変化に対応した環境実態調査、たまり場調査等を通

じ、各地区における子どもを守る活動の情報交換や青少年健全育成の推進へ

協力要請を行う活動に努めた。 

② ネット見守り活動委員の研修会において、最新のネットパトロールの講習を

受けることで資質の向上を図った。さらに、市内小中学校（私立含む）及び

地区別（4 地区）における情報モラル講習会を通じ、ネット環境や青少年の

ネット利用の危険性等の情報を伝えることができた。 

課題 

今後の方針 

① 地域の子どもたちを健全育成するため、地区の諸団体、機関が目的を同じく

してそれぞれの活動を展開すること。 

② インターネット関係では、スマートフォン等の利用増加に伴い問題点を共通

理解したうえで、より良い対策を講じること。 

 

取組目標 

5-7 非行防止・安全確保活動の徹底 
担当課：青少年課 

（青少年センター） 

① 学校、家庭、地域住民の連携や関係機関・団体との連携による青少年の非行 

防止・安全確保活動の徹底 

実施状況 

成果 

補導連等の関係機関との連携を深め、各地域における各団体が有機的に機能し、

非行防止及び安全確保に努めた。 

課題 

今後の方針 
安全確保に向けた全市的機運の醸成と推進に努めること。 
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取組目標 

5-8 相談機能の充実 

① 青少年や保護者に対する相談活動の推進と相談機能 

の充実 

担当課：青少年課 

（青少年センター） 

実施状況 

成果 

ヤングテレホン・ヤングメール相談及び面接相談において、問題となっている

行為の内容を掘り下げることで、良き方向へ導く助言・指導を行うことができ

た。また、ヤングテレホン相談員の研修会を年 3 回開催し、問題点の共有を図

ることで、相談者への対応に共通理解が図れるようになった。 

課題 

今後の方針 

相談活動の利用促進に資するため、年 2 回市内各小・中学校及び高等学校、公

民館を通じてチラシを配布するほか、青少年や保護者の相談にも対応できるよ

う、「広報きりゅう」や各地区公民館の館報に掲載を依頼し周知啓発に努めるこ

と。 

 

 

[桐生市青少年野外活動センター] 

取組目標 

5-9 梅田の自然環境や伝統文化を活かした各種体験教室

（化石採取・水生昆虫観察・天体観測・登山・紙漉 

  き・木工工作等）の機会を計画的に提供 

担当課：青少年課 

（青少年野外活動センター） 

実施状況 

成果 

地元梅田の自然環境や伝統文化を活かした各種体験活動を実施し、親子ふれあ

い活動事業に努めた。 

課題 

今後の方針 
利用者のニーズを把握し、新しい体験教室のプログラムを考案すること。 

 

取組目標 

5-10 施設及び環境整備の充実と保育園･幼稚園、学校（学

校行事・総合的な学習の時間）、青少年団体等のニー

ズに対応した活動プログラムの開発と推進 

担当課：青少年課 

（青少年野外活動センター） 

実施状況 

成果 

春の親子水生昆虫採取教室と自然観察会、夏と秋に親子キャンプ教室、冬には

門松作り教室、また、冬の閑散期に小学校 1 年生を対象とした生活科向けプロ

グラム「ふゆをさがそう」を実施し、梅田の季節感を体験させることができた。

なお、利用者アンケートを実施し、PDCA サイクルに基づいた環境整備を行った。 

課題 

今後の方針 

利用者アンケート結果を研究し、より充実した施設利用及び活動プログラムの

開発に努めること。 
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＜「青少年の健全育成」に係る第三者評価委員による意見＞ 

青少年の健全育成のために、引き続き、青年の家、青少年センターおよび野外活動センタ

ーの有効利用を図って下さい。 
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６ スポーツの振興                 

 

取組目標 

6-1 スポーツ施設整備の推進 
担当課： 

スポーツ体育課 

① スポーツ施設・設備の整備改修 

② 地域におけるスポーツ活動施設の提供 

③ アイススケート場存続支援の県への要望 

実施状況 

成果 

・新体育館の工事を継続。 

・陸上競技場の改築工事に着手した。 

・県への要望は今年度から見合わせ。（補助要件として、大規模大会で使用でき

る施設拡充が必要なため） 

課題 

今後の方針 

・新体育館の工事については近隣住民に配慮し、工程どおり進捗させること。 

・陸上競技場の工事については近隣住民に配慮し、工程どおり進捗させること。 

・老朽化しているその他の施設については、設備や器具を含め、建て替えや改

修、廃止まで含めた検討を開始すること。 

 

取組目標 

6-2 生涯スポーツの推進 
担当課： 

スポーツ体育課 

① 各種スポーツ教室の充実 

② スポーツイベントや施設案内等の情報提供の充実 

実施状況 

成果 

◇主な事業 

・「いきいき市役所出前講座」を活用しながらニュースポーツを紹介した。 

（3 回実施） 

・桐生市スポーツ推進委員会の協力のもと、市民が気軽に参加できるイベント

「市民ふれあいスポーツフェア（ビーチボール）」を開催した。（75 人参加） 

・桐生市陸上競技協会の協力のもと、小学生を対象としたナイター陸上競技教

室を開講した。（6 日間、94 人受講） 

・（公財）桐生市スポーツ文化事業団と連携し、市民の健康維持、増進を目的と

したスポーツ教室を開講した。（17 教室 延べ 71 日 延べ 974 人） 

・気軽にスポーツに親しむ機会を提供する目的から、学校施設を活用し学校開

放事業を行った。（15 地区 28 校で実施 延べ 8,913 日 延べ 242,762 人利用） 

課題 

今後の方針 

・市民ニーズも多種多様であり、各種スポーツ教室などの事業実施に際し、市

民の声に耳を傾け、（公財）桐生市スポーツ文化事業団と連携し、また、桐生

市体育協会に加盟する競技団体、地区団体の協力を得るなか、継続的に実施

すること。  

・各種競技団体から情報を得るなか、市民はもとより多くの方に情報の提供に
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努めること。  

 

取組目標 
6-3 競技スポーツの推進 

① 選手強化と競技力向上の推進 

担当課： 

スポーツ体育課 

実施状況 

成果 

◇群馬県民体育大会への桐生選手団派遣 

・夏季大会（水泳競技）令和元年 8 月 18 日（日）前橋市 53 人（総合 4 位） 

・秋季大会（得点競技：陸上競技など競技 23 種目、オープン競技 2 種目） 

令和元年 11 月 3 日（日）・10 日（日）前橋市、高崎市、伊勢崎市、館林市、

富岡市、玉村町 264 人（総合 5 位） 

・冬季大会（スケート競技）令和 2 年 2 月 1 日（土）渋川市 13 人（総合 5 位） 

・冬季大会（スキー競技）令和 2 年 2 月 16 日（日）片品村 49 人（総合 6 位） 

◇群馬県 100km 駅伝競走大会への桐生選手団派遣 

・令和 2 年 1 月 26 日（日）敷島公園正田醤油スタジアム群馬（スタート・フィ

ニッシュ） 28 人（総合 2 位） 

◇参加報償金交付実績（社会体育事業） 

・地方ブロック大会：東日本・関東大会等（社会人・高校生）28 大会 147 人出場 

・地方ブロック大会：東日本・関東大会等（小・中学生）17 大会 91 人出場 

・全国大会（社会人・高校生）29 大会 50 人出場 

・全国大会（小・中学生）22 大会 24 人出場 

◇参加報償金交付実績（学校教育活動内事業） 

・関東大会（高校生）陸上など 3 競技 1 校 66 人出場 

・関東大会（中学生）夏季大会 軟式野球など 6 競技 5 校 49 人出場 

・関東大会（中学生）冬季大会 アイスホッケー 1 校 2 人出場 

・全国大会（中学生）夏季大会 水泳など 4 競技 3 校 4 人出場 

・全国大会（中学生）冬季大会 スケート 3 校 4 人出場  

課題 

今後の方針 

・トップアスリートと地域が交流する場の創出、ジュニア期からトップレベル

に至る体系的な強化体制を構築すること。 

・「競技スポーツ」と「地域スポーツ」の好循環を生み出すこと。 

・アスリートの発掘、育成の場となる環境を整備すること。 

 

取組目標 

6-4 団体･指導者の育成 
担当課： 

スポーツ体育課 

① 競技団体やクラブの育成 

② 指導者の確保と資質向上 

実施状況 

成果 

・桐生市体育協会加盟競技団体の協力を得るなか、第 72 回桐生市民体育大会を

実施した。 

期間：令和元年 7 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日 全 30 競技 9,785 人参加 

・（公財）桐生市スポーツ文化事業団と連携し、指導者のスキルアップを目的と
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した、スポーツ医科学講演会を開催した。 

講師：諏訪 通久(榛名荘病院 医師) 

演題：「熱中症対策・処置について」 59 人参加 

課題 

今後の方針 

（公財）桐生市スポーツ文化事業団と連携して、年齢や技術、技能レベルなど

によって異なる市民の多様なスポーツニーズに応えることができるよう、競技

団体等の組織強化並びに地域スポーツ指導者と競技力向上指導者の確保、育成

を推進すること。  

 

取組目標 

6-5 スポーツイベントの開催・支援 
担当課： 

スポーツ体育課 

① 桐生市堀マラソン大会の開催 

② ニューイヤー駅伝の支援 

実施状況 

成果 

①  桐生市堀マラソン大会 

第 66 回大会には、8,413 人が申し込み、約 7,200 人が完走した。（完走率

85.3％） 

桐生の“冬の風物詩”と称されるほどの伝統あるスポーツイベント。 

織都桐生の歴史の繁栄を今に伝える「桐生新町重要伝統的建造物群保存地

区」や山紫水明の豊かな自然の宝庫である「梅田地区」を堪能しながら走る

ことが特色である。 

市民総参加のマラソン大会を提唱しているものの、近年のマラソンブームや

高橋盾さんデザインＴシャツによる効果も重なり、市外、県外からの誘客が

図れるイベントへと成長している。 

交流人口の拡大による地域の活性化を目指すなか、市外からの参加が増えて

いる結果を捉え、市民ニーズ（健康増進）のみならず経済波及効果（誘客）

が望める、効果性の高い事業である。（市内と市外の比率は、53％対 47％） 

②  ニューイヤー駅伝 

桐生警察署、桐生市陸上競技協会と連携し、競技者の安全確保や交通対策に

重点を置いた運営を最優先に取り組むなか、18 団体により実行委員会を組織

し、「元気な桐生」を全国に発信した。  

課題 

今後の方針 

①  桐生市堀マラソン大会  

・参加者の安全・安心を確保するため、1 万人が限度であること。  

・大会運営（交通対策等）の更なる強化を図ること。  

・運営方針等の見直しが喫緊の課題であり、市民の理解と関係機関（陸協、

事業団）との協議を早期に行うこと。  

②  ニューイヤー駅伝  

・警備、交通対策のための自主整理員（500 人）の確保。  

・引き続き市民及び関係団体へ理解を求め、競技者の安全確保と交通対策に

努めること。  
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・「元気な桐生」を全国に発信する絶好の機会であることから、関係団体の協

力のもと、歓迎する会の企画、運営に努めること。  

 

 

＜「スポーツの振興」に係る第三者評価委員による意見＞ 

近年大きな課題となりつつある「熱中症対策・処置について」を取り上げてスポーツ医科

学講演会を開催したことは意義あることだと思います。 
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７ 文化財の保護活用                

 

取組目標 7-1 指定・登録文化財及び重伝建地区の保全と環境整備 
担当課： 

文化財保護課 

実施状況 

成果 

・ 天然記念物及び史跡については、除草や枝打ちなどを実施した。重要文化

財「彦部家住宅」については、防災設備保守点検、庭木手入れ、土留めの改

修工事等を行い、重要文化財「桐生明治館」については、消防用設備点検、

消防用設備の修繕を行い、保全と環境整備事業を実施した。 

また、台風 19 号による被害が４件あり、いずれも修繕を行った。 

・重伝建地区では防災対策として、火災や台風など災害に対する注意喚起を行

うため、「伝建群だより」やチラシ等を配布し周知を行った。 

課題 

今後の方針 

・文化財の数や種類が多く、それに伴う保全や整備も多種多様に渡るため、緊

急性や効果などを考慮して優先順位を付けて計画的に実施していく必要があ

る。  

・重伝建地区内の住民それぞれが防災に対する意識を常に認識しておくことが

必要である。  

 

取組目標 7-2 文化財の積極的活用の実践 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

桐生明治館や有鄰館、絹撚記念館といった市有施設の文化財公開を継続すると

ともに、企画事業などを実施することで集客増加につなげることができた。 

課題 

今後の方針 

文化財施設における企画事業等の立案について、市民のニーズに合わせた内容

の充実を図ること。 

 

取組目標 7-3 未指定の歴史的遺産の調査・記録保存 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

黒保根地区における石造物悉皆調査を立正大学に依頼し実施した。令和元年度

で調査が終了したため、次年度から報告書の作成に取り掛かる。  

課題 

今後の方針 

調査等については随時実施しているが、緊急性を要するものに対応が取れない

場合がある。このため、調査体制を充実させ、調査計画を作成することが必要

である。 

 

取組目標 7-4 文化財に対する啓発の推進及び周知 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

「地域の文化財を地域で守る」という文化財保護の啓発を推進するため、毎

年「文化財防火訓練」を近隣の人々と連携して行っている。令和元年度は法楽

寺で実施した。訓練を見学に来た人にも文化財を身近に感じてもらうことがで

き、文化財の周知を図ることができた。  
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周知のための整備としては、文化財説明板の新規設置や文化財導入板の新規

設置及び修繕を実施した。  

また、文化財を紹介する出前講座の開催や桐生市ホームページによる情報発

信など、さらなる文化財の周知に努めた。 

課題 

今後の方針 

事業への参加者の増加を図るために、事業内容の充実や情報提供の機会を増や

すとともに庁内関係各所と連携を図りながら、より広範な分野から文化財の啓

発と周知に努めること。 

 

取組目標 7-5 子供が文化財に親しみ学ぶ機会の推進 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

明治館や絹撚記念館において子ども対象の事業を開催した。また、新里の民具

展示場においては、地元の小学校からの依頼により収蔵資料の見学会を実施し、

また、農具や昔の生活に関わる民俗資料を小学校の授業に貸出すなどして子ど

もが実物の資料を通して文化財に触れる機会を創出した。  

課題 

今後の方針 

子どもが文化財に触れる機会が少ないため、市有施設において子ども対象の企

画事業を開催し、学校や地域と連携を図りながら文化財や資料などを活用して

学ぶ機会を増やすこと。  

 

取組目標 7-6 近代化遺産の啓発と保存活用に対する提言 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

・ 近代化遺産については、「近代化遺産の日」に寄せて市内の近代化遺産の一

斉公開事業を実施するとともに、市有車を使って市内の近代化遺産を巡る 2

時間程度のコースを企画し、午前、午後に分けて「文化財めぐり」を実施し

た。 

また、市のホームページにより市内に散在する近代化遺産を紹介すること

で市民に周知を図り、桐生市の文化遺産としての重要性や魅力を伝えた。 

・ 平成 4 年 3 月、桐生市議会が「近代化遺産拠点都市に関する決議」を行い、

本市発展の基盤となった近代化遺産を再評価して保存活用を図ることを決議

したが、約 30 年経過し、所有者の高齢化や経済の低迷により、維持存続が難

しい状況が発生している。 

今後の保存活用における相談に対しては、所有者等へ助言・指導を行って

いる。 

課題 

今後の方針 

近代化遺産については市民に周知されてきているものと思われるが、老朽化等

により建物自体の保存が厳しくなり、歴史的な環境を保存継承していくために

は、市外に住む所有者の後継者や管理者にも理解を得る必要があること。 

 

取組目標 
7-7 文化財の保存活用を進める市民団体への 

支援推進 
担当課：文化財保護課 

実施状況 文化財管理者や団体等からの建造物の修復に関する相談や、各種申請、補助金
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成果 の手続きなどについて助言を行い、県や関係団体と協力して申請等手続きの支

援を行った。 

課題 

今後の方針 

文化財の保存活用のための支援については、財政的な支援のほか技術等人的な

支援を含め工夫すること。 

 

取組目標 
7-8 遺跡発掘調査による記録保存及び出土品等の保

存活用 
担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

・市内 22 か所の遺跡の発掘調査および試掘調査を実施し、縄文時代から近世ま

での住居跡や土坑などの遺構、土器・石器などの遺物を確認し、記録保存を

行った。 

・平成 29・30 年度に発掘調査した遺跡の出土遺物や図面・写真類を整理して調

査報告書を刊行した。 

課題 

今後の方針 

・年々累積する出土遺物等が増加していることに対して、整理作業や広報、展

示などの実施体制や収蔵場所を確保すること。 

・国庫補助事業に関しては、2 年次調査を行って翌年報告書刊行というサイク

ルを 10 数年維持しており、継続していきたい。 

 

取組目標 7-9 埋蔵文化財包蔵地の周知による迅速な行政指導 担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

・遺跡情報管理システムに土地の履歴等の情報を追加しながら継続活用するこ

とにより、市民への埋蔵文化財包蔵地、遺跡地図などの情報提供を迅速に行

えるようになった。 

・令和元年度で 1174 件の照会があり、開発地点が決定している場合は、電話に

よる照会においても迅速に回答を行っている。 

課題 

今後の方針 

・情報管理システムの情報が開発の進行に間に合わない現状であり、地番の変

更 (特に文筆 )については照合に手間取ることがある。今後、年一回程度のシ

ステムの更新が望ましい。 

 

取組目標 
7-10 重伝建地区及び伝統的建造物の周知・活用の 

推進 
担当課：文化財保護課 

実施状況 

成果 

 伝統的建造物の保存修理については毎年継続して実施し、今年度は伝統的建

造物 2 棟の保存修理を実施した。 

 なお、保存修理を行った建物（伝統的建造物）は、住居や店舗として再活用

が図られ、重伝建地区の町並み保存に繋がっている。 

課題 

今後の方針 

伝統的建造物の保存等、管理の主体は建物所有者にあることから、所有者に対

し保存の必要性など、重伝建地区として歴史的な町並み保存に対する理解を深

める必要がある。 

 

 



 

- 62 - 

 

[桐生明治館]  

取組目標 7-11 各種企画展や記念事業の開催 
担当課：文化財保護課 

（桐生明治館） 

実施状況 

成果 

重要文化財としての建物や資料の公開を行うほか、地元の幼稚園児が描いた「相

生幼稚園児作品展」を開催し、5 日間で 283 人の来館者があった。 

課題 

今後の方針 

企画展の開催により幅広い年代の来館者があり、教育の振興や文化財の公開に

も貢献する面があることから、継続して魅力的な企画展を開催すること。 

 

取組目標 

7-12 個展・作品展等の会場の提供を行うとともに、

記念日等の無料開放を実施し、市民に親しまれ

る施設としての利用拡大 

担当課：文化財保護課 

（桐生明治館） 

実施状況 

成果 

「明治館開館記念日」「県民の日」「文化財保護強調週間」など無料観覧期間に

より、多くの市民が文化財に親しむ機会となり、期間中の入館者は 952 人であ

った。 

課題 

今後の方針 

施設の使用件数は前年度に対して微増となっているが、市民が活用できる重

要文化財としての魅力がまだ十分には周知されていないこと。指定文化財とし

ての利用上の制約はあるが、歴史的な景観を活かした事業の開催など、より多

くの利用を促すための企画を行うこと。 

年度末に新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、来館者への感染防止

を図るため 3 月 12 日より年度内は休館となった。令和 2 年 6 月 2 日から制限付

きで開館しているが、今後の施設利用にあたっては、新型コロナウイルスへの

対策を想定した「新しい生活様式」に基づく運営を行っていく必要がある。  

 

取組目標 
7-13 喫茶室の一層の充実に努め、市民の憩いの場を 

提供 

担当課：文化財保護課 

（桐生明治館） 

実施状況 

成果 

来館者数の増加に伴い喫茶室収入も前年度に対して若干増加したが、令和元年

度については、賄い材料費 161,014 円に対し、喫茶室収入 372,100 円であった。

また、年間を通して電子ピアノや琴など BGM 演奏を実施したことにより、固定

の利用者を創出するとともに、明治時代の建造物がもつ室内の雰囲気に好評を

いただいている。 

課題 

今後の方針 

重要文化財の中に喫茶室があるという魅力を最大限に PR すること。観光客だ

けでなく市民にとって日常的な憩いの場になるよう PR に努め、安定した利用を

図ること。 

3 月 12 日から新型コロナウイルス感染予防対策として BGM 演奏を中止してい

る。今後、コロナ感染対策を想定した「ガイドライン」に基づく運営を行って

いく必要がある 
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[桐生市有鄰館]  

取組目標 7-14 各種企画事業の開催 
担当課：文化財保護課 

（有鄰館） 

実施状況 

成果 

桐生市有鄰館運営委員会委託事業として「有鄰館まつり」「有鄰館演劇祭」「か

らくり人形芝居」「写真展」などを開催し、10,930 人の観覧者があった。 

課題 

今後の方針 

有鄰館運営委員会が中心となって主催事業を開催し、毎年多くの入館者があり

成果を上げているが、更に多くの入館者を得るために事業内容や周知方法につ

いて検討の必要がある。   

なお、今後の事業実施にあたっては、当面の間、新型コロナウイルスへの対応

を想定した「新しい生活様式」に基づく運営を行っていく必要がある。  

 

取組目標 
7-15 市民文化活動の拠点として、一層の効果的活用 

の拡大 

担当課：文化財保護課 

（有鄰館） 

実施状況 

成果 

平成 7 年 7 月 11 日に開館し、市民文化活動の発信地として位置づけられ、様々

な団体が使用し、多種多様な催しが実施されている。 

令和元年度は利用件数が 135 件、56,577 人の入館者があったが、年度末に新

型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、入館者数が平成 30 年度（64,996

人）より減少してしまった。 

なお、平成 24 年 7 月から年末年始を除き無休を継続している。 

※来館者への感染防止を図るため 3 月 12 日より貸館業務を休止とした。 

課題 

今後の方針 

利用者の増加にあたっては、引き続き有鄰館の魅力を PR し、新たな利用が図

られるよう対策を検討する必要がある。  

なお、今後の利用にあたっては、利用者に対し、新型コロナウイルスへの対

応を想定した「新しい生活様式」について周知を行っていく必要がある。 

 

 

[桐生市近代化遺産絹撚記念館] 

取組目標 7-16 桐生市ゆかりの様々な郷土資料を展示 
担当課：文化財保護課 

（絹撚記念館） 

実施状況 

成果 

郷土資料展示施設として平成 25 年 4 月に開館した。指定文化財を活用した郷

土資料展示施設として、市民をはじめ多くの来館者に桐生市の貴重な歴史資料

を見学できる施設として利用されている。  

令和元年度においては入館者数が 1,867 人であったが、年度末に新型コロナ

ウイルスの感染拡大の影響もあり、平成 30 年度（2,460 人）より減少してしま

った。 

 

※来館者への感染防止を図るため 3 月 12 日より休館とした。 
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課題 

今後の方針 

絹撚記念館は指定文化財であるため展示スペースや室内の利用方法などの制

限はあるものの、教育や文化的な視点を踏まえながら、市民を始め幅広く多く

の方々に来館してもらえるよう企画運営を行っていく必要がある。  

なお、今後の施設運営にあたっては、当面の間、新型コロナウイルスへの対

応を想定した「新しい生活様式」に基づく運営を行っていく必要がある。 

 

取組目標 7-17 各種企画展や記念事業の開催 
担当課：文化財保護課 

（絹撚記念館） 

実施状況 

成果 

企画展として「広報きりゅう 1500 号発表紙展」「織都桐生 1300 年の秘密展」

「ジュウデンケンって何？展」を実施した。なお、 「ジュウデンケンって何？

展」は期間中に新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、来館者への感染

を防止するため絹撚記念館が 3/12 から休館となったことから、企画展を中断し

た。 

※6/1 からの再開に伴い「ジュウデンケンって何？展」の開催期間を 3/31 か

ら 11/24 に延長した。 

課題 

今後の方針 

より充実した企画展等を開催できるよう、運営や協力体制の強化について検

討を行う必要がある。  

なお、今後の事業実施にあたっては、当面の間、新型コロナウイルスへの対

応を想定した「新しい生活様式」に基づく運営を行っていく必要がある。 

 

取組目標 
7-18 「桐生を好きな子供」を育てるための事業の 

実施 

担当課：文化財保護課 

（絹撚記念館） 

実施状況 

成果 

子ども企画事業として「伝統ある街・桐生」絵画コンクール作品展を開催し、

市内小学校、中学校、特別支援学校の児童及び生徒が夏休み中に描いた桐生市

の歴史や伝統を感じる風景や建物・伝統芸能などの絵画 208 点を展示した。期

間中の入館者は 486 人であった。  

課題 

今後の方針 

子供達が桐生について興味を持ち、学ぶことができる企画展や事業を引き続

き実施する。 

なお、今後の事業実施にあたっては、当面の間、新型コロナウイルスへの対

応を想定した「新しい生活様式」に基づく運営を行っていく必要がある。 

 

 

[桐生市立新里郷土資料館] 

取組目標  7-19 新里町で出土した埋蔵文化財の常設展示 
担当課：生涯学習課 

（新里郷土資料館） 

実施状況 

成果 

・新里町内で出土した土器や石器等の埋蔵文化財を展示した。 

・28組 48 人（市内 2組 11 人、県内 14組 20人、県外 12組 17人）の入館があった。 
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課題 

今後の方針 
文化財関係他施設との統廃合を検討する時期に入っている。 

 

取組目標 7-20 郷土の民俗資料の常設展示 
担当課：生涯学習課 

（新里郷土資料館） 

実施状況 

成果 

・新里町内で使われていた、江戸時代の歌舞伎舞台等の民俗文化財を展示した。 

・28 組 48 人（市内 2 組 11 人、県内 14 組 20 人、県外 12 組 17 人）の入館があ

った。 

課題 

今後の方針 
文化財関係他施設との統廃合を検討する時期に入っている。 

 

 

[桐生市立黒保根歴史民俗資料館]  

取組目標 
7-21 黒保根町で出土した埋蔵文化財と歴史資料の 

常設展示 

担当課：生涯学習課 

（黒保根歴史民俗資料館） 

実施状況 

成果 

黒保根歴史民俗資料館の敷地は、明治 4 年廃藩置県の後、戸長役場時代から

22 年町制施行を経て平成 17 年の合併に至るまで村役場が存在し続け、黒保根

村の歴史は、ここを中心にして展開してきた。現在の建物は、平成元年に黒保

根村施行 100 年を記念し、百余の時の流れと、史実の裏表を知りつくしてきた

この場所に、黒保根の歴史を保存するための施設として建設したものである。

本資料館では、黒保根町の歴史や人々の暮らし、文化を、2 階の 2 つの展示室

とロビーを利用し展示している。1 階には民俗資料や農機具等を収蔵し、こち

らも見学することができる。 

黒保根町内で出土した縄文時代の土器や石器、江戸時代の文献など、120 年

に渡り培われた村の歴史を常設展示するとともに、歴史研究団体の研究発表資

料等を通して黒保根町を広く紹介した。 

課題 

今後の方針 

昭和 63 年建築から 30 年以上が経過しており、適正な維持管理による長寿命

化を図る必要がある。また、資料館の入り口が 2 階にあるため、高齢者や障害

者にやさしいバリアフリー化が検討課題である。改修には多額の費用がかかる

ことから、費用対効果からバリアフリー化は極めてむずかしい状況にある。 

施設の運営において、現在、土日祝日の資料館業務を 7 名の地元協力員（ボ

ランティア）にお願いしている。ここ数年は協力員の入れ替えもなく、年々高

齢化（多くが後期高齢者）が進んでおり、また、毎年 1 名から 2 名の減員を余

儀なくされている。今後適正な運営方法の見直しが急務となっている。 
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取組目標 7-22 郷土の民俗資料の常設展示 
担当課：生涯学習課 

（黒保根歴史民俗資料館） 

実施状況 

成果 

町民より寄贈された、農機具やひな人形、からくり人形などの生活用具等、黒

保根の生産、生業、衣食住の民俗資料の常設展示により、先人の生活の様子を

紹介した。 

課題 

今後の方針 

昭和 63 年建築から 30 年以上が経過しており、適正な維持管理による長寿命

化を図る必要がある。また、資料館の入り口が 2 階にあるため、高齢者や障害

者にやさしいバリアフリー化が検討課題である。改修には多額の費用がかかる

ことから、費用対効果からバリアフリー化は極めてむずかしい状況にある。 

施設の運営において、現在、土日祝日の資料館業務を 7 名の地元協力員（ボ

ランティア）にお願いしている。ここ数年は協力員の入れ替えもなく、年々高

齢化（多くが後期高齢者）が進んでおり、また、毎年 1 名から 2 名の減員を余

儀なくされている。今後適正な運営方法の見直しが急務となっている。 

 

 

＜「文化財の保護活用」に係る第三者評価委員による意見＞ 

未指定の歴史的遺産の調査については、県内の大学等の協力を得る等により調査体制を充

実させて下さい。 

 市のホームページを積極的に活用して、文化財に対する市民への啓発の推進および周知を

今後も積極的に行って下さい。 

整理された発掘調査した遺跡の出土遺物の図面・写真類は、可能な限りホームページでも

公開して下さい。 

明治館、有鄰館および近代化遺産絹撚記念館のコロナ禍での利用については、類似施設の

運営方法から学び、「新しい生活様式」に対応できるようにして下さい。 

 他施設との統廃合を検討する必要があるとされる新里郷土資料館については、展示物が有

効に活用されることを念頭に置いて進めて欲しいです。 

 黒保根歴史民俗資料館の運営については、音声ガイド等の導入により省力化を図って下さ

い。 
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【 第三者評価総括 】 

 

令和元年度の終盤はコロナ禍の影響が桐生市教育委員会の事業にも影響を及ぼしたことと

思います。 

当面必要とされるコロナ対応を念頭において総括させて頂きます。 

教育環境の整備において、従来から要望のありました教育の ICT 化に向けた環境整備および

「1 人 1 台端末」の実現につきましてはこれまで以上に加速させて下さい。 

スポーツ医科学講演会「熱中症対策・処置について」を開催したように、コロナ対策に関す

る講演会も教育委員会で積極的に開催して下さい。 

各種スポーツ施設、青年の家、青少年センター、野外活動センター、明治館、有鄰館および

近代化遺産絹撚記念館等については、国立等の関連設備の運営方法を参考にしてコロナ禍に対

応した適切な運営に努めて下さい。 

文化財の活用では、本来実物を見てもらうということが重要かと思いますが、その前に興味

を持ってもらうということに主眼を置いて下さい。そのため、ホームページで積極的に公開す

ることも有効かと思いますし、コロナ対応にも通ずるものと考えます。 

下記の活用は評価されるべき試みと思います。 

1) 桐生市立幼稚園における「修了時の姿」 

2) 桐生市立小学校／中学校における「桐生を好きな子供を育てる地域教材資料集」および

Q-U 検査（人間関係調査） 

3) 桐生市立商業高等学校（定時制課程）におけるハローワーク所長のアドバイス 

教育委員会の事業はコロナ禍で今後も大きな影響を受けると思います。事業を円滑に進める

ために、個別の現場に対応策を求めるのではなく、まず教育委員会全体で対応策を策定し、そ

れを現場で適応できるものに改善するという形を取って下さい。 

 

 

 

第三者評価委員 群馬大学大学院理工学府 教授 松原 雅昭 
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