
平成２５年度 

 

みどり市 教育行政方針 
 

 

輝くひと 

輝くみどり 

豊かな生活創造都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどり市教育委員会 
 

 



みどり市教育行政方針 

 

【目次】 

Ⅰ 基本理念  ·········································· 1 

Ⅱ 基本方針  ·········································· 1 

Ⅲ 基本施策  ·········································· 1 

Ⅳ 重点施策  ·········································· 3 

１ 生涯学習の推進  ··········································3 

２ 幼児教育の充実  ·········································5 

３ 学校教育の充実  ·········································7 

４ 文化財の保護と活用  ····································12 

５ 市民スポーツの充実  ····································13 

 

  



- 1 - 

 みどり市教育委員会は、高い知性、豊かな情操と徳性、たくましく生きるため

の健康や体力を備え、社会の変化に主体的に対応できる市民の育成を目指して、

教育行政を推進します。 

 そして、郷土を愛する心と社会連帯意識を培い、国際的視野に立った協調の精

神を養うとともに、自然と環境を守り、文化や伝統を尊重する未来を展望した教

育の振興を図ります。 

・地域で育まれた多様な文化を尊重して共有し、みどり市としての一体感を醸成

できるようにします。 

・みどり市の教育の特色として地域の力を積極的に取り入れ、互いに学び合う質

の高い教育が展開されるように努めます。 

・喫緊の課題に迅速に対応し、将来を担う子ども達が健やかに成長できるように

します。 

・主要事業についての評価システムを活用し、事業目標の達成度や市民の満足度

が高まるようにします。 

 

みどり市教育行政方針 
 

Ⅰ 基本理念 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 基本施策 
 

(1) より多くの市民が生涯学習に取り組めるように、生涯学習機会の充実を図りま

す。 

(2) 生涯学習施設が充実し、市民に学習の場が提供できるよう、社会教育施設の充

実を図ります。 

(3) 文化や芸術を学び、発表や鑑賞する機会を増やすなど、文化・芸術活動を推進

します。 

(1) 心身ともに健康で安全な幼稚園生活を送ることができる幼児の育成を目指しま

す。 

(2) 幼児が、安心・安全で快適な環境の中で学ぶことができるよう教育環境の整備

と充実を図ります。 
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(1) 確かな学力と豊かな心、たくましく生きるための健康・体力を身に付けた「生

きる力」の育成を目指します。 

(2) 「生きる力」を身に付けた児童生徒を育成するため、教職員の指導力と資質の

向上に努めます。 

(3) 児童生徒が、安心・安全で快適な環境の中で学ぶことができる教育環境の整備

と充実を図ります。 

(1) 文化財が後世に適正に受け継がれるように、保護・継承を図ります。 

(2) 文化財がよく知られ、活用されるように文化財活用事業の充実に努めます。 

(3) 博物館や展示施設の適切な維持管理に努めます。 

(1) スポーツ活動に参加する機会が増え、より多くの市民がスポーツを楽しめるよ

うに、スポーツ機会の充実を図ります。 

(2) より多くの市民が安全で快適にスポーツ施設を利用できるよう、施設の整備と

充実を図ります。 
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Ⅳ 重点施策 
 

１ 生涯学習の推進 

(1) より多くの市民が生涯学習に取り組めるように、生涯学習機会の充実を図ります。 

ア 『みどり市生涯学習振興計画』に基づき、学びを広げ、支える施策を展開し、生

涯学習環境の充実に努めます。 

(ア) 学ぶことの楽しさや生涯学習の重要性を再認識するとともに、市民の主体的な

活動をより豊かなものにすることを目的として、生涯学習大会を開催します。 

   【社会教育課】 

(イ) 文化・スポーツ分野で活躍した児童・生徒や市民の功績を顕彰するみどり市教

育委員会表彰を生涯学習大会の中で行います。 【教育総務課】 

(ウ) 市民の主体的な学習活動に役立てることを目的とした「みどり市どこでも出前

講座」のＰＲと内容の充実を図ります。 【社会教育課】 

(エ) 市民の学習要求に的確に応えるとともに、自ら課題を見いだし、主体的に学習

に取り組む機会の拡充と情報の提供に努めます。【社会教育課・各社会教育施設】 

イ 青少年教育活動の施策を充実させ、青少年の自立と社会参加を促進し、心豊かな

青少年の育成に努めます。また、青少年の健全育成のため、青少年センターの活動

の充実を図ります。 

(ア) 心身ともに健やかな子どもの育成のため、家庭教育の充実を図るとともに、青

少年の社会参加を推進するために、青少年を対象とした事業を展開します。 

   【公民館・社会教育課】 

(イ) 青少年を取り巻く有害環境の浄化運動を進め、携帯電話やインターネットの適

正な利用についての啓発活動を積極的に行います。 【社会教育課】 

(ウ) 地域ぐるみによる健全育成の体制整備や地域の実情に合わせた活動を展開する

ため、青少年関係機関・団体の指導者養成を行います。 【社会教育課】 

ウ 互いの生命と人権を尊重し、年齢や性別などに対するさまざまな偏見と差別をな

くすための学習機会や活動の充実を図るとともに、指導者の養成に努めます。 

(ア) 人権問題に対する理解を深めるとともに豊かな人権感覚を養うため、学習機会

の充実に努めます。 【公民館・社会教育課】 

(イ) 学校教育で行われる人権教育と連携し、人権展の開催など人権意識を高めるた

めの事業を行います。また、人権に関する資料を作成し、活用を図ります。 

  【社会教育課】 

(ウ) 人権教育を推進する上で解決しなければならない「いじめ問題」について、家

庭教育の面から保護者を対象とした講座を開催します。 【社会教育課】 

 

(2) 生涯学習施設が充実し、市民に学習の場が提供できるよう、社会教育施設の充実を図

ります。 
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ア 生涯学習（社会教育）施設の施設・職員体制の整備を図るとともに、市民の学習

要求に基づき、使いやすく、暮らしに役立つ活動を展開します。 

(ア) 施設の附属機関である審議会や協議会等の意見を尊重し、市民の民意を反映し

た施設運営に努めます。 【社会教育課・各社会教育施設】 

(イ) 市民の日常的な学習活動を振興・支援するために、施設及び設備の整備・充実

を図ります。また、施設の特性を活かした教育活動を進めるための職員の研修を

行います。 【社会教育課】 

(ウ) 市民講座など新規事業に取り組むなど、大間々公民館活動の充実を図ります。 

   【大間々公民館】 

(エ) すべての人が利用しやすい図書館を目指し、図書館に来館することが困難な利

用者に対し、資料の配送サービスを充実します。 【図書館】 

(オ) 利用する方が安心して安全に学習できるよう、生涯学習(社会教育)施設の改修

と適切な維持管理を行います。 【教育総務課】 

イ 社会教育関係団体及び各種グループ・サークルの育成や指導者の養成を図り、市

民の主体的な学習活動が活発に展開されるよう支援します。 

(ア) 市民の主体的・自主的な学習活動を支援するため、情報及び資料の提供と学習

機会の充実を図るとともに、社会教育関係団体の育成と自主的・自立的な活動を

支援します。 【公民館・社会教育課】 

(イ) 施設ごとに収集、管理してきた利用団体の活動などの情報の共有化を図ること

により、利用者の利便性の向上と学習相談活動の充実に努めます。 

   【社会教育課・各社会教育施設】 

(ウ) 指導者の資質向上のための研修会・講習会の充実を図ります。 

   【社会教育課・各社会教育施設】 

(エ) 公民館や図書館など、各教育機関で実施する学級・講座等へ人権学習の機会を

積極的に取り入れます。 【公民館・図書館】 

 

(3) 文化や芸術を学び、発表や鑑賞する機会を増やすなど、文化・芸術活動を推進します。 

ア 地域に根ざした活動を通して、富弘美術館の充実を図ります。 

(ア) 市内小中学校との連携による「心の教育」をさらに充実します。 

(イ) 新たに一般公募による詩画作品展を開催します。 

(ウ) 富弘美術館サポーターを増員し、地域との結びつきの強化を図ります。 

(エ) 富弘美術館内に公共無線 LAN を整備し、利用者へのサービスの充実に努めま

す。 

(オ) 富弘美術館に電気自動車の充電設備を整備し、環境保全及び次世代エネルギー

活用推進のアピールポイントとします。 【富弘美術館】 

イ 市民に質の高い芸術にふれる機会を提供するとともに、市民参加型の催物を開催

し、市民に身近な文化施設を目指し笠懸野文化ホールの機能の充実を図ります。 
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(ア) 開館 20 周年記念事業として、ＮＨＫとの共催による記念事業をはじめ、質の

高い文化・芸術鑑賞の機会を提供します。 【文化ホール】 

(イ) 市民が鑑賞しやすい環境の整備を図ります。 【文化ホール】 

(ウ) 文化ホールを活用した文化・芸術活動を振興するために市民による実行委員会

形式の主催事業を開催します。 【文化ホール】 

ウ 特色ある地域文化の創造・発展及び多様な文化・芸術活動の振興を図るため、諸

条件の整備を進めます。 

(ア) 市民の自主的な文化・芸術活動の振興を図るため、学習機会や発表の場、情報

資料の提供を行います。 【社会教育課・各社会教育施設】 

(イ) 地域の伝統文化の保存及び継承の支援を行い、伝統文化の振興を図ります。 

   【社会教育課・文化財課】 

(ウ) 市民参加による地域文化の創造を図ります。 【公民館・社会教育課】 

(エ) 文化・芸術活動を担う人材・団体の育成と支援を行います。 

   【各社会教育施設・社会教育課】 

(オ)  芸術に関する身近な講座等を開設し、芸術の振興を図ります。 

   【図書館・文化ホール・富弘美術館】 

 

２ 幼児教育の充実 

(1) 心身ともに健康で安全な幼稚園生活を送ることができる幼児の育成を目指します。 

ア 園経営の充実 

(ア) 園長のリーダーシップのもと、適正な園運営と教職員の園経営参画体制を確立

し、特色ある園づくりを推進します。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(イ) 学校評価システム等の効果的な運用により、地域・保護者の声を生かした特色

ある教育活動を推進します。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(ウ) 卒園までの３年間を１５期に細分した指導計画の改善を重ね、望ましい教育課

程の実施と計画的な管理及び評価の充実を図り、幼稚園教育要領の趣旨をふまえ

た教育活動を展開します。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

イ 確かな学力の基礎づくり 

(ア) 幼児の主体性や発達に応じた計画的な環境の構成や援助を工夫し、自ら考えた

り、言葉で伝え合おうとしたりする意欲をもった幼児の育成に努めます。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

ウ 豊かな心の育成 

(ア) 友達と仲よく遊んだり、動植物と触れ合ったりできる環境の構成や教師のかか

わり方を工夫し、一人一人が個性を発揮し、他の幼児と多様なかかわりがもてる

幼児の育成に努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

エ 健康な生活と体力の基礎づくり 

(ア) 家庭との連携を図ったり、自然に体を動かしたくなるような環境の構成を工夫
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したりするなどして、健康な生活のリズムの定着と、伸び伸びと行動しようとす

る意欲をもった幼児の育成に努めます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

オ 公立幼稚園としての機能の充実 

(ア) 子育て相談や情報提供、講演会の開催等により保護者の子育てをサポートした

り、交流の機会を提供したりするなど、子育てを支援します。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(イ) 適切な教育的配慮のもとで、幼児が落ち着いて過ごせる預かり保育を行います。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(ウ) ３年間の発達過程を見通した指導計画に基づく幼稚園教育の充実に努めます。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

 

(2) 幼児が、安心・安全で快適な環境の中で学ぶことができる教育環境の整備と充実を図

ります。 

ア 園の安全管理体制の整備 

(ア) 園において、日常の安全点検を徹底し、速やかに対応するなど、教職員の安全

管理の意識を高め、安心・安全な園づくりに努めます。【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(イ) 不審者対応マニュアル等の危機管理マニュアルの整備やメール一斉配信システ

ムの積極的な活用を図るなど、安全管理体制の充実に努めます。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(ウ) 園に設置した「防犯カメラシステム」や「１１０番非常通報システム」を有効

に活用し、防犯体制を強化し、緊急時に備えます。 【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(エ) 大地震等の緊急災害時に対応できるよう、対応の手順や教職員の具体的な役割

分担、校内や関係機関等への連絡体制等を明記した学校災害対応マニュアルに基

づき、防災・防犯訓練を実施し、幼児の安全確保に備えます。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(オ) 危機回避能力を身に付け、緊急時にも自ら判断できる幼児の育成を目指し、緊

急地震速報（Ｊ-アラート）を有効に活用した訓練を実施します。 

   【笠懸幼稚園・学校教育課】 

(カ) 園において引き続き空間放射線量測定を実施し、定期的なモニタリングを行う

とともに、放射能測定器による給食食材の放射能検査を行います。結果はみどり

市webサイトで公表します。 【教育総務課・学校教育課】 

(キ) 幼児が安心して安全に幼稚園生活を送れるよう、施設の改修と適切な維持管理

を行います。 【教育総務課】 

イ 個に応じた支援の充実（いじめ対策） 

(ア)  笠懸幼稚園に学校カウンセラーを配置し、園児や保護者が抱えている悩み等に

適切に対応するなど、安心して園生活を送れるよう教育相談体制を充実します。 

   【学校教育課】 
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ウ 補助金等による就園支援 

(ア) 公立・私立幼稚園就園児の保護者への、所得状況に応じた保育料などの経済的

負担の軽減を図り、就学前の教育の基礎を培う幼稚園への就園を支援します。 

   【学校教育課】 

 

３ 学校教育の充実 

(1) 確かな学力と豊かな心、たくましく生きるための健康・体力を身に付けた「生きる力」

の育成を目指します。 

ア 学校経営の充実 

(ア) 校長のリーダーシップのもと、全教職員の協働態勢を確立し、教育目標の具現

化・校内運営組織の活性化を目指します。 【学校教育課】 

(イ) 人事評価制度を有効に活用し、教職員の有する多様な資質・能力を最大限に引

き出し、各学校の活性化を図ります。 【学校教育課】 

(ウ) 学校評価システム等の効果的な運用により、地域・保護者の声を生かした特色

ある教育活動を推進します。 【学校教育課】 

(エ) 望ましい教育課程の実施と計画的な管理及び評価の充実を図り、新学習指導要

領の趣旨をふまえた教育活動を展開します。 【学校教育課】 

イ 確かな学力の確実な習得 

(ア) 「みどり市学力向上サイクル」に基づき、みどり市学力調査、全国学力・学習

状況調査結果の分析や、はばたく群馬の指導プランから確かな学力を習得するた

めの具体的な方策を明確にし、授業改善に生かします。 【学校教育課】 

(イ) 児童生徒が学ぶことの意義や価値を実感できるように、既習事項を生かし、見

通しをもって学習に取り組むことができる授業を工夫します。 【学校教育課】 

(ウ) 学校評価や学習状況調査から見えた家庭学習時間等の課題を解決するために、

児童生徒の学習習慣定着のための方策を講じます。 【学校教育課】 

ウ 個に応じたきめ細かな指導の充実 

(ア) 各学校にマイタウンティーチャーを配置し、個に応じた指導体制や学習形態を

工夫し、よりきめ細かな指導に努めます。 【学校教育課】 

(イ) 「ぐんま少人数クラスプロジェクト」による特配教員を有効に活用し、少人数

学級編制のよさを十分に生かした学級経営を工夫し、算数・数学のきめ細かな指

導を充実します。 【学校教育課】 

エ 道徳教育の充実 

(ア) 道徳教育推進教師を中心とした校内の道徳教育推進体制を充実させ、道徳の時

間を要として各教科等の特質に応じた道徳教育を学校全体で推進します。 

   【学校教育課】 

(イ) 児童生徒の心に響く教材や地域の人材・施設を活用したり、道徳の授業を積極

的に公開したりすることなどを通して、道徳の時間の充実に努めます。 
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   【学校教育課】 

(ウ) 富弘美術館と連携し、富弘美術館を活用したり星野富弘さんの作品や生き方を

題材とした授業を実践したりするなど「心の教育」の充実に努めます。【学校教育課】 

(エ) 助産師による出前講座、専門家による思春期講演会を実施するなど、｢命の学習」

を実施し、思いやりの心の育成に努めます。 【学校教育課】 

オ 特別支援教育の充実 

(ア) 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を充実するととも

に、児童生徒に適切な支援をするために、保護者や関係機関との連携強化を図り

ます。また、個別の指導計画及び教育支援計画の作成と活用に努め、充実した特

別支援教育を推進します。 【学校教育課】 

(イ) 小学校に特別支援教育支援員を配置し、通常の学級に在籍する特別な支援を必

要とする児童への積極的な支援を推進します。 【学校教育課】 

(ウ) 小中学校において、通常の学級と特別支援学級の児童生徒との交流及び共同学

習を積極的に行います。 【学校教育課】 

カ 人権教育の推進 

(ア) 温かい学校・学級づくりに努めるとともに、教科や道徳、学活を有機的に活用

した人権教育を推進し、いじめや偏見、差別のない社会実現のための心の育成に

努めます。 【学校教育課】 

キ 情報モラル教育の推進 

(ア) 情報モラルを学ぶ時間を教科等の年間指導計画に位置付け、児童生徒の情報モ

ラルの確実な定着を図ります。 【学校教育課】 

(イ) 携帯電話やインターネットの問題点等に関する研修を行い、教職員の理解を深

め、児童生徒がトラブルに巻き込まれないよう未然防止・早期発見に努めます。 

   【学校教育課】 

(ウ) 保護者や地域の方への情報提供や各種研修会等を実施し、家庭や地域と連携し

た情報モラルの育成に努めます。 【学校教育課】 

ク 体験活動の充実 

(ア) 当該施設の職員や地域人材との連携した体験活動を通して、社会づくりや環境

保全・美化に主体的に参加できる児童生徒の育成に努めます。 【学校教育課】 

(イ) 宿泊体験を奨励し、団体生活や自然体験を通して児童の豊かな人間性を育み、

生きる力の醸成に努めます。 【学校教育課】 

(ウ) 岩宿博物館と連携し、小中学校における総合的な学習の時間・社会科等の学習

において、地域に根ざした体験活動の充実に努めます。 【学校教育課】 

(エ) 環境保全に配慮して主体的に考え行動できる実践力と自然保護の意識を醸成す

るとともに、郷土を愛する心の育成に努めます。 【学校教育課】 

ケ 学校保健・食育の推進 

(ア) 学校医・学校歯科医等の協力により各種健診を行い、児童生徒の疾病の早期発
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見及び健康増進のための保健指導に努めます。また、感染症対策や日常点検など

保健管理を充実します。 【学校教育課】 

(イ) 小学校では、学校歯科医の指導のもとに歯科衛生士が歯みがき指導を行い、中

学校では生活習慣病予防指導を行うなど、子どもたちの主体的な健康づくりに努

めます。 【学校教育課】 

(ウ) 食に関する指導の全体計画を充実し、栄養教諭等と連携した授業を積極的に実

施したり、体験的な学習を工夫したりするなど実感を伴った学習ができるように

します。 【学校教育課】 

(エ) 児童生徒が健康で安全な日常生活が送れるように放射線教育を行い、放射線に

関する正しい知識・理解を学習します。 【学校教育課】 

コ 体育・スポーツ活動の推進 

(ア) 学校では、業前・業間体育を工夫するなど、児童生徒の運動意欲を喚起するよ

うな環境づくりを大切にし、児童生徒の健全な心身の育成、体力の向上に努めま

す。また、新体力テストの結果を分析し、体力向上に生かします。 【学校教育課】 

(イ) 体育・スポーツ活動の振興のため、小学校体育研究会や中学校体育連盟の諸活

動を支援します。また、記録会や各種大会参加のための補助を充実し、運動や文

化活動に取り組む児童生徒の活動を支援します。 【学校教育課】 

サ 国際理解教育の推進 

(ア) 異文化や他民族の理解を深め、互いに尊重し合う態度の育成に努めるとともに、

コミュニケーションへの積極的な態度を育成します。 【学校教育課】 

(イ) 全小学校に外国語指導講師（ＡＬＴ）を配置するとともに、小・中学校間の連

携や積極的な授業公開により外国語活動の時間の充実に努めます。 【学校教育課】 

(ウ) 各中学校の外国語指導講師（ＡＬＴ）と授業や学校生活の中で交流することで、

生きた英語を体験したり、海外でのホームステイの中で外国文化を体験したりす

ることで国際的視野に立った見方や考え方を身に付けた生徒を育成します。 

   【学校教育課】 

シ 学校支援センターの整備・充実による外部人材の活用 

(ア) 各学校において学校支援センターの機能の充実を図り、郷土学習、職場体験、

交流活動、環境整備、地域安全など、地域の教育力を組織的・計画的に活用し、

特色ある教育活動を推進します。 【学校教育課】 

(イ) 優れた技能等を有する学校外の専門家を活用することにより、生きた知識や実

践を幼児児童生徒に伝え、教育の充実を図ります。 【学校教育課】 

ス 教育効果を高める地域活動の充実 

(ア) 小学校では、自分と地域とのつながりについての理解を深めさせるために、地

域の行事への参加やまち探検、職場見学などに積極的に取り組み、地域との連携

を推進します。 【学校教育課】 

(イ) 中学校では、地域の一員としての自覚を高めるために、職場体験活動を充実さ



- 10 - 

せるとともに地域の行事への参加を推進します。 【学校教育課】 

 

(2) 「生きる力」を身に付けた児童生徒を育成するため、教職員の指導力と資質の向上に

努めます。 

ア 教職員の研修・研究の充実 

(ア) 教職経験年数や年齢に応じた研修講座や教育の今日的課題について学習する講

座を開設し、教職員に対する指導や支援を充実します。また、全教職員の教育相

談技術認定（初級）の取得を目指し、教育相談研修講座を充実します。 

   【学校教育課】 

(イ) 市の教育課題を解決するために、研究員が調査研究を進め、研究成果を全教職

員で共有し、市全体の教育に生かします。 【学校教育課】 

(ウ) 市内全学校が連携を図る中で、教科等の部会を開催し、教科に係る課題の研修

を進め、教科課題を解決したり、教職員の指導力向上を図ったりします。 

   【学校教育課】 

イ 市指定教育実践推進校及び研究指定校の成果等の活用 

(ア) 学校課題解決のために、取り組んできた研究指定校等の成果を積極的に公開す

るとともに、各学校においてもその成果を取り入れた実践を行っていきます。 

   【学校教育課】 

市指定教育実践推進校 

二年次 
みどり市立福岡中央小学校 
みどり市立大間々東中学校 

一年次 
みどり市立あずま小学校 
みどり市立東中学校 

関東甲信越中学校道徳教育研究大会 
群馬大会 

みどり市立笠懸南中学校 

 

(3) 児童生徒が、安心・安全で快適な環境の中で学ぶことができる教育環境の整備と充実

を図ります。 

ア 学級経営の充実（いじめ対策） 

(ア) 児童生徒の学校生活の意欲や学級満足度を分析する調査（Ｑ－Ｕ）等を行い、

学級の状況を的確に把握し、一人一人を大切にした学級づくりに努めます。 

   【学校教育課】 

(イ)  子どもたちがいじめ問題を自分たち自身の問題として考え、校内にいじめを許

さない気運を醸成するために、児童会・生徒会などによるいじめ防止活動などを

進めます。 【学校教育課】 

イ 個に応じた児童生徒への指導・支援の充実（いじめ対策） 
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(ア) 定期的ないじめアンケートを行い、いじめや不登校等に関わる問題を早期に把

握し、関係機関と連携協力した的確な対応をします。 【学校教育課】 

(イ) 小中学校に学校カウンセラーを配置し、児童生徒や保護者が抱えている悩み等

に適切に対応するなど、安心して学校生活を送れるよう学校内外の教育相談体制

を充実します。 【学校教育課】 

(ウ) 個に応じた指導・支援を通して、自立心や社会性を育て、登校できない児童生

徒が学級・学校へ復帰できるよう支援します。 【学校教育課】 

ウ 学校間・幼保小中の連携推進 

(ア) 幼稚園・保育園と小中学校の連携・交流を図り、一貫した教育が実施できる体

制づくりに努めます。 【学校教育課】 

(イ) 進級・進学に関わる情報交換の充実を図り、小 1プロブレム、中 1ギャップ等

の課題に適切に対応します。 【学校教育課】 

エ 学校の安全管理体制の整備 

(ア) 各学校において、日常の安全点検を徹底し、速やかに対応するなど、教職員の

安全管理の意識を高め、安心・安全な学校づくりに努めます。 【学校教育課】 

(イ) 不審者対応マニュアル等の危機管理マニュアルの整備やメール一斉配信システ

ムの積極的な活用を図るとともに、スクールガードシステム配備校を増設するな

ど、安全管理体制の充実に努めます。 【学校教育課】 

(ウ) 全ての小中学校に設置した「防犯カメラシステム」や「１１０番非常通報シス

テム」を有効に活用し、防犯体制を強化し、緊急時に備えます。 【学校教育課】 

(エ) 大地震等の緊急災害時に対応できるよう、対応の手順や教職員の具体的な役割

分担、校内や関係機関等への連絡体制等を明記した学校災害対応マニュアルに基

づき、防災・防犯訓練を実施し、児童生徒の安全確保に備えます。 【学校教育課】 

(オ) 危機回避能力を身に付け、緊急時にも自ら判断できる児童生徒の育成を目指し、

緊急地震速報（Ｊ-アラート）を有効に活用した訓練を実施します。【学校教育課】 

(カ) 各学校において引き続き空間放射線量測定を実施し、定期的なモニタリングを

行うとともに、放射能測定器による給食食材の放射能検査を行います。結果はみ

どり市webサイトで公表します。 【教育総務課・学校教育課】 

(キ) 老朽化した大間々学校給食センターは、8 月の運用開始に向けて、建設工事を

進めます。 【教育総務課】 

(ク) 地震災害発生時に児童生徒の安全を確保するため、耐震化計画に基づき計画的

に校舎等の耐震補強工事を行います。（校舎補強工事：福岡中央小学校、特別教

室・武道場棟：大間々中学校） 【教育総務課】 

オ 学校規模適正化の推進 

(ア) 小規模校と大規模校の格差を無くし、より良い教育環境づくりを推進します。 

   【学校計画課】 

(イ) 大規模校である笠懸小学校の分離新設に向けて、学校区を設定し、新設学校建
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設候補地の選定を進めます。 【学校計画課】 

(ウ) 小規模校の統廃合を推進するとともに、廃校となった学校の跡地利活用方針の

決定に努めます。 【学校計画課】 

 

４ 文化財の保護と活用 

(1) 文化財が後世に適正に受け継がれるように、保護・継承を図ります。 

ア 指定・登録文化財の保存整備を行うとともに、新たに文化財としての価値を有す

る文化遺産の調査を行い、資料整備と保護に努めます。 【文化財課】 

イ 国指定史跡西鹿田中島遺跡の保存・活用を推進するため、史跡用地の公有化を図

り、保存整備を進めます。 【文化財課】 

ウ 開発に伴う埋蔵文化財の緊急発掘調査の実施と調査結果を報告書として刊行し公

開を行います。 【文化財課】 

エ 文化財防火デーによる消防訓練を行うことで、文化財保護の啓発を推進します。 

  【文化財課】 

 

 (2) 文化財がよく知られ、活用されるように文化財活用事業の充実に努めます。 

ア 岩宿文化賞については、力を注いできた学生部門賞の充実に加え、３年に一度と

なる本賞と一般部門賞の選考を行い、権威ある賞が市民の誇れる身近な賞となるよ

う実施します。 【文化財課】 

イ 文化財めぐりや遺跡見学会を通して、文化財の周知を図ります。 

  【文化財課・岩宿博物館】 

ウ 埋蔵文化財の発掘調査の成果である出土品のインターネットによる公開を行うこ

とで、市民の歴史理解を深め、文化財についての保護意識の高揚を図ります。 

  【文化財課】 

エ 博物館での事業を通して、郷土の歴史や文化に対する理解を深めるとともに、郷

土意識を育むための学習機会を拡充します。 【岩宿博物館・大間々博物館】 

オ 学校との連携による体験学習や見学を推進します。 【岩宿博物館・大間々博物館】 

カ 東国文化周知事業に取り組み、みどり市の歴史、文化の情報発信に努めます。 

  【岩宿博物館】 

キ 旧花輪小学校記念館、陶器と良寛書の館の利活用を図ります。 【文化財課】 

 

(3) 博物館や展示施設の適切な維持管理に努めます。 

ア 博物館や展示施設では、来館者が快適に観覧できるよう、適切な維持管理を行い

ます。 【文化財課・教育総務課】 

イ 老朽化した施設では、施設の機能を維持するための改修を行います。 

  【教育総務課】 
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５ 市民スポーツの充実 

(1) スポーツ活動に参加する機会が増え、より多くの市民がスポーツを楽しめるように、

スポーツ機会の充実を図ります。 

ア 市民が、いつでも自由にスポーツを楽しむことができるよう、年齢や体力、経験

や技術のレベルなど、一人ひとりのニーズにあったプログラムを提供し、健康で明

るい豊かな生活の実現に努めます。 【社会教育課】 

イ 誰もが「いつでも、どこでも、いつまでも」楽しめる生涯スポーツ社会の実現を

めざし、新スポーツの紹介、普及、体験コーナーなどスポーツに親しむ機会として

スポーツフェスティバルを開催します。 【社会教育課】 

ウ 大間々町地域に常設のグラウンドゴルフ場を設置するための取り組みを推進しま

す。 【社会教育課】 

エ 身近なスポーツの拠点として、学校体育施設の一般開放を継続的に進め、市民の

スポーツ環境を整えます。 【社会教育課】 

オ 市民の日常的なスポーツ活動を支援するため、スポーツ団体を育成・支援すると

ともに、指導者の養成に努めます。 【社会教育課】 

カ スポーツ団体の育成を図るとともに、体育協会やスポーツ少年団の自主的・自立

的な活動を支援し、市民が誰でもスポーツ団体に加入できるような環境醸成に努め

ます。 【社会教育課】 

キ スポーツ・レクリエーション活動の振興を図るとともに、指導者の養成や指導体

制の充実を推進します。 【社会教育課】 

ク 市民のスポ―ツ活動を支援するとともに、競技力の向上を図るため、体育団体や

個人へ全国大会等の出場に対する助成を行います。 【社会教育課】 

 

(2) より多くの市民が安全で快適にスポーツ施設を利用できるよう、施設の整備と充実を

図ります。 

ア 桐生大学グリーンアリーナ（市民体育館）を屋内スポーツ施設の拠点と位置づけ、

スポーツを通じて市民の交流、生涯スポーツの振興及び健康増進に努めます。 

(ア) 生涯スポーツや各種競技大会の会場として、また、日常的な市民のスポーツ活

動の場として、大会関係者や市民に親しまれ、利用されるよう施設運営を行いま

す。 【市民体育館】 

(イ) 導入から５年を経過するトレーニング機器の更新を行い、利用者のニーズに応

えるとともに、安全で適切な利用方法の指導と機器類の維持・管理に努めます。 

   【市民体育館】 

(ウ) トレーニング機器の更新に合わせ、個人の運動能力に応じて選択できるスタジ

オ事業の充実を図ります。 【市民体育館】 

(エ) トレーニング室に専門的な知識と技術を有するスタッフを配置し、生涯スポー

ツ活動や健康増進を支援します。 【市民体育館】 



 

 

 

み ど り 市 教 育 委 員 会 
〒376-0101 

http://www.city.midori.gunma.jp/ 


