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１ 教育行政施策評価の概要
朝霞市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎
年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する
報告書を市議会に提出するとともに、広く公表しています。
令和元年度に実施した教育行政の施策についても、効果的な教育行政の推進に資
するとともに市民への説明責任を果たすため、教育行政施策評価会議において点検・
評価を実施し、この報告書を取りまとめました。
朝霞市教育委員会は、今後も自己の評価の結果と学識経験を有する方の御意見を
踏まえ、改善すべき点は改善し、各施策をより効率的かつ効果的に進めてまいりま
す。
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）［抜粋］
（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。

２ 教育行政施策評価の基本方針
朝霞市教育委員会では、朝霞市教育行政施策評価実施要綱を定め、平成２０年度
から、教育行政施策の評価を実施しています。
○ 目 的

・教育委員会内の各所管部署が行う教育行政活動について、その実施
内容及び成果等を検証することにより、より確実かつ有効な教育行政
の運営を行います。
・点検及び評価の結果を明らかにし、市民に信頼される公正で開かれた
教育行政運営を推進します。
○ 点検・評価の対象及び方法
第５次朝霞市総合計画前期基本計画（平成２８年度～令和２年度）
に位置付けた、「第３章 教育・文化」のうちの４つの大柱、１２の中柱に
おける令和元年度の教育行政諸施策について、点検・評価を実施しま
した。
また、この点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経
験を有する方から御意見をいただくこととしています。
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施策体系一覧

第５次朝霞市総合計画
第３章 教育・文化
(1) 学校教育

①豊かな心を育む教育の推進
②いじめ・不登校対策の推進
③人権を尊重した教育の推進
④生徒指導・教育相談の充実
⑤体力の向上と学校体育活動の推進
⑥健康の保持・増進
⑦小学校と幼稚園・保育園の連携の促進

朝霞の次代を担う人材の育成

①確かな学力の育成
②進路指導・キャリア教育の推進

確かな学力と自立する力の育成

③伝統と文化を尊重し国際性を育む教育の推進

④学校ＩＣＴを活用した情報教育の推進
⑤環境教育の推進
⑥ボランティア・福祉教育の推進
⑦特別支援教育の推進
①教職員の資質・能力の向上
②子どもたちの安全・安心の確保
③快適な教育環境の整備充実

質の高い教育を支える教育環境の
整備充実

(2) 生涯学習

学校・家庭・地域が連携した
教育の推進

①学校・家庭・地域が一体となった教育力の向上

生涯学習活動の推進

①生涯学習推進体制の充実
②学習情報の提供と学習機会の充実
③団体、学習グループの支援とリーダーの育成・活用

スポーツ・レク

(3) リエーション

学習しやすい環境整備の充実
（公民館）

①サービスの充実
②施設管理の充実

学習しやすい環境整備の充実
（図書館）

①サービスの充実
②施設管理の充実

学習しやすい環境整備の充実
（博物館）

①サービスの充実
②施設管理の充実

スポーツ・レクリエーション活動の
推進

①地域全体での推進体制の充実
②活動情報の提供の充実
③スポーツ事業の充実
④団体、指導者の育成・支援と交流の促進
①施設の整備
②効率的な施設運営

スポーツ施設の整備充実

(4) 地域文化

①文化財の保護・活用
②郷土芸能の保護・支援
③博物館資料活用

歴史や伝統の保護・活用

①芸術文化の活動の充実支援
②発表と鑑賞の機会の充実支援

芸術文化の振興
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施策内容及び評価

（１）学校教育
施策名

朝霞の次代を担う人材の育成

教育指導課

主管課名

●施策の概要
めざす目的成果

児童生徒一人一人の豊かな心と人間性が育成され、たくましく生きていくための健康や体力が
身に付いている。
・スクールカウンセラー5 人を市内全中学校へ配置、さわやか相談員 5 人、サポート相談員 11

施 策 の

人、スチューデントサポーター１人を配置。

実施内容

・食育啓発リーフレット「あさかをたべる」、11,500 枚の作成及び配付。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
指標名/説明
指標名

「教育に関する 3 つの達成目標」規律ある態度の達成状況

説 明

朝霞市「教育に関する３つの達成目標」の効果の検証における、
「規律ある態度」のアンケート結果における平均正答率

1

（目標）
（実績）
小・中学校とも全項目に
おいて 85％を上回る
89.0％

●施策の分析
教育に関する３つの達成目標のうち「児童・生徒の規律ある態度」について、整理整頓、学習準備、
話を聞き発表する等、年度によって異なる内容で若干の課題は見受けられるが、全体として児童・生
徒の規律ある態度は、着実に育っている。また、児童・生徒の相談活動については、各学校や子ども

達成度

相談室にスクールカウンセラー、さわやか相談員やサポート相談員を配置し、適切に行うことができ
ている。いじめについては、いじめの月例調査やいじめ防止月間を設け、アンケートを実施する等を
行い成果を上げている。朝食の重要性については、アンケートやリーフレットを通して、広く学校や家
庭に啓発した結果、毎日食べる児童・生徒は毎年 93%を超えている。
ICT 技術が急速に変化していく中で、児童生徒を取り巻く生活環境も大きく変化し、従来からの課題

必要性

である不登校、問題行動等に加え、ネット上でのいじめの問題が社会問題となっている。また、家庭
環境も多様化し、食事の摂り方も家庭により多様化してきている。児童生徒の豊かな心を育成した
り、家庭と連携した食育を推進したりすることは、今後ますます重要になってくると思われる。

●評 価
教育相談体制については、全中学校へスクールカウンセラー、さわやか相談員やサポート相談員を配置している。
また、希望する学校には子ども相談室相談員を派遣して、多様化する教育相談活動を適切に行っている。いじめ・不
登校においては、いじめの月例調査やいじめ防止月間を設けアンケートを実施する等、一つ一つの事象に対して確
実に対応できている。また、食に関する指導においては、家庭との連携を推進することで、その充実にも努めることが
できた。
ICT技術が急速に進むとともに家庭環境が多様化複雑化していく中で、児童生徒の豊かな心の育成に向け、今
後、さらに家庭との連携を図っていきたい。
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施策名

確かな学力と自立する力の育成

主管課名

教育指導課

●施策の概要
ティーム・ティーチングや少人数指導などによる個に応じた指導の充実、情報教育の推進、教

めざす目的成果

職員研修の推進等をとおして、児童並びに生徒の学力や規律ある態度の育成が図られてい
る。
・小学校低学年補助教員を全小学校へ合計 27 名配置。
・あさか・スクールサポーターを全小・中学校へ合計 17 名配置。
・市内各小・中学校のコンピュータの活用の推進及び保守・点検。
・朝霞市教育委員会研究開発学校の指定と研究発表会の開催。

施 策 の

・小学校英語指導助手を市内 10 校に対し６人配置。全小学校の 3・4 年生の各学級に年間 15

実施内容

回、5・6 年生の各学級に年間 50 回外国語活動のティーム・ティーチングを実施。
・中学校英語指導助手を市内全中学校に各 1 名配置。英語担当教員とティーム・ティーチング
を実施。
・通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒支援員を市内関係各小・中学校へ 3,800
回以上派遣。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明

1

指標名

学習状況調査の達成状況

説 明

小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象に実施される、全国学力・学習
状況調査における各Ａ問題における平均正答率

全国平均を上回る
朝霞市 69
全国 66

●施策の分析

達成度

全国学力・学習状況調査における小学校 6 年生及び中学校 3 年生の国語・算数（数学）のＡ問題に
ついては、年度によって異なるが、おおむね朝霞市は全国を上回っている。問題と解答をしっかりと分
析し、対策を立て計画的に学力向上に向け取り組んでいる。小学校低学年補助教員やあさか・スクー
ルサポーター、英語指導助手などの人的配置は計画通り実行できており、児童生徒一人一人へのき
め細かな学習支援・生徒指導が進められているが、外国籍及び日本語を母語としない帰国児童・生
徒が依然高止まり傾向にあり、日本語指導支援員の必要性は依然として高い。教職員研修に関して
は、研究開発学校の指定、校内研修の推進等を行い、教職員の資質向上が図られている。

必要性

小学校 1・2 年生における学習支援や生徒指導及び小学校３年生から中学校３年生までの学力向
上に係る、個に応じた指導の充実を図るためには、小学校低学年補助教員やあさか・スクールサポー
ターなどの人的配置が不可欠であり、学校規模に応じた配置を考えると、増員の検討も必要である。
一方、情報教育に係る学習環境において、インターネット環境の整備など、時代の変化に合わせた対
応が必要である。

●評 価
小学校低学年補助教員やあさか・スクールサポーター、通常学級における障害のある児童生徒支援員等の配置
を計画的に実施できた。児童生徒の実態も多様化してきており、今後も児童生徒へのきめ細かな学習支援・生徒指
導に向け、実質的効果を見届けた上で、その充実を図りたい。
特に、小学校外国語の実施に向け、小学校専任外国人講師の更なる活用にも計画的に取り組む必要がある。教
育の充実には、教職員の資質の向上は不可欠であり、教職員の研修を引き続き充実し、研究開発学校の指定によ
る研究発表会等の取組を推進していく必要がある。
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施策名

質の高い教育を支える教育環境の整備充実

主管課名

教育総務課

●施策の概要
めざす目的成果

施 策 の
実施内容

児童・生徒が通学する学校に誇りを持ち、安全で安心して学びやすい環境で学校生活を送って
いる。
・朝霞市教育委員会研究開発学校の指定と研究発表会の開催（三小、四小、一中）。
・教科等支援員を配置するとともに教育講演会及び教師塾の開催
・ロッカー改修工事（三小・三中）、キュービクル改修工事（四中）、体育館床改修工事（五中）そ
の他の施設改修工事の実施。
・屋内運動場空調設備設置事業の設計（三小･六小･九小）及び工事（四小･五小･八小）の実
施。
・特認校（五中）の生徒募集（申請及び許可人数 31 人）。
・中学校自由選択制の実施（申請及び許可人数（特認校含む）142 人）。
・第八小学校の自校給食施設及び普通教室整備工事の実施。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明
1

指標名

「教科等指導員」任命数

12 人

説 明

経験もあり、小・中学校の教科・領域において指導のリーダーとなる
知識や技能を持つ指導員

15 人

●施策の分析

達成度

必要性

成果指標の「教科等指導員」任命数は、目標を達成できた。教職員研修については研究開発学校
の指定・校内研修の推進等を行い、教職員の資質向上が図られている。学校の修繕等は校舎、体育
施設、屋外環境の工事等を実施し、快適で安心・安全な教育環境の整備に努めた。なお、平成 30 年
度から５か年で小・中学校の屋内運動場にエアコンを整備する事業を計画し、順次実施している。ま
た、老朽化していく学校施設を長期的にコストを抑制しながら、持続的な教育環境を確保するために
学校施設長寿命化基本方針を策定した。中学校自由選択制は、142 人の申請及び許可を行い、通学
区域の弾力化が図られている。そのうち第五中学校の特認校利用者は 31 人の申請があり、第五中
学校の活性化は十分達成している。第八小学校については、令和元年度から自校給食施設及び普
通教室設置工事を開始した。
教職員の資質向上のためには教職員研修が不可欠であり、引き続き必要である。学校施設の躯体
耐震化、校舎のエアコン設置、トイレの洋式化、屋内運動場等の非構造部材安全対策工事は完了し
ている。平成 30 年度からは災害時に避難所となる屋内運動場の防災機能の強化及び教育環境の向
上のため、エアコンを設置する設計・工事を順次実施している。また、令和元年度に策定した学校施
設長寿命化基本方針を令和２年度までに策定を進めている市全体の施設等改修計画の（仮称）あさ
か FM アクションプランと調整する必要がある。特認校制度は第五中学校の活性化のために継続する
必要があり、自由選択制度は就学指定校の変更を弾力的に運用する意味合いから引き続き必要で
ある。第八小学校は児童数の増加が見込まれるため、自校給食室及び普通教室の設置工事に着手
している。

●評 価
教職員の資質向上については、教科等指導員の任命数を増やすとともに教師塾の開催、研究開発校の指定など
の取組を実施したことにより成果が得られたものと考える。
教育環境の整備については、学校体育館へのエアコン設置や継続的な施設改修等を行っているが、今後は、（仮
称）あさかFMアクションプランとの調整を図りながら、学校施設長寿命化基本方針に基づいた学校施設の計画的な
維持管理を進めていく。
中学校自由選択制及び特認校制度については、新入学生の１割程度の申込みがあり、制度の定着がうかがえ、
継続的に通学区域の弾力的な運用を図った。
第八小学校は令和２年度中の完成を目指し、自校給食室及び普通教室の設置工事を実施している。
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施策名

学校・家庭・地域が連携した教育の推進

主管課名

教育指導課

●施策の概要
めざす目的成果

施 策 の
実施内容

学校において地域の人材が教育活動に関わることで、地域に根ざした特色ある学校づくりが推
進されている。また、地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等を推進することにより、地
域で子供を育てる意識が醸成され、地域の教育力が活性化している。
・各小・中学校において、地域の様々な分野の専門的な知識や技能を有する市民を、支援員と
して授業や部活動、教育環境整備等に活用した。
・学校運営協議会を朝霞第四小学校と朝霞第一中学校で立ち上げ、各校５名委員を委嘱し
た。
・小中学校１３校で学校評議員を校長の推薦に基づき、各学校５名委嘱した。
・関係各団体代表者及び中学校区事務局長等で推進委員会を開催するとともに、各中学校区
を単位とした実行委員会を組織し、地域の実態に応じたふれあい活動を企画、実施した。（全
中学校区で実施）
・家庭教育学級合同講演会を実施した。また、家庭教育学級報告集を作成し、学級生等に配
布することで、取組内容を周知した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）

指標名/説明

（実績）

指標名

学校応援団の活動人数

3,000 人

説 明

市内各小・中学校で１年間に活動した学校応援団の総人数

3,421 人

1

●施策の分析

達成度

必要性

各学校において地域の様々な分野の専門的な知識や技能を有する市民を支援員として授業等に
活用し、特色ある学校づくりをそれぞれの学校の実態を踏まえて進められている。コミュニティ・スクー
ルの立ち上げに伴い、地域や関係機関との連携の在り方について学校の教育活動を見直すこともで
きた。また、ふれあい推進事業も、各中学校区実行委員会の計画に従って順調に進められており、取
組内容も充実してきている。家庭教育学級を運営する団体を支援し、協働で家庭教育学級合同講演
会を開催並びに年間の活動報告集を作成し、学級生に配布している。各学級からの報告の一部とし
て、子育てを通し、親がすべき様々な学習ができた等、意見をいただいている。また、PTA 連合会、は
ぐくみの活動に対し支援を行い、各団体の活性化を図ることができた。
各学校における特色ある学校づくりが、それぞれの学校の実態を踏まえて進められているが、今後
より一層ニーズが増えていくと考えられ、学校･家庭・地域がより一体となった活動を推進していく。
また、家庭教育学級では、子どもたちの人格形成の基礎を作り、社会のルールを教えるなど全ての
教育の原点と考える中で、近年、核家族化や地域コミュニティの脆弱化等により、家庭の教育力の低
下が大きな課題となっている。学校・家庭・地域が連携し、地域の仲間とともに親自身が子育てや親と
しての学習活動のできる家庭教育学級を推進していくことで、親が孤立したり、子育てに悩むことなく、
家庭教育の力をつけていく必要性がある。

●評 価
特色ある学校づくりにおいては、児童・生徒や地域等、各学校の実態を踏まえた上で、専門的な知識や技能を持
つ市民を積極的に支援員として活用し、学校・家庭・地域が一体となった活動ができている。学校評議員等外部から
の意見を学校経営・学校運営に反映させながら、体験活動や奉仕活動、防犯活動等を推進することで、地域で子供
を育てようとする意識が醸成されつつある。今後、さらに、コミュニティ・スクールを推進し、学校・家庭・地域の連携を
一層充実させるとともに、社会に開かれた教育課程を実現していきたい。
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（２）生涯学習
施策名

生涯学習活動の推進

主管課名

生涯学習・スポーツ課

●施策の概要
市民の学習ニーズに応えた学習や学習情報の提供及び活動の充実が図られ、いつでも、どこ

めざす目的成果

でも、誰でもが学べる生涯学習環境が整っている。また、市民による自主的な活動が活発に行
われるとともに、学習の中心となる人材の育成と活用が図られている。
・社会教育委員会議を 3 回、生涯学習推進会議を 1 回開催した。会議では、第 3 次生涯学習計
画の進捗管理を行うとともに、目下懸案事項となっている成人年齢引き下げに伴う成人式の
実施について協議した。
・生涯学習ガイドブック「コンパス」を発行し、生涯学習情報の周知を図った。また、市民等の自

施 策 の
実施内容

主的な学習活動に対し、補助金を交付し、活動への支援を行った。
・市民企画講座、生涯学習体験教室、家庭教育学級などの各種事業を実施し、生涯学習の啓
発に努めた。
・子ども大学あさか、放課後子ども教室、親子陶芸教室等、学校や民間など地域と協働しなが
ら開催し、次代を担う子どもたちの健全な育成に努めた。今年度新規事業としてオリパラ室と
の協働事業で「おもてなし英会話教室」を開催した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）

指標名/説明

（実績）

指標名

生涯学習事業における満足度

93.5％

説 明

生涯学習に係る各種自主事業における満足度

91.8％

1

●施策の分析

達成度

社会教育委員会議において、成人年齢の引き下げに伴う今後の成人式のあり方について協議
し、各委員から積極的に意見を聴取した。第 3 次朝霞市生涯学習計画に基づいた総合的な本市の
生涯学習体制の進捗管理を行い、計画的な事業展開を実施した。
市民企画講座、生涯学習体験教室等の事業は、市民との協働により、学習意欲に応じた事業展
開を行うことができ、事業ごとの満足度は概ね目標を達成することができた。

必要性

市民の求める学習プログラムは年々高度化する傾向にあり、こうした要求に応えるため、市として
も民間とのタイアップや地域の有識者、学校などの教育機関が一体となり、更なる学習プログラムを
設定していく必要性が求められている。
また、市民や学習団体の主体的な学習活動を尊重、支援するとともに、活動の場を提供し、協働
した事業展開が行っていけるよう調整していく必要性も求められている。

●評 価
市民企画講座の補助や子ども大学あさか、放課後子ども教室など、多くの事業を市民・地域との協働により実施し
ている。これらの事業を通して、学びのきっかけづくりや、人や地域とのつながりの場の提供に努めている。
また、生涯学習に係る情報について、生涯学習ガイドブック「コンパス」の発行に加え、各種の情報提供の方法等
について研究するなど、高度化する市民の学習ニーズに応えるとともに、第３次生涯学習計画において目標としてい
る知の循環型社会の実現に向けて、引き続き事業に取り組んでいく。
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施策名

学習しやすい環境整備の充実（公民館）

主管課名

中央公民館

●施策の概要
「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」が学べる施設運営が図られ、市民ニーズに応じた学習、文化

めざす目的成果 活動が充実することにより、市民は教養や健康の維持向上を図る機会を享受し、豊かな社会生
活を営んでいる。
・全館の利用者数は年間で約 296,000 人となり、多くの社会教育関係団体が利用し様々な学習
活動が行われた。
・公民館まつりでは、全館で延べ約 17,700 人の来館者があり、日頃の活動の成果を発表すること

施 策 の

や、団体間、地域の方々との交流の場として充実したものとなった。

実施内容

・市民のニーズを意識しながら全館で 34 の事業を実施し、市民の学びの環境づくりと生涯学習
活動へのきっかけづくりに取組んだ。
・各館の設備・機器の緊急修繕を実施したほか、安全・安心な施設を目指し施設維持管理マニュ
アルに基づく自主点検を全館で行った。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）

指標名/説明
指標名
1
説 明

（実績）
68.9％

公民館 6 館の年間利用率（貸館）
利用回数÷(開館日数×部屋数×３（時間区分））
※6 館の利用率の平均

67.0％

指標名

利用人数

312,500 人

説 明

公民館 6 館の年間延べ利用人数

285,799 人

2

●施策の分析
達成度

年間利用率及び利用人数とも前年より微減となっているが、６館で年間３４事業を実施し、広く学習
機会の提供を行った。
公民館は、地域の生涯学習の拠点として、子どもから高齢者までが学ぶことができる環境や地域コ

必要性

ミュニティの活性化などが求められている。今後も社会的背景の変化に伴い学習形態の変化などが
考えられるが、さらなる生涯学習活動の推進が必要となる。

●評 価
令和元年度も、公民館６館で様々な事業を実施し、生涯学習計画に定める「新たな学びのきっかけ」、「多様な学
びのメニュー」の提供を行い、利用者とともに実施する「公民館まつり」を通じて市民の学びの主体性を支え、市民と
ともに学びを協働で推進することができた。
少子高齢化や働き方改革などの社会経済情勢の変化の影響もあり、公民館利用率・利用人数とも微減傾向が続
いているが、公民館には地域の学習拠点として市民の学習環境の整備や教育機能の充実などが求められている。
そのため継続して学習機会の提供や貸館を通じた団体の活動を支援する必要がある。
今後についても、地域の学びの拠点として、公民館機能を活かしながら生涯学習活動の推進に努めていきたい。
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施策名

学習しやすい環境整備の充実（図書館）

主管課名

図書館

●施策の概要
全ての市民が利用しやすく、自らが学ぶための施設及び情報提供するための施設として、図書

めざす目的成果

館サービスが提供されている。また、良好な施設管理が行われていることから、誰でも快適に
利用できている。
・管理委託業務、契約業務を実施した。要修繕箇所については、契約事務及び施工監理により
修繕を実施した。また、施設・設備点検の結果、要修繕箇所については随時修繕を実施した。
その他、館運営に伴う土地、機器等の賃貸借契約を行なった。なお、補正予算により、設備修

施 策 の
実施内容

繕、備品購入を実施した。
・図書館サービス計画に基づき、図書館資料の選定から保存・廃棄までの管理、図書館資料の
貸出の利用促進、障害者に対するサービスを実施するとともに、図書館まつりや各事業を実
施した。図書館協議会を開催した。
・図書館システムの管理、統計等の作成等を行なった。 第２次朝霞市子ども読書活動推進計
画にもとづき、朝霞市子ども読書活動推進連絡会を定期開催した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明
指標名

図書館等利用者数

284,000 人

説 明

図書館本館、北朝霞分館、公民館図書室の年間延べ利用人数

262,018 人

指標名

利用者満足度

説 明

図書館本館、北朝霞分館への来館者に実施した満足度アンケート
結果

1

2

90％以上
93.2％

●施策の分析

達成度

図書館等利用者数について目標を達成することができなかった。一方、利用者満足度について
は、毎年度 80％台の満足度で推移しているが本年度は目標値を達成することができた。資料提供
において、利用者に適切な資料が提供できるよう、資料を選書するとともに、他市町村の相互貸借
を利用して、適切に利用者に資料提供できていることなどが評価されたものと考えている。館運営に
おいては、日常的に利用者の意見・要望を館運営に反映させること等により、図書館サービスの向
上や快適な図書館環境を提供できたものと考えている。

必要性

利用者数、貸出点数の微減傾向が継続している。社会状況の変化が著しいなか、利用者ニーズ
や様々な情報媒体の利用状況等を正しく把握し、第２次朝霞市図書館サービス基本計画に基づい
た取組を適切に実施し、利用者サービスを提供していく必要がある。
また、第２次朝霞市子ども読書活動推進計画に基づいた取組みをとおし、子どもの読書活動が推
進できるよう図っていく必要がある。

●評 価
電子図書の出版部数の増加や、スマートフォン、インターネット利用の普及により、情報検索、情報入手が容易化
された社会になりつつある。こうしたなか、紙媒体の出版物減少や読書離れなどの状況が、現在の図書館利用にも
影響を及ぼし、利用者数、貸出冊数の減少という利用状況に繋がっていると考えられる。利用者から高い満足度評
価を受けている現在の図書館サービスについては、今後も継続していきながら、今後の図書館サービスのあり方に
ついて調査・研究を進めていく。
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施策名

学習しやすい環境整備の充実（博物館）

主管課名

文化財課

●施策の概要
めざす目的成果

施 策 の
実施内容

博物館は生涯学習活動拠点の教育施設として、郷土の歴史に触れあうとともに学習活動に活
用されている。また、環境整備に努め、利用者が安全・安心に利用できている。
・博物館運営事業 常設展示に加え、第３４回企画展 「朝霞から見る古墳の出現 ～方形周溝
墓から古墳へ～」、テーマ展「1964 東京五輪写真展－2020 を迎える前に－」「丸沼芸術の森コ
レクション 麗しき花々・麗しき人々 －創設 35 周年を記念して－」「朝霞市県展作品展」「みん
なあーちすと～かお・かお・かお～」ギャラリー展「雑誌『ゴルフ』と朝霞ゴルフ場」などを開催。
体験講座は、夏休み体験教室４回、博物館体験教室３回、講座講演会については、古文書講
座６回、歴史講座３回を開催。博学連携事業は、小学校 1 年生国語科でたぬきの糸車と連動
した糸車体験、３年生社会科で地域学習と連動した昔の道具体験、展示調べ学習、６年生社
会科で歴史学習と連動した火おこし体験などを実施した。
・博物館管理事業 館内各所の保守点検及び修繕を実施した。また、展示室において非構造
部材安全対策工事としてつり天井撤去工事を実施した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明
指標名

博物館入館者数

53,200 人

説 明

博物館に見学に訪れた人や講座などに参加した人の数

31,770 人

1

●施策の分析

達成度

年度当初４月から７月末までほぼ４か月、展示室のつり天井撤去工事のために閉館したが、それ
を考慮しても数値目標としての入館者数には達していない。一方、それぞれの事業については、概
ね好評で、事業参加者数も常に申し込み定員を上回っているため、今後も現在の事業水準を維持し
ていくことが大切と考える。

必要性

住民の人口移動が大きい朝霞市において、新しく朝霞市へと転入された方にとって、地域の歴
史、文化を知りたいという方は多く、博物館が地域社会に果たす役割は増加してきている。また、高
齢者を中心に市民の古文書学習などのニーズが高まっており、今年度の企画展示のような専門的
な学習内容に誘うことも今後重要となっている。
このほか、市で行っているシティプロモーションの中で、「むさしのフロントあさか」と武蔵野の特徴
を強く打ち出す施策を行っており、博物館における地域の調査・研究成果である展示や講座など
は、こうした動きを下支えしていくものになっていくものと考えられ、今後、シビックプライドの視点と合
わせ博物館運営を進めていく。

●評 価
事業数的には毎年度に劣らない数の提供をすることができた。入館者数については、展示室の天井撤去工事の
ため、ほぼ４か月間にわたる閉館があったため、大幅に減少した。
入館者数を指標とすることについては、昨年もアドバイザーから疑問があるとの指摘を受けてきた。
博物館業界においても、常に多くの入館者が保っている博物館は、利用者にとって新しい知識、情報を与えること
ができているのか、単なる娯楽となっているだけではないのか、などの議論もあるところである。成果指標について
は、展示事業を行うことも、学芸員の研究成果によるところもあり、活動指標を成果指標ととらえる方向性を取り入れ
ていきたい。
なお、生涯学習施設における指定管理制度導入に関する指摘があったが、博物館は長期間にわたる調査研究が
必要なことと、市民から市へ寄贈された資料が多数収蔵されていることから、民間への管理委託はなじまないものと
考えている。
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（３）スポーツ・レクリエーション
施策名

スポーツ・レクリエーション活動の推進

主管課名

生涯学習・スポーツ課

●施策の概要
めざす目的成果

施 策 の
実施内容

誰でも いつでも どこでも楽しめる生涯スポーツ社会の実現が図られ、市民が日々スポーツ・
レクリエーションに親しんでいる。また、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、スポーツ・
レクリエーション事業を充実することにより、オリンピックに向けた機運が高まっている。
・朝霞市スポーツ推進審議会、朝霞市スポーツ推進委員会議を開催し、東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピックを踏まえて、本市のスポーツ行政施策の方向性を共有しつつ、市民のスポ
ーツ・レクリエーションの推進方策について検討した。
・市民総合体育大会実行委員会及び体育協会に補助金を支出し、運営の支援を行うとともに、
体育協会と協働し、市民総合体育大会（市民体育祭、種目別大会）を開催した。
・市民体育振興奨励補助金及び青少年スポーツ振興補助金を支出し、市民のスポーツ・レクリ
エーションの振興に努めた。
・各種スポーツ事業を開催し、市民の体力・健康の増進に努めたほか、都市間交流事業として
越生町との交流事業を実施した。（当日は新型コロナ対策として、当日の実施は中止）
・オリンピック・パラリンピック室と連携し、オリンピック・パラリンピック 1 年前イベントの実施な
ど、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成に努めた。新規事業として、
市民スポーツ教室「ボッチャ体験教室」を親子での参加を軸に実施した。（新型コロナウイルス
対策として、教室自体は中止）

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明
指標名

週１回以上スポーツを行っている人の割合

―

説 明

週１回以上スポーツを行っている人の割合

48.4％

1

●施策の分析

達成度

今年度実施したスポーツに関するアンケートでは、前回調査結果（平成 28 年度）48.1%から 0.3 ポイ
ント上昇したが、依然として目標値を下回っている。
当市が実施する大きなスポーツイベントである市民体育祭は台風 19 号の影響により、ロードレー
ス大会は不審な郵便物により、おごせハイキングは新型コロナウイルス感染拡大防止のためそれぞ
れ中止となってしまった。
一方、各種スポーツ教室において、子どもから大人まで多くの方にスポーツに親しんでいただくこ
とができた。特に、オリパラ関連事業については、1 年前イベントをオリンピック・パラリンピック室と連
携して開催し、多くの市民の参加を得て、機運醸成に大きく貢献した。

必要性

近年、特に子どもの運動能力の低下が指摘されている。スポーツ行政を推進していくうえで、各種
スポーツ教室やスポーツイベントを開催することにより、体力面・健康面が増進するなどの効果が期
待されている。また、就労する一般の方に対しては、働き方改革により労働時間が短縮され、よりス
ポーツに親しむことのできる環境となっている。さらに、長寿命化により元気な高齢者も増加している
こともスポーツ需要を押し上げ、スポーツに対する期待が高まっている。

●評 価
体育協会やスポーツ推進委員等と協力しながら、各事業を実施しているところだが、指標としている週１回以上ス
ポーツを行っている人の割合は目標を下回っている。今後、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の機運
醸成に係る事業の実施など、市民がスポーツを知り、実施する機会の提供に努めたい。
一方で、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、従来のように１か所に集客して開催する方法を見直す必
要があることも考えられることから、実施方法について工夫や研究を重ねながら事業を実施していく。
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施策名

スポーツ施設の整備充実

主管課名

生涯学習・スポーツ課

●施策の概要
スポーツ施設の修繕や大規模改修を計画的に実施することにより、ユニバーサルデザイン等

めざす目的成果

を考慮した、安心して利用できる施設・設備が整っている。また、利用者の声を反映した施設の
良好な管理･運営がされている。
・社会体育施設（総合体育館、武道館、滝の根テニスコート）及び公園体育施設の指定管理を

施 策 の
実施内容

実施した。
・総合体育館大規模改修については、１期工事を完了し、２期工事に着手した。
・溝沼子どもプールの維持管理を実施した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）

指標名/説明

（実績）

指標名

体育施設（14 施設）の利用率

64.0％

説 明

体育施設（14 施設）の年間利用率

60.6％

1

●施策の分析
総合体育館大規模改修事業は、１期工事を終え、７月から２期工事着手までの間オープンした。
設置した空調設備は概ね順調に稼働し、利用者からは猛暑の中、非常に快適に運動ができたと好

達成度

評であった。
各施設とも、朝霞市文化・スポーツ振興公社との緊密な連絡調整と、施設の維持管理に努めたこ
とにより、大きな事故もなく、快適なスポーツ・レクリエーション環境を維持することができた。
スポーツ推進計画の目標である「20 歳以上の市民の週 1 回以上のスポーツ実施率を 55%以上と
する」を達成することにより、スポーツ施設の利用度は必然的に上がることから、スポーツ施設の維

必要性

持管理の必要性は上がる。
今年の夏には体育館改修工事は完了するが、今後も、計画的に施設の改修・修繕を計画的に実
施する必要がある。

●評 価
総合体育館の大規模改修工事については、令和元年度、第１期工事の終了に引き続き第２期工事を実施してお
り、順調に進行している。再オープンに向けて、今後も事業者等とのスムーズな連絡調整に努めていく。
また、施設の老朽化や、近年増加傾向にある自然災害などについて対応を図るとともに、指定管理者である朝霞
市文化・スポーツ振興公社との緊密な協働関係を維持・向上し、安心して利用できる安全な施設の整備に努め、市民
のスポーツの環境向上に努めていく。
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（４）地域文化
施策名

歴史や伝統の保護・活用

主管課名

文化財課

●施策の概要
めざす目的成果

市民が地域の歴史や文化財について身近に接する機会が増え、郷土に対する愛着や文化財
保護の理解と認識が深まっている。
・各種媒体を通じて情報提供を行い、文化財に関する啓発を行った。
・文化財保護関係団体への補助金交付をはじめ、溝沼獅子舞の広報活動や根岸野謡の披露
の場など郷土芸能に対する保護・支援を行った。
・埋蔵文化財の発掘調査等を実施、「蛇窪遺跡第２地点」「弁財上・弁財谷遺跡第１地点／天ケ

施 策 の

久保第三遺跡第１地点」を刊行した。また、市内７校目として第九小学校に学校教材として埋

実施内容

蔵文化財出土遺物の展示を行った。
・指定文化財に関しては、二本松・広沢の池・柊塚古墳歴史広場・湧水代官水等の保存管理を
行った。また重要文化財旧高橋家住宅の保存・管理及び公開、活用事業を実施した。
・ 「丸沼芸術の森コレクション 麗しき花々・麗しき人々 －創設 35 周年を記念して－」第 34 回
企画展「朝霞から見る古墳の出現 ～方形周溝墓から古墳へ～」などを実施した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）

指標名/説明

（実績）

指標名

重要文化財旧高橋家住宅来園者数

11,760 人

説 明

重要文化財旧高橋家住宅を訪れた人や講座に参加した人の数

14,211 人

1

●施策の分析
旧高橋家住宅の来演者が目標･計画値を超えているが、これは単なる民家の保存にとどまらず、
一年の年中行事を主屋の中で展示をしたほか、まんじゅうづくりや手打ちうどんづくりなどの体験学

達成度

習を行うなど、様々普及事業によるものと考えている。また、市内 7 校目として第九小学校に学校教
材として埋蔵文化財出土遺物の展示を行った。この展示は、学区域から出土した土器などの展示を
行っており、生徒が身近に文化財を感じることができている。
シティプロモーションや東京オリンピック開催の動きのなかで、地域の歴史、文化にアイデンティテ

必要性

ィを求め、文化財などの歴史資源を観光資源として使用しようとする動きが活発化してきており、文
化財に対する意識が高まってきている。

●評 価
旧高橋家住宅については、武蔵野の面影を残し、朝霞市の歴史的、地理的特色を表しており、今後も文化財とし
て維持・管理し、必要に応じて、シティプロモーションなどで活用できればと考えている。また、埋蔵文化財について
は、試掘、発掘をこなし、調査結果も着実に報告書の刊行に結びついている。また、学校への埋蔵文化財展示も進
んでおり、子供たちが地域の歴史文化に触れる、良い機会となっているものと自負している。 しかしながら、発掘の
担当者は、埼玉県により経験年数が必要であり、登録しないと試掘、発掘に従事できない。このため、採用をはじめ
とする、長期間にわたる人材育成計画が必要になるものと考えている。
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施策名

芸術文化の振興

主管課名

生涯学習・スポーツ課

●施策の概要
市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と機会を得るとともに、より身近で優れた芸術文化

めざす目的成果

に親しめる機会が提供されている。
各種団体やグループをネットワーク化し、市民の自主的な活動の充実と活性化をはかり、芸術
文化に感心を持つ市民の活動が促進されている。
・今年も文化協会との共同事業である春の「芸術文化展」、夏の「市民芸能まつり」、秋の「文化
祭」を滞りなく実施できた。合計の参加人数は、天候等の影響もあり伸び悩んだが、文化協会

施 策 の
実施内容

の皆様は十分に能力を発揮し、満足気であった。
・芸術・文化の推進と伝承のために、朝霞市文化協会等市民や市民団体と協力しながら、講座
やイベントを開催するとともに、小・中・高の学生や障害のある方、高齢者等多くの年齢層が
参加できる催しとして実施することができた。
・丸沼芸術の森の協力を得て、夏休み親子陶芸教室（定員 18 組：36 人、2 日間）を実施した。

●施策指標の達成状況（令和元年度）
（目標）
（実績）

指標名/説明
指標名

芸術文化展、芸能まつり、文化祭の入場者数

26,000 人

説 明

芸術文化に親しめる機会の提供と市民の芸術文化活動の発表の
場の充実

18,570 人

1

●施策の分析

達成度

文化協会との共催事業については、参加者は目標に達しなかったものの、実施内容については、
文化協会と調整を行い、年々工夫を凝らしており、内容は充実してきている。特に今年は、郷土あさ
かに着目した展示を開催することができた。
次世代を担う子どもが芸術文化に触れる機会を提供するため、親子陶芸教室や手作り講座、ま
た、文化協会や青少年相談員の協力で文化祭での体験教室を実施した。参加した子どもたちは、そ
れぞれに発見や達成感をもった様子で、芸術文化を知り、理解するきっかけとなった。各種多様な芸
術文化を学び、携わる市民の発表の場を提供することで、学習の成果の確認と参加者、来場者の
交流や異世代間の絆を深めることができた。
高校生など若い世代が積極的に参加いただき、芸術・文化伝承のきっかけ作りを行うことができ
た。

必要性

伝統文化の伝承や芸術文化の振興は、暮らしや心の豊かさ、地域コミュニティの振興の面でも大
切であり、個人や地域だけで行うことには限界がある。また、市と市民団体が協働で文化の振興に
あたり、広く市民が参加し、文化に触れる事は、文化教育の格差をなくす側面も有するほか、異世代
間の交流機会ともなり、コミュニティの活性化にもつながる。さらに、発表と文化交流の場を設けるこ
とで、市民の芸術文化に対する意識や創作意欲の高揚が図られる。

●評 価
芸術文化展や芸能まつりなどの場での多様なジャンルの発表機会の提供により、活動者のモチベーションの向上
とともに、団体同士の相互交流を図った。
また、市内の高校と文化団体の共同作品展や、夏休み親子陶芸教室、芸術文化体験事業などを実施することで、
次代を担う青少年がさまざまな芸術文化に接するとともに、他の世代との交流を図る場の提供に努めた。
指標は目標には届かなかったものの、引き続き文化協会や各団体、市民等と連携し、若年層をはじめ市民が芸術
文化に接する機会を提供するとともに、市内の人材の発掘・育成を図っていきたい。
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５

学識経験者の御意見

令和元年度の事務の管理及び執行の状況について点検、評価を行うに当たり、次
の学識経験者の方々から、朝霞市教育行政施策評価会議の場において、教育行政
施策全般にわたり、幅広い観点から次のような御意見をいただきました。

○星野 敦子 氏 （十文字学園女子大学 教育人文学部教授）
朝霞市においては、第５次総合計画ならびに教育振興基本計画に基づいて、「学
校教育」「生涯学習」「スポーツ・レクリエーション」及び「地域文化」の４つの分野にお
いて 12 の施策が実施され、改修のための閉館により入館者数が目標を下回った博
物館事業以外はすべて B または C 評価であり、目標・計画どおり、またはそれを上回
る成果を得ている。
「学校教育」については、「確かな学力と自立する力の育成」において、学力状況調
査の平均値が全国平均を３年連続で上回っており、特に令和元年度は全国平均を３
ポイント上回るという成果を示している。小学校低学年補助教員やスクールサポータ
ーの配置など、計画的な人的配置を行い、児童生徒に対するきめ細やかな学習支援
を進めている。
確かな学力を育成するためには、児童生徒一人一人が尊重され、学校、家庭、地
域が一体となり児童生徒を育む姿勢が重要である。「朝霞の次代を担う人材の育成」
ではスクールカウンセラーの市内全中学校への配置、さわやか相談員、サポート相
談員などの配置により、適切な相談活動を実施している。不登校児童生徒に対して
は、スクールソーシャルワーカー等による家庭訪問などのアウトリーチ活動を実施し
ている。また、規律正しい生活、健康な体をつくるための食育も継続的に行われてお
り、朝食を毎日食べる児童生徒は 93％を超えている。以上のように、確かな学力を支
えているのは、教員の質的向上、効果的な研修、的確な教育・生徒指導であるととも
に、多様な課題をかかえた児童生徒に対する様々な施策の成果であると考えること
ができる。
児童生徒を取り巻く環境や課題が複雑化する中で、学校規模に応じた適切な人的
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配置の困難さ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど専門家の不
足など、課題はみられるものの、相談員の専門性を高めるための工夫もなされており、
限られた条件の中で最大の成果を得られるよう努力されていることがわかる。
「学校運営協議会」が小学校、中学校各 1 校ずつ設置され、地域住民による学校運
営に対する参画がスタートしたことは、今後の学校と家庭、地域との連携の推進に向
けて期待できる。いまだ模索の段階であると思うが、従来朝霞市においては学校応
援団やボランティアによる支援など、地域社会が学校を支援する仕組みが機能して
いることもあり、特色ある学校づくりにむけて「コミュニティ・スクール」として、従来の取
り組みを生かしながら進めていってほしい。
「生涯学習」については、市民に対する補助金を活用した活動支援、生涯学習ガイ
ドブック「コンパス」による生涯学習情報の提供など、生涯学習推進に関する適切な
施策を実施している。「子ども大学あさか」は県内の子ども大学の中でも特に顕著な
成果を示しており、民間との共同による優れた事業である。
公民館については、利用者の固定化、高齢化など全国共通の課題を抱えながらも
年間 34 事業を実施、利用者も微減にとどまっているのは運営者の努力の結果である
といえよう。
図書館については、高い利用者満足度から見ても、利用者の立場に立った適切な
運営がなされていることがわかる。また博物館については改修工事の影響はあった
ものの、企画展や体験教室などを精力的に展開し、学芸員などの専門家の配置が不
十分な状況下で最大限の努力をしている。
社会教育施設は、まさに教育基本法第 12 条に示されているように「個人の要望と社
会の要請」にこたえることが求められており、「社会の要請」すなわち地域の現代的課
題解決につながる事業に目が向きがちである。しかしながら「個人の要望」の多様化
に対応することともまた、重要な側面であることは否めない。そのような意味から指定
管理制度の導入や、市民団体による運営への参画なども視野に入れる必要もあるの
ではないか。社会体育施設等では指定管理制度を導入し、順調に運用している。こ
れらの実績も参考になると思われる。
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○安原 輝彦 氏 （埼玉大学教育学部 教育実践総合センター教授）
令和元年度の朝霞市教育行政施策評価について、「朝霞市教育行政施策評価調
書」を基に、担当事務局からの説明を受けて学校教育と生涯学習の分野の実施事業
全般にわたり、確認作業および意見等を述べた。
今年度末の２月から新型コロナの感染の問題が本市だけでなく、県内、全国でその
対応が求められ、年度末までの２か月間において実施予定だった事業等に影響した
ものもあり、一部事業が中止、延期になったものもあると報告された。
小中学校においても卒業式をはじめとした学校教育でこれまで伝統的、慣例的に行
われてきた諸行事も中止、または延期になるなど、年度末には、通常では考えられな
いような経験したことのない事態も発生して、関係機関の対応もかなり厳しいものが
あったのではないかと思うところである。
さて、令和元年度の朝霞市教育行政施策評価の詳細を見れば、学校を始め教育
関係機関や生涯学習施設の運営は無論のこと、福祉関係をはじめとした各種市民団
体、コミュニティ団体との連携事業においても、学校教職員や教育行政のスタッフ、各
種市民団体の皆さんが限られた予算、限られた人員の中で創意工夫を生かして職務、
業務に邁進、あるいは団体活動を充実させようとしている姿には敬服申し上げたい。
その上で、令和元年度の施策評価から本市における今後の課題解決の方向性を
考えてみたい。学校教育の分野については、全国学力テスト結果からは本市の子供
たちの学力は全国的に見ても比較的高いレベルにあり、各学校で学習支援員や学習
補助教員の配置などきめ細やかに対応していることが窺える。このような中、不登校
児童・生徒の改善が今後の課題となるのではないかと考えられる。
不登校の原因は各種の調査、研究によっても様々な要因が複雑、複合的に関わっ
ており、即効薬に類する解決への対応はなかなか難しいことも現実である。学校だけ
では解決できない状況が多く、関係機関との連携をより一層推進していく必要がある
と考える。
次に、生涯学習の分野においては、特に公民館利用団体におけるいわゆる「マン
ネリ化」状況が少なからずあって、高齢者を中心とした利用団体の課題がある。どの
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ようにして新しい参加者、特に若手を引き込んでいくか、あるいは育てていくか、次代
を担う人材の育成と時代の変化に対応した団体活動、開拓である。
このことは行政と市民が一体となって知恵を絞り、創意工夫していくことが重要であ
る。そのための仕掛けやモチベーションを考えていく必要があるだろう。
例えば、「市民企画講座」など、保護者、地域住民、市民による参加、参画がより一
層求められている。
次に、昨年も取り上げたことであるが、施策評価の指標（目標、計画、そして実績）
の見直しである。ここ３～5 年の目標・計画と実績の指標は変化の幅がほとんどない。
事業継続は大切であり、継続して取組んでいる市民の方々の活動を断ち切ることは
困難であるが、一方で、マンネリ化、慢性化からの脱却によって新しい発想でチャレン
ジすることで、これまでの費用対効果をはるかに上回る事業の可能性出てくるのでは
ないか。そのために一歩でも前進するためには評価指標の工夫を考えてみてはどう
だろうか。例えば、現在行っている 5 段階評価から、８段階、10 段階評価を取り入れる
など、これまでとは異なった観点で事業を評価すると可能性と課題が見えてくることも
考えられる。
また、スポーツ施設に博物館の紹介コーナーを設けるなどこれまでの発想にない
企画を考えてみてはどうだろうか。図書館に来館した人がスポーツ施設にも行きたく
なるような発想である。その逆もある。
さらにはスクラップ＆ビルドでの発想で、地区スポーツ大会を学校の運動会と合同
で開催したり、公民館まつりと学校の文化祭行事を合同で行えないかといった発想で
ある。
いつ発生するかわからない感染症、年々進む少子高齢化と人口減少社会、国内外
でも注目が集まる 5G とＡＩ社会、経済だけでなく、ネット環境などによるグローバル化
といった急激に変化していく社会の中で、朝霞市民が自分事として、活躍、活動でき
る「ともに学び、生きるまち、あさか」のまちづくりを推進したいものである。
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６

資料

朝霞市教育行政施策評価実施要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第
１６２号）第２６条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理
及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価（以下「評価」とい
う。）を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
（目的）
第２条 評価は、次の目的のために実施する。
(1) 教育委員会内の各所管部署が行う教育行政活動について、その実施内容及び
成果等を検証することにより、より確実かつ有効な教育行政の運営を行う。
(2)教育委員会内の各所管部署で実施している諸施策の点検及び評価の結果を明ら
かにすることを通じ、市民に信頼される公正で開かれた教育行政運営を推進する。
（評価対象）
第３条 評価は、朝霞市総合振興計画基本計画に位置付けた教育委員会が行う教
育行政諸施策について行う。
２ 評価は、当該評価年度の前年度に実施した教育行政諸施策について行う。
（評価回数）
第４条 評価は、毎年度１回実施する。
（評価方法）
第５条 評価は、朝霞市行政評価制度における施策評価を活用して行う。
２ 評価は、教育委員会における自己評価とする。
（知見の活用）
第６条 評価の実施に当たっては、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。
２ 前項に規定する者は、２人以内とする。
３ 知見の活用に当たっては、当該評価年度ごとに、教育に関し学識経験を有する者
を教育長が依頼し、意見を求めるものとする。
４ 知見の活用の結果、得られた意見等は、教育委員会における自己評価結果に加
えるものとする。
（議会への報告）
第７条 教育委員会は、評価の結果に関する報告書を作成し、議会に提出する。
２ 報告書の提出は、毎年度末までに行う。
（評価の公表）
第８条 教育委員会は、評価結果を公表する。
（庶務）
第９条 評価に関する事務は、学校教育部教育総務課において処理する。
（委任）
第１０条 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２７年６月９日から施行する。
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第５次朝霞市総合計画と朝霞市教育振興基本計画の相関図
第５次総合計画
大柱

教

育

２

いじめ・不登校対策の推進

いじめ・不登校対策の推進

３

人権を尊重した教育の推進

人権を尊重した教育の推進

４

生徒指導・教育相談の充実

生徒指導・教育相談の充実

５

体力の向上と学校体育活動の推進

体力の向上と学校体育活動の推進

６

健康の保持・増進

健康の保持・増進

７

小学校と幼稚園・保育園の連携の推進

小学校と幼稚園・保育園の連携の推進

１

確かな学力の育成

確かな学力の育成

２

進路指導・キャリア教育の推進

進路指導・キャリア教育の推進

３

伝統と文化を尊重し国際性を育む教育の 伝統と文化を尊重し国際性をはぐくむ
推進
教育の推進

４

学校ＩＣＴを活用した情報教育の推進

学校ＩＣＴを活用した情報教育の推進

５

環境教育の推進

環境教育の推進

６

ボランティア・福祉教育の推進

ボランティア・福祉教育の推進

７

特別支援教育の推進

特別支援教育の推進

１

教職員の資質・能力の向上

教職員の資質・能力の向上

２

子どもたちの安全・安心の確保

子どもたちの安心・安全の確保

３

快適な教育環境の整備充実

快適な教育環境の整備充実

１

学校・家庭・地域が一体となった教育力 「学校応援団」の充実
の向上
学校・家庭・地域が一体となった教育力
の向上

１

生涯学習推進体制の充実

２

学習情報の提供と学習機会の充実

３

団体、学習グループの支援とリーダー
の育成・活用

学習しやすい
環境整備の充実
（公民館）

１

サービスの充実

２

施設管理の充実

学習しやすい
環境整備の充実
（図書館）

１

サービスの充実

２

施設管理の充実

学習しやすい
環境整備の充実
（博物館）

１

サービスの充実

２

施設管理の充実

１

地域全体での推進体制の充実

２

活動情報の提供の充実

３

スポーツ事業の充実

４

団体、指導者の育成・支援と交流の促進

１

施設の整備

２

効率的な施設運営

１

文化財の保護・活用

２

郷土芸能の保護・支援

３

博物館資料活用

１

芸術文化の活動の充実支援

２

発表と鑑賞の機会の充実支援

確かな学力と
自立する力の育成

生涯学習活動の
推進

涯

学

習

(３)
スポーツ
・
レクリエー
ション

スポーツ・レクリ
エーション活動の
推進

スポーツ施設の
整備充実

(４)
地

域

文

化

施策
豊かな心をはぐくむ教育の推進

学校・家庭・地域
が連携した教育の
推進

生

小柱
豊かな心を育む教育の推進

質の高い教育を
支える教育環境
の整備充実

(２)

朝霞市教育振興基本計画

１

(１)
校

教育・文化

中柱

朝霞の次代を
担う人材の育成

学

第３章

歴史や伝統の
保護・活用

基本目標

朝霞の次代を
担う人材の
育成

確かな学力と
自立する力の
育成

質の高い教育
を支える教育
環境の整備
充実
学校・家庭・
地域が連携
した教育の
推進

生涯を通じた多様な学習活動の推進

生涯学習施設の整備充実

スポーツ・レクリエーション活動の
推進

生涯学習施設の整備充実

歴史や伝統の保護・活用と芸術文化の
振興

芸術文化の振興
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生涯学習と
スポーツの
振興

朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
基本目標Ⅰ

朝霞の次代を担う人材の育成

担当課
施策を構成する
５次総計の中柱

基本目標の
取組概要

令和元年度の
実施内容

教育指導課

学校給食課

●朝霞の次代を担う人材の育成

道徳教育の一層の推進や体験活動の充実などにより、子どもたちに豊かな心を育むとと
もに、いじめや不登校 、非行防止などの課題に取り組みます。
また、健康の保持増進や体力の向上などにより、子どもたちに健やかな体を育成します。
●いじめ撲滅サミット２０１９を実施した。
●「いじめに関する保護者アンケート」「心と生活アンケート」などを実施し、いじめ問
題の解決に取り組んだ。
●いじめ不登校対策会議を実施し、教育相談の充実を図った。
●「不登校対応段階別アプローチ」を作成し、各学校での活用を推進した。
●小・中連携推進協議会の活動を推進した。
●小・中学校で非行防止教室を実施した。
●朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業や学校ファームなどの体験活動を推進した。
●体力向上推進委員会を中心に、体力推進事業に組織的に取り組んだ。
●保護者の参加も促しながら、小・中学校で薬物乱用防止教室を実施した。
●栄養教諭や学校栄養職員による「食に関する指導」を全小・中学校において授業展開し
た。
「あさかをたべる」を発行した。
●幼稚園教員や保育士、小学校教員との相互交流や合同研修会を実施した。

●教育振興基本計画上の数値目標
現況値
目標値
指 標 名
（平成 28 年度） （令和 2 年度）
「教育に関する
３つの達成目標
（規律ある態
度）
」達成度

小学校 87.4％

実 績
（令和元年度）

説

明

中学校 87.8％

小・中学校とも
全項目において
85％を上回る

小学校 88.1％
中学校 89.5％

県内の全小・中学校を対象に実施
される「規律ある態度」のアンケ
ート結果における平均達成率

「新体力テス
ト」の県平均を
上回る項目割合

小学校 24.0％
中学校 45.8％

小学校 70.0％
中学校 80.0％

小学校 16.7％
中学校 20.0％

毎年５月～７月の間で実施

不登校児童・生
徒の出現率

小学校 0.34％
中学校 3.39％

小学校 0.23％
中学校 1.38％

小学校 0.87％
中学校 4.05％

年度内に３０日以上欠席した児
童・生徒の割合（病気や経済的理
由を除く）

給食残菜の排出
量

80,937kg

91,000kg

80,151kg

学校給食センターと自校給食校
を合わせた総排出量

●目標の達成度
●「教育に関する３つの達成目標（規律ある態度）
」の取組について、平均的な数値では達成できている。
「整
理整頓」
「話を聞き発表する」の２点について重点的に取り組む必要がある。
●新体力テストの結果で県平均を上回っている種目は増えてはいないが、市内の昨年度の数値と比較すると、
１４４項目中、６５項目で向上している。これまで、
「ボール投げ」が課題であったが、数値の向上が見ら
れる。しかし、小学校の「２０ｍシャトルラン」、中学校の「握力」、小中学校共通して「反復横跳び」が
令和元年度の課題としてあがった。
●不登校児童生徒数は前年度比、小学校で 0.15％、中学校で 0.11％の増加であった。不登校は本市の課題
であり、その要因としては、人間関係の悩みや家庭環境等、様々な要因が複合的に絡み合っているため、
解決は容易ではない。今後も引き続き、各学校での組織的な対応、関係諸機関との連携を図っていく必要
がある。
●給食残菜の排出量については目標値を達成できた。
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朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
基本目標Ⅱ

確かな学力と自立する力の育成

担当課

教育指導課

施策を構成する
５次総計の中柱

基本目標の
取組概要

令和元年度の
実施内容

●確かな学力と自立する力の育成

子どもたちに基礎・基本の徹底を図り、確かな学力を身に付けさせるとともに、
伝統と文化を尊重し国際性を育む教育や時代の進展に対応する教育を推進します。
また、キャリア教育や特別支援教育を推進し、子どもたちが自立して生きていく
ための基礎となる力や創造性を育みます。
●小学校低学年補助教員、あさか・スクールサポーターを活用して、個に応じたきめ細か
な指導を行った。
●全中学校で朝霞市中学生社会体験チャレンジ事業を実施した。
●バス借り上げ事業により、第二、第三、第六小学校を除く７つの小学校でバス利用によ
る博物館見学を実施した。
（第二、第三、第六小学校は徒歩により実施）
●二酸化炭素排出量削減を目指し、小・中学校で「エコライフＤＡＹ」の取組に参加した。
●特別支援教育コーディネーターを中心に各小・中学校で教育支援体制の整備に取り組ん
でいる。
●通常学校における障害のある児童生徒支援員を活用し、個別の支援の充実を図った。
●朝霞第四小学校・第十小学校の自閉症・情緒障害の通級指導教室、朝霞第五小学校に難
聴・言語障害の通級指導教室を活用し、発達障害のある児童への支援の充実を図った。

●教育振興基本計画上の数値目標
指

標

名

学習状況調査の
達成状況

現況値
（平成 28 年度）

72％

目標値
（令和 2 年度）

全国平均を
上回る

実 績
（令和元年度）
小学校国語
小学校算数
中学校国語
中学校数学
中学校英語

68％
69％
74％
63％
59％

博物館で見学・
体験授業を実施
した学校数

10 校

小中学校 15 校

10 校

ＩＣＴ機器を活
用した授業の実
施学校数

15 校

小中学校 15 校

15 校

説

明

小学校６年生と中学校３年生
を対象に実施される全国学
力・学習状況調査においての平
均正答率
小・中学校の授業において朝霞
市博物館を訪れ、博物館と連携
して実際に古い道具等に触れ
たり、郷土の歴史を学んだりす
る授業を実施した学校数
ＩＣＴを活用し、児童生徒の意
欲を高め、理解が深まり、表現
や技能を高める、学習効果の高
い授業が日常的に行われてい
る学校数

●目標の達成度
●全国学力学習状況調査については、小・中学校全ての教科で全国平均・県平均を上回った。
●小学校１０校全ての３年生が博物館で見学及び体験学習に参加した。小学校１年生（糸車体験）ではコロ
ナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業のため、３月実施予定であった学校を除く７校９１３人、小学
校６年生（火おこし体験）では朝霞市４校５４２名、和光市１校６０名が博物館を利用した授業に参加し
ている。
●全ての学校でコンピュータ室を活用した授業や普通教室においてもＩＣＴ機器を活用した授業が実施され
ている。今後、ＧＩＧＡスクール構想による１人１台のタブレット端末の整備、授業の充実・改善を進め
るため、十分な検討が必要である。
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朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
基本目標Ⅲ

質の高い教育を支える教育環境の整備充実

担当課

教育総務課

施策を構成する
５次総計の中柱

●質の高い教育を支える教育環境の整備充実

基本目標の
取組概要

教職員の資質・能力の向上や健康で、安心・安全な施設整備及び効果的な教育活
動のための学習環境整備を推進することで、質の高い教育を支える教育環境の整備
充実を図ります。

令和元年度の
実施内容

教育管理課

教育指導課

●台風や急な豪雨による河川の増水・洪水等への不安が増していることから、各校に増水
時の対応についての意識向上を図った。
●学校訪問において教科等指導員を任命し、授業者への具体的な指導・助言を行うことで
教職員の指導力向上を図った。
●朝霞第三小学校、朝霞第四小学校、朝霞第一中学校を研究開発学校に指定し、研究発表
会を開催した。
●第四小学校、第五小学校及び第八小学校の３校の体育館にエアコンを設置したほか、第
三小学校及び第三中学校の児童・生徒用ロッカーの改修工事、第四中学校キュービクル
改修工事、第五中学校体育館床改修工事などを実施した。
●中学校自由選択制並びに特認校制度を実施した。

●教育振興基本計画上の数値目標
名

現況値
（平成 28 年度）

目標値
（令和 2 年度）

「教科等指
導員」任命数

8人

12 人

指

標

「緊急地震速
報」を用いた避
難訓練が効果的
に実施されてい
る小・中学校数

15 校

小中学校 15 校

実 績
（令和元年度）

説

明

１５人

すべての教科等において指導の
リーダーとなる「教科等指導員」
を任命する。

１５校

定期的に防災マニュアルの見直
しが行われ、
「緊急地震速報」を
用いた避難訓練が効果的に実施
されている小・中学校の数

●目標の達成度
《教職員資質・能力向上》
●教科等指導員として、１５名の教職員を任命し、学校訪問において指導の充実を図った。１０の教科・領
域において実施した。
●研究開発学校の指定や、校内研修の推進を行い、教職員の授業力向上が図られている。
《安心・安全の確保》
●緊急地震速報等を用いた避難訓練を実施し、全小・中学校で実施されている通常の避難訓練とともに、災
害発生時等の対応について、共通理解を図った。
●地震以外の緊急事態が発生した際の対応についても、マニュアル作成・見直しを行うことで、共通理解を
図った。
《教育環境の整備充実》
●校舎や体育館等の施設・設備の修繕や改修工事を実施し、快適で安心・安全な教育環境の整備に努めた。
●中学校自由選択制並びに特認校制度は、対象児童生徒の世帯へ学校を通じてパンフレットの配付を行った
ほか、事前アンケートを実施して制度利用者への情報提供に努めた。また、制度説明会を平日と日曜日の
２回実施に加え、市ホームページ及び朝霞駅前電光掲示板に掲示して、制度の周知を図った。
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朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
基本目標Ⅳ

学校・家庭・地域が連携した教育の推進

担当課

教育指導課

施策を構成する
５次総計の中柱

●学校・家庭・地域が連携した教育の推進

基本目標の
取組概要

令和元年度の
実施内容

生涯学習・スポーツ課

変化の激しい社会において、たくましく生き抜く人材の育成は、学校だけの力で
は不可能な状況です。学校・家庭・地域がそれぞれの役割を十分認識し、相互に連
携協力しながら、実効的な取組を推進していかなければなりません。
学校・家庭・地域の連携、地域人材や地域教材の活用、学校や家庭・地域の教育
力向上などの観点から様々な教育活動を推進し、学校・家庭・地域それぞれの教育
力向上に努めます。
●幼稚園、小・中学校ＰＴＡ及び子育てサークルなど１９団体が家庭教育学級に取り組み、
家庭教育学級合同講演会をはじめ、各学級において特色ある様々な研修や勉強会の機会
を設け学習を行った。また、子育て講座については、３回実施し、４９組の親子に家庭
教育についての周知・啓発に努めた。
●大人になったことを自覚し、新たに大人として歩んでいく新成人を祝い励ますため、成
人式を実施した。（９２７人出席）
●放課後子ども教室を６校で実施し、延べ１，２７２人の子どもが学習した。また、東洋
大学、ＮＰＯ法人アンサーズネット、朝霞青年会議所など学校や地域の活動団体と連携
し、子ども大学あさかを実施し、延べ１，１８２人が学習した。
●学校応援団の活動の充実を図り、学校・家庭・地域が一体となった教育活動の展開に努
めた。
●スクールガード・アドバイザー、スクールガード・リーダーを中心に、学校と地域が連
携を図りながら、登下校時の安全確保や防犯活動に取り組んだ。また、スクールガード
養成講座を開催し、安全・防犯に対する心構えを共有した。
●各学校の魅力を生かした特色ある学校づくりに取り組むために、地域の人材活用を積極
的に活用した。

●教育振興基本計画上の数値目標
名

現況値
（平成 28 年度）

学校応援団の
活動人数

3,240 人

3,000 人

3,421 人

市内全小・中学校で１年間に活
動した総人数

家庭教育学級
参加者数

2,989 人

5,000 人

3,268 人

各家庭教育学級が開催した講
座に参加した年間総人数

指

標

目標値
（令和 2 年度）

実 績
（令和元年度）

説

明

●目標の達成度
●学校応援団の活動人数については目標値を超えることができた。地域住民が様々な場面で教育活動に参加
し、学校・保護者・地域住民がそれぞれの長所を生かしながら、協力して朝霞の子供たちを育む体制が構
築されている。
●家庭教育学級数は前年度より２学級減となったが、前年度より参加者数は増えている。数値目標は達成で
きていないものの、各学級が創意工夫を凝らした運営を行うことにより、参加者に家庭教育の必要性につ
いて認識を高めることができている。また、子どもたちへの教育支援を引き続き実施し、次世代を担う子
どもたちが、豊かな心を育むことができるよう、学校・家庭・地域が連携・協力し、お互いの責任と役割
を認識しながら地域全体で子どもたちの教育力向上を図ることができた。
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朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
基本目標Ⅴ

生涯学習とスポーツの振興

担当課

生涯学習・スポーツ課

施策を構成する
５次総計の中柱

●生涯学習活動の推進
●学習しやすい環境整備の充実（公民館）
●学習しやすい環境整備の充実（図書館）
●学習しやすい環境整備の充実（博物館）

基本目標の
取組概要

文化財課

中央公民館

図書館

●スポーツ・レクリエーション活動の推進
●スポーツ施設の整備充実
●歴史や伝統の保護・活用
●芸術文化の振興

社会の変化に対応し、市民の課題や学習ニーズに応える質の高い学習機会を提供し、
誰もが生涯にわたって学び続けることができる環境を整備するとともに、スポーツ・レク
リエーション活動の振興を図ります。
≪生涯学習体験教室参加者数≫
●市民の主体的な学習行為を最大限に尊重しながら、学習する気持ちが芽生えるためのサ
ポートを行うとともに、
「第３次朝霞市生涯学習計画」に基づき、学びと学び、人と人、
さらに、地域へと連鎖、循環しながら高まっていく「知の循環型社会」を目指し、生涯
学習の推進に努めた。そのうち、市民の主体的な学習活動となる、
「生涯学習体験教室」
は、３８講座、５２回実施した。
≪市が実施したスポーツ・レクリエーションの参加人数≫
●東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、機運醸成のため、ビーム
ライフル体験・ボッチャ体験教室やオリンピアンを招いての「誰でもＯＫ！記録を破れ」
のほか、ウォークラリー大会、各種スポーツ教室を実施し、スポーツを通して健康で豊
かな生涯スポーツ活動の推進を図れた。また、施設面においては、総合体育館の第一期
工事が終了し、空調設備等を配備したことにより、利用者のニーズに応えた運営が行え
た。

令和元年度の
実施内容

≪博物館入館者数≫
●博物館ではテーマ展示「丸沼芸術の森コレクション 麗しき花々・麗しき人々－創設
35 周年を記念して－」、
「1964 東京五輪写真展-2020 を迎える前に」
、「朝霞市県展作品
展」や第 34 回企画展「朝霞から見る古墳の出現～方形周溝墓から古墳へ」などの展示
事業を行った。また、小中学校の博物館利用授業を推進する博学連携事業、体験教室や
古文書講座といった教育普及事業を実施するとともに、調査・研究成果として、『朝霞
市博物館研究紀要 第１７号』を刊行した。また、文化財保護関係では市指定文化財の
保護、保存管理を行い、埋蔵文化財出土遺物を第九小学校に展示した。特に、獅子舞や
野謡、一夜塚古跡保存会といった伝統芸能の継承や文化財の顕彰を行っている団体には
補助金を交付し、活動の支援を行った。さらに重要文化財旧高橋家住宅においてはボラ
ンティアの協力を得ながら、文化財の保護活動や年中行事の展示、体験学習といった活
用事業を実施した。
≪図書館貸出者数≫
●図書、雑誌及び視聴覚資料を購入し資料の充実に努めるとともに、図書貸出などの利用
者サービス業務を実施した。また、らいぶらりコンサートや図書館まつりなど、２１事
業を実施した。
●利用者が安心・安全に施設利用できるよう、施設の維持管理等の管理業務を実施した。
≪公民館利用者数≫
●中央公民館及び地区公民館において、公民館まつりや各種講座・教室を実施し、市民へ
の学習機会の提供に努めるとともに、学習活動の拠点として安心・安全に配慮した施設
の維持管理を行った。
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朝霞市教育振興基本計画進行管理シート
●教育振興基本計画上の数値目標
名

現況値
（平成 28 年度）

目標値
（令和 2 年度）

生涯学習体験
教室参加者数

775 人

650 人

648 人

生涯学習体験教室に参加した年
間総人数

市が実施したｽ
ﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
の参加人数

13,964 人

14,400 人

10,609 人

１年間で、市民体育祭やスポー
ツ教室などに参加した人数

博物館入館者数

49,819 人

53,500 人

31,770 人

博物館の年間入館者数

図書館貸出者数

277,509 人

285,000 人

262,018 人

図書館本館、北朝霞分館、公民
館図書室での年間総貸出者数

公民館利用者数

306,945 人

313,000 人

285,799 人

公民館の年間延べ利用人数

指

標

実 績
（令和元年度）

説

明

●目標の達成度
≪生涯学習体験教室参加者数≫
新しいジャンル、新規開催の教室も多く、特に子どもや子育てする親世代を対象とした講座にとても多く
の応募があり、参加者同士のつながりを構築することができ、今後、同様の講座を開催する上で大きな収
穫であった。結果的に、参加者数が目標数に達成しなかったが、更なる創意工夫を図りながら、魅力ある
教室の開催に努めていく。
≪市が実施したスポーツ・レクリエーションの参加人数≫
オリンピック・パラリンピック関連事業、ウォークラリー大会、各種市民向けスポーツ教室など、各種ス
ポーツ事業を通して生涯スポーツの振興とスポーツ・レクリエーションの場を提供することができた。
その反面、市民体育祭は台風の影響、ロードレースは不審メールの到達、都市間交流事業である、越生町
とのハイキング大会は新型コロナウイルス感染拡大防止によりいずれも中止となったため、参加人数は前
年数より大幅減となった。施設面においては、令和２年７月末には総合体育館の改修工事が終了予定であ
り、整備充実に努めるとともに、既存する１４施設を最大限に活用し、利用しやすい施設の管理・運営を
行っていく。
≪博物館入館者数≫
令和元年度は、展示室の天井耐震工事のため、４月１日から７月１９日まで閉館したことにより、入館者
数は目標値には達していない。ただし、１日あたりの平均入館者数は、平成３０年度と令和元年度はとも
に１５３人となっており、集客的な落ち込みはない。今後も、学芸員の調査研究を深め、その成果を展示、
講座などで市民の皆さんに提供するなど、地に足をつけた研究活動により、博物館の集客につなげていき
たい。
≪図書館貸出者数≫
電子図書の出版部数が徐々に増えつつあること、また、スマートフォンやインターネット利用による情報
検索、情報入手が容易化された社会になりつつあり、紙媒体の出版物減少や読書離れなど、図書館を取り
巻く環境の変化が著しい。このような状況が、現在の図書館利用にも影響を及ぼし、利用者数、貸出冊数
の減少という利用状況にも反映していると考えられる。利用者から高い満足度評価を受けている現在の図
書館サービスについては、今後も継続していきながら、前述の状況を踏まえ、今後の図書館サービスのあ
り方について調査・研究を行い、社会状況に応じた適切な図書館運営・サービスを行っていく。
≪公民館利用者数≫
目標を下回っているが、公民館は地域の学習拠点として、子どもから高齢者まで、いつでも学ぶことがで
きる地域の施設として役割を果たすことができた。今後も公民館まつりなどを通して活動の成果を発表す
る場を設け、また、市民が気軽に学ぶ機会が得られるよう時宜に応じた事業を実施し、学びの場を提供で
きるよう努めたい。

26

令和２年度
朝霞市教育行政施策評価報告書
（令和元年度施策対象）

発 行：令和２年８月
発行者：朝霞市教育委員会

