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第３次朝霞市生涯学習計画の中間見直しについて 

 

 

 朝霞市では、平成２９（２０１７）年度から令和８（２０２６）年度までの１０

年間を計画期間とする「第３次朝霞市生涯学習計画（以下「第３次計画」という。）」

を平成２８年３月に策定し、その基本理念である「一人一人が心豊かに ともに学

び 生きるまち あさか」の実現を目指し、生涯学習の推進に取り組んでおりま

す。 

 この第３次計画の前期期間である平成２９年度から令和３年度までに実施した

主な取組としましては、老朽化等が課題となっていた「総合体育館」及び「図書館

（本館）」について、大規模改修工事を実施し、それぞれの施設において、市民の

利便性の向上を図ったことなどが挙げられます。 

 このたびの中間見直しにつきましては、第３次計画書（Ｐ.４）にあるとおり、

「基本計画」は令和３年度に平成２９年度から令和３年度までの５年間の成果や

課題を確認し、社会状況の変化などを考えながら、必要に応じて見直しをすること

となっているため行うものであり、これに基づき、基本計画に位置付けられている

施策の現状や進捗状況を確認しました。 

見直しについては、社会教育委員会議等で検討した結果、「基本計画」について

は、社会状況の変化などを考慮しても特段の変更をする必要性及び理由がないた

め変更せず、当初の基本計画を継続することとしました。 

なお、実施計画として位置付けられる関連各課の１３８の生涯学習関連事業に

ついては、統合及び追加等により１２０の事業に整理をしました。 

これらの事業については、進捗及び達成の状況を検証し、課題の改善を行いなが

ら見直し、後期期間において一層の生涯学習の推進を行っていきます。 



 

 

計画の概要 
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1 計画策定の趣旨と位置付け 

 第３次朝霞市生涯学習計画（以下「第３次計画」という。）は、本市の最上位計画である「第５

次朝霞市総合計画」における教育・文化政策について、具体的に推進するための個別計画で

す。 

本市では、平成２９年３月に第３次計画を策定し、その基本理念や基本方針に基づいて、生

涯学習の推進に取り組んでいます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合 

教
育
関
連
分
野
計
画 

第５次朝霞市総合計画 （平成 28年度～令和７年度） 

将来像 「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」 

将来像の基本概念 

（コンセプト） 

○安全・安心なまち      ○子育てがしやすいまち 

○つながりのある元気なまち  ○自然・環境に恵まれたまち 

政策分野 

（ジャンル） 

○災害対策・防犯・市民生活  ○健康・福祉 

○教育・文化         ○環境・コミュニティ 

○都市基盤・産業振興 
 

 

第２期朝霞市教育振興基本計画 （令和３年度～令和７年度） 

基本理念 「心豊かに 生きる力をはぐくむ 朝霞の教育」 

基本方針 ○学校・家庭・地域・行政が連携・協働して、子どもたちに生
きる力をはぐくみます 

○一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまちを目指します 

基本目標 基本目標１：朝霞の次代を担う人材の育成 
基本目標２：確かな学力と自立する力の育成 
基本目標３：質の高い教育を支える教育環境の整備充実 
基本目標４：学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進 
基本目標５：生涯学習活動の推進 
基本目標６：学びを支える環境の充実 
基本目標７：スポーツ・レクリエーション活動の推進 
基本目標８：利用しやすい施設の提供 
基本目標９：歴史や伝統の保護・活用 
基本目標１０：芸術文化の振興 

 

 

第３次朝霞市生涯学習計画 
その他関連計画  
○  

○  

○ など 
整合 

朝霞市教育大綱 （令和３年度～令和７年度） 

基本理念 「心豊かに 生きる力をはぐくむ 朝霞の教育」 

基本方針 ○学校・家庭・地域・行政が連携・協働して、子どもたちに生き
る力をはぐくみます 

○一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまちを目指します 

目指す姿 ○教育環境を充実し、地域全体の教育力が向上しているまち 
○「いつでも」「どこでも」「誰でも」が学べるまち 
○いつでもどこでも気軽にスポーツ・レクリエーションに親しめるまち 
○郷土に対する愛着や誇りを持てるまち 

 

 

整合 

整合 

◆関連計画との整合 
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 ２ 計画の構成・期間 

第３次計画は、本市の生涯学習の長期ビジョンを示す「基本構想」（朝霞市におけ

る生涯学習推進の考え方）及び基本構想に基づき取り組むべき施策を示す「基本計

画」（朝霞市における生涯学習推進施策）により、構成されています。 

毎年度実施する事業については、「実施計画」に基づき行い、また、「実施計画」は、

基本構想・基本計画を踏まえて毎年度策定することとします。 

 

◆計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、基本構想の計画期間は、平成２９年度から令和８年度まで（２０１７年度～

２０２６年度）の１０年間となります。 

基本計画については、第３次計画書（P.４）のとおり令和３年度において、平成２９

年度から令和３年度まで（２０１７年度～２０２１年度）の５年間の成果や課題を確認

し、社会情勢の変化などを踏まえながら、必要に応じて見直しをすることとなっていま

す。 

 

◆計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
年号 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

西暦 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

基本構想  

基本計画  
中間見

直し 
前期期間の基本計画を継続する 

実施計画 ３か年計画を計画期間とし、毎年度見直す 

朝霞市における生涯学習推進の考え方 

（10年間） 
基本構想

基本計画

実施計画

（別途作成）

朝霞市における生涯学習推進施策 

毎年度実施する事業 



◆５つの柱の位置づけ

３　施策の柱

　

生涯学習人口の増加

一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまち あさか

柱１ 新たな学びの“きっかけ”を提供します！

柱２ 使いやすい学びの“場”を提供します！

柱３ 多様な学びの”メニュー”を提供します！

柱４ 市民の学びの”主体性”を支えます！

柱５ 市民とともに学びを”協働”で推進します！

生涯学習環境の整備

活動リーダーの育成

団体の活動支援

柱１ 新たな学びの

“きっかけ”を提供します！

市民が学習の提供主体へ

柱５ 市民とともに学びを

“協働”で推進します！

生涯学習施策の推進体制

柱４ 市民の学びの

“主体性”を支えます！

柱３ 多様な学びの

“メニュー”を提供します！

柱２ 使いやすい学びの

“場”を提供します！

朝霞版
知の循環型社会へ

第３次計画では、基本理念である「一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまち あさか」の実現に

向けて、生涯学習施策を計画的に推進していくために次の５つの柱を定めました。令和４年度からの後

期期間においても、この５つの柱に沿って生涯学習施策を計画的に推進します。
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生涯学習関連施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　公民館利用者数の推移

（人） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

中央公民館 113,143 108,567 107,247 106,182 102,534 51,290 -10,609 90.6%

東朝霞公民館 47,874 50,105 48,984 48,336 45,893 30,580 -1,981 95.9%

西朝霞公民館 40,924 37,635 37,173 36,195 34,731 19,972 -6,193 84.9%

南朝霞公民館 41,156 39,632 39,795 39,822 38,238 21,923 -2,918 92.9%

北朝霞公民館 37,557 36,821 37,157 34,183 32,478 20,365 -5,079 86.5%

内間木公民館 21,924 34,185 32,366 34,359 31,925 21,347 10,001 145.6%

２　プラネタリウム利用者数の推移

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

一般投映
延利用人数（人）

2,899 2,203 2,360 2,167 1,872 1,327 -1,027 64.6%

一般投映
利用回数（回）

170 135 144 147 126 72 -44 74.1%

団体投映
延利用人数（人）

1,723 1,724 2,276 2,376 1,939 1,085 216 112.5%

団体投映
利用回数（回）

39 38 48 53 42 31 3 107.7%

３　図書館の利用者数

（人） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

図書館 276,647 277,509 269,847 261,231 262,018 205,246 -14,629 94.7%

４　図書等の貸し出し件数の推移

（件） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

一般書 546,787 531,625 508,249 488,644 476,210 367,862 -70,577 87.1%

児童書 309,229 311,982 303,125 299,677 301,293 250,977 -7,936 97.4%

雑誌 47,755 45,632 44,449 41,849 40,439 33,377 -7,316 84.7%

紙芝居 9,694 9,208 8,446 7,820 7,854 5,356 -1,840 81.0%

視聴覚資料 41,485 39,231 37,181 32,435 29,869 20,860 -11,616 72.0%

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月から５月までの間、休館した。

資料：図書館

資料：中央公民館

（R元とH27の差・増減率）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月から５月までの間、休館した。

資料：中央公民館

（R元とH27の差・増減率）

（R元とH27の差・増減率）

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止による閉館等により、通常時の数値と大きな差異があるため、令和元年度と比
較した。（以下、同様）
※内間木公民館は、大規模改修のため平成２７年８月から１２月までの間、休館した。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月から５月までの間、全館休館した。

資料：中央公民館

（R元とH27の差・増減率）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年２月から７月までの間、中止した。
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５　体育施設の利用者数の推移

（人） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

総合体育館 218,664 218,958 234,679 225,172 108,184 101,347 -110,480 49.5%

武道館 25,167 27,074 26,346 27,978 35,755 20,247 10,588 142.1%

滝の根テニスコート 47,662 53,351 52,620 52,720 25,389 22,302 -22,273 53.3%

溝沼子どもプール 29,793 31,103 30,565 32,187 27,326 0 -2,467 91.7%

朝霞中央公園陸上競技場 103,398 130,237 141,786 128,254 140,093 71,093 36,695 135.5%

朝霞中央公園野球場 65,926 77,117 54,200 60,072 72,544 53,200 6,618 110.0%

北朝霞公園野球場 37,453 31,414 31,935 49,910 50,537 29,096 13,084 134.9%

青葉台公園芝生広場 82,537 78,874 86,503 90,587 77,356 34,296 -5,181 93.7%

青葉台公園テニスコート 87,426 91,275 85,602 87,338 88,749 55,142 1,323 101.5%

弁財公園テニスコート 19,460 16,285 10,528 11,531 9,838 7,986 -9,622 50.6%

上野荒川運動公園サッカー場 27,597 38,041 39,875 51,217 32,467 34,166 4,870 117.6%

上野荒川運動公園野球場 16,759 16,155 15,854 17,395 11,223 17,128 -5,536 67.0%

内間木公園ソフトボール場 38,732 34,646 40,294 51,766 65,308 20,458 26,576 168.6%

内間木公園テニスコート 20,315 20,004 19,868 22,855 21,138 16,675 823 104.1%

内間木公園弓道場 7,658 8,159 9,943 12,862 14,441 12,343 6,783 188.6%

６　学校体育施設開放事業の利用者数の推移

（人） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

小学校体育館 58,476 60,888 66,417 68,608 63,343 48,090 4,867 108.3%

中学校体育館 15,101 15,118 15,990 14,966 13,425 11,992 -1,676 88.9%

小学校グラウンド 77,358 72,661 75,065 78,038 68,148 52,479 -9,210 88.1%

中学校ウラウンド 22,484 22,192 22,011 17,010 14,056 11,052 -8,428 62.5%

７　博物館の利用者数の推移

（人） 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

入館者数
（単位：人）

50,052 49,819 41,810 42,919 31,770 16,107 -18,282 63.5%

一般団体数
（単位：団体）

202 210 192 215 170 14 -32 84.2%

学校団体数
（単位：団体）

42 51 38 42 36 1 -6 85.7%

資料：博物館

（R元とH27の差・増減率）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年３月から６月までの間、中止した。

資料：生涯学習・スポーツ課

（R元とH27の差・増減率）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月から５月までの間、休館した。また、多くの博学連携事業を中止した。

（R元とH27の差・増減率）

※総合体育館は、平成３０年１２月から令和２年７月までの間、改修工事の実施に伴い、一部閉館（第１期工事：平成３０年１２月～令和
元年６月）及び全館閉館（第２期工事：令和元年１０月～令和２年7月）した。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月から５月までの間、全ての社会体育施設を閉館等した。
※溝沼子どもプールは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年度は閉場した。

資料：生涯学習・スポーツ課

新型コロナウイルス感染症の影響により、社会教育施設及び社会体育施設は、閉館や開館時間等の短縮

及び利用人数の制限を令和２年２月から行ったため、令和２年度は大幅な利用者数等の減少となっている。

一方、上野荒川運動公園サッカー場、上野荒川運動公園野球場及び内間木公園弓道場については、増加

している。
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生涯学習施策の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大柱１

小柱１

主な取組1

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

10回

実績 10回

目標
計画

実績

担当課 施策番号 1-1-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

80件

実績 75件

担当課 施策番号 1-1-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

64,500部

実績 64,900部

担当課 施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

担当課 施策番号 1-1-1-5 3-1-3-3

オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に関するイベ
ント等の回数

会場であることの認知度
／アンケート回答に占め
る割合

※平成30（2018）年
度から指標追加

広報への市民団体の行
事案内の掲載件数

広報配布部数

【事業名】男女平等推進事業【再掲】

人権庶務課

【事業名】消費者教育・啓発事業【再掲】

地域づくり支援課

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

65,000部 65,500部 66,000部

65,300部 65,800部 66,800部

70件 70件 70件

91件 92件 21件

【事業名】広報あさか発行事業

シティ・プロモーション課

「広報あさか」を毎月１回（1日発行）、毎号おおむね40ページ２色刷り、毎号66,000部発行し、市政情報のほか
に生涯学習情報を掲載する。市政に関する最新の情報のほかに、市民が生涯学習に関する情報を容易に入
手できるよう、生涯学習に関するイベントなどの情報を掲載する。

67% 77% 90%

【事業名】広報事業

シティ・プロモーション課

市が情報発信をする際に使用している媒体に一定の基準を設けて、市民の生涯学習に関する情報を掲載し、
市民からの情報発信を支援する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

15回 15回 5回

30回 52回 26回

70% 80% 100%

新たな学びの”きっかけ”を提供します！

生涯学習情報の充実

生涯学習情報の発信

●生涯学習情報を容易に入手できるよう、生涯学習ガイドブックを発行する。
●市ホームページや掲示板等の媒体を活用し、合理的配慮を心がけた情報発信に取り組む。
●子どもの頃から生涯学習の考え方や生涯学習の習慣に慣れ親しめるよう、学校教育を通じて生
涯学習教育を普及する。

【事業名】オリンピック・パラリンピック関連事業

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針にのっとり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に
向けた受入れ体制の整備と大会開催に向けた機運を醸成する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1

担当課 施策番号 1-1-1-7 3-1-4-1

担当課 施策番号 1-1-1-8

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

74,000部

実績 74,000部

担当課 施策番号 1-1-1-9

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

7,500部

実績 7,500部

担当課 施策番号 1-1-1-10

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

3,000冊

実績 3,000冊

担当課 施策番号 1-1-1-11

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

16回

実績 16回

担当課 施策番号 1-1-1-12

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

30回

実績 31回

保健センターガイド配布
部数

子育てガイドブック作成
部数

生涯学習ガイドブック「コ
ンパス」配布数

広報・ホームページ等掲
載回数

市ホームページ・SNSを
使った情報提供

30回 30回 30回

59回 41回 30回

16回 31回 20回

【事業名】博物館情報提供

文化財課

事業情報を発信するとともに、市民が活用しやすいよう歴史や文化に関する情報を収集、整理し、様々な媒体
を活用し、情報の発信を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】スポーツ情報提供

生涯学習・スポーツ課

市民がいつでもどこでもスポーツ・レクリエーションに親しめるよう広報やホームページを活用して情報を提供し
ていく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

16回 18回 20回

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

3,000冊 3,000冊 3,000冊

3,000冊 3,000冊 3,000冊

10,000部 7,500部 10,000部

7,500部 7,500部 7,500部

【事業名】生涯学習情報提供

生涯学習・スポーツ課

生涯学習に関する情報を収集、提供し、市民が必要とする情報をいつでも入手できるようにする。また、市民の
生涯学習に関する認識を深め、学習活動の推進を図るために啓発を行う。

74,000部 74,000部 76,000部

【事業名】子育て支援情報提供

こども未来課

子育て家庭に対して、必要な情報が提供されている。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

健康づくり課

市民の健康増進に寄与し、健診、健康相談、健康教育、予防接種等の各種保健事業や医療機関の情報を広
く周知するため、保健センターガイドの発行及び市ホームページへの掲載を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

74,000部 74,000部 74,000部

【事業名】市民活動支援ステーション運営事業【再掲】

地域づくり支援課

【事業名】環境教育・環境学習の推進事業【再掲】

環境推進課

【事業名】保健センターガイド発行事業
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担当課 施策番号 1-1-1-13

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

11,680人

実績 13,343人

担当課 施策番号 1-1-1-14

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

183回

実績 183回

担当課 施策番号 1-1-1-15

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

50回

実績 77回

担当課 施策番号 1-1-1-16

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

7校

実績 3校

重要文化財旧高橋家住
宅来園者数

ホームページ等の更新回
数

情報提供回数

生徒会選挙用物資（中学
校、高等学校）の貸出校
数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

7校 7校 7校

3校 1校 １校

50回 50回 50回

145回 129回 131回

【事業名】選挙の啓発

選挙管理委員会事務局

啓発活動を行うことで、選挙に対する関心を高めるため、中学校、高等学校へ生徒会選挙用物資の
貸出しや手引等の提供を行っている。

177回 195回 149回

【事業名】図書館情報提供

図書館

主催講座等のイベントや図書館の新着情報等に関する情報を利用者に迅速に提供するため、ホームページの
充実を図ると共に、必要に応じてSNSも活用する。また、広報誌への掲載や公共施設へのポスター・チラシの設
置配布も行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】公民館情報提供
中央公民館

市民が必要とする情報をいつでも入手できるよう、公民館に関する情報を適時適切に提供し、公民館の利用の
促進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

183回 183回 183回

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

11,720人 11,760人 11,800人

13,724人 14,215人 8,855人

【事業名】郷土の歴史や伝統・文化の情報提供

文化財課

郷土の歴史や伝統・文化に関する情報を収集、整理し、市民が入手、活用しやすい状態での情報提供を図
る。また、郷土の歴史や文化に関する事業を実施し、体験学習などを通じて郷土の理解につながるよう努める。
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小柱２

主な取組１

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1

担当課 施策番号 1-2-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

7人

実績 7人

担当課 施策番号 1-2-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

20件

実績 12件

担当課 施策番号 1-2-1-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

460人

実績 505人

担当課 施策番号 1-2-1-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

6館

実績 6館

担当課 施策番号 1-2-1-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

580件

実績 404件

生涯学習部における社会
教育主事の発令

相談対応回数

博物館主催講座参加者
数

相談館数

レファレンス相談件数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

590件 600件 610件

356件 367件 137件

6館 6館 6館

6館 6館 6館

【事業名】図書館レファレンスサービス事業

図書館

利用者の学習活動支援を図るため、利用者の求める資料相談や調査研究・学習相談に応じ、文献等の照会・
提供等の援助を行う。

388人 244人 250人

【事業名】公民館相談事業

中央公民館

公民館サークル等からの相談にきめ細かく対応し、その活動を支援する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】博物館学習支援事業

文化財課

講座・講演会などを実施し、市民に学習機会を提供し、学習方法などの相談にも応じることで、市民の学習活
動を支援していく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

460人 460人 460人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

20件 20件 20件

13件 12件 12件

7人 7人 8人

7人 8人 9人

【事業名】スポーツ相談事業

生涯学習・スポーツ課

市民からのスポーツに関する相談に応じ、市民の生涯スポーツへの参加を進める。

相談体制の充実

学習相談の充実

●生涯学習に関する様々な相談に対応できるようにする。
●生涯学習・スポーツ課をはじめ、公民館、図書館、博物館など生涯学習関連施設との連携を図
り、相談体制の充実を図る。

【事業名】市民活動支援ステーション運営事業【再掲】

地域づくり支援課

【事業名】生涯学習相談事業

生涯学習・スポーツ課

生涯学習に関する情報収集に努め、生涯学習関連施設等との連携を図り、生涯学習に関する様々な相談に
対応できるように努める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

10



小柱３

主な取組1

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1

担当課 施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

担当課 施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

105件

実績 123件

目標
計画

800人

実績 890人

担当課 施策番号 1-3-1-4 4-2-2-4

担当課 施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

担当課 施策番号 1-3-1-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

1,400人

実績 1,558人

担当課 施策番号 1-3-1-7

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

60人

実績 57人

生涯学習ボランティアバ
ンク登録者（団体）数

生涯学習体験教室参加
者数

60人 60人 60人

3人 3人 3人
登録指導者数

1,908人 230人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】スポーツ指導者の紹介事業

生涯学習・スポーツ課

市民がスポーツ・レクリエーションの機会を得ることができ、併せて各団体の活動が活発になることを目指す。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

スポーツ大会等参加者数

生涯学習・スポーツ課

【事業名】スポーツ大会・教室推進事業

生涯学習・スポーツ課

市民がスポーツに親しむ機会を提供するため、各種大会や教室を開催する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1,400人 1,500人 1,500人

590人 620人 650人

571人 648人 448人

【事業名】あさか学習おとどけ講座

生涯学習・スポーツ課

【事業名】市民企画講座

市民の多様な学習要求に応えるため、学習ボランティアを募り、自らの知識や技術、能力や学習の成果を生か
し、市民への学習の機会を提供するとともに、自らも講師としてのスキルが高められることで、地域が活性化し生
涯学習が推進していく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

105件 110件 115件

115件 100件 86件

生涯学習のきっかけづくり

生涯学習をはじめたい人への支援

●生涯学習を身近に感じ、生涯学習活動に取り組むきっかけへとつながるよう努める。
●各種の講座や教室、イベントの開催や充実に努める。

【事業名】市民活動支援ステーション運営事業【再掲】

地域づくり支援課

【事業名】男女平等推進事業【再掲】

人権庶務課

【事業名】生涯学習ボランティア事業

生涯学習・スポーツ課
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担当課 施策番号 1-3-1-8

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

36講座

実績 36講座

担当課 施策番号 1-3-1-9

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

20回

実績 36回 47回 43回 38回

【事業名】読書案内・読書相談

図書館

市民の読書力向上や子どもの読書推進を図るため、各種テーマに沿った図書展示や推薦図書の一覧の配布
により図書の紹介を行うとともに、利用者の求めに応じて読書に関する相談に対応する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

20回 20回 20回
テーマ展示回数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

36講座 36講座 36講座

36講座 34講座 22講座

講座開催数（６館）

【事業名】公民館講座開催事業

中央公民館

ライフステージに応じた学習プログラムや現代的課題などを学習する機会を提供するとともに、集い・交流の促
進を図る。
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大柱２

小柱１

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-1-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

306,500人

実績 302,722人

担当課 施策番号 2-1-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

12回

実績 12回

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-2-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

282,000人

実績 269,847人

担当課 施策番号 2-1-2-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

12回

実績 12回

利用人数

施設点検回数

図書館等利用者数（人）

施設点検回数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

12回 12回 12回

12回 12回 12回

283,000人 284,000人 285,000人

261,231人 262,018人 205,246人

【事業名】図書館管理事業

図書館

図書館利用者が安心安全で快適に図書や視聴覚資料を利用できるよう、適切な施設の維持管理を行う。

２）図書館の充実

●利用者ニーズの把握に努め、資料を収集・保存する。
●誰もが利用しやすい施設として機能する図書館サービスの充実に努める。

【事業名】図書館運営事業

図書館

図書館法第１条の規定に基づき、生涯学習の一拠点として資料提供等を通じて、市民の教育と文化の発展に
寄与することを目的とする。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

12回 12回 12回

12回 12回 12回

308,500人 310,000人 311,000人

299,077人 285,799人 165,477人

【事業名】公民館管理事業

中央公民館

施設を適切に維持管理し、市民が安全に、安心して、快適に利用できるように努める。
施設の維持管理を実施する。（清掃、警備、設備保守点検、修繕等）

使いやすい学びの”場”を提供します！

生涯学習推進拠点の充実

１）公民館の充実

●利用者ニーズを踏まえた社会教育に関する相談や講座の実施を企画する。
●施設の適切な管理と計画的な修繕や改修を進め、誰もが快適に利用できる運営に努める。

【事業名】公民館運営事業

中央公民館

地域における学びの場として、実際の生活に即した各種事業や必要な図書の確保を行うとともに、利用者が相
互のコミュニケーションを深めることができるような公民館運営を行うことにより、市民の教養や健康の維持向上
を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-3-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

49,000人

実績 41,810人

担当課 施策番号 2-1-3-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1件

実績 1件

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-4-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

850,000人

実績 850,033人

担当課 施策番号 2-1-4-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

0箇所

実績 4箇所

３）博物館の充実

●魅力ある展示や企画を行うとともに、文化財の適切な保存に努める。
●施設の適切な管理と計画的な修繕や改修を進め、快適に利用できる運営に努める。

【事業名】博物館運営事業
文化財課

郷土の歴史を語る様々な資料を調査・収集・保存し、展示や教育普及事業において活用を図ることで、地域の
歴史や文化への理解と認識を深め、生涯学習の場として、いつでも誰もが学べる学習機会が市民に提供され
ている。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

49,000人 49,500人 36,785人

42,919人 31,770人 16,107人

【事業名】博物館管理事業
文化財課

来館者が安心・安全に利用できるよう、学習しやすい環境整備の充実を図るため、博物館において適切な維
持管理を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1件 1件 0件

1件 1件 0件

４）スポーツ施設の充実

●市民がいつでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を提供する。
●施設の適切な管理と計画的な修繕や改修を進め、生涯スポーツの拠点となる施設の充実した運
営に努める。

【事業名】スポーツ施設運営事業

生涯学習・スポーツ課

市民スポーツ推進のため、スポーツ施設の適切な維持管理・運営を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

850,000人 850,000人 850,000人

830,238人 741,171人 495,479人

【事業名】スポーツ施設管理事業

生涯学習・スポーツ課

市民が健康・体力の維持向上を目指し、生涯スポーツの推進を図るため、体育施設の改修を実施し、施設設
備の充実を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

0箇所 1箇所 1箇所

1箇所 1箇所 1箇所

入館者数

利用者にかかる修繕
件数

利用者数

改修工事箇所数
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-5-1 3-3-5-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

180,000人

実績 179,483人

担当課 施策番号 2-1-5-2 3-3-5-1

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-6-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

策定作業着手

実績 策定作業着手

利用者数

個別施設計画の策定

策定作業実施 策定昨業実施 策定作業完了

●社会教育施設やスポーツ施設のほか、その他の公共施設、公園、遊歩道等においても、市民活
動などの促進や施設・設備の充実を図る。
●上記施設等において、魅力ある事業の実施に努める。

【事業名】公共施設の管理運営事業

財産管理課・政策企画課

生涯学習の場となる公共施設を適正かつ安全・良質な状態に保つため、計画的に管理していく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

策定作業実施 策定作業実施 策定作業完了

180,000人 180,000人 180,000人

178,622人 158,972人 123,613人

【事業名】放課後子ども教室事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

６）その他の公共施設の活用

５）学校施設の活用

●小・中学校の体育施設・グラウンドなど、学校の持つ施設や教育機能の地域への還元を進める。
●市民に対して身近な場所で生涯学習・生涯スポーツに取り組める環境を提供する。

【事業名】学校体育施設開放事業

生涯学習・スポーツ課

市内小中学校の体育施設を開放することにより、市民のスポーツ・レクリエーション活動の場を確保する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 2-1-6-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

46.0%

実績 49.0%

担当課 施策番号 2-1-6-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

59.60%

実績 62.00%

担当課 施策番号 2-1-6-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

452団体

実績 525団体

担当課 施策番号 2-1-6-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

4,600件

実績 4,703件

担当課 施策番号 2-1-6-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

48回

実績 35回

利用率

利用率

施設の利用団体数

産業文化センター利用件
数

環境大学・講座等開催回
数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

48回 48回 48回

0回 5回 3回

4,600件 4,600件 4,600件

4,638件 4,255件 2,367件

【事業名】リサイクルプラザ管理運営事業

資源リサイクル課

リサイクルプラザが、適切に維持管理され、環境に負荷の少ない資源循環型社会の構築を目指す。
市民主体で構成するリサイクルプラザ企画運営協議会と市との協働による各種講座を開催する。

515団体 505団体 240団体

【事業名】産業文化センター管理運営事業

産業振興課

産業の振興と地域経済の活性化を促進するとともに、情報及び文化の発信基地となり市民相互の交流を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】市民活動支援ステーション管理事業

地域づくり支援課

市民活動団体や市民が市民活動支援ステーション・シニア活動センターを利用しやすいように、施設、備品を
適切に維持管理する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

458団体 464団体 470団体

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

60.0% 60.3% 60.6%

62.7% 59.6% 54.6%

46.0% 46.0% 46.0%

52.5% 40.4% 32.9%

【事業名】市民センター利用促進事業

地域づくり支援課

市民センターの利用促進を図り、より良い地域社会の形成を目指す。
指定管理者を指定して、市民センターの維持管理と運営業務を行う。（全8館）
⇒受付業務、施設管理業務

【事業名】市民会館利用促進事業

地域づくり支援課

市民会館の利用の啓発、推進を行うとともに、利便性の向上を図る。市民の文化振興のため指定管理契約に
自主事業を盛り込み、文化振興を行うことで利用促進を図る。
各種パンフレットの発行・配布、指定管理者による自主事業を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 2-1-6-7

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

12回

実績 12回

担当課 施策番号 2-1-6-8

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

10,000人

実績 8,363人

担当課 施策番号 2-1-6-9 3-3-2-1

担当課 施策番号 2-1-6-10 3-3-1-1

担当課 施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

135,000人

実績 113,955人

担当課 施策番号 2-1-6-12 3-2-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

260,000人

実績 275,804人

担当課 施策番号 2-1-6-13 3-1-4-4

施設点検回数

総合福祉センター内会議
室利用者数

個人利用者数　（人）

260,000人 260,000人 260,000人

286,581人 259,109人 147,409人

【事業名】基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業【再掲】

みどり公園課

施設入場者数

114,144人 94,368人 49,186人

【事業名】健康増進センター管理運営事業
健康づくり課

市民の健康維持・増進と体力づくりのほか、利用者相互のふれあいの輪を広げるため、施設を維持管理し、指
定管理者制度を用いて施設を運営する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

保育課

【事業名】老人福祉センター管理運営事業
長寿はつらつ課

市内に居住する高齢者が健康で明るい生活を営むことができるよう適正な施設管理を行うことで、利用者が安
全に施設を利用できていること。
指定管理による浜崎及び溝沼老人福祉センターの管理運営、利用者の送迎を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

122,000人 124,000人 126,000人

10,000人 10,000人 10,000人

9,556人 8,024人 4,717人

【事業名】児童館管理運営事業【再掲】

こども未来課

【事業名】子育て支援センター事業【再掲】

12回 12回 12回

【事業名】総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業

福祉相談課

適切な施設維持管理を行い、高齢者、障害者及び児童が安全に交流できる場とする。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】コミュニティセンター管理運営事業
コミュニティセンター

市民が様々な地域・文化活動を行うことができる施設を管理運営することで、コミュニティ活動の促進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

12回 12回 12回
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担当課 施策番号 2-1-6-14 3-1-4-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

0件

実績 0件 0件 0件 0件

遊具等の不具合による事
故件数

みどり公園課

都市公園及び児童遊園地等の広場の清掃、除草、遊具点検、施設の修繕を行い、市民が公園等を安全かつ
快適に利用できるように維持管理を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

0件 0件 0件

【事業名】公園や広場の管理事業
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小柱２

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-2-1-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1,220人

実績 1,165人

目標
計画

実績

担当課 施策番号 2-2-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1,000人

実績 0人

担当課 施策番号 2-2-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

70件

実績 92件

「子ども大学あさか」参加
者の満足度（アンケート

集計結果の「とても満足」
「満足」の割合）

※令和３年度からこの指標に変更

利用者数

共催・後援件数
70件 70件 70件

95件 89件 29件

0人 0人 0人

【事業名】共催・後援事業

生涯学習・スポーツ課

市の教育、学術、スポーツ、文化の振興に寄与すると認められる事業等を共催・後援することで、市民団体の優
れた活動を支援すると共に市民の生涯学習活動を推進する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】民間企業との連携事業

生涯学習・スポーツ課

民間のスポーツ施設を開放することにより、市民のスポーツ・レクリエーション活動の場を確保する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1,000人 1,000人 1,000人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1,220人 1,220人 1,220人

1,149人 1,182人 53人

「子ども大学あさか」延べ
参加者数

学びの場を広げる

１）民間施設との連携

●民間の企業や教育機関の所有する学習・スポーツ施設や、指導のノウハウなどの提供や協力、
活用を図る。
●生涯学習の推進に向けて民間施設との連携を深める。

【事業名】大学等の連携事業

生涯学習・スポーツ課

大学等教育機関が持つ専門的な学習や指導者、施設等の優れた学習機能の提供や活用、相互協力を進める
ことで、生涯学習の推進と充実を図る。
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大柱３

小柱１

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-1-1-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

4回

実績 8回

担当課 施策番号 3-1-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

1回

実績 1回（2か所）

担当課 施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

150人

実績 129人

担当課 施策番号 3-1-1-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

54日

実績 56日

58日 58日 75日

76日 77日 46日
啓発事業実施期間

157人 132人
新型コロナ感染拡大

防止のため中止

【事業名】共生社会の理念の普及

障害福祉課

障害のある人とない人との交流を深め、様々な行事を通じて、障害のある人への理解を深める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

あさか女と男セミナー参
加人数

【事業名】男女平等推進事業

人権庶務課

市民が男女平等に対する理解を深め、その個性と能力を発揮し、男女平等が実感できる生活の実現を目指
す。事業内容は、公募市民による男女平等推進情報「そよかぜ」の発行やあさか女と男セミナーの開催、あさか
男女の輪サイトでの情報提供を行う。また、利用者が容易に情報を得られるよう情報・交流コーナーを充実する
ことや、相談事業等行い、市民等との協働した活動を展開し、誰もが気軽に利用できる女性センターの運営を
図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

150人 150人 150人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1回 1回 1回

1回（2か所） 1回（2か所） 1回（2か所）

平和パネル展の実施回
数

4回 4回 4回

9回 9回 1回

【事業名】平和事業

人権庶務課

人権と平和を見つめなおす機会を広く市民等に提供し、人権・平和尊重意識の醸成を図る。

啓発活動の実施回数

多様な学びの‟メニュー”を提供します！

ともに生きる社会づくりに向けた学び

１）共生社会に向けた教育の支援

●共生社会の実現に向け、男女平等や障害者理解など、人権尊重の意識を高めるための教育機
会を提供する。

【事業名】人権啓発事業

人権庶務課

市民等の基本的人権尊重意識の高揚を図るため、各種啓発活動を実施する。また、人権侵害被害者支援のた
め、人権相談を定期的に開催する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 3-1-1-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

4,000件

実績 8,795件

担当課 施策番号 3-1-1-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

600人

実績 751人

目標
計画

3,000部

実績 2,500部

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

担当課 施策番号 3-1-2-2 3-2-2-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

25人

実績 16人

担当課 施策番号 3-1-2-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

100%

実績 100%

啓発冊子「みんながしあ
わせに暮らせるために」
発行部数

多文化推進サポーター実
働数

日本語指導が必要な帰
国・外国人児童生徒に支
援をした割合（％）

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

100% 100% 100%

100% 100% 100%

25人 25人 30人

16人 16人 18人

【事業名】日本語指導充実事業

教育指導課

外国人の児童・生徒が、日本語を十分に理解し、日常生活を支障なく送れるようにする。

２） 国際理解に向けた学習の支援

●国際化や文化の多様性に応じた学習機会や環境を進展し、国際化が進む社会に対応できる人材
を育てる。
●ともに暮らす外国人を受け入れ、お互いの理解を深める学習を支援する。

【事業名】オリンピック・パラリンリック関連事業【再掲】

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

【事業名】多文化共生推進事業

地域づくり支援課

異なる文化や慣習への偏見がなくなり、住民間の相互理解を促進する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

773人 646人
新型コロナ感染拡大

防止のため中止

（隔年発行） 3,000部 （隔年発行）

－ 3,000部 －

【事業名】人権教育事業　（社会教育）

生涯学習・スポーツ課

人権課題に対する正しい理解と優れた人権感覚を身につけ、人権尊重の意識を高める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

610人 620人 620人
研修会等参加者数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

4,000件 4,000件 4,000件

8,831件 8,708件 7,292件
人権作文応募数

【事業名】人権教育事業　（学校教育）

教育指導課

児童生徒・教職員の人権に対する正しい理解と人権意識の向上を図る。
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担当課 施策番号 3-1-2-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

10人

実績 10人

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-1-3-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1回

実績 1回

担当課 施策番号 3-1-3-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1回

実績 1回

担当課 施策番号 1-1-1-5 3-1-3-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

320人

実績 336人

目標
計画

実績

英語指導助手配置人数
（人)

防災講演会実施回数

防犯研修会実施回数

通信講座受講者数
※令和２年度より指標

変更

消費生活パネル展の実
施回数

※令和２年度より指標変更

344人 342人

７回

７回

【事業名】消費者教育・啓発事業

地域づくり支援課

消費者被害の未然防止を目的とした情報提供及び、講座等の学習機会を設けて啓発を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

320人 320人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1回 1回 1回

1回 1回
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

1回 1回 1回

1回 1回
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】防犯対策推進事業

危機管理室

犯罪発生の抑止力として地域の防犯意識を高め、地域コミュニティによる見守り活動を推進するため、防犯に
関する知識や意識の普及・啓発を図る。

11人 11人 12人

３） 安心・安全なくらしと環境を守る学習活動の推進

●防災及び被災時の対応に関する知識や意識の普及・啓発を行う。
●防犯・交通安全に対する学習を支援する。

【事業名】地域防災推進事業

危機管理室

地震や風水害などの自然災害から、市民が自らの安全を確保するため、日頃の備えや災害時の対応に関する
知識や意識の普及・啓発を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】国際理解教育事業

教育指導課

英語指導助手の積極的な活用により、生徒の英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度と、英語に
よる実践的コミュニケーション能力を養う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

11人 11人 11人
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担当課 施策番号 3-1-3-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

保育園　25園
幼稚園 8園　小学校
10校（年間各1回）

実績
保育園　28園

幼稚園 7園　小学校
10校（年間各1回）

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-7 3-1-4-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

120人

実績 108人

担当課 施策番号 3-1-4-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

597g

実績 574g

担当課 施策番号 3-1-4-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

0団体

実績 0団体

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

2団体 3団体 4団体

11団体 1団体 1団体
景観づくり団体の認定数

592g 586g 580g

567g 572g 592g

【事業名】景観まちづくり推進事業

まちづくり推進課

朝霞らしい魅力ある景観を市民・事業者・行政の協働でつくり、守ることで、だれもが住み続けたい、訪れたいと
感じるまちを目指す。

１人１日当たりの家庭ゴミ
の排出量

150人 185人
新型コロナによる夏季休暇

短縮のため募集中止

【事業名】ごみの減量・リサイクル推進啓発事業

資源リサイクル課

循環型社会の構築に向けて、市民、事業者、行政の三者の連携・協働により、ごみの排出量の抑制と、ごみの
再資源化がさらに推進されたまちを目指す。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

環境美化ポスター応募人
数

環境推進課

小学生を対象とした環境美化ポスターの募集をはじめ、環境美化ポスター入賞者や美化活動功労者への表彰
式の実施及び環境団体が実施する黒目川・川まつりの協力などを通じ、環境に対する意識の向上を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

120人 125人 130人

保育園　25園
幼稚園 8園　小学校
10校（年間各1回）

保育園　25園
幼稚園 8園　小学校
10校（年間各1回）

保育園　25園
幼稚園 8園　小学校
10校（年間各1回）

保育園　30園
幼稚園 6園　　小学校

10校（年間各1回）

保育園　31園
幼稚園 5園　　小学校

10校（年間各1回）

保育園　26園
幼稚園 4園

（年間各1回）

４）朝霞の緑を守る環境学習の推進

●関係機関や生涯学習団体・サークルなどと連携を図りながら、自然環境等との共生や、市街地の
緑化などに関する学習活動を支援する。

【事業名】環境教育・環境学習の推進事業

交通安全教室
開催回数

【事業名】交通安全教育事業

まちづくり推進課

保育園児、幼稚園児及び新入学児童に交通安全教育を行うことにより、正しい交通ルールを学ぶとともに、交
通安全に対する興味・関心を高め交通事故を防止する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 2-1-6-13 3-1-4-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

63回

実績 63回

担当課 施策番号 2-1-6-14 3-1-4-5

担当課 施策番号 3-1-4-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

2箇所

実績 0箇所

担当課 施策番号 3-1-4-7

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

20団体

実績 19団体

担当課 施策番号 3-1-4-8

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

60,000人

実績 35,000人 45,000人 45,000人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

黒目川花まつり来場者数

【事業名】黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり

道路整備課

市民の憩いの場である黒目川の桜並木を管理し、市の魅力のひとつである貴重な自然に親しむ機会を提供す
る。また、サクラの開花期にあわせて「黒目川花まつり」を支援し、芸術や地域文化などを紹介し、ふるさと意識
の醸成に努める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

60,000人 60,000人 60,000人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

20団体 21団体 22団体

21団体 23団体 25団体
道路美化活動団体数

2箇所 2箇所 2箇所

1箇所 1箇所 2箇所

【事業名】花と緑のまちづくり事業

道路整備課

市民と行政が協力して、道路、駅前広場が美しく花と緑にあふれ、住民が快適に通行できるような道路環境づく
りを推進する。

生け垣設置箇所

63回 63回 63回

【事業名】公園や広場の管理事業

みどり公園課

【事業名】緑化推進事業

みどり公園課

貴重な緑の減少に歯止めをかけ、現存する緑を保全するとともに、市街地における緑化を推進する。特別緑地
保全地区等の維持管理と民間所有緑地の管理に対する支援を行うとともに、生け垣設置の奨励など緑化の推
進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

プレーパークの開催回数

【事業名】基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業

みどり公園課

子どもからお年寄りまで幅広く、多くの市民が、基地跡地の暫定利用地「朝霞の森」を多目的広場として有効に
活用できるよう、広場の施設管理を行い、市民への利用促進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

63回 63回 63回
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小柱２

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

担当課 施策番号 3-2-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

270人

実績 239人

担当課 施策番号 2-1-6-12 3-2-1-3

担当課 施策番号 3-2-1-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

1,500人

実績 3,003人

担当課 施策番号 3-2-1-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

10回

実績 8回

担当課 施策番号 3-2-1-6 4-2-2-6

【事業名】スポーツ団体等補助事業

生涯学習・スポーツ課

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

10回 10回 10回

10回 16回 6回

スポーツ教室・大会等の
開催

1,500人 1,500人 1,500人

3,537人 3,869人 798人

【事業名】スポーツ振興事業

生涯学習・スポーツ課

スポーツ推進審議会やスポーツ推進委員会議の開催を通じ、市民ニーズを踏まえた事業を展開することによ
り、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を図る。

健康教育実施人数

352人 409人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】健康増進センター管理運営事業【再掲】

健康づくり課

【事業名】健康教育事業

健康づくり課

市民が保健サービスを受けることができ、住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活を送ることができるよう、
健康教育を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

参加人数

障害福祉課

スポーツ・レクリエーションを通じて、障害のある人が楽しく社会参加できるようにする。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

500人 540人 540人

健やかで心豊かな人生のための学び

１）生涯スポーツ活動・健康づくりの推進

●市民体育祭をはじめとした各種スポーツ事業の充実を図る。
●体育協会などによる活動をはじめ、各種スポーツの活動を支援する。
●関係各所と連携を図り、健康づくりに対する意識を高めるための学習を提供する。

【事業名】オリンピック・パラリンピック関連事業【再掲】

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

【事業名】障害者スポーツ・レクリエーション事業
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-2-2-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

10件

実績 16件

目標
計画

15件

実績 18件

目標
計画

30件

実績 36件

目標
計画

実績

目標
計画

実績

担当課 施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

担当課 施策番号 3-2-2-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

700,000人

実績 710,000人

担当課 施策番号 3-2-2-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

7団体

実績 7団体

ぽぽたんのイベント参加
（市外）

むさしのフロントあさかＰＲ
ロゴ使用申請受理件数

ぽぽたんイラスト使用申
請受理件数

市民や事業者等との連携
によるプロモーションの機
会

※令和３年度よりこの指標に変更

ＰＲロゴ使用申請受理件
数（庁舎外）

朝霞市民まつり「彩夏祭」
来場者数

補助団体数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

8団体 9団体 10団体

8団体 8団体 2団体

700,000人 700,000人 700,000人

700,000人 710,000人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】コミュニティ推進事業　鳴子踊り参加促進

地域づくり支援課

「彩夏祭」のよさこい鳴子踊りを経験し、朝霞市の文化に親しむことで、ふるさと意識の醸成と次世代の文化の
担い手の育成を図る。

【事業名】オリンピック・パラリンピック関連事業

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

【事業名】コミュニティ推進事業　彩夏祭

地域づくり支援課

市民と共に朝霞市民まつり「彩夏祭」を開催・運営することにより、ふるさと意識の醸成と市民が誇る地域文化と
しての深化を促す。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

47件 51件 22件

35件 40件 45件

127件 215件 129件

15件 17件 20件

19件 19件 0件

20件 25件 30件

２）芸術と文化の香りあふれるまちづくりに向けた学習の支援

●市民の連帯感や郷土愛の醸成等を生み出すため、芸術文化に関するイベントや地域固有の歴
史・文化等を感じられるイベントを実施する。
●市民が誇れる地域文化を積極的に発信し、より豊かな文化の創造に努める。

【事業名】シティ・セールスイベント事業

シティ･プロモーション課

朝霞市シティ・プロモーション取組基本方針に基づき、市制施行50周年を契機に発表したシティ･プロモーショ
ンツールを活用し、市民の市政への関心や理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、対外的には朝霞市の認
知度を向上させる。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 3-1-2-2 3-2-2-5

担当課 施策番号 3-2-2-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

680人

実績 未実施

担当課 施策番号 3-2-2-7

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

2,200人

実績 2,384人

担当課 施策番号 3-2-2-8

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

25,000人

実績 14,534人

担当課 施策番号 3-2-2-9

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

15回

実績 16回

吹奏楽・器楽フェスティバ
ルの入場者数

15回 15回 15回

15回 14回 1回

文化財の活用事業開
催回数

19,010人 18,570人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】文化財保護普及事業

文化財課

市内の文化財について啓発・公開を行うとともに、文化財保護関係団体への補助金交付等を行い、
文化財保護意識の醸成を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

芸術文化展、芸能まつ
り、文化祭の入場者数

【事業名】芸術文化推進事業

生涯学習・スポーツ課

市民の暮らしにゆとりと潤いをもたらす芸術文化活動を通し、文化発展のため、展示・発表の場を提供し、子ど
もからお年寄りまでが主体的に参画できるイベントの企画を充実していく。このことにより、芸術文化活動の促進
を図るとともに、市民文化の振興が図られるよう支援を行っていく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

25,500人 26,000人 26,000人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

2,200人 2,300人 2,300人

2,430人 2,362人 2,827人

小・中学校図工美術展来
場者数

680人 680人 680人

700人 990人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】図工・美術活動事業

教育指導課

市内の小・中学生が図工・美術の授業で制作した作品の中から、出品作品を選んで展示し、日頃の教育の成
果を保護者や地域の方々に見ていただく機会とする。

【事業名】多文化共生推進事業【再掲】

地域づくり支援課

【事業名】音楽活動事業

教育指導課

音楽を愛する心情、人間性豊かな児童生徒や市民を育成する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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小柱３

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-6-9 3-3-1-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

9,350人

実績 8,006人

担当課 施策番号 3-3-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

1,500人

実績 1,315人

担当課 施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

28団体

実績 23団体

目標
計画

3,000人

実績 2,527人

3,200人 3,300人 3,400人

3,138人 3,268人 66人

家庭教育学級事業延参
加者数

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

28団体 28団体 28団体

21団体 19団体 4団体
家庭教育学級数

1,500人 1,500人 1,500人

1,724人 1,605人 525人

【事業名】家庭教育推進事業

生涯学習・スポーツ課

親や保護者が家庭教育について学ぶ機会や、保護者同士が交流したり情報交換をしたり相談し合う活動を支
援する。また、家庭教育の大切さを啓発する。

マタニティ教室参加者数

10,098人 8,843人 5,127人

【事業名】母子健康教育事業

健康づくり課

妊娠、出産、育児に関する知識や技術を身につけ、地域で健やかな育児ができることを目的とし、事業の対象
である母子に対し、マタニティ教室や離乳食スタート・ステップアップ教室等の各種事業を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

利用者数

【事業名】子育て支援センター事業

保育課

子育て中の親子の交流の場として、相談室、プレイルームを備え、子育てに関する相談や情報提供を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

9,350人 9,350人 9,350人

ライフステージに応じた学び

１）家庭教育の充実

●家庭教育について学ぶ機会や、同じ保護者同士が交流したり、情報交換をしたり、悩みを相談し
合える機会を提供する。

【
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-6-9 3-3-2-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

200,000人

実績 208,366人

担当課 施策番号 3-3-2-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

4,000人

実績 8,712人

担当課 施策番号 3-3-2-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

7,500人

実績 8,224人

担当課 施策番号 3-3-2-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

1回

実績 1回 1回 1回 1回
市長懇談会の開催

【事業名】ＰＴＡ等支援事業

生涯学習・スポーツ課

家庭、学校及び社会における児童及び生徒の幸福な成長を図るために、朝霞市ＰＴＡ連合会等が行う運営及
び事業の経費の一部に対し補助金を交付する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

1回 1回 1回

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

7,500人 7,500人 7,500人

8,345人 9,817人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

ふれあい推進事業参加
者数

4,000人 4,000人 4,000人

9,145人 8,515人 5,311人

【事業名】ふれあい推進事業

教育指導課

地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するととも
に、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域教育力の活性化を図る。

青少年健全育成啓発活
動事業延べ参加者数

206,529人 192,056人 95,110人

【事業名】青少年健全育成事業

こども未来課

青少年健全育成への市民意識の高揚を促すため、関係機関や学校・市民と連携し、市民総ぐるみで啓発活動
を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

児童館来館者数（保護者
含）

こども未来課

児童の健全な成長を目指し、子どもたちの居場所として、中高生も利用できる児童館を整備し、子どもたちが安
全かつ快適に遊び、また活動し、異年齢の交流を行う。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

200,000人 200,000人 200,000人

２）青少年の育成

●子どもが大人に成長する過程において、社会について学び、自分の意見を主張できるようになる
ため、地域の大人との交流や社会体験などの機会を充実する。

【事業名】児童館管理運営事業
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-3-3-1 3-3-4-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

26団体

実績 25団体

担当課 施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-3-3-1 3-3-4-1

担当課 施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

●若い子育て世代が地域とのつながりの中で充実した生活を送ることができるよう、多世代にわた
る交流機会を提供していく。

【事業名】生きがいづくり活動支援事業　【再掲】

長寿はつらつ課

【事業名】老人福祉センター管理運営事業【再掲】

長寿はつらつ課

25団体 26団体 27団体

25団体 24団体 24団体

【事業名】老人福祉センター管理運営事業【再掲】

長寿はつらつ課

４）多世代にわたる交流・学習機会の提供

老人クラブ数（団体）

３）高齢社会に対応した学習活動の推進

●健康増進や介護予防活動を推進する。
●自ら有する知識や経験を社会に還元しつつ、より良い社会をつくる主役として生きがいのある生
活を送れるよう、地域での交流の機会や役割の創出に努める。
●心身ともに健康で、いくつになっても生きがいを持って充実した人生を過ごすことができることを目
指す学習を進める。

【事業名】生きがいづくり活動支援事業

長寿はつらつ課

高齢者の方々が交流し、ふれあうことができるように助成や環境整備を図る。
集いの場や交流の場を提供するとともに高齢者団体等への補助金を交付するなど、高齢者の生活が健全で豊
かなものとなるようサポートする。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 2-1-5-2 3-3-5-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

6校

実績 6校

担当課 施策番号 2-1-5-1 3-3-5-2

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 3-3-6-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

60人

実績 31人

担当課 施策番号 3-3-6-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

60人

実績 23人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

60人 60人 300人

11人 33人 225人

就職支援セミナー参加者
数

60人 60人 60人

28人 41人 19人

【事業名】就労支援事業

産業振興課

就労希望者に対し、就労に必要な情報提供等の支援を行うことにより、雇用の促進を図る。

起業家育成支援セミナー
参加者数

【事業名】学校体育施設開放事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

６）キャリアアップやスキルアップに関する学習の支援

●資格取得支援や起業・創業に役立つセミナーの実施、相談体制の充実によりスキルアップを支援
する。
●学校と地域社会が連携して行う職場体験や様々な職業の方の話をうかがう機会を設け、生徒の
職業観を育てるキャリア教育を進める。

【事業名】起業家育成支援事業

産業振興課

起業・創業を考えている方や開業間もない方をトータルサポートすることにより、本市の産業活性化を促し、創
業の促進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

放課後や週末等に小学校の空き教室や特別教室等を活用し、安心・安全な子どもの活動拠点（居場所）を設
けるとともに、地域の方々の参画も得ながら、学校では学ばない多様な学習活動を提供し、子どもが地域社会
の中で心豊かに育まれる環境づくりを推進する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

6校 6校 6校

6校 6校 6校
実施校数

５）学校教育と社会教育の連携

●学習機会の充実を図るため、学校における教育資源の活用や学校施設の開放に努める。
●各社会教育施設や地域の特性を生かした資源やノウハウを学校へ提供する。
●学校と地域、学校教育と社会教育の連携機会の充実を図る。

【事業名】放課後子ども教室事業

生涯学習・スポーツ課

【

【
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担当課 施策番号 3-3-6-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

5回

実績 3回

担当課 施策番号 3-3-6-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

6,000人

実績 6,500人

担当課 施策番号 3-3-6-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

5,100冊

実績 6,334冊

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

5,100冊 5,200冊 5,300冊

6,292冊 6,860冊 5,955冊

ビジネス支援資料貸出冊
数

6,000人 6,000人 6,500人

6,500人 6,500人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】ビジネス支援サービス事業

図書館

情報拠点である図書館を活用して、企業や就職等の支援を行うため、ビジネス関連図書の提供、ビジネス情報
検索端末による情報提供に努める。

来場者数

5回 5回
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

【事業名】農業祭事業

産業振興課

農業祭を開催し、農産物の品評会をすることで農業技術や品質の改善を図る。また、農業祭での農業者間の
交流や農業者と消費者の交流を通じ、農業に対する理解を深める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

農業体験開催回数

【事業名】農業振興支援事業

産業振興課

農業の収益性を高める取り組みや担い手の育成を支援するとともに、農業経営の施策を計画的に進め、都市
農業の利点を最大限に発揮し、地産地消等を推進する。農業体験事業等を通じて、市民と農家の交流により
地域農業に対する相互理解を深める。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

5回 5回 5回
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大柱４

小柱１

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

担当課 施策番号 4-1-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

25,000人

実績 14,534人

担当課 施策番号 4-1-1-3
事業の

目的と内容
年度 平成29（2017）年度
目標
計画

680人

実績 実施せず

小柱２

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 地域づくり支援課 施策番号 1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1

担当課 施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

芸術文化展、芸能まつり、
文化祭の入場者数

吹奏楽・器楽フェスティバ
ルの入場者数

700人 990人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

人材・団体の育成

１）指導者の育成

●生涯学習に主体的に取り組む市民をはぐぐみ、その活動から新たな人材が生まれ、活動が引き
継がれていくといったサイクルを定着させる。
●これから活動を担うリーダーやサポーターとなる人材を育成する。

【事業名】市民活動支援ステーション運営事業【再掲】

【事業名】生涯学習ボランティア事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

【事業名】吹奏楽・器楽フェスティバル

教育指導課

音楽を愛する心情、人間性豊かな児童生徒や市民を育成する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

680人 680人 680人

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

25,500人 26,000人 26,000人

19,010人 18,570人
新型コロナ感染拡大防

止のため中止

市民の学びの‟主体性”を支えます！

学習活動の評価

１）学習活動の成果の発表とその機会の充実

●学習の成果が適切に評価されるよう、文化祭や公民館まつりなど、市民の学習成果の発表や交
流機会の充実を図り、学びの循環を進めていく。

【事業名】生涯学習ボランティア事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

【事業名】文化祭関連事業

生涯学習・スポーツ課

市民の芸術文化活動を促進するとともに、芸術文化に関心を持つ市民を増やすため、市民による芸術文化活
動の成果を発表する場と機会を設け、より身近で優れた芸術文化に親む機会を提供する。また、併せて各種団
体やグループの交流を図り、市民の自主的な活動の充実と活性化を図る。
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担当課 施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

担当課 施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 地域づくり支援課 施策番号 1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

44団体

実績 ４７団体

担当課 施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

10団体

実績 11団体

担当課 施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

担当課 施策番号 1-3-1-4 4-2-2-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

30件

実績 26件

主たる事務所が市内にあ
るＮＰＯ法人数

市民企画講座事業参加団
体数

講座利用件数
35件 35件 35件

26件 16件 17件

【事業名】生涯学習ボランティア事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

【事業名】あさか学習おとどけ講座
生涯学習・スポーツ課

市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の
進展に寄与すること目的とする。市の職員等が講師となって、主に市の施策等の説明を行う行政メニューと企
業等（事業所）の社員が講師となって、その専門的知識・技能資格を活かして講義等を行う企業メニューを登録
し、市民の求めに応じて講座を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

10団体 10団体 10団体

10団体 11団体 8団体

46団体 48団体 50団体

48団体 47団体 48団体

【事業名】市民企画講座

生涯学習・スポーツ課

市民の創意による地域の実情に即した学習機会の形成を促すとともに、市と市民との協働による生涯学習活動
の推進を図るために、市民団体が自ら企画実施する学習講座に要する経費の一部を市が補助する。

【事業名】市民企画講座【再掲】

生涯学習・スポーツ課

【事業名】家庭教育推進事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

２）市民主体の学習を支援

●市民の主体的な生涯学習活動が持続的に続けられるよう、活動内容について指導やサポーター
を行う人材の紹介を行う。
●団体同士で情報交換や相互に相談することができるよう、交流の場を設けるなどのサポートを行
う。

【事業名】市民活動支援ステーション運営事業

市民活動に関する情報の収集や発信、活動の相談や団体同士の交流促進等の場としての施設を活用するとと
もに、市民活動の発展や参加促進を目的とした事業を実施する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

34



担当課 施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

担当課 施策番号 3-2-1-6 4-2-2-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

32種

実績 32種 32種 28種 11種

市民総合体育大会種目別
大会

生涯学習・スポーツ課

朝霞市体育協会、市民総合体育大会実行委員会及び青少年に対しスポーツ活動を行っている団体へ補助金
を交付し団体活動の推進を図る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

32種 32種 32種

【事業名】家庭教育推進事業【再掲】

生涯学習・スポーツ課

【事業名】スポーツ団体等補助事業
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大柱５

小柱１

主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 5-1-1-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

第3次朝霞市生涯学
習計画実施計画の策
定と社会教育行政へ
の助言を生涯学習推

進に生かす

実績

第3次朝霞市生涯学
習計画実施計画の策
定と社会教育行政へ
の助言を生涯学習推

進に生した

担当課 施策番号 5-1-1-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

10件

実績 22件

担当課 施策番号 5-1-1-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

30件

実績 30件

社会教育委員会議開催成
果

委員からのスポーツ行政
に関する意見

市指定文化財の件数

30件 30件 31件

【事業名】文化財保護審議委員会議

文化財課

文化財の保護及び活用について審議するため、文化財保護審議委員による会議を開催し、文化財保護を推進す
る。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

30件 30件 31件

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

10件 10件 10件

20件 10件 10件

生涯学習計画の進捗
確認と社会教育行政
への助言を生涯学習

推進に生かす

生涯学習計画の進捗
確認と社会教育行政
への助言を生涯学習

推進に生かす

生涯学習計画の進捗
確認と社会教育行政
への助言を生涯学習

推進に活かす

当年度は第3回の会
議を開催し、委員から
助言をいただきなが
ら、市の生涯学習を

推進した

生涯学習計画の進捗
や生涯学習部内の各
種事業への意見やア
ドバイスをいただき、
生涯学習への一層の

推進に努めた。

生涯学習計画の進捗や
令和4年度から始まる計
画の後期期間の計画見
直し方法について、御意
見やアドバイスをいただ
き、一層の計画推進に努

めた。

【事業名】スポーツ推進審議会

生涯学習・スポーツ課

スポーツ推進審議会などでの意見を踏まえ、さらに利用しやすい施設の管理、運営及び、市民のスポーツ活動の
推進に努める。

市民とともに学びを‟協働”で推進します！

生涯学習推進体制の充実

１）推進体制の充実

●生涯学習に関する全庁的な連携・調査期間である朝霞市生涯学習推進会議を活用し、生涯学習の
総合的な推進を図る。
●朝霞市生涯学習推進庁内連絡会議を活用し、様々な場面における生涯学習関連事業の推進を図る
とともに、本計画の進捗管理を行う。
●有識者や市民参画による社会教育委員会議において市民の意見聴取や進捗評価の報告などを行
う。

【事業名】社会教育委員会議

生涯学習・スポーツ課

地域において社会教育に優れた知見を有する人々の知識を社会教育行政に反映させるため、学校教育関係者
や社会教育関係者及び学識経験者等により構成された社会教育委員による会議を開催する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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担当課 施策番号 5-1-1-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

2件

実績 2件

担当課 施策番号 5-1-1-5

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

2回

実績 2回

担当課 施策番号 5-1-1-6

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

2回

実績 3回

博物館活動の改善提案数

公民館運営審議会
開催回数

図書館協議会開催回数

3回 3回 5回

【事業名】図書館協議会

図書館

図書館の管理運営に関し、広く意見を求め市民ニーズを踏まえた図書館運営を図るため、提出した議題につい
て、協議会委員より意見等をいただく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

3回 3回 3回

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

2回 2回 2回

2回 2回 2回

2件 2件 2件

2件 11件 2件

【事業名】公民館運営審議会

中央公民館

審議会からの意見を受け、公民館の運営を推進する。
公民館利用者や学識経験者、教育関係者で構成される公民館運営審議会を開催して意見を伺い、運営に反映
する。

【事業名】博物館協議会

文化財課

博物館法の定めにより、館長の諮問機関として協議会を開催し、博物館活動を推進する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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主な取組

具体的な取
組内容

担当課 施策番号 5-1-2-1

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

目標・計画通りに
成果が上がっている

実績
目標・計画通りに

成果が上がっている

担当課 施策番号 5-1-2-2

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度

目標
計画

55%

実績
ー

（アンケート調査年ではな
い）

担当課 施策番号 5-1-2-3

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

90%

実績 81%

担当課 施策番号 5-1-2-4

事業の
目的と内容

年度 平成29（2017）年度
目標
計画

2回

実績 2回

2回 2回 2回

2回 2回 2回

生涯学習計画の進捗状況

スポーツ実施率

利用者満足度（％）

関係連絡会議開催回数

81% 90.8% 83.90%

【事業名】子ども読書活動推進計画

図書館

「第2次朝霞市子ども読書活動推進計画」に基づき、次代を担う子どもたちの読書に親しむ機会の充実及び、環境
整備を図り、子どもの読書活動を推進していく。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

【事業名】図書館サービス基本計画

図書館

より魅力的で利用しやすい図書館を運営していくため、「第2次朝霞市図書館サービス基本計画」を踏まえ、今後
の更なる図書館サービスの充実を図ることを目的とする。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

80% 80% 90%

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度

55% 55% 55%

－
(アンケート調査年ではな

い)
48.4%

ー
(ｱﾝｹｰﾄ調査の実施年度で

はないため)

目標・計画通りに
成果が上がっている

目標・計画通りに
成果が上がっている

目標・計画通りに成果
が上がっている

目標・計画通りに
成果が上がっている

目標・計画通りに
成果が上がっている

目標・計画通りに成果
が上がっている

【事業名】スポーツ推進計画

生涯学習・スポーツ課

「誰もが　いつでも　どこでも　楽しめる　スポーツ社会の実現」を目指すために計画策定し、市民の一人ひとりが生
涯にわたって気軽にスポーツに親しむことができ、心身ともに健康で生き生きとした生活が送れる「生涯スポーツ社
会」の実現に取り組む。

２）実施計画の策定

●本計画に基づき、市の生涯学習関連事業を体系的に網羅し、生涯学習の推進の効果を明確に把握
するため、数値目標を設定した実施計画を策定する。

【事業名】第3次朝霞市生涯学習計画

生涯学習・スポーツ課

「第3次朝霞市生涯学習計画」を体系的に網羅し、生涯学習の推進の効果を明確に把握するため、数値目標を設
定した実施計画を策定する。

指標（説明） 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度 令和2（2020）年度
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１　施策の体系

大柱 小柱 主な取組 担当課 ﾍﾟｰｼﾞ

1 広報事業 シティ･プロモーション課 42

 2 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 42

3 環境教育・環境学習の推進事業 再 環境推進課 42

4 生涯学習情報提供 生涯学習・スポーツ課 42

5 スポーツ情報提供 生涯学習・スポーツ課 42

6 博物館情報提供 文化財課 42

7 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 文化財課 42

8 公民館情報提供 中央公民館 42

9 図書館情報提供 図書館 43

10 選挙の啓発 選挙管理委員会 43

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 43

2 生涯学習相談事業 生涯学習・スポーツ課 43

3 スポーツ相談事業 生涯学習・スポーツ課 43

4 博物館学習支援事業 文化財課 43

5 公民館相談事業 中央公民館 43

6 図書館レファレンスサービス事業 図書館 43

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 44

2 男女平等推進事業 再 人権庶務課 44

3 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 44

4 あさか学習おとどけ講座 再 生涯学習・スポーツ課 44

5 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 44

6 スポーツ大会・教室推進事業 生涯学習・スポーツ課 44

7 スポーツ指導者の紹介事業 生涯学習・スポーツ課 44

8 公民館講座開催事業 中央公民館 45

9 読書案内・読書相談 図書館 45

１）公民館の充実 1 公民館管理運営事業 中央公民館 46

２）図書館の充実 1 図書館管理運営事業 図書館 46

３）博物館の充実 1 博物館管理運営事業 文化財課 46

４）スポーツ施設の充実 1 スポーツ施設管理運営事業 生涯学習・スポーツ課 47

1 学校体育施設開放事業 生涯学習・スポーツ課 47

2 放課後子ども教室事業 再 生涯学習・スポーツ課 47

1 市民会館管理運営事業 地域づくり支援課 47

2 市民センター管理運営事業 地域づくり支援課 47

3 市民活動支援ステーション管理事業 地域づくり支援課 47

4 産業文化センター管理運営事業 産業振興課 47

5 リサイクルプラザ管理運営事業 資源リサイクル課 48

6 コミュニティセンター管理運営事業 コミュニティセンター 48

7 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 福祉相談課 48

8 児童館管理運営事業 こども未来課 48

9 子育て支援センター事業 再 保育課 48

10 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 48

11 健康増進センター管理運営事業 健康づくり課 48

12 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 再 みどり公園課 48

13 公園や広場の管理事業 みどり公園課 48

1 大学等の連携事業 生涯学習・スポーツ課 49

2 民間企業との連携事業 生涯学習・スポーツ課 49

3 共催・後援事業 生涯学習・スポーツ課 49

事業名

１　新たな学びの“きっかけ”を提供します！

２　使いやすい学びの“場”を提供します！

（２）相談体制の
充実

１）学習相談の充実

５）学校施設の活用

（２）学びの場を
広げる

１）民間施設との連携

（１）生涯学習情
報の充実

１）生涯学習情報の発信

（３）生涯学習の
きっかけづくり

１）生涯学習をはじめたい
人への支援

（１）生涯学習推
進拠点の充実

６）その他の公共施設の
活用
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大柱 小柱 主な取組 担当課 ﾍﾟｰｼﾞ事業名

1 人権啓発事業 人権庶務課 50

2 平和事業 人権庶務課 50

3 男女平等推進事業 人権庶務課 50

4 共生社会の理念の普及 障害福祉課 50

5 人権教育事業　（学校教育） 教育指導課 50

6 人権教育事業　（社会教育） 生涯学習・スポーツ課 50

1 多文化共生推進事業 地域づくり支援課 50

2 日本語指導充実事業 教育指導課 50

3 国際理解教育事業 教育指導課 50

1 地域防災推進事業 危機管理室 51

2 防犯対策推進事業 危機管理室 51

3 消費者教育・啓発事業 地域づくり支援課 51

4 交通安全教育事業 まちづくり推進課 51

1 環境教育・環境学習の推進事業 環境推進課 51

2 ごみの減量・リサイクル推進啓発事業 資源リサイクル課 51

3 景観まちづくり推進事業 まちづくり推進課 51

4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 みどり公園課 51

5 公園や広場の管理事業 再 みどり公園課 51

6 緑化推進事業 みどり公園課 52

7 花と緑のまちづくり事業 道路整備課 52

8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 道路整備課 52

1 障害者スポーツ・レクリエーション事業 障害福祉課 52

2 健康増進センター管理運営事業 再 健康づくり課 52

3 健康教育事業 健康づくり課 52

4 スポーツ振興事業 生涯学習・スポーツ課 52

5 スポーツ団体等補助事業 再 生涯学習・スポーツ課 52

1 コミュニティ推進事業 地域づくり支援課 53

2 多文化共生推進事業 再 地域づくり支援課 53

3 音楽活動事業 教育指導課 53

4 図工・美術活動事業 教育指導課 53

5 芸術文化推進事業 生涯学習・スポーツ課 53

6 文化財保護普及事業 文化財課 53

1 子育て支援センター事業 保育課 53

2 母子健康教育事業 健康づくり課 54

3 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 54

1 児童館管理運営事業 再 こども未来課 54

2 青少年健全育成事業 こども未来課 54

3 ふれあい推進事業 教育指導課 54

1 生きがいづくり活動支援事業 長寿はつらつ課 54

2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 54

3 地域介護予防活動支援事業 新 長寿はつらつ課 54

4 生活支援体制整備事業 新 長寿はつらつ課 55

1 生きがいづくり活動支援事業 再 長寿はつらつ課 55

2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 55

1 放課後子ども教室事業 生涯学習・スポーツ課 55

2 学校体育施設開放事業 再 生涯学習・スポーツ課 55

1 起業家育成支援事業 産業振興課 55

2 就労支援事業 産業振興課 55

3 農業振興支援事業 産業振興課 56

4 ビジネス支援サービス事業 図書館 56

３　多様な学びの“メニュー”を提供します！

１）共生社会に向けた教
育の支援

２）国際理解に向けた学
習の支援

３）安心・安全なくらしと環
境を守る学習活動の推進

１）生涯スポーツ活動・健
康づくりの推進

２）芸術と文化の香りあふ
れるまちづくりに向けた学
習の支援

１）家庭教育の充実

２）青少年の育成

３）高齢社会に対応した学習
活動の推進

４）多世代にわたる交流・学
習機会の提供

５）学校教育と社会教育の連
携

６）キャリアアップやスキル
アップに関する学習の支援

（１）ともに生きる
社会づくりに向
けた学び

４）朝霞の緑を守る環境
学習の推進

（２）健やかで心
豊かな人生のた
めの学び

（３）ライフステー
ジに応じた学び
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大柱 小柱 主な取組 担当課 ﾍﾟｰｼﾞ事業名

1 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 57

2 芸術文化推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 57

3 音楽活動事業 再 教育指導課 57

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 57

2 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 57

3 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 57

4 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 58

1 市民活動支援ステーション運営事業 地域づくり支援課 58

2 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 58

3 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 58

4 あさか学習おとどけ講座 生涯学習・スポーツ課 58

5 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 58

6 スポーツ団体等補助事業 生涯学習・スポーツ課 58

1 社会教育委員会議 生涯学習・スポーツ課 59

2 スポーツ推進審議会 生涯学習・スポーツ課 59

3 文化財保護審議委員会議 文化財課 59

4 博物館協議会 文化財課 59

5 公民館運営審議会 中央公民館 59

6 図書館協議会 図書館 59

1 第3次朝霞市生涯学習計画実施計画 生涯学習・スポーツ課 59

2 スポーツ推進計画 生涯学習・スポーツ課 59

3 図書館サービス基本計画 図書館 60

4 子ども読書活動推進計画 図書館 60

４　市民の学びの“主体性”を支えます！

５　市民とともに学びを“協働”で推進します！

※１　再・・・再掲載

（１）学習活動の
評価

１）学習活動の成果の発表と
その機会の充実

１）指導者の育成

２）市民主体の学習を支
援

１）推進体制の充実

２）実施計画の策定

（２）人材・団体の
育成

（１）生涯学習推
進体制の充実
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２ 施策の展開 

 

基本施策１ 新たな学びの〝きっかけ”を提供します！ 

 

＜(１)生涯学習情報の充実＞ 

1) 生涯学習情報の発信 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 広報事業  

市が情報発信をする際に使用している

媒体に一定の基準を設けて、市民が行

う生涯学習に関する情報を掲載し、市

民からの情報発信を支援する。 

シティ・プロモーション課 

02 
市民活動支援ステーショ
ン運営事業【再掲】 

市民活動に関する情報の収集や発信、

活動の相談や団体同士の交流促進等

の場としての施設を活用するとともに、市

民活動の発展や参加促進を目的とした

事業を実施する。 

地域づくり支援課  

03 
環境教育・環境学習の
推進事業【再掲】 

小学生を対象とした環境美化ポスターの

募集をはじめ、環境美化ポスター入賞

者や美化活動功労者への表彰式の実

施及び環境団体が実施する黒目川・川

まつりの協力などを通じ、環境に対する

意識の向上を図る。 

環境推進課  

04 生涯学習情報提供  

生涯学習に関する情報を収集、提供

し、市民が必要とする情報をいつでも入

手できるようにする。また、市民の生涯学

習に関する認識を深め、学習活動の推

進を図るために啓発を行う。 

生涯学習・スポーツ課 

05 スポーツ情報提供  

市民がいつでもどこでもスポーツ・レクリ

エーションに親しめるよう広報やホームペ

ージを活用して情報を提供していく。 

生涯学習・スポーツ課 

06 博物館情報提供  

事業情報を発信するとともに、市民が活

用しやすいよう歴史や文化に関する情

報を収集、整理し、様々な媒体を活用

し、情報の発信を図る。 

文化財課  

07 
郷土の歴史や伝統・文
化の情報提供  

郷土の歴史や伝統・文化に関する情報

を収集、整理し、市民が入手、活用しや

すい状態での情報提供を図る。また、郷

土の歴史や文化に関する事業を実施

し、体験学習などを通じて郷土の理解に

つながるよう努める。 

文化財課  

08 公民館情報提供  

市民が必要とする情報をいつでも入手

できるよう、公民館に関する情報を適時

適切に提供し、公民館の利用の促進を

図る。 

中央公民館  
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No 事業名  事業の概要  担当課  

09 図書館情報提供  

主催講座等のイベントや図書館の新着情

報等に関する情報を利用者に迅速に提

供するため、ホームページの充実を図ると

共に、必要に応じて SNS も活用する。ま

た、広報誌への掲載や公共施設へのポス

ター・チラシの設置配布も行う。 

図書館  

10 選挙の啓発  

啓発活動を行うことで、選挙に対する関

心を高めるため、中学校、高等学校へ生

徒会選挙用物資の貸出しや手引等の提

供を行っている。 

選挙管理委員会事務局 

 

 

＜(２)相談体制の充実＞ 

1) 学習相談の充実 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
市民活動支援ステーシ

ョン運営事業【再掲】 

市民活動に関する情報の収集や発信、

活動の相談や団体同士の交流促進等の

場としての施設を活用するとともに、市民

活動の発展や参加促進を目的とした事

業を実施する。 

地域づくり支援課  

02 生涯学習相談事業  

生涯学習に関する情報収集に努め、生

涯学習関連施設等との連携を図り、生涯

学習に関する様々な相談に対応できるよ

うに努める。 

生涯学習・スポーツ課 

03 スポーツ相談事業  

市民からのスポーツに関する相談に応

じ、市民の生涯スポーツへの参加を進め

る。 

生涯学習・スポーツ課 

04 博物館学習支援事業  

講座・講演会などを実施し、市民に学習

機会を提供し、学習方法などの相談にも

応じることで、市民の学習活動を支援し

ていく。 

文化財課  

05 公民館相談事業  
公民館サークル等からの相談にきめ細か

く対応し、その活動を支援する。 
中央公民館  

06 
図書館レファレンスサー

ビス事業  

利用者の学習活動支援を図るため、利

用者の求める資料相談や調査研究・学

習相談に応じ、文献等の照会・提供等の

援助を行う。 

図書館  
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＜(３)生涯学習のきっかけづくり＞ 

1) 生涯学習をはじめたい人への支援  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
市民活動支援ステーシ

ョン運営事業【再掲】 

市民活動に関する情報の収集や発信、

活動の相談や団体同士の交流促進等の

場としての施設を活用するとともに、市民

活動の発展や参加促進を目的とした事

業を実施する。 

地域づくり支援課  

02 

男女平等推進事業  

【再掲】 

市民が男女平等に対する理解を深め、

その個性と能力を発揮し、男女平等が実

感できる生活の実現を目指す。事業内容

は、公募市民による男女平等推進情報

「そよかぜ」の発行やあさか女と男セミナ

ーの開催、あさか男女の輪サイトでの情

報提供を行う。また、利用者が容易に情

報を得られるよう情報・交流コーナーを充

実することや、相談事業等行い、市民等

との協働した活動を展開し、誰もが気軽

に利用できる女性センターの運営を図

る。 

人権庶務課  

03 
生涯学習ボランティア

事業  

市民の多様な学習要求に応え、また、市

民の学び合いを支援するためにボランテ

ィア精神をふまえた人材を募り、その活用

を図ることにより生涯学習の推進と地域

社会の活性化に資する。 

生涯学習・スポーツ課 

04 
あさか学習おとどけ講

座【再掲】 

市民の主体的な学習機会の拡充と市政

への理解を深めることによって、生涯学

習の推進と市民協働の市政の進展に寄

与することを目的とする。市の職員等が

講師となって、主に市の施策等の説明を

行う行政メニューと企業等（事業所）の社

員が講師となって、その専門的知識・技

能資格を活かして講義等を行う企業メニ

ューを登録し、市民の求めに応じて講座

を実施する。 

生涯学習・スポーツ課 

05 市民企画講座【再掲】 

市民の創意による地域の実情に即した

学習機会の形成を促すとともに、市と市

民との協働による生涯学習活動の推進を

図るために、市民団体が自ら企画実施す

る学習講座に要する経費の一部を市が

補助する。 

生涯学習・スポーツ課 

06 
スポーツ大会・教室推

進事業  

市民がスポーツに親しむ機会を提供する

ため、各種大会や教室を開催する。 
生涯学習・スポーツ課 

07 
スポーツ指導者の紹介

事業  

市民がスポーツ・レクリエーションの機会

を得ることができ、併せて各団体の活動

が活発になることを目指す。 

生涯学習・スポーツ課 
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No 事業名  事業の概要  担当課  

08 公民館講座開催事業  

ライフステージに応じた学習プログラムや

現代的課題などを学習する機会を提供

するとともに、集い・交流の促進を図る。 

中央公民館  

09 読書案内・読書相談  

市民の読書力向上や子どもの読書推進

を図るため、各種テーマに沿った図書展

示や推薦図書の一覧の配布により図書

の紹介を行うとともに、利用者の求めに応

じて読書に関する相談に対応する。 

図書館  
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基本施策２ 使いやすい学びの〝場”を提供します！ 

 

＜(１)生涯学習推進拠点の充実＞ 

1) 公民館の充実  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 公民館管理運営事業  

地域における学びの場として、実際の生

活に即した各種事業や必要な図書の確

保を行うとともに、利用者が相互のコミュ

ニケーションを深めることができるような公

民館運営を行うことにより、市民の教養や

健康の維持向上を図る。 

施設を適切に維持管理し、市民が安全

に、安心して、快適に利用できるように努

める。 

施設の維持管理を実施する。（清掃、警

備、設備保守点検、修繕等） 

中央公民館  

 

2) 図書館の充実  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 図書館管理運営事業  

図書館法第１条の規定に基づき、生涯

学習の一拠点として資料提供等を通じ

て、市民の教育と文化の発展に寄与する

ことを目的とする。 

図書館利用者が安心安全で快適に図書

や視聴覚資料を利用できるよう、適切な

施設の維持管理を行う。 

図書館  

 

3) 博物館の充実  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 博物館管理運営事業  

郷土の歴史を語る様々な資料を調査・収

集・保存し、展示や教育普及事業におい

て活用を図ることで、地域の歴史や文化

への理解と認識を深め、生涯学習の場と

して、いつでも誰もが学べる学習機会が

市民に提供されている。 

来館者が安心・安全に利用できるよう、学

習しやすい環境整備の充実を図るため、

博物館において適切な維持管理を行う。 

文化財課  
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   4) スポーツ施設の充実  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
スポーツ施設管理運営

事業  

市民スポーツ推進のため、スポーツ施設

の適切な維持管理・運営を行う。 

市民が健康・体力の維持向上を目指し、

生涯スポーツの推進を図るため、体育施

設の改修を実施し、施設設備の充実を

図る。 

生涯学習・スポーツ課 

    

   5) 学校施設の活用  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 学校体育施設開放事業 

市内小中学校の体育施設を開放するこ

とにより、市民のスポーツ・レクリエーション

活動の場を確保する。 

生涯学習・スポーツ課 

02 
放課後子ども教室事

業【再掲】 

放課後や週末等に小学校の空き教室や

特別教室等を活用し、安心・安全な子ど

もの活動拠点（居場所）を設けるとともに、

地域の方々の参画も得ながら、学校では

学ばない多様な学習活動を提供し、子ど

もが地域社会の中で心豊かに育まれる環

境づくりを推進する。 

生涯学習・スポーツ課 

 

   6) その他の公共施設の活用  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 市民会館管理運営事業 

市民会館の利用の啓発、推進を行うとと

もに、利便性の向上を図る。市民の文化

振興のため指定管理契約に自主事業を

盛り込み、文化振興を行うことで利用促

進を図る。 

各種パンフレットの発行・配布、指定管理

者による自主事業を実施する。 

地域づくり支援課  

02 
市民センター管理運

営事業  

市民センターの利用促進を図り、より良い

地域社会の形成を目指す。 

指定管理者を指定して、市民センターの

維持管理と運営業務を行う。 

（全８館）⇒受付業務、施設管理業務  

地域づくり支援課  

03 
市民活動支援ステー

ション管理事業  

市民活動団体や市民が市民活動支援ス

テーション・シニア活動センターを利用し

やすいように、施設、備品を適切に維持

管理する。 

地域づくり支援課  

04 
産業文化センター管

理運営事業  

産業の振興と地域経済の活性化を促進

するとともに、情報及び文化の発信基地

となり市民相互の交流を図る。 

産業振興課  
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No 事業名  事業の概要  担当課  

05 
リサイクルプラザ管

理運営事業  

リサイクルプラザが、適切に維持管理さ

れ、環境に負荷の少ない資源循環型社

会の構築を目指す。 

市民主体で構成するリサイクルプラザ企

画運営協議会と市との協働による各種講

座を開催する。 

資源リサイクル課  

06 
コミュニティセンター管

理運営事業  

市民が様々な地域・文化活動を行うこと

ができる施設を管理運営することで、コミ

ュニティ活動の促進を図る。 

コミュニティセンター 

07 
総合福祉センター（はあ

とぴあ）管理運営事業  

適切な施設維持管理を行い、高齢者、

障害者及び児童が安全に交流できる場

とする。 

福祉相談課  

08 児童館管理運営事業  

児童の健全な成長を目指し、子どもたち

の居場所として、中高生も利用できる児

童館を整備し、子どもたちが安全かつ快

適に遊び、また活動し、異年齢の交流を

行う。 

こども未来課  

09 
子育て支援センター

事業【再掲】 

子育て中の親子の交流の場として、相談

室、プレイルームを備え、子育てに関する

相談や情報提供を行う。 

保育課  

10 
老人福祉センター管

理運営事業  

市内に居住する高齢者が健康で明るい

生活を営むことができるよう適正な施設管

理を行うことで、利用者が安全に施設を

利用できていること。 

指定管理による浜崎及び溝沼老人福祉

センターの管理運営、利用者の送迎を実

施する。 

長寿はつらつ課  

11 

健康増進センター管

理運営事業  

市民の健康維持・増進と体力づくりのほ

か、利用者相互のふれあいの輪を広げる

ため、施設を維持管理し、指定管理者制

度を用いて施設を運営する。 

健康づくり課  

12 
基地跡地（朝霞の森）

暫定利用事業【再掲】 

子どもからお年寄りまで幅広く、多くの市

民が、基地跡地の暫定利用地「朝霞の

森」を多目的広場として有効に活用でき

るよう、広場の施設管理を行い、市民へ

の利用促進を図る。 

みどり公園課  

13 公園や広場の管理事業 

都市公園及び児童遊園地等の広場の清

掃、除草、遊具点検、施設の修繕を行

い、市民が公園等を安全かつ快適に利

用できるように維持管理を行う。 

みどり公園課  
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＜(２)学びの場を広げる＞ 

1) 民間施設との連携  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 大学等の連携事業  

大学等教育機関が持つ専門的な学習や

指導者、施設等の優れた学習機能の提

供や活用、相互協力を進めることで、生

涯学習の推進と充実を図る。 

生涯学習・スポーツ課 

02 民間企業との連携事業  

民間のスポーツ施設を開放することによ

り、市民のスポーツ・レクリエーション活動

の場を確保する。 

生涯学習・スポーツ課 

03 共催・後援事業  

市の教育、学術、スポーツ、文化の振興

に寄与すると認められる事業等を共催・

後援することで、市民団体の優れた活動

を支援すると共に市民の生涯学習活動

を推進する。 

生涯学習・スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

基本施策３ 多様な学びの〝メニュー”を提供します！ 

 

＜(１)ともに生きる社会づくりに向けた学び＞ 

1) 共生社会に向けた教育の支援 

 

2) 国際理解に向けた学習の支援  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 人権啓発事業  

市民等の基本的人権尊重意識の高揚を

図るため、各種啓発活動を実施する。ま

た、人権侵害被害者支援のため、人権相

談を定期的に開催する。 

人権庶務課  

02 平和事業  

人権と平和を見つめなおす機会を広く市

民等に提供し、人権・平和尊重意識の醸

成を図る。 

人権庶務課  

03 男女平等推進事業  

市民が男女平等に対する理解を深め、そ

の個性と能力を発揮し、男女平等が実感

できる生活の実現を目指す。事業内容

は、公募市民による男女平等推進情報

「そよかぜ」の発行やあさか女と男セミナ

ーの開催、あさか男女の輪サイトでの情

報提供を行う。また、利用者が容易に情

報を得られるよう情報・交流コーナーを充

実することや、相談事業等行い、市民等

との協働した活動を展開し、誰もが気軽

に利用できる女性センターの運営を図

る。 

人権庶務課  

04 共生社会の理念の普及 

障害のある人とない人との交流を深め、

様々な行事を通じて、障害のある人への

理解を深める。 

障害福祉課  

05 
人権教育事業（学校

教育） 

児童生徒・教職員の人権に対する正しい

理解と人権意識の向上を図る。 
教育指導課  

06 
人権教育事業（社会

教育） 

人権課題に対する正しい理解と優れた人

権感覚を身につけ、人権尊重の意識を

高める。 

生涯学習・スポーツ課 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 多文化共生推進事業  
異なる文化や慣習への偏見がなくなり、

住民間の相互理解を促進する。 
地域づくり支援課  

02 日本語指導充実事業  

外国人の児童・生徒が、日本語を十分に

理解し、日常生活を支障なく送れるように

する。 

教育指導課  

03 国際理解教育事業  

英語指導助手の積極的な活用により、生

徒が英語で積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度と、英語による実践的コ

ミュニケーション能力を養う。 

教育指導課  
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     3) 安心・安全なくらしと環境を守る学習の推進  

  

4) 朝霞の緑を守る環境学習の推進事業  

 

 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 地域防災推進事業  

地震や風水害などの自然災害から、市民

が自らの安全を確保するため、日頃の備

えや災害時の対応に関する知識や意識

の普及・啓発を図る。 

危機管理室  

02 防犯対策推進事業  

犯罪発生の抑止力として地域の防犯意

識を高め、地域コミュニティによる見守り

活動を推進するため、防犯に関する知識

や意識の普及・啓発を図る。 

危機管理室  

03 消費者教育・啓発事業 

消費者被害の未然防止を目的とした情

報提供及び、講座等の学習機会を設け

て啓発を図る。 

地域づくり支援課  

04 交通安全教育事業  

保育園児、幼稚園児及び新入学児童に

交通安全教育を行うことにより、正しい交

通ルールを学ぶとともに、交通安全に対

する興味・関心を高め交通事故を防止す

る。 

まちづくり推進課  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
環境教育・環境学習

の推進事業  

小学生を対象とした環境美化ポスターの

募集をはじめ、環境美化ポスター入賞者

や美化活動功労者への表彰式の実施及

び環境団体が実施する黒目川・川まつり

の協力などを通じ、環境に対する意識の

向上を図る。 

環境推進課  

02 
ごみの減量・リサイクル

推進啓発事業  

循環型社会の構築に向けて、市民、事業

者、行政の三者の連携・協働により、ごみ

の排出量の抑制と、ごみの再資源化がさ

らに推進されたまちを目指す。 

資源リサイクル課  

03 景観まちづくり推進事業 

朝霞らしい魅力ある景観を市民・事業者・

行政の協働でつくり、守ることで、だれも

が住み続けたい、訪れたいと感じるまちを

目指す。 

まちづくり推進課  

04 
基地跡地（朝霞の森）

暫定利用事業  

子どもからお年寄りまで幅広く、多くの市

民が、基地跡地の暫定利用地「朝霞の

森」を多目的広場として有効に活用でき

るよう、広場の施設管理を行い、市民へ

の利用促進を図る。 

みどり公園課  

05 
公園や広場の管理事

業【再掲】 

都市公園及び児童遊園地等の広場の清

掃、除草、遊具点検、施設の修繕を行

い、市民が公園等を安全かつ快適に利

用できるように維持管理を行う。 

みどり公園課  
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＜(２)健やかで心豊かな人生のための学び＞ 

1) 生涯スポーツ活動・健康づくりの推進  

 

 

No 事業名  事業の概要  担当課  

06 緑化推進事業  

貴重な緑の減少に歯止めをかけ、現存す

る緑を保全するとともに、市街地における

緑化を推進する。特別緑地保全地区等

の維持管理と民間所有緑地の管理に対

する支援を行うとともに、生け垣設置の奨

励など緑化の推進を図る。 

みどり公園課  

07 花と緑のまちづくり事業 

市民と行政が協力して、道路、駅前広場

が美しく花と緑にあふれ、住民が快適に

通行できるような道路環境づくりを推進す

る。 

道路整備課  

08 
黒目川桜並木管理事

業  黒目川花まつり 

市民の憩いの場である黒目川の桜並木

を管理し、市の魅力のひとつである貴重

な自然に親しむ機会を提供する。また、

サクラの開花期にあわせて「黒目川花ま

つり」を支援し、芸術や地域文化などを紹

介し、ふるさと意識の醸成に努める。 

道路整備課  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
障害者スポーツ・レクリ

エーション事業  

スポーツ・レクリエーションを通じて、障害

のある人が楽しく社会参加できるようにす

る。 

障害福祉課  

02 
健康増進センター管

理運営事業【再掲】 

市民の健康維持・増進と体力づくりのほ

か、利用者相互のふれあいの輪を広げる

ため、施設を維持管理し、指定管理者制

度を用いて施設を運営する。 

健康づくり課  

03 健康教育事業  

市民が保健サービスを受けることができ、

住み慣れた地域で健康で生き生きとした

生活を送ることができるよう、健康教育を

行う。 

健康づくり課  

04 スポーツ振興事業  

スポーツ推進審議会やスポーツ推進委員

会議の開催を通じ、市民ニーズを踏まえ

た事業を展開することにより、誰でも、い

つでも、どこでも楽しめる生涯スポーツ社

会の実現を図る。 

生涯学習・スポーツ課 

05 
スポーツ団体等補助

事業【再掲】 

朝霞市体育協会、市民総合体育大会実

行委員会及び青少年に対しスポーツ活

動を行っている団体へ補助金を交付し団

体活動の推進を図る。 

生涯学習・スポーツ課 
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2) 芸術と文化の香りあふれるまちづくりに向けた学習の支援  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 コミュニティ推進事業  

市民と共に朝霞市民まつり「彩夏祭」を

開催・運営することにより、ふるさと意識

の醸成と市民が誇る地域文化としての

深化を促す。 

「彩夏祭」のよさこい鳴子踊りを経験し、

朝霞市の文化に親しむことで、ふるさと

意識の醸成と次世代の文化の担い手

の育成を図る。 

地域づくり支援課  

02 

多文化共生推進事業

【再掲】 

異なる文化や慣習への偏見がなくな

り、住民間の相互理解を促進する。 
地域づくり支援課  

03 音楽活動事業  
音楽を愛する心情、人間性豊かな児

童生徒や市民を育成する。 
教育指導課  

04 図工・美術活動事業  

市内の小・中学生が図工・美術の授業

で制作した作品の中から、出品作品を

選んで展示し、日頃の教育の成果を保

護者や地域の方々に見ていただく機会

とする。 

教育指導課  

05 芸術文化推進事業  

暮らしにゆとりと潤いをもたらし、豊かな

人間関係と創造性をもたらす芸術文化

への理解や関心の促進、芸術文化に

対する子どもの感性の向上や、多様な

芸術文化に触れる機会の提供をおこな

う。また、市民や市民団体が主体的に

芸術文化に参画し、芸術文化を生かし

たイベントや活動を支援し、市民の交

流を深める。 

生涯学習・スポーツ課 

06 文化財保護普及事業  

市内の文化財について啓発・公開を行

うとともに、文化財保護関係団体への

補助金交付等を行い、文化財保護意

識の醸成を図る。 

文化財課  

  

    

＜(３)ライフステージに応じた学び＞ 

1) 家庭教育の充実  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 子育て支援センター事業 

子育て中の親子の交流の場として、相

談室、プレイルームを備え、子育てに関

する相談や情報提供を行う。 

保育課  
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No 事業名  事業の概要  担当課  

02 母子健康教育事業  

妊娠、出産、育児に関する知識や技術

を身につけ、地域で健やかな育児がで

きることを目的とし、事業の対象である

母子に対し、マタニティ教室や離乳食

スタート・ステップアップ教室等の各種

事業を実施する。 

健康づくり課  

03 家庭教育推進事業  

親や保護者が家庭教育について学ぶ

機会や、保護者同士が交流したり情報

交換をしたり相談し合う活動を支援す

る。また、家庭教育の大切さを啓発す

る。 

生涯学習・スポーツ課 

 

2) 青少年の育成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 高齢社会に対応した学習活動の推進  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
生きがいづくり活動支

援事業  

高齢者の方々が交流し、ふれあうことが

できるように助成や環境整備を図る。 

集いの場や交流の場を提供するととも

に高齢者団体等への補助金を交付す

るなど、高齢者の生活が健全で豊かな

ものとなるようサポートする。 

長寿はつらつ課  

02 
老人福祉センター管理

運営事業【再掲】 

市内に居住する高齢者が健康で明る

い生活を営むことができるよう適正な施

設管理を行うことで、利用者が安全に

施設を利用できていること。 

指定管理による浜崎及び溝沼老人福

祉センターの管理運営、利用者の送迎

を実施する。 

長寿はつらつ課  

03 
地域介護予防活動支

援事業（新規） 

地域の高齢者を中心に構成され、介

護予防を目的とする活動団体の活動

継続を支援する。 

長寿はつらつ課  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
児童館管理運営事業

【再掲】 

児童の健全な成長を目指し、子どもたち

の居場所として、中高生も利用できる児

童館を整備し、子どもたちが安全かつ快

適に遊び、また活動し、異年齢の交流を

行う。 

こども未来課  

02 青少年健全育成事業  

青少年健全育成への市民意識の高揚を

促すため、関係機関や学校・市民と連携

し、市民総ぐるみで啓発活動を実施す

る。 

こども未来課  

03 ふれあい推進事業  

地域における奉仕活動・体験活動・防犯

活動等の取組を推進することにより、心豊

かな青少年を育成するとともに、地域で子

どもを育てる意識を醸成し、地域教育力

の活性化を図る。 

教育指導課  
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No 事業名  事業の概要  担当課  

04 
生活支援体制整備事

業（新規） 

地域の特性に則し、高齢者が安心して

生活できるような支援の仕組みづくりに

向け、地域における生活支援体制の構

築を目指す。 

長寿はつらつ課  

 

4) 多世代にわたる交流・学習機会の提供  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
生きがいづくり活動支

援事業【再掲】 

高齢者の方々が交流し、ふれあうことが

できるように助成や環境整備を図る。 

集いの場や交流の場を提供するととも

に高齢者団体等への補助金を交付す

るなど、高齢者の生活が健全で豊かな

ものとなるようサポートする。 

長寿はつらつ課  

02 
老人福祉センター管理

運営事業【再掲】 

市内に居住する高齢者が健康で明る

い生活を営むことができるよう適正な施

設管理を行うことで、利用者が安全に

施設を利用できていること。 

指定管理による浜崎及び溝沼老人福

祉センターの管理運営、利用者の送迎

を実施する。 

長寿はつらつ課  

 

5) 学校教育と社会教育の連携  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 放課後子ども教室事業  

放課後や週末等に小学校の空き教室

や特別教室等を活用し、安心・安全な

子どもの活動拠点（居場所）を設けると

ともに、地域の方々の参画も得ながら、

学校では学ばない多様な学習活動を

提供し、子どもが地域社会の中で心豊

かに育まれる環境づくりを推進する。 

生涯学習・スポーツ課 

02 
学校体育施設開放事

業【再掲】 

市内小中学校の体育施設を開放する

ことにより、市民のスポーツ・レクリエー

ション活動の場を確保する。 

生涯学習・スポーツ課 

 

6) キャリアアップやスキルアップに関する学習の支援 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 起業家育成支援事業  

起業・創業を考えている方や開業間も

ない方をトータルサポートすることによ

り、本市の産業活性化を促し、創業の

促進を図る。 

産業振興課  

02 就労支援事業  

就労希望者に対し、就労に必要な情

報提供等の支援を行うことにより、雇用

の促進を図る。 

産業振興課  
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No 事業名  事業の概要  担当課  

03 農業振興支援事業  

農業の収益性を高める取り組みや担い

手の育成を支援するとともに、農業経

営の施策を計画的に進め、都市農業

の利点を最大限に発揮し、地産地消

等を推進する。農業体験事業等を通じ

て、市民と農家の交流により地域農業

に対する相互理解を深める。 

産業振興課  

04 
ビジネス支援サービス

事業  

情報拠点である図書館を活用して、企

業や就職等の支援を行うため、ビジネ

ス関連図書の提供、ビジネス情報検索

端末による情報提供に努める。 

図書館  
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基本施策４ 市民の学びの〝主体性”を支えます！ 

 

＜(１)学習活動の評価＞ 

1) 学習活動の成果の発表とその機会の充実 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
生涯学習ボランティア

事業【再掲】 

市民の多様な学習要求に応え、また、

市民の学び合いを支援するためにボラ

ンティア精神をふまえた人材を募り、そ

の活用を図ることにより生涯学習の推

進と地域社会の活性化に資する。 

生涯学習・スポーツ課 

02 芸術文化推進事業【再掲】  

暮らしにゆとりと潤いをもたらし、豊かな

人間関係と創造性をもたらす芸術文化

への理解や関心の促進、芸術文化に

対する子どもの感性の向上や、多様な

芸術文化に触れる機会の提供をおこな

う。また、市民や市民団体が主体的に

芸術文化に参画し、芸術文化を生かし

たイベントや活動を支援し、市民の交

流を深める。 

生涯学習・スポーツ課 

03 音楽活動事業【再掲】 
音楽を愛する心情、人間性豊かな児

童生徒や市民を育成する。 
教育指導課 

 

 

＜(２)人材・団体の育成＞ 

1) 指導者の育成 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 

市民活動支援ステー

ション運営事業  

【再掲】 

市民活動に関する情報の収集や発

信、活動の相談や団体同士の交流促

進等の場としての施設を活用するととも

に、市民活動の発展や参加促進を目

的とした事業を実施する。 

地域づくり支援課  

02 
生涯学習ボランティア

事業【再掲】 

市民の多様な学習要求に応え、また、

市民の学び合いを支援するためにボラ

ンティア精神をふまえた人材を募り、そ

の活用を図ることにより生涯学習の推

進と地域社会の活性化に資する。 

生涯学習・スポーツ課 

03 市民企画講座【再掲】 

市民の創意による地域の実情に即した

学習機会の形成を促すとともに、市と

市民との協働による生涯学習活動の推

進を図るために、市民団体が自ら企画

実施する学習講座に要する経費の一

部を市が補助する。 

生涯学習・スポーツ課 
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No 事業名  事業の概要  担当課  

04 
家庭教育推進事業

【再掲】 

親や保護者が家庭教育について学ぶ

機会や、保護者同士が交流したり情報

交換をしたり相談し合う活動を支援す

る。また、家庭教育の大切さを啓発す

る。 

生涯学習・スポーツ課 

 

2) 市民主体の学習を支援 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
市民活動支援ステーシ

ョン運営事業  

市民活動に関する情報の収集や発

信、活動の相談や団体同士の交流

促進等の場としての施設を活用する

とともに、市民活動の発展や参加促

進を目的とした事業を実施する。 

地域づくり支援課  

02 市民企画講座  

市民の創意による地域の実情に即し

た学習機会の形成を促すとともに、

市と市民との協働による生涯学習活

動の推進を図るために、市民団体が

自ら企画実施する学習講座に要する

経費の一部を市が補助する。 

生涯学習・スポーツ課 

03 
生涯学習ボランティア

事業【再掲】 

市民の多様な学習要求に応え、ま

た、市民の学び合いを支援するため

にボランティア精神をふまえた人材を

募り、その活用を図ることにより生涯

学習の推進と地域社会の活性化に

資する。 

生涯学習・スポーツ課 

04 あさか学習おとどけ講座 

市民の主体的な学習機会の拡充と

市政への理解を深めることによって、

生涯学習の推進と市民協働の市政

の進展に寄与すること目的とする。市

の職員等が講師となって、主に市の

施策等の説明を行う行政メニューと

企業等（事業所）の社員が講師となっ

て、その専門的知識・技能資格を活

かして講義等を行う企業メニューを登

録し、市民の求めに応じて講座を実

施する。 

生涯学習・スポーツ課 

05 
家庭教育推進事業  

【再掲】 

親や保護者が家庭教育について学

ぶ機会や、保護者同士が交流したり

情報交換をしたり相談し合う活動を

支援する。また、家庭教育の大切さを

啓発する。 

生涯学習・スポーツ課 

06 
スポーツ団体等補助事

業  

朝霞市体育協会、市民総合体育大

会実行委員会及び青少年に対しス

ポーツ活動を行っている団体へ補助

金を交付し団体活動の推進を図る。 

生涯学習・スポーツ課 
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基本施策５ 市民とともに学びを‶協働”で推進します！ 

 

＜(１)生涯学習推進体制の充実＞ 

1) 推進体制の充実 

 

2) 実施計画の策定 

 

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 社会教育委員会議  

地域において社会教育に優れた知見を

有する人々の知識を社会教育行政に反

映させるため、学校教育関係者や社会

教育関係者及び学識経験者等により構

成された社会教育委員による会議を開

催する。 

生涯学習・スポーツ課 

02 スポーツ推進審議会  

スポーツ推進審議会などでの意見を踏

まえ、さらに利用しやすい施設の管理、

運営及び、市民のスポーツ活動の推進

に努める。 

生涯学習・スポーツ課 

03 

文化財保護審議委員

会議  

文化財の保護及び活用について審議す

るため、文化財保護審議委員による会

議を開催し、文化財保護を推進する。 

文化財課  

04 博物館協議会  

博物館法の定めにより、館長の諮問機

関として協議会を開催し、博物館活動を

推進する。 

文化財課  

05 公民館運営審議会  

審議会からの意見を受け、公民館の運

営を推進する。 

公民館利用者や学識経験者、教育関

係者で構成される公民館運営審議会を

開催して意見を伺い、運営に反映する。 

中央公民館  

06 図書館協議会  

図書館の管理運営に関し、広く意見を

求め市民ニーズを踏まえた図書館運営

を図るため、提出した議題について、協

議会委員より意見等をいただく。 

図書館  

No 事業名  事業の概要  担当課  

01 
第３次朝霞市生涯学

習計画実施計画  

「第３次朝霞市生涯学習計画」を体系的

に網羅し、生涯学習の推進の効果を明

確に把握するため、数値目標を設定し

た実施計画を策定する。 

生涯学習・スポーツ課 

02 スポーツ推進計画  

「誰もが  いつでも  どこでも  楽しめる 

スポーツ社会の実現」を目指すために計

画策定し、市民の一人ひとりが生涯にわ

たって気軽にスポーツに親しむことがで

き、心身ともに健康で生き生きとした生

活が送れる「生涯スポーツ社会」の実現

に取り組む。 

生涯学習・スポーツ課 
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No 事業名  事業の概要  担当課  

03 
図書館サービス基本

計画  

より魅力的で利用しやすい図書館を運

営していくため、「第 2 次朝霞市図書館

サービス基本計画」を踏まえ、今後の更

なる図書館サービスの充実を図ることを

目的とする。 

図書館  

04 
子ども読書活動推進

計画  

「第２次朝霞市子ども読書活動推進計

画」に基づき、次代を担う子どもたちの読

書に親しむ機会の充実及び、環境整備

を図り、子どもの読書活動を推進してい

く。 

図書館  



 

 

資  料 



年次 月　　日 内　　　容

令和２年度 7月29日 第１回社会教育委員会議

　○第３次朝霞市生涯学習計画（後期期間）策定について

11月17日 第２回社会教育委員会議

　○第３次朝霞市生涯学習計画（後期期間）策定について

令和３年度 7月19日 第１回社会教育委員会議

　○第３次朝霞市生涯学習計画（後期期間）の見直しについて

9月2日 第１回生涯学習推進庁内連絡会

　○第３次朝霞市生涯学習計画（後期期間）の見直しについて

10月26日 第１回生涯学習推進会議

　○第３次朝霞市生涯学習計画（後期期間）の見直しについて

11月19日 第２回社会教育委員会議

　○第3次朝霞市生涯学習計画（後期期間）の施策の体系及び計画の
推進について

　1 社会教育委員会議等による計画の中間見直しの経緯
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２ 朝霞市社会教育委員設置条例 

 

発令    ：昭和 30年 4月 1日条例第 7号 

最終改正：平成 26年 3月 31日条例第 1号 

 

第１条 社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第 15条に基づき、朝霞市に社会教育委員（以下「委

員」という。）を置く。 

第２条 委員の定数は、15人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 学校教育関係者 

(３) 社会教育関係者 

(４) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(５) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

第３条 委員の任期は、２年とする。 

２ 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。 

３ 委員の欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 第４条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が

これを定める。 

  

附 則 

この条例は、昭和 25年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 27年条例第 26号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 27年６月 23日から適用する。 

附 則（昭和 56年条例第 16号） 

この条例は、昭和 56年７月１日から施行する。 

附 則（平成 26年条例第１号） 

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。

javascript:void(0);
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３ 朝霞市社会教育委員会議規則 

 

発令    ：平成 16年 4月 16日教育委員会規則第 5号 

最終改正：平成 26年 2月 25日教育委員会規則第 2号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、朝霞市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（議長及び副議長） 

第２条 委員の会議（以下「会議」という。）に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、委員の互選により定める。 

３ 議長は、会議を主宰する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 会議は、朝霞市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 会議の庶務は、生涯学習部生涯学習・スポーツ課において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 26年教委規則第２号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 



４　朝霞市社会教育委員名簿

氏　　　　　名 所属等

1 田邊 　雅也 朝霞第六小学校長

2 杉山　　 巌 朝霞第三中学校長

3 柳川   典昭 県立朝霞高等学校長

4 藤田　　良子 文化協会副会長

5 蕪木　　利秋 体育協会理事長

6 　　◎ 金子　　幸男 青少年育成市民会議理事

7 蔵田　　ひと美 図書館利用者

8 　　○渡邉　　俊夫 子ども会連合会会長

9 齋藤　　光司 人権教育推進協議会会長

10 渡邉　　　聡 ＰＴＡ連合会会長 家庭教育向上活動者

11 古川　　　覚 東洋大学教授

12 木村　　啓子
大東文化大学非常勤講師
（元尚美学園大学教授）

13 小島　真知子 元社会教育指導員

14 野本　　一幸 市議会議員

15 渡部　　晃正 公募市民 公募委員

【任期】令和３年７月１日～令和５年６月３０日

学校教育関係者

社会教育関係者

学識経験者

※◎は議長、〇は副議長。　
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５ 朝霞市生涯学習推進会議設置要綱 

 

平成７年５月１日要綱 

改正 

平成11年４月１日 

平成17年８月18日 

平成19年４月１日 

平成22年１月１日 

平成23年５月１日 

平成24年12月１日 

平成26年４月１日 

平成30年３月28日要綱第38号 

（設置） 

第１条 朝霞市における生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、朝霞市生涯学習推進会議（以下

「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 生涯学習の推進に関する基本構想及び基本計画の策定に関すること。 

(２) 生涯学習推進施策に係る総合調整に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。 

２ 議長は、生涯学習部長をもって充てる。 

３ 副議長は、学校教育部長をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（推進会議） 

第４条 議長は、推進会議を招集し、主宰する。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 
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４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を説明員又は参考人として会議に出席させることが

できる。 

（生涯学習推進庁内連絡会） 

第５条 推進会議に朝霞市生涯学習推進庁内連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

２ 連絡会は、生涯学習に関する事業を実施する部課の職員をもって構成する。 

３ 連絡会は、生涯学習事業を効果的に実施するための庁内関係部課室（館）相互の連絡調整を図り、必

要な事項について検討を行う。 

４ 連絡会に委員長及び副委員長を置く。 

５ 委員長は議長をもって、副委員長は生涯学習・スポーツ課長をもって充てる。 

６ 連絡会は、委員長が招集し、主宰する。 

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

８ 連絡会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

９ 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会に連絡会委員以外の者を説明員又は参考人として連絡

会に出席させることができる。 

第６条 削除 

（事務局） 

第７条 推進会議、連絡会に関する庶務は、生涯学習・スポーツ課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成７年５月１日から施行する。 

附 則（平成11年４月１日） 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年８月18日） 

この要綱は、平成17年８月18日から施行する。 

附 則（平成19年４月１日） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年１月１日） 
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この要綱は、平成22年１月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月１日） 

この要綱は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月１日） 

この要綱は、平成24年12月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月28日要綱第38号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

生涯学習推進会議 

役職 職名 選出方法 

議長 

副議長 

生涯学習部長 

学校教育部長 

 

委員 市長公室職員 

総務部職員（危機管理室を含む） 

市民環境部職員 

福祉部職員 

こども・健康部職員 

都市建設部職員 

各部等の次長級又は課長級の職員の

うちから、当該部長等が推薦するもの１

人 

教育指導課長 

文化財課長 

中央公民館長 

図書館長 

生涯学習・スポーツ課長 

 

 



５　朝霞市生涯学習推進会議委員名簿

氏 名 所 属 等

1 ◎ 神 頭 勇 生涯学習部長

2 〇 金 子 二 郎 学校教育部長

3 星 加 敏 昭 市長公室 シティ・プロモーション課長

4 堤 田 俊 雄 総務部 次長兼入札契約課長

5 大 瀧 一 彦 市民環境部 総合窓口課長

6 小 笠 原 ミ ツ エ 福祉部 福祉相談課主幹兼課長補佐

7 髙 橋 賢 一 郎 こども・健康部 こども未来課長

8 大 塚 繁 忠 都市建設部 みどり公園課長

9 松 本 欣 巳 学校教育部 教育指導課長

10 赤 澤 由 美 子 生涯学習部 文化財課長

11 中 村 浩 信 生涯学習部 中央公民館長

12 林 優 光 生涯学習部 図書館長

13 菊 島 隆 一 生涯学習部 次長兼生涯学習・スポーツ課長

【令和３年４月１日現在】

※◎は議長、〇は副議長。
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令和４年３月  

 

発行 朝霞市教育委員会  

生涯学習部 生涯学習・スポーツ課  

 

〒３５１－８５０１ 埼玉県朝霞市本町１－１－１  

ＴＥＬ ０４８－４６３－１１１１（代）  






















