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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

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
市民協働での市政の発
展に寄与する。

通年
市民の要請に応えて、現地に出向いて
行政情報等を提供する｡
・行政メニュー
・企業メニュー

市内在住、
在勤、在学
の5人以上で
構成された
団体

実施件数
17件
延べ
289人

10月16日(土)午後１時30分～３時30分
【入学式】【第１回講義】
【生き方学】おじいちゃんおばあちゃ
んの感じている世界って？
【講 師】東洋大学ライフデザイン学部
　准教授　八木　裕子氏

10月24日(日)午後１時30分～３時30分
【生き方学】東日本大震災から学ぶ
（災害をシュミレーション）
【講 師】福島大学 うつくしま
         ふくしま未来支援センター
　　　　 特任教授 天野 和彦 氏

11月６日(日)午後１時30分～３時30分
【はてな学】オンライン修学旅行・シ
ンガポールへＧＯ！
【講 師】Ｙｏｕ Ｔｕｂｅｒゆうぼー
 　シンガポール日本人学校教諭
 　片野　祐斗氏

12月11日(土)午後１時30分～３時30分
【ふるさと学／生き方学】続ける大切
さ
【講 師】朝霞市出身力士　大栄翔関
【修了式】

※令和３年度も前年同様にオンライン
会議システムを利用して実施

生涯学習ガ
イドブック
コンパス発
行

講座・催し物・イベン
ト情報、サークル情
報、施設ガイド等の生
涯学習情報を提供す
る。

毎年５月発行
（年１回発行）

市民 3,000部

生涯学習
体験教室 

市民の生涯学習活動へ
の機運を高め、意識啓
発を図ると同時に朝霞
市ボランティアバンク
制度の利用を促進す
る。

通年
・生涯学習ボランティアバンクの活用
・生涯学習体験教室の実施
（25種・50教室
　※うち中止４種７教室）

市内在住、
在勤、在学
者

延べ
462人

市民企画
講座

市民の創意による学習
機会の形成を促すとと
もに､市と市民の協働
による生涯学習の推進
を図る｡　

通年　
補助金交付団体が年3回以上で、かつ、
学習時間が年４.５時間以上の市民に開
かれた学習会を開催する。

構成員が5人
以上で、市
内在住、在
勤、在学者
で過半数を
占める団体

補助
団体数
５団体

事業・講座名

子ども大学
あさか

子どもの学ぶ力や生き
る力の向上と地域の教
育力の向上を目的に、
ものごとの原理やしく
みを追求する「はてな
学」、郷土の文化や歴
史を知る「ふるさと
学」、自分を見つめ人
生や将来について考え
る「生き方学」の３つ
の分野について学習す
る。
東洋大学、ＮＰＯ法
人、朝霞青年会議所、
教育委員会が連携し、
大学のキャンパス、市
の施設等で、大学の先
生など専門家が子ども
たちの疑問に応える講
義等を実施する。　

小学
4年生～6年
生

学生
28人

生
涯
学
習
啓
発
推
進
事
業
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

７月26日(月)午前10時～正午
【会場】丸沼芸術の森
【内容】「親子で自由に作陶してみよ
　　　　う！」
【講 師】丸沼陶芸倶楽部
　　　　 榎本　洋二　氏
　　　　 榎本　美鈴　氏
　　　　 松本　充夫　氏
８月23日(月)午前10時～正午
【会場】丸沼芸術の森
【内容】「自分たちの作品を鑑賞しよ
　　　　う！」
　　　　「芸術鑑賞会」
【講 師】丸沼陶芸倶楽部講師
　　　　 榎本　洋二　氏
　　　　 丸沼芸術の森学芸員
　　　 　河野　和子　氏

朝霞市芸術
文化展

文化協会会員による華
道・書道・絵画・写
真・盆栽・手工芸等の
展示囲碁・将棋大会、
菊苗の無料配布等を実
施する。

６月５日（土）・６月６日（日）
午前10時～午後４時
６月13日（日）＊囲碁大会のみ
午前９時～午後５時
【会場】
　中央公民館・コミュニティセンター

延べ
932人

市民芸能
まつり

文化協会会員及び一般
応募参加者による民
謡、舞踊、ダンス、吹
奏楽等の発表会を実施
する。

７月４日（日）午前10時～
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から中止

－

朝霞市
文化祭

市民文化の集大成とし
て、文化協会会員及び
一般応募の市民による
華道・書道・絵画・写
真・盆栽・手工芸等の
展示と、芸能のつど
い、茶会、囲碁・将棋
大会、吟剣詩舞道大
会、合唱発表会、歌謡
大会、吹奏楽演奏会、
音楽祭を実施する。ま
た、県立朝霞高校、朝
霞西高校の生徒たちに
よる書道や写真作品の
展示のほか、障害福祉
施設による販売会や子
どもや一般市民を対象
とした芸術文化体験事
業を実施する。

※文化祭展示部門、囲
碁大会、音楽祭、民謡
大会は実施。その他は
新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点か
ら中止

展示部門　６団体
10月30日（土)、10月31日（日）
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
個別発表・大会部門
10月31日（日）「歌謡発表会」
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
11月６日（土）「合唱演奏会」
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
11月７日（日）「芸能のつどい」
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
11月７日（日）「囲碁大会」
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月14日（日）「吟剣詩舞道大会」
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月14日（日）「第２回音楽祭」
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
11月21日（日）「吹奏楽演奏会」
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
11月28日（日）「民謡大会」
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
12月２日（木)～５日(日)「水墨画展」
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
12月８日（水)～12日(日)「切り絵展」
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民・文化
協会会員

－

芸
術
文
化
振
興
事
業

夏休み親子
陶芸教室

夏休みに親子が共に作
陶することにより、親
子の絆を深め、また、
本物の芸術に触れるこ
とで興味と教養も深め
てもらうため実施す
る。

市内在住の
小学生及び
保護者

延べ16組
32人

市民・文化
協会会員
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

人権問題
講演会

様々な人権問題を題材
に、一人一人の人権の
大切さを学び、人権意
識の一層の向上を図る
ために講演会を実施す
る。

８月
ゆめぱれす（朝霞市民会館）
「『最強のふたり』上映会」

※新型コロナウィルス感染症拡大防
止の観点から中止

市民等 －

成
人
式
事
業

成人式 新成人を祝い励ますた
めに成人式を実施す
る。 

令和４年１月10日（月･祝）
１部 午前10時30分～午前10時50分
２部 午後１時30分～午後１時50分
３部 午後３時30分～午後３時50分
【会場】
　ゆめぱれす（朝霞市民会館）
　大ホール

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、式典を３部制で実施

新成人 参加者
941人
参加率
64.8％

人
権
教
育
振
興
事
業

市民人権
教育研修会

人権問題に関する正し
い理解を深め、能動的
にあらゆる差別に対処
する指導者の育成を期
待して、研修会を実施
する。

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止

小中学校
長、学校人
権教育主
任、ＰＴＡ
会長・役
員、公民館
担当者、人
権教育推進
協議会役
員、家庭教
育学級代表
者

－

企業人権
教育研修会

企業内における人権教
育を推進し、差別の解
消と人権意識の向上を
目指して、研修会を実
施する。

11月11日（木）午後２時～３時30分
【会場】
　中央公民館・コミュニティセンター
【テーマ】
　「働くことと 職業差別」
【講師】
　小説家 佐川　光晴 氏

県内企業の
人権・同和
問題担当者
及び人権教
育推進協議
会推進員、
市民等 

88人
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

子育て講座 乳幼児を持つ親が子育
てについて学ぶ講座を
実施することで、子育
ての悩みや不安を解消
し、家庭の教育力の向
上を図る。

①７月８日（木） 11組　
②10月26日（火） ５組
③令和４年２月18日(金)については、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から中止となった。

※健康づくり課で実施する「お誕生訪
問」事業において、啓発冊子「とこと
こ」を配付した。

保健セン
ターの「母
と子のつど
い」に参加
する親子 

延べ
16組

家庭教育
学級事業
補助事業

地域社会との関わりの
中で親自身のあり方を
考え、子どもの健全な
発達を促す家庭教育に
関する自主的学習活動
を、奨励・支援する。

通年
補助金交付団体が年１回以上、市民に
開かれた学習会を開催する。

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より前年度と同じく、開催回数・学習
時間に問わず補助金を交付することと
した。

市内の社会
教育関係団
体及び市内
に在住する
親等で構成
される団体 

補助団体数
1団体

家庭教育
学級補助
事業

学校等との連携を図り
ながら、家庭教育に関
する自主的学習活動を
奨励・支援する。

通年
補助金交付団体が年１回以上、市民に
開かれた学習会を開催する。

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より前年度と同じく、開催回数・学習
時間に問わず補助金を交付することと
した。

市内の
保育園、
幼稚園、
小学校、
中学校の
ＰＴＡ等 

補助団体数
5団体

家庭教育学
級合同講演
会

子育て世代の親が、次
世代を担う子どもたち
といかに向き合い、そ
の成長を促していくか
について考える機会を
作るため、家庭教育の
視点で講演会を実施す
る。

10月15日（金）午後１時～２時30分
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会館）
【演題】朗読と音楽で聴く
　　　「よだかの星」
【講師】特定非営利活動法人
　　　　いろはリズム

※新型コロナウィルス感染症拡大防止の観
点から中止

家庭教育
学級生、
市民

－

放
課
後
子
ど 
も
教
室
事
業

放課後
子ども教室

安心安全な子どもの活
動拠点を設け、地域の
方々の参画を得て、子
どもたちと共に文化活
動・地域の方々との交
流活動等の取組を推進
することを目的とす
る。
なお、令和2年度は新
型コロナウイルス感染
症拡大防止のため参加
定員を例年の半数とし
て実施する。

令和３年10月～令和４年３月
(土曜日午前中６校で、各全12回）
・第一小学校（10回実施）
　　科学あそび大好き!(科学の実験)
・第三小学校
　　おもしろ工作教室
・第四小学校（10回実施）
　　バランスボール
・第五小学校（９回実施）
　　わくわくスポーツパーク
　　～いろいろな体の動きをマスター
　　しよう～
・第七小学校（11回実施）
　　『人形劇』～お話からつくりあ
　　おう～　　
・第十小学校（10回実施）
　　筆と墨で遊ぼう（書道）
※新型コロナウィルス感染症の影響により
各校とも全12回は実施できなかった

市内在住の
小学生 

参加登録
児童数
101人
延べ
844人

家
庭
教
育
推
進
事
業
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生涯学習・スポーツ課　スポーツ係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

道路の一部のみが書か
れた地図（コマ図）を
見ながら設定された
コースを歩き、時間と
クイズ得点で順位を決
めるウォーキングゲー
ムを行う。

４月18日（日）
午前8時30分～午後０時30分
【場所】中央公民館から栄町、
　　　　青葉台周辺のコース
【主管】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

市民
（小学生
以上）

14チーム
48名

市
民
ス
ポ
ー
ツ
教
室

ボッチャ
体験教室

スポーツ振興と市民の
健康増進を図るため、
年齢を問わず、誰にで
も簡単にできるボッ
チャ体験教室を行う。

①８月20日（金）
　午後６時～午後８時
【会場】西朝霞公民館体育室
②令和４年２月16日（水）
　午後６時30分～午後８時30分
【会場】総合体育館サブアリーナ
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
　　　　連絡協議会

市民
（小学生
以上）

①14名
②17名

小
学
生
ス
ポ
ー
ツ
教
室

ミニテニス
教室

小学生がスポーツに親
しめるように、夏季休
暇期間にミニテニス教
室を行う。　

８月３日(火)～５日(木)※３日間
午前９時～正午
【会場】朝霞第七小学校体育館
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
　　　　連絡協議会

小学5・6
年生

8/3　35名
8/4　31名
8/5　33名

延べ 99名

スポーツ振興と市民の
親睦、健康増進を図る
ため、市民体育祭を開
催する。地区対抗種
目、自由種目、スポー
ツ団体紹介、体育賞表
彰を行う。　

10月10日（日）
午前８時30分～午後３時30分
【会場】中央公園陸上競技場
【主管】朝霞市民総合体育大会
　　　　実行委員会

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止
※市民体育賞表彰式は、10月24日
(日)朝霞市中央公民館・コミュニ
ティセンターで開催

市民　 －

持久走の普及と体力の
向上を図るため、小学
生、中学生、親子、一
般、壮年の各男女によ
るタイムレースとして
大会を行う。　

11月23日(火･祝日[勤労感謝の日])
　　　　午前8時30分～午後1時
【会場】中央公園及び青葉台公園
　　　　周辺

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止

小学生
以上　

－

事業・講座名

第25回朝霞市民
ウォークラリー
大会

第66回朝霞市民
総合体育大会
市民体育祭

第60回朝霞市
ロードレース
大会
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生涯学習・スポーツ課　スポーツ係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

市民のスポーツの振興
と健康増進を図るた
め、陸上競技場を個人
に無料で開放します。　

【日時】毎週火曜日
　　　　午後５時15分～午後９時
　　　　第２・４土曜日
　　　　午前９時～午後９時
【会場】中央公園陸上競技場

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、令和3年4月から11月ま
で利用は市民、在学、在勤の方に制
限。令和3年12月から制限を解除
し、どなたにも貸出とした

どなたでも 7,556人

市民スポーツの振興と
健康増進を図るため、
総合体育館を個人に開
放します。（卓球・バ
ドミントン・ミニテニ
ス等）　

【日時】毎週火曜日
　　　　午後１時～午後５時
　　　　毎週水曜日 
　　　　午後５時30分～
　　　　午後９時30分
【会場】総合体育館　
　　　　使用料(２時間あたり)
　一般･高校生：１００円
　中学生以下 ：  ５０円

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、令和3年4月から11月ま
で利用は市民、在学、在勤の方に制
限。令和3年12月から制限を解除
し、どなたにも貸出とした

どなたでも
※市外の方
は、倍額

 754人

市内小・中学校の体育
館・校庭・武道場・テ
ニスコートを利用し、
団体等に貸出をする。

利用日程、時間については各学校に
より異なる

市民・在
勤者(登録
団体)

175,455人

幼児・児童の心身の健
全な育成を図るため開
場する。

【期間】７月10日（土）から
　　　　９月５日（日）まで
　　　　58日間
【時間】午前の部
　　　　９時30分～午後０時45分
　　　　午後の部
　　　　１時45分～５時

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から各部利用人数を100名
として開催

未就学児
及び付添
い人・
小学生

5,913人

オリンピアンの土井杏
南選手を招き、生涯ス
ポーツの振興を目的に
50ｍ及び100ｍの記録測
定会を実施する。

２月26日(土)午前１０時～正午
【会場】中央公園陸上競技場

どなたでも 165人

朝霞市と越生町の都市
間交流事業として、自
然豊かな早春の越生の
野山を愛でながらハイ
キングを行い、市民相
互の交流を深める。

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止

どなたで
も

－

陸上競技場
個人開放

総合体育館
個人開放

学校体育施設
開放

溝沼子ども
プール

オリンピック・
パラリンピック
関連事業
「誰でもＯＫ！
記録を破れ！」

越生町交流事業
（ハイキング
大会）
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

文化財保護
関係団体の
助成

文化財保護関係団体に
補助金を交付し、活動
を助成する。　

補助金の交付　７月
・民俗芸能保存２団体
（根岸野謡保存会、溝沼獅子舞
  保存会）
・史跡保護１団体
（一夜塚古跡保存会）　

文化財保
護関係団
体　

－

文化財保護
普及・啓発

文化財が市民共有の財
産であるという意識を
啓発・醸成するための
情報提供等を行う。

文化財の重要性をアピールし、保
護・普及していくため、市ホーム
ページ等を通じて文化財や事業に
関する情報提供を行う。

－ －

湧水代官水 市指定天然記念物「湧
水代官水」について、
清掃や水質検査等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

柊塚古墳
歴史広場

県指定史跡「柊塚古
墳」について、清掃や
樹木剪定、除草等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

広沢の池 市指定史跡「広沢の
池」について、井戸水
補給や水質検査、周縁
部の清掃・除草等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

二本松 市指定史跡「二本松」
について、剪定や指定
地の除草等適切に管理
し、公開に資する。　

通年　 － －

試掘調査　 開発行為・建築工事等
に伴い埋蔵文化財の確
認調査を行う。　

随時 開発行為
等事業者　　

95件

発掘調査　 開発行為・建築工事等
に伴い発掘調査を行
い、記録保存する。　

随時 開発行為
等事業者　　

13件

資料整理 発掘調査の記録を整理
し、報告書を作成し、
公開する。　

・報告書作成
『上の原第一遺跡第１地点発掘調
査報告書』
・報告書刊行のための資料作成
『埋蔵文化財発掘調査報告集報
（計３地点）』
・出土金属製品の保存処理
  市内遺跡出土金属製品等

－ －

事業・講座名

文
化
財
保
護
普
及
事
業

指
定
文
化
財
等
保
護
管
理
事
業

埋
蔵
文
化
財
調
査
保
存
事
業　
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

維持管理 消防設備、空気調和設備
等の保守点検を行い、施
設の維持管理を図る。　

消防設備、空気調和設備等の保守
点検を行う。　

－ －

展示 発掘調査の記録等につい
て、埋蔵文化財センター
で出土品や写真パネルを
展示し、公開する。　

通年　 － －

維持管理 清掃等の日常管理、敷地
内の除草・樹木剪定、設
備の保守点検等、適切な
管理を行い、文化財保護
を図り、公開に資する。　

通年　 － －

体験学習 敷地内の畑を活用した農
業体験や、地域の郷土食
や年中行事に関する体験
学習を行い、郷土に対す
る理解を図る。

①６月～７月
　七夕
②７月４日（日）
　じゃがいも掘りをしよう
（雨天中止）
③７月・８月
　日本茶でおもてなし
④９月
　おまんじゅうをつくろう
⑤10月16日（土）
　さつまいも掘りをしよう　
⑥11月
　手打ちうどんをつくろう
⑦11月
　収穫祭
⑧11月13日（土）
　さといも掘りをしよう
⑨１月
　お正月あそび
⑩１月
　まゆだまづくり

※①③④⑥⑦⑨⑩：新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から
中止

①③⑦⑨
市民
②小学3年
生以上
④小学生
以上
⑤小学3年
生以上
⑥小中学
生と保護
者
⑧小学3年
生以上
⑩小学生

⑤6組14名
⑧5組14名

旧高橋家
住宅
ガイドツ
アー

体験学習等の機会にあ
わせて旧高橋家住宅や
年中行事等について解
説し、理解を深める。 

①10月16日（土）
②１月15日（土）
※体験学習開催時等に実施

どなたで
も

①14人
② 7人

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
事
業

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

旧高橋家
住宅
どきどき
ツアー　

旧高橋家住宅で自然観
察や昆虫採集を行うと
ともに、敷地内で採集
した標本等を利用して
学習を深め、夏休みの
自由研究等への取り組
みの一助とする。

①７月
　夜の昆虫観察
②８月
　夏の虫とり会
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

小学生 －

郷土の伝統
芸能鑑賞教
室
根岸野謡

郷土の伝統芸能の保
護・啓発を図るため、
旧高橋家住宅で市指定
無形文化財「根岸野
謡」を公演する。

11月
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

どなたで
も

－

年中行事 地域に伝わる年中行事
についての展示を行
い、郷土に対する理解
を図る。

①４月23日～５月20日　五月節句
②６月25日～７月14日　七夕飾り
③８月６日～18日　　　盆棚
④９月17日～10月20日  月見
⑤９月17日～29日　　　秋の彼岸
⑥10月29日～12月１日　荒神様
⑦11月12日～11月23日　恵比須講
⑧12月24日～１月26日　正月飾り
⑨１月14日～26日　　　恵比須講
⑩１月15日～26日　　　小正月
⑪１月28日～２月９日　節分
⑫２月４日～２月９日　初午
⑬２月18日～３月９日　三月節句
⑭３月18日～30日　　　春の彼岸

－ －

ボランティア等により
畑を耕作し、収穫物を
体験学習等に活用す
る。

通年 － －

「綿育て隊」を募集
し、和綿の栽培方法や
利用方法を学習する。

５月～12月
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

市民 －

展示　 旧高橋家住宅主屋や根
岸台市民センター資料
コーナーで民具等の展
示を行い、資料の活用
を図る。

通年 － －

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　

畑等の活用
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

考古分野
「遺跡が語
る朝霞」
歴史分野
「陸の道と
水の道」
民俗分野
「水となり
わい」

朝霞の歴史や文化につい
て、遺跡とその出土品、
川越街道と膝折宿、舟運
と東上線、水車利用の伸
銅を取り上げ、エポック
展示として紹介した。

通年 － 延べ
31,025人

民俗分野
「むかしの
くらし」

昭和30～40年代頃のくら
しの風景や道具を紹介し
た。　

①４月１日(木)～８月31日(火)
②令和４年３月15日(火)～
　　　　　　　　３月31日(木)

－ ①8,241人
②1,032人
延べ
  9,273人

美術・工芸
分野
「朝霞の美
術・工芸」

市内に伝わる染色、仏
像・神像を取り上げ紹介
した。

①４月１日(木)～10月３日(日)
②令和４年３月15日(火)～
　　　　　　　　３月31日(木)

－ ①10,203人
② 1,032人
延べ
  11,262人

はまさき
～地域に遺
るもの～

朝霞市内でも旧浜崎村の
範囲に限り、その地域の
歴史を、主に埋蔵文化財
から通史的に概観した。

11月20日(土)～12月26日(日) － 2,405人

講演会
「コロナ禍
の中での博
物館の新し
い取り組み
～博物館資
料の３Ｄモ
デルの活用
事例紹介
～」

コロナ禍における教育機
関の３Ｄデータの製作、
活用事例について紹介し
ていただいた。

12月５日（日）
午後２時～３時30分
【講師】國學院大學栃木短期
   大学日本文化学科日本史
   フィールド
  准教授　中村 耕作 氏
　埼玉県立さきたま史跡の博物館
　学芸員　ﾅﾜﾋﾞ ｱﾊﾏｯﾄﾞ 矢麻 氏

どなたで
も

15人

考古学体験
教室
「ドッキー
をつくろ
う！」

クッキー生地を粘土に見
立て、実際の土器と同じ
施文具を用いて文様を付
け、オーブンで焼き上げ
ることで実物の土器片資
料とよく似たクッキーを
作った。

12月11日（土）
午後1時30分～３時
【会場】内間木公民館
【講師】おかしづくり考古学者
　　　　ヤミラ 氏

小学校
3年生
以上

5人

10月23日(土)～11月14日(日） 事前予約
制（市民
優先）

10,491人

丸沼芸術の森による内覧
会（関係者・招待者の
み）

10月22日（金）※館内整理日 関係者・
招待者

延べ
205人

事業・講座名

「朝霞にファン・ゴッホ！―日本初公開の
水彩画に観るファン・ゴッホの新たな魅力
―丸沼芸術の森コレクション展」

内覧会

常
 
設　

展　

示

第
35
回
企
画
展
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

展示作品について学芸員
による解説を行った。

①10月24日(日)午後２時～
【講師】埼玉県立近代美術館
　　　　学芸主幹 平野 到 氏
②10月30日(土)午前11時～
【講師】丸沼芸術の森学芸員
　　　　河野 和子 氏
③11月３日(水・祝)午前11時～
【講師】丸沼芸術の森美術担当
　　　　山岸 充良 氏
④11月６日(土)午前11時～
【講師】丸沼芸術の森学芸員
　　　　畦森 建 氏

市内在住
の方

①29人
②28人
③29人
④28人

延べ114人

テ
ー
マ
展
示　

朝霞市県展
作品展　

第70回埼玉県美術展覧会
(県展)において出品され
た市内作家の入選作品等
を集めて紹介する。

９月11日(土)～９月26日(日)

※県展の中止に伴い、中止

－ －

午房地山と
武蔵野台地
の横穴墓

昭和30年代末頃に根岸台
で見つかり、須恵器と人
骨の出土が伝えられなが
らも、現在では失われて
おり、その詳細が不明と
されている午房地山横穴
墓群について、武蔵野台
地の横穴墓とともに、写
真・図面パネルを中心と
して紹介した。

４月１日(木)～６月６日(日)

※前年度継続事業
　２月13日(土)～

－ 3,772人
※前年度～
6,761人

みんな
あーちすと

テーマを決めた絵画作品
を募集し、①ワーク
ショップを開催するとと
もに、②ワークショップ
参加者の部と、③本企画
参加の保育園・幼稚園の
部に分けて展示する。

①７月22日(木・祝)～
　　　　　　　８月22日(日)
②９月４日(土)～９月12日(日)
③９月15日(水)～９月26日(日)

※新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

－ －

１９６４
東京オリン
ピック

今年度開催の「２０２０
東京オリンピック」にあ
わせ、過去大会である１
９６４年東京オリンピッ
クを写真資料を中心に振
り返るとともに、朝霞市
を会場とする射撃に関心
を寄せる一助とした。

７月23日(金)～９月５日(日) － 2,854人

ギャラリー
トーク

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示

朝霞にやっ
てきた
外来植物

私たちの身の周りに数多
く生息している外来植物
の中には社会問題を引き
起こしているものも存在
する。そのような外来植
物の中でも外国から朝霞
にやってきたものを、写
真パネルを中心に紹介し
た。

令和４年１月29日(土)
　　　　　　～３月31日(木)

※次年度継続事業
　～６月５日(日)予定

－ 5,348人

近代以降の当市伸銅業を
牽引した大畑伸銅の資料
について、一次的整理・
調査を行い、その成果の
紹介をもって常設展示
（伸銅分野）を補足し
た。

９月４日(土)～10月３日(日) － 1,852人

博学連携事業で来館する
市内小学校3年生の授業
プログラムに沿った「昔
の道具」を展示した。

令和４年２月１日(火)～
　　　　　　　３月11日(金)

－ 4,071人

４月１日(木)～５月30日(日)
※前年度継続事業
　３月３日(水)～

－ 3,419人
※前年度～
5,220人

朝霞市内に残されている
古文書を読み解き、古文
書の読み方とともに地域
の歴史を学ぶ。 

①12月19日(日)
②12月26日(日)
③令和4年
　１月９日(日)
④１月23日(日)
⑤２月６日(日)
⑥２月20日(日)
各回とも午前10時～正午
【講師】立正大学特任講師
　　　　栗原 健一 氏

どなたで
も
（市民で
初めての
方優先）

①31人
②29人
③30人
④30人
⑤28人
⑥28人
延べ
 176人
連続受講者
  32人

一番身近な歴史、自分の
ルーツである我が家の歴
史について、その歴史を
調べていく中で地域の歴
史が見えてきた事例を通
し、歴史学習のアプロー
チ法を学ぶ。
①我が家の歴史「家系
図」を作るには
②ご先祖探しから見えた
地域の歴史
③地域の古文書から学ぶ
我が家の歴史・地域の歴
史

令和4年
①２月26日(土)
　午後２時～３時30分
【講師】行政書士 藤田 孝久 氏
②３月５日(土)
　午後２時～３時30分
【講師】行政書士 飯倉 康祐 氏
③３月12日(土)
　午後２時～３時30分
【講師】立正大学特任講師
　　　　栗原 健一 氏

どなたで
も
（市民優
先）

①29人
②25人
③28人
延べ
  82人

収蔵資料紹介展
示「朝霞と伸
銅」

小学校3年生博物
館利用授業展示
「昔の道具」

新指定　朝霞市指定有形文化財
泉水山・富士谷遺跡出土浅鉢形土器　特別
公開

古文書講座
「はじめての古
文書」
（連続6回）

歴史講座
「我が家の歴
史・地域の歴
史」
（連続3回）
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

全3回 伝統文化や歴史への興味
と理解を喚起すべく、各
種の体験教室を実施す
る。

年間 小学生
など

―

① ステンド
グラス制作
体験

色板ガラスとはんだを
使ってステンドグラスの
作品を制作した。

10月17日(日)
①午前10時～11時30分
②午後１時30分～３時
【講師】ガラス作家
　　　　関野 栄美 氏

20歳以上 ① 8人
② 8人
延べ
  16人

② おりがみ
で干支を折
ろう!

令和4年の干支である
「寅」を折り紙で制作し
た。

令和４年
　１月８日(土)
①午前10時～11時30分
②午後１時30分～３時
【講師】日本折紙協会講師　
　　　　本多　秀子 氏

20歳以上 ① 8人
② 8人
延べ
  16人

③糸車で糸
を紡ごう

糸車で綿から糸を紡ぐ体
験をすることにより、昔
の道具への興味と理解を
育て、糸のなりたちにつ
いて学んだ。

令和４年
　３月27日(日)
午後２時～３時30分
【講師】当館学芸員

小学校
5年生
以上

6人

① コース
ターを織ろ
う！

簡単な織機で、コース
ターを織り、身近な材料
を使って織物の原理を学
んだ。

８月１日(日)
①午前10時～11時30分
②午後１時30分～３時
【講師】当館調査補助員
　　　　菅井 美穂子

小学生 ① 8人
② 7人
延べ
  15人

②鏡作りに
挑戦！

低融点合金と石膏鋳型で
小型鏡を造る。体験をと
おして、市内（一夜塚古
墳出土鏡など）でも出土
している青銅鏡の理解を
深めた。

８月８日(日)
午後１時30分～４時
【講師】当館学芸員
　　　  江原　順

小学生 8人

③ 押し花の
しおりを作
ろう！

博物館に咲く花を使い、
押し花のしおりを作り、
体験をとおして植物標本
や植物そのものについて
学んだ。

８月29日(日)
①午前10時～11時30分
②午後２時～３時30分
【講師】当館学芸員
　　　　岡田　貴哉

小学生 ① 7人
② 4人
延べ
  11人

博
学
連
携
事
業

小学校6年生
博物館利用
授業

歴史学習を始める6年生
を対象に、火おこし体験
教室を実施する。
※出張授業

１学期

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止

市内
・
近隣
小学校
6年生　

―

博
物
館
体
験
教
室

夏
休
み
体
験
教
室
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

小学校3年生
博物館利用
授業

郷土学習を始める小学校
3年生を対象に、昭和30
～40年代頃の生活道具に
ついて、調べ学習や体験
学習による授業を行っ
た。

※バス借上げによる来館
児童送迎あり（教育指導
課予算）。

令和４年
２月３日(木) 六小２Ｃ
２月８日(火) 六小２Ｃ
２月９日(水) 十小２Ｃ
２月10日(木) 十小２Ｃ
２月17日(木) 七小２Ｃ
２月18日(金) 七小２Ｃ
２月22日(火) 九小２Ｃ
２月24日(木) 三小１Ｃ
２月25日(金) 三小２Ｃ
３月１日(火) 八小３Ｃ
３月２日(水) 五小２Ｃ
３月３日(木) 五小３Ｃ
３月８日(火) 一小３Ｃ
３月９日(水）八小２Ｃ
３月10日(木) 二小２Ｃ
３月11日(金) 二小２Ｃ

市内小学
校3年生  75人

 83人
 63人
 60人
 55人
 58人
 73人
 38人
 75人
 97人
 65人
 99人
 95人
 69人
 68人
 65人
延べ
1,138人

小学校1年生
博物館利用
授業

小学校1年生国語科「た
ぬきの糸車」に伴い、糸
車で糸を紡ぐ映像を作成
し、体験用糸車と共に貸
出を実施した。

①12月15日(水)～
　　　12月21日(火)四小
②令和４年
  １月14日(金)～
　　　１月21日(金)九小
③１月18日(火)～
　　　１月20日(木)六小
④１月21日(金)～
　　　１月25日(火)一小
⑤１月25日(火)～
　　　２月１日(火)八小
⑥２月１日(火)～
　　　２月４日(金)五小
⑦２月16日(水)～
　　　２月18日(金)三小

市内小学
校1年生

①  93人
②  69人
③ 189人
④ 105人
⑤ 221人
⑥ 186人
⑦ 145人
延べ　
 1,008人

丸沼芸術の
森コレク
ション展博
学連携事業

市内中学校美術部に案内
を行い、部活動において
展示鑑賞を行った。

①11月６日（土）
　※ギャラリートーク参加
②11月12日（金）

①五中
②二中

①13人
②31人

博物館利用
検討委員会

市内小中学校教諭からな
る同委員会にて、上記プ
ログラムなどの博学連携
事業、その参考資料とな
る刊行物作成等について
検討し、学校の博物館利
用促進を図るとともに、
研修会では、展示・収蔵
庫見学、体験実習を実施
した。

10月19日（火）
定例会及び研修会
【講師】当館学芸員　江原　順
【主催】博物館利用検討委員会

市内小中
学校教諭

17人

博物館学芸
員実習

学芸員養成課程履修学生
の館務実習を受け入れ
た。

８月17日(火)～８月24日(火)
【６日間】

大学生 6大学
7人

博
学
連
携
事
業
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中央公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

充実した日々を送るた
めに生涯にわたって学
習していけるような環
境を提供する。

【内容】「初めての論語」
　　　～私たちのくらしと論語～
①論語とは
　どのような時代に作られたか 
　12月７日(火)
②論語各論
　論語が日本人に与えた影響
　12月14日(火)
③論語各論
　これからの私たちに必要なもの
　12月21日(火)　
各回ともに午後２時～４時
【講師】大東文化大学地域連携
　　　　センター
        講師　打越 竜也 氏

市民 ①29人
②28人
③27人

延べ84人

定員
30人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①｢この健康情報信じて良い
　ですか！」
　９月16日(木)午後２時～４時　
【講師】NPO埼玉県健康管理士会
  　    理事長
    　  上原 道康 氏
②｢骨を強くするワンランク
　上の食卓」
　10月12日(火)午前10時～正午
【講師】野菜ソムリエ
　　　　渡邉 由恵 氏
③椅子に座りながらできる！
　リンパケア講座
　３月３日(木)
　午前10時～正午
【講師】ヨガインストラクター
　　　　渋沢 典子 氏

市民 ①18人
②24人
③19人
延べ61人

定員
①30人
②30人
②30人

中央公民館の施設特性
を活かし、小学生を対
象にプラネタリウム・
スライドや天体望遠鏡
を使用し、子どもたち
の天体への興味を広げ
る機会とする。

３月11日（金）
午後６時～８時
【内容】｢冬の天体を見て
　　　　みよう」
【講師】元朝霞第一中学校教諭
　　　　戸鹿野　宏道　氏

小学生と
その保護者

8組
11人

定員
15組
30人

小学生を対象とした理
科教室を実施し、発見
する喜びや考える力を
育む。　

サイエンスキッズ
【内容】
「紫外線ってなんだろう
　～ＵＶチェックストラップ
　をつくろう～」
　３月26日（土）
 　①午前10時～正午
 　②午後２時～４時
【講師】科学読物研究会
　　　　坂口　美佳子　氏

①小学校3
　～6年生
②小学校
　1･2年生

①20人
②10人

定員
各回28人

くらしに役立つさまざ
まな文化について学習
する。

２月３日（木）
午後２時～４時
【内容】埼玉の１５０年と朝霞
【講師】埼玉新聞社
　　　　編集管理幹
　　　　吉田　俊一　氏

市民 25人

定員
30人

事業・講座名

悠ゆう大学　

さわやか健康
教室

こども天体教室

サイエンス
キッズ

成人教養講座
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中央公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

11月24日（水）　 
午後２時～４時
【内容】
「渋沢栄一が遺した忠恕の心」
　～本当のまごころ、
　　　　　　思いやりとは～
【講師】深谷市立教育研究所
　　　　専門員　河田 重三 氏

市民 100人

定員100人

一般投映 毎週日曜日の午前と午
後に季節に応じた番組
を投映する。

毎週日曜日
①午前11時
②午後３時
観覧料　子ども１００円
　　　　大人　２００円
（朝霞市在住・在勤・在学
　　以外は上記の５割増料金)

どなたでも 102回

延べ
2,906人

１回の投
映につき
定員30人

特別投映 季節ごとの番組投映の
ほか、星座の神話投映
やクイズ、コンサート
などの企画を春・夏・
冬休みの期間中などに
実施する。

①ゴールデンウィーク
　５月４日、５日
②夏休み
　８月５日、６日、10日、11日
③埼玉県民の日に因み
　11月13日に実施
 （※14日は休館日のため）
④冬休み １月５日、６日

どなたでも ① 52人
②218人
③ 25人
④ 26人

団体投映 一般投映の他に、団体
（30人以上）からの依
頼によりプラネタリウ
ムの投映を行う。

①小学校　　　　９団体
②保育園（室）  ７団体
③幼稚園　　　　２団体
④その他　　　　３団体

どなたでも 27団体

延べ
　850人

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

※オリンピック・パラリンピッ
ク開催により令和３年度は中止

公民館利用
団体
市民

－

人権教育講座

サマー
フェスティバル

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
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東朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

多種多様な文化や教養
を学び、体験すること
で、生涯学習を始める
機会を提供し、参加者
同士のコミュニケー
ションを深める場とす
る。　

①｢考古学から見た鎌倉街道」
　10月24日(日)午前10時～正午
【講師】日本考古学協会会員
　　　　埼玉県考古学会会員
　      野沢　均　氏
②｢朝霞の古文書入門」
　11月28日(土)午前10時～正午
【講師】立正大学特任講師
　　　　栗原　健一　氏
③｢免疫力UP！気功体験」
　３月９日(水)
　午前10時～11時30分
【講師】朝霞市社会福祉協議会
　　　　吉川　美津子　氏
④｢定年準備のためのマネー
　プランニング」
　３月13日(日)午前10時～正午
【講師】ファイナンシャル
　　　　プランナー ＣＦＰ®
　　　　渡辺　一則　氏

①市民
②市民
③おおむね
65歳以上
④市民

①14人
②15人
③14人
④17人
延べ60人

定員
①15人
②15人
③15人
④15人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①｢男性のための心と身体の
　ヨガ」
　６月26日（土）
　午後１時30分～３時
【講師】ヨガインストラクター
　　　　室塚　和子　氏
②｢心身を整える骨盤体操」
　７月30日（土）
　午前10時～11時30分
【講師】骨盤体操
　　　　インストラクター
　　　　NPO法人美えな塾理事
　　　　片山　弥生　氏

①男性
②女性

①11人
②12人
延べ23人

定員
①10人
②10人

子ども同士で楽しく学
びながら、異なる年齢
の子ども同士のふれあ
いや交流を行う。ま
た、親子のコミュニ
ケーションを深める機
会を提供する。

①｢子どもいけばな」
　12月18日(土)午前10時～正午
【講師】公民館サークル
　　　　こどもいけばなの
　　　　皆さん
②｢人形劇　金のがちょう」
　12月25日(土)
　午前11時～11時45分
【講師】人形劇サークル
　　　　たんぽぽの皆さん
③｢親子！エンジョイエアロ」
　２月５日(土)午前10時～11時
【講師】公民館サークル講師
　　　　大橋　美佐子　氏
④｢絵本の楽しみ方講座」 
　２月27日(日)
　午前10時30分～11時30分
【講師】絵本専門士
　　　　山本　美恵子　氏

①小・中学
生
②乳幼児と
その家族
③幼児（未
就学児）と
その保護者
④乳児とそ
の家族

①19人
②8組24人
③7組20人
④5組12人
延べ75人

定員
①20人
②8組(1組
4人まで)
③15組(1
組3人ま
で）
④8組(1組
3人まで)

事業・講座名

生活教養講座

さわやか健康
教室

子どもふれあい
広場
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東朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

家族のふれあいを深め
るため、親子で楽しめ
る映画を上映する。ま
た、幅広い年齢層の
方々に楽しんでもらえ
る、名画や懐かしい作
品を上映する。　

①｢ウルトラＱ」
　10月16日（土）
　午前11時～11時50分
②｢男はつらいよ」
　３月26日（土）
　午前10時～11時45分

どなたでも ①7人
②29人
延べ36人

定員
①30人
②30人

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

※令和３年度は公民館６館合同
で実施

市民 －

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体
市民

－

映画会

人権教育講座　

公民館まつり
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西朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

成人を対象に、自己の
実現と生きがいある生
活を求めることを目的
とし、日常生活の充実
や地域社会への参加な
どについて学習する。

①｢長～く楽しめる多肉植物の
　寄せ植え」
　11月12日（金）
　午前10時～11時30分
【講師】リメイク缶と多肉の
　　　　寄せ植えAKI缶主宰
　　　　葉葺　陽子　氏
②｢クリスマスのごちそう　
　おうちで作るフレンチ」
　11月27日(土)
　午前10時～午後１時30分
【講師】アトリエ・ド・ミサコ
　　　　主宰　辻　三佐子　氏

市民 ①8人
②12人
延べ20人

定員
①8人
②12人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①｢アロマヨガ＆ストレッチ」
　11月20日（土）
　午後１時30分～３時
【講師】アロマヨガインスト
　　　　ラクター
　　　　荒川　教子　氏　
②｢免疫力を高めて元気になる
　体操 自彊術(じきょうじゅつ)」
　２月19日（土）
　午前10時～11時30分
【講師】公益社団法人自彊術
　　　　普及会中伝(講師資格)
　　　　永田　愛　氏

市民 ①16人
②15人
延べ31人

定員
①16人
②15人

日本の伝統文化を学
び、体験することを通
じて、その良さを再認
識するとともに、自己
の実現と生きがいある
生活を求めることを目
的とし、学習する。

①｢楽～日本舞踊～体験」
　９月29日(水)午後２時～４時
【講師】藤巳流二代目家元
        渋谷　恵美　氏　
②｢ちりめんで作るつまみ細工
　の花々」
　10月８日(金)
　午後１時30分～３時30分
【講師】ちりめん遊会の皆さん
　　　 (西朝霞公民館サークル)　
③｢書き初め」午前の部
　12月25日(土)午前10時～正午
【講師】筆と遊ぶ会講師
        鈴木　榮子　氏　
　　　 (西朝霞公民館サークル)
④｢書き初め」午後の部
　12月25日（土）
　午後１時30分～３時30分
　講師：社会教育指導員
　　　　勝良　ひとみ　氏

児童
市民

①8人
②8人
③16人
④15人
延べ47人

定員
①10人
②8人
③18人
④18人

事業・講座名

成人教養講座

さわやか健康
教室

伝統文化講座
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西朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

小・中学生を対象に身
近な材料を利用した工
作や簡単な料理などを
通じ、自主性と協調性
を育み、地域社会の一
員として参加できるよ
う学習する。

①｢楽しい理科体験」
　７月実施（中止）
【講師】元高校教諭
　　　　有本　弥生　氏
※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

②｢クリスマスを楽しむ英語
　遊びとクラフト」
　12月18日（土）
　午前10時30分～正午
【講師】English Field 主宰
　　　　丹田　久美子　氏
③｢炊飯器で作るパンプディ
　ング」
　２月26日（土）
　午前10時～正午
【講師】管理栄養士
　　　　平島　直美　氏

小・中学生
とその保護
者

①-人
②8人
③7人
延べ15人

定員
①-人
②8人
③9人

子育てについての知識
を習得し、子育てに関
わる者相互の交流を図
り、地域でのよりよい
子育てについて考え、
実施する機会を提供す
る。

①｢絵本の時間　ぽぽたいむ」
　５月17日（月）
　６月７日（月）
※上記日程の開催時間は
　午前10時15分～10時30分
　７月５日（月）
　８月２日（月）
　９月６日（月）　
　10月４日（月）　
　11月１日（月）
　12月６日（月）
　２月７日（月）
　３月７日（月）
※上記日程の開催時間は
　午前10時30分～10時45分
【講師】西朝霞公民館職員
②｢親子で七夕あそび」
　７月３日（土）
　午前10時～10時30分
【講師】西朝霞公民館職員
③｢親子で節分豆まき」
　２月２日（水）
　午前10時～11時
【講師】西朝霞公民館職員

幼児とその
保護者

①延べ48
組105人
②7組16人
③8組19人
延べ63組
140人

定員
①各回8組
②8組16人
③10組

レッツ
・チャレンジ　

育児講座
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西朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

良い映画を見ることに
より、創造性豊かな幼
児・児童の健全育成を
図る。
また、大人を対象とし
た映画会を開催する。

①夏休み映画会
　第１回
　８月11日（水)
　午前10時～11時35分
　　「ノンタンといっしょ」
　　　他４作品
　第２回
　８月19日（木)
　午前10時～11時45分
　　「ポケットモンスター
　　　　ミュウツーの逆襲」
②春の映画鑑賞会
　３月12日（土）
　午前10時～正午
　　「シコふんじゃった」

どなたでも ①133人
②19人
延べ152人

定員
①141人
②60人

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

※令和３年度は公民館６館合同
で実施

市民 －

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体
市民

－

サークル活動を実際に
見学・体験すること
で、生涯学習活動に参
加するきっかけにする
とともに、サークル活
動の活性化を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体
市民

－

映画会

人権教育講座　

公民館まつり　

サークル見学・
体験ウイーク　

21



南朝霞公民館

趣旨・内容  日程・概要 対象 参加数等

子どもたちが地域での
生活をより豊かなもの
にしていく機会をつく
り、子どもたちの情操
や知識を高めるととも
に低年齢層の公民館利
用の促進を図る。　

①鉛筆と消しゴムで
　プログラミングに挑戦
　８月11日（水）
　午前９時30分～正午
【講師】埼玉大学ＳＴＥＭ
　　　　教育研究センター　
　　　　代表 野村 泰朗 氏
②本物そっくり!工作でスイーツ
　～トッピングはなににする?～
　８月19日(木)
　午前10時～11時30分
【講師】子ども造形教室
　　　　講師 手島 まゆ子 氏
③メリンちゃんを動かそう！
  ～５歳からはじめるプログラ 
  ミング～
  ２月12日(土)
  午前９時30分～正午
【講師】埼玉大学ＳＴＥＭ
　　　　教育研究センター　
　　　　代表 野村 泰朗 氏

①小学4～6
年生
②小学生
③5歳～小
学3年生

①15人
②20人
③8組16人

定員
①15人
②15人
③10組
　　20人

豊かな生活を送る　た
め、日常に役立つ　さ
まざまな知識を学び教
養を身につける。

①はじめてのミニブーケ
　レッスン
  ６月11日(金)
  午前10時～11時30分
【講師】フラワーデザイナー
        田中 歩美 氏
②”美味しく””無駄なく”
　を学ぶ
  ～野菜の保存と使いきりの
  コツ～
  ９月15日(水)
  午前10時～11時30分
【講師】野菜ソムリエ 
        Ｃanaco 氏

市民 ①9人
②19人
延べ28人

定員
①10人
②20人

事業・講座名

南っ子クラブ　

生活教養講座　
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南朝霞公民館

趣旨・内容  日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①はじめての
    椅子タップダンス！
  ～座ったままで
       筋力アップに挑戦～
  ９月１日、８日(水)(全２回)
  午前10時30分～正午
【講師】Tap Dance Company
        Freiheit主宰 Lily氏
②お口のキレイを
       パワーチャージ！
  11月11日(木)
  午前10時～11時30分
　※健康づくり課共催
【講師】歯科衛生士 
        岩橋 真澄 氏
③なんとなくツライを解消！
  ～自律神経を整える
            セルフケア～
  令和４年１月25日(火)
  午前10時～11時30分
【講師】(社)日本リンパ協会
        認定講師
        中島 さちこ 氏

市民　 ①延べ
38人
②10人
③20人

定員
①20人
②15人
③15人

家族のふれあいを深め
るため、親子で楽しめ
る映画を上映する。ま
た、おとなの映画会を
開催し、幅広い年齢層
の方々に懐かしい映画
を楽しんでいただく。

①おとなの映画会
  ５月26日(水)
　午後１時30分～３時30分
 『やさしく愛して』
②映画会
　令和４年１月７日(金)
　午前10時～正午
　『ルパン三世
　　　・カリオストロの城』
③おとなの映画会
　令和４年３月17日(木)
　午後１時30分～３時30分
　『男はつらいよ
　　　～寅次郎恋やつれ～』

どなたでも ①12人
②5人
③30人

定員
①30人
②25人
③30人

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

※令和３年度は公民館６館合同
で実施

市民 －

サークル活動の体験機
会を設け、生涯学習活
動に参加するきっかけ
にするとともに、サー
クル活動の活性化を図
る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館
利用団体
市民

－

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域交流
を図る場とする。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館
利用団体
市民

－

さわやか健康
教室

映画会

人権教育講座　

サークル発見
ウィーク

公民館まつり
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北朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

講義や実習を通じて学
ぶことの大切さや楽し
さを確認するととも
に、参加者の交流を支
援する。　

①｢マスク＆マスクチャームを作
　りましょう」
　６月24日（木）
　午後１時～３時30分
【講師】日本デコラージュ協会
　　　　磯貝　佳子　氏
②｢はじめての和綴じ」
　11月９日（火）
　午後１時30分～３時30分
【講師】日本絵手紙協会
　　　  外山　菜名美　氏
③｢Let'sステンシル！
　～マグネットボード～」
　２月16日（水）
　午後１時30分～３時30分
【講師】日本デコラージュ協会
　　　　磯貝　佳子　氏

市民 ①10人
② 8人
③ 5人
延べ23人

定員
①10人
② 8人
③12人

子どもの成長にとって
大切な幼児期の育児に
ついて学び、子育て中
の仲間づくりを支援す
る。　

①｢ベビーバランスボール」
　６月22日（火）
　午前10時～11時30分
【講師】ベビーバランスボール
　　　　インストラクター
      　小澤　美智子　氏
②｢人形劇　おおかみと子ぶたく
　んたち」
　９月29日（水）
　午前11時～11時30分
【講師】人形劇サークル
　　　　たんぽぽの皆さん

①4か月～
1歳未満の
赤ちゃんと
保護者
②3歳以上
の幼児と保
護者

①11組22人
② 8組17人
延べ39人

定員
①12組24人
②12組24人

遊びやスポーツを楽し
みながら子どもたちの
創造性、自主性等を養
う。　

①｢たくさんためよう！
　くるくる回転貯金箱」
　８月５日(木)午前10時～正午
【講師】北朝霞公民館職員 　

②｢キッズバランスボール」
　２月27日(日)午前10時～11時
【講師】ベビーキッズヨガジム
　　　　ティーチャー 　
　　　  小澤　美智子 氏

①小学3～6
年生
②小学1～6
年生

①12人
②12人
延べ24人

定員
①12人
②12人

事業・講座名

教養講座　

子育て講座　

わんぱく
キッズランド
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北朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①｢楽しい椅子ヨガ」
　５月20日（木）
　午前10時～11時30分
【講師】ヨガインストラクター 　
　　　　渋沢　典子 氏
②｢毎朝スッキリ目覚められ
　ますか？～クリアな目覚め
　のために～」
　９月22日(水)午後２時～３時
【講師】睡眠栄養指導士　
　　　　協会認定講師  
　　　　茂木　睦子 氏

①どなたで
も
②成人

①12人
②12人
延べ24人

定員
①15人
②12人

子どもたちの協調性を
育成し大人との世代間
交流を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

乳幼児、児
童、保護者

－

映画等を鑑賞すること
で情緒豊かな心を育
み、年齢を超えた交流
を深めることを目的と
する。　

①６月19日（土）
　午前10時～11時
  ｢チップとデールの大作戦」
②９月26日（日）
　午前10時～11時
  ｢いやだいやだ」
　｢にんじん」
　｢ぐるんぱのようちえん｣他
③12月18日（土）
　午前10時～11時
  ｢子ぐまのクリスマス」

どなたでも ①26人
②29人
③15人
延べ70人

定員
①35人
②35人
③35人

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

※令和３年度は公民館６館合同
で実施

市民 －

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体
市民

－

さわやか健康教
室

こども公民館

映画会　

人権教育講座　

公民館まつり　
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内間木公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等

豊かで潤いのある生活
を送るため、さまざま
な体験により、知識を
深め、日々の暮らしに
役立てることを目的と
する。　

①「ステイホーム！ハーバリウ
　ムでお部屋を憩いの場に！」 
　７月30日(金) 
　午前10時～正午
【講師】中村 美香 氏
②「藍染めにチャレンジ！」
　11月６日(土)
　午後１時～３時30分
【講師】藍染めトシュカ
　　　　荻原 久美子 氏
　　　　髙野  恵 氏
③「押し花の素敵な小物
　たち！」
　11月30日(火)
　午前10時～正午
【講師】ふしぎな花倶楽部
　　　　田中 良子 氏
④「お正月の生け花入門」
　12月23日(木)
　午後1時～3時
【講師】池坊宝生流
　　　　榎本 久宝 氏

市民 ①15人
②12人
③12人
④ 8人
延べ47人

定員
①15人
②12人
③15人
④15人

講義や実習を通して、
参加者同士のコミュニ
ケーションを深めるこ
とを目的とする。

①「考古学から見た
　『岡の城山』」
　６月26日(土)
　午前10時～正午
【講師】日本考古学協会会員
　　　　埼玉県考古学会会員
　　　　野沢  均 氏
②「寄り添う聴き方・傾聴
　講座」
　10月26日(火)
　午前10時～正午
【講師】傾聴1日講座講師
　　　　TCカラーセラピー
　　　　マスタートレーナー
　　　  村尾 リエ 氏
③「はじめての切り絵」
　２月24日(木)
　午後1時30分～4時30分
【講師】公民館サークル講師
　　　　加藤　三郎　氏

市民 ①15人
②16人
③ 8人
延べ39人

定員
①15人
②12人
③10人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する身近なテーマを
学習する。

①「優雅なフラダンス入門」
　９月25日(土)
　午後１時30分～２時45分
【講師】公民館サークル講師
　　　　高田 菜穂子 氏
②「いつも元気！簡単おうち
　体操」
　10月22日(金)
　午前10時～午前11時30分
【講師】体操講師　山﨑征子氏

市民 ①13人
②14人
延べ27人

定員
①12人
②12人

事業・講座名

快適せいかつ
講座

コミュニケー
ション講座　

さわやか健康
教室
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内間木公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 参加数等事業・講座名

子どもたちが家庭や地
域での生活体験を通
し、自ら考え主体的に
判断し、行動できる能
力を身につけることを
目的とする。　

①「夏休みエネルギー教室
　～炭で電池をつくろう！～」
　８月24日(火)
　午前10時～11時30分
【講師】関東電気保安協会職員
②「おひなさまの飾り巻き寿司
　を作りましょう！」 
　２月26日(土)
　午前10時～12時30分
【講師】JSIA認定飾り巻き寿司
　　　　インストラクター　
　　　　平手 綾乃 氏

①小学3～
　6年生
②小学生と
　その保護
　者

①10人
②6組12人

定員
①10人
②6組12人

親子が共に楽しめ、季
節・行事にちなんだ映
画を上映し、コミュニ
ケーションづくりを図
る。また、大人の方を
対象とし名作と呼ばれ
る作品を上映する。　

①映画を楽しむ会
　８月14日(土)
　午前10時～午後0時10分
　「はだしのゲン 涙の爆発」
②映画を楽しむ会
　１月15日(土)
　午前10時～11時20分
　「礎　渋沢栄一と赤レンガ」
　「渋沢栄一の原点
　～幕末・パリ・血洗島～」
③せつぶん映画会
　１月29日(土)
　午前10時～11時
　「福は内、鬼は外』
　上映後、鬼のお面づくり

①②どなた
　でも
③主に幼
　児・小学
　生とその
　家族

①12人
②15人
③8家族
（24人）

定員
①16人
②20人
③10家族

人権問題の正しい理解
と認識を深め、生活の
中にある人権問題への
意識を高める。　

※令和３年度は公民館６館合同
で実施

市民 －

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体　   
市民

－

サークル活動を実際に
見学や体験すること
で、生涯学習活動に参
加するきっかけにする
とともに、サークル活
動の活性化を図る。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から中止

公民館利用
団体
市民

－

子どもランド

映画会

人権教育講座

公民館まつり

サークル活動
見学・体験
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図　書　館　本　館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日程・概要 対　象 参加数等

おとなの
朗読会

大人向けの朗読会を開催す
ることにより、図書館に対
する親近感をもってもら
い、利用促進を図る。

３月19日（日）
午後２時～３時30分
「ごんぎつね」
　　朗読：行成　章子　氏
「トリケラトプス」
　　朗読：村田　しづ子　氏
「鼓くらべ」
　　朗読：川田　靖子　氏
　　　　　平岩　晴子　氏　

市民 27人

青少年対象
講座

青少年向けの講座を通し
て、図書館利用のきっかけ
と、本に親しむ機会を提供
する。

８月７日(土)午後２時～４時
「体験しよう！ボードゲーム
　の世界」
【講師】すごろくや
　　　（ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ専門店）

青少年 7人

児童文化講座
＆朝霞市立図
書館本館リ
ニューアル記
念事業
「動物画家　
薮内正幸の世
界」

大規模改修工事終了後のリ
ニューアルオープン記念と
して、動物画家薮内正幸氏
の作品を紹介するととも
に、薮内正幸美術館長であ
る長男の藪内竜太氏による
講演会や薮内正幸氏の絵本
の読み聞かせを実施する。

①原画展－薮内正幸の仕事－
　３月１日(火)～12日(土)
②やぶうちさんのどうぶつ絵本
　を楽しもう（おはなしくらぶ
　による読み聞かせ）
　３月６日(日)
　午前11時～11時30分
③記念講演会・児童文化講座
「好きこそものの上手なれ」
　３月13日(日)
　午後１時30分～３時30分
【講師】藪内　竜太　氏
　　　（薮内正幸美術館館長）

市民 ①1,078人
②6組17人
③35人

プレママ・
パパ 絵本講座
～おなかの赤
ちゃんと絵本を
楽しんでみま
しょう～

赤ちゃんがお腹にいる時か
ら話しかけ、読み聞かせを
行うことで、親子のきずな
を深めていくこと、また読
み聞かせの楽しさや大切さ
を、実演を交えながら伝え
ていく。

７月10日(土)
午前10時～11時30分

妊婦とそ
の家族

4人

ブック・
スタート

乳幼児健診の際に、保護者
に親子で絵本を楽しんでい
ただけるようにメッセージ
を伝えながらブックスター
ト・パックを配布し、親子
のふれあいを大切にしても
らう。

毎月２回（水曜日）実施 4ケ月乳児
と保護者

24回実施
1,167組

赤ちゃんと
ママ・パパの
おはなし
タイム  

ブックスタート事業のフォ
ローアップを目的にした事
業で、赤ちゃんと保護者が
読み聞かせやわらべうたな
どを体験し、乳幼児期から
絵本とふれあう大切さや楽
しさを知ってもらう。ま
た、赤ちゃん連れでも気軽
に図書館を利用できること
をＰＲし、図書館の利用を
促進する。

毎月１回(午前・午後)実施
※Ｒ３年９月～Ｒ４年２月は、
改修工事休館のため中央公民館
児童室で午後２回開催
※４月・８月は参加なしのため
中止

乳児と
保護者

22回実施
62組
延べ
134人
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図　書　館　本　館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日程・概要 対　象 参加数等

うさみみ
タイム

（読み聞かせなど）
幼児や児童が興味を持つ絵
本・紙芝居の読み聞かせな
どを通して、本の楽しさや
図書館を身近なものに感じ
てもらう。

毎週木曜日
(４月～10月)
午後３時30分～
(11月～３月)
午後３時～
※Ｒ３年９月～Ｒ４年２月は、
改修工事休館のため、中央公民
館児童室で月１回日妖美に開催
※Ｒ４年３月は、週ごとにリ
ニューアル記念事業を開催した
ため実施せず

幼児
児童

24回実施
延べ
136人

うさみみ
タイム

（子供向け映画会）
児童書を原作とする映画を
上映し、良書を読むきっか
けとする。

毎週木曜日
(４月～10月)
午後３時45分～
(11月～３月)
午後３時15分～
※新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から中止

幼児
児童

－

子ども読書の
日おたのしみ
おはなし会

子どもの読書活動推進のた
めの「子ども読書の日」
「こどもの読書週間」の周
知と読書のきっかけ作り、
図書館の利用促進を目的と
して、「子ども読書の日」
（４月２３日）近くに、事
業を実施。

４月29日(木・祝)
午後３時～３時30分
※例年、児童文学を原作とした
映画を上映していたが、新型コ
ロナウィルス感染症拡大防止の
ため、人数制限と時間短縮、窓
開けをし、おはなし会に変更し
て実施

小学生 10人
(子ども8
人、大人2
人)

夏休みおはな
し会

子ども向けおはなし会を開
催することで、読書のきっ
かけづくりと図書館の利用
促進を図る。

７月22日（木）
午後３時～３時30分

小学生 12人
(子ども12
人）

クリスマス
おはなし会

クリスマスに関連する本を
紹介することで、本への興
味を広げるとともに、図書
館の利用と読書への関心を
深める。

12月18日(土)
午前11時～11時30分
※改修工事による休館のため、
中央公民館のレクリエーション
ホールで開催

小学3年生
以下

28人
(子ども
16人、
大人
12人)

映画会

〈一般〉
シネマ・ライ
ブラリー

映画の名作を日曜の午後に
楽しんでいただく。

隔月第１日曜日 実施
※新型コロナウィルス感染症拡大防
止の観点から中止

市民 －

〈青少年〉
ティーンズ・
シネマ（仮題）

話題になった映画を上映す
る。

７月・12月・３月 実施
※新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から中止

青少年等 －

〈子ども〉
子ども読書の
日おたのしみ
映画会

子ども読書週間(４/23～
５/12)の間に児童文学を原
作とした映画を上映する。

※新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から中止。代替と
して、おはなし会（30分）を開
催

幼児
小学生

－

名作や話題になった映画等を上映することで、図書館来館への契機づくりとして、図
書館のＰＲと利用促進を図る。
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図　書　館　本　館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日程・概要 対　象 参加数等

〈子ども〉
夏休み
こども映画会

夏休みに児童文学を原作と
した映画を上映する。

８月(夏休み)
※新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から中止

小学生以
上

－

図書館まつり まつり実行委員会が催しも
のや講演会を企画・構成
し、図書館と利用者の協働
で事業を実施することで、
図書館への理解を深め、参
加者相互の親睦を図り、図
書館の利用をさらに促進す
る。

６月26日(土)、 27日(日)
午前10時～午後５時

市民 来場者数
延べ
1,587人

らいぶらり
コンサート

コンサート実行委員会が中
心になり、自らの企画でコ
ンサートを開く。
参加者相互の親睦を図り、
図書館の利用をさらに促進
する。

５月29日(土)
午後１時～５時
５月30日(日)
午後0時～５時

市民 来場者数
延べ
168人

図書館本館リ
ニューアル
オープン記念
事業
「本の福袋」

タイトルも内容も分からな
い状況で本を借りること
で、本への興味や読書の幅
を広げ、図書館利用の促進
を図る。

令和４年３月１日(火)～
　　　　　　　　　24日(木)

市民 貸出冊数
562冊

書庫見学
ツアー

図書館業務の解説と、普段
は入ることのできない書庫
を見学することで、図書館
を身近に感じ、読書への関
心を高め、利用促進を図
る。

８月10日(火)
①午前10時～11時（小学生）
②午後２時～３時30分
　　　　　　　(中・高校生）

８月27日(金)
③午前10時30分～11時30分
　　　　　　　　　（成人)

①小学4年
生～6年生
②中学・
高校生
③成人

①15人
②5人
③12人

計 32人

図書館利用者
懇談会

利用者からの意見・要望等
を聞き、今後の図書館運営
の参考とする。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点や施設改修工事に
伴う長期休館、リニューアル開
館準備等により中止

図書館
利用者

－
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図書館　北朝霞分館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日程・概要 対　象 参加数等

えんじょい
きっず

図書館事務を体験すること
により、本に興味を持って
もらい、図書館の利用を促
進する。

８月５日（木）
８月12日（木）
８月19日（水）
午前９時30分～11時30分
※８月25日は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から中
止

小学生３年
生～６年生

延べ10人

名画
ＴＨＥ分館

名作と言われる作品を、大
画面で上映し、映画の醍醐
味と楽しさを知ってもら
い、作品にまつわる資料へ
の関心を高め、図書館の利
用を促進する。

８月23日（日）
※新型コロナウィルス感染症拡
大防止の観点から中止

市民 －

春休み
キッズ 
シネマ

児童映画を通じて、作品の
ストーリーや登場人物に興
味を持つことによって本を
読むきっかけにしてもらう
とともに、図書館の利用を
促進する。

３月30日（水）
午前10時～11時45分
「レオ・レオニ　５つの名作
集」
「ふるさと再生　日本の昔ばな
し　浦島太郎ほか」

幼児
児童

82人
子ども67人
大人15人

絵本の
よみきかせ

幼児や児童が興味を持つ絵
本・紙芝居の読み聞かせな
どを通して、本の楽しさや
図書館を身近なものに感じ
てもらう。

毎月第３火曜日
11月～３月
(午後３時～) 
※４～９月は新型コロナウィル
ス感染症拡大防止の観点から中
止

幼児
児童

6回実施
延べ76人　　
(子ども42
人、大人34
人)
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生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 　 生 涯 学 習 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

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
解を深めるため、行政
及び企業メニューで構
成される「あさか学習
おとどけ講座」を実施
する。

通年
・行政メニュー
　市の職員などが講師となり、市の
施策等の説明を行う
・企業メニュー
　企業等の社員が講師となり、専門
的知識や技能等を活かし講義を行う

市内在住、
在勤、在学
の5人以上で
構成された
団体

－

子ども大学
あさか

ＮＰＯ法人、朝霞青年
会議所、教育委員会が
連携し、東洋大学学生
ボランティアサークル
の協力を得ながら、オ
ンラインや市の施設等
で、大学の先生など専
門家が子どもたちの
「なぜ」「どうして」
などの疑問に応える講
義等を実施する。

【実施時期】
　　　　８月～12月
　　　　全５回実施予定
【内容】オンライン及び対面による
      　講義等（予定）
　※会場及び講師、テーマ等調整中

小学
4年～6年生
35名（予
定）

30名
（予定）

生涯学習ガ
イドブック
コンパス
発行

講座・催し物・イベン
ト情報、サークル情
報、施設ガイド等の生
涯学習情報を提供す
る。

毎年５月発行
（年１回発行）

市民 3,000部

生涯学習
体験教室 

市民の生涯学習活動へ
の機運を高め、意識啓
発を図ると同時に朝霞
市ボランティアバンク
制度の利用を促進す
る。

通年
・生涯学習ボランティアバンクの　　　　
　活用　　　　　　　　　　　　　　
・生涯学習体験教室の実施
※８月～２月迄の予定

市内在住、
在勤、在学
者

20人程度
／１講座

市民企画
講座

市民の創意による学習
機会の形成を促すとと
もに､市と市民の協働
による生涯学習の推進
を図る｡　

通年　
年３回以上で、かつ、学習時間が年
4.5時間以上の市民に開かれた学習会
を、補助金交付団体により開催す
る。

構成員が5人
以上で、市
内在住、在
勤、在学者
で過半数を
占める団体

補助
団体数
10団体
程度

①７月25日（月）午前10時～正午
【会場】丸沼芸術の森
【内容】｢親子で作陶してみよう｣
【講 師】丸沼陶芸倶楽部
　　　　 榎本　洋二　氏
　　　　 榎本　美鈴　氏
　　　　 松本　充夫　氏

②８月22日（月）午前10時～正午
【会場】丸沼芸術の森
【内容】｢自分たちの作品鑑賞｣
　　　 「茶道体験」など
【講師】丸沼陶芸倶楽部講師
　　　　榎本　洋二　氏
　　　　丸沼芸術の森学芸員
　　　  河野　和子　氏

事業・講座名

生
涯
学
習
啓
発
推
進
事
業

芸
術
文
化
振
興
事
業

夏休み親子
陶芸教室

夏休みに親子で参加す
ることにより、絆を深
めるとともに、本物の
芸術に触れることで興
味を持ってもらい、教
養も深めてもらう。

市内在住の
小学生及び
保護者

12組
24人

1



生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 　 生 涯 学 習 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

朝霞市芸術
文化展

文化協会会員による書
道・絵画・手工芸等の
展覧会や、囲碁・将棋
の大会を開催する。

①６月４日（土）・６月５日（日）
午前10時～午後４時
②６月12日（日）午前９時30分～
　囲碁大会
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民・文化
協会会員

－

市民芸能
まつり

文化協会会員及び一般
応募参加者による民
謡、舞踊、ダンス、吹
奏楽等を発表する。 

７月３日（日）午前10時～午後4時
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館) 

市民・文化
協会会員

－

朝霞市
文化祭

市民文化の集大成とし
て、文化協会会員及び
一般応募の市民による
華道・書道・絵画・写
真・盆栽・手工芸等の
展示と、芸能のつど
い、茶会、囲碁・将棋
大会、吟剣詩舞道大
会、合唱大会、歌謡大
会、吹奏楽演奏、音楽
祭を実施する。また、
中高生や、子どもた
ち、障害のある方も積
極的に発表、参加でき
るような催しとしても
実施していく。

展示部門
10月29日(土)･10月30日(日)
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
個別発表・大会部門
10月29日(土)「将棋大会｣
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
10月30日(日)「歌謡発表会｣
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
11月５日(土)「合唱演奏会」
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
11月６日(日)「芸能のつどい」
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
11月６日(日)「囲碁大会」
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月13日(日)「吟剣詩舞道大会」
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月13日(日)「第３回音楽祭」
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
11月20日(日)「吹奏楽演奏会」
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
12月１日(木)～４日(日)｢水墨画展」
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
12月７日(水)～11日(日)｢切り絵展」
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民・文化
協会会員

－

企業人権
教育研修会

企業内における人権教
育を推進し、差別の解
消と人権意識の向上を
目指して実施する。 

11月中実施予定(回数未定)
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
※講師・テーマ等調整中

県内企業の
人権・同和
問題担当者 

各回
30人
（予定）

人権問題
講演会

様々な人権問題を題材
に、一人ひとりの人権
の大切さを学び、人権
意識の一層の向上を図
るため実施する。 

７月20日(水)午後２時～３時30分
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
【テーマ及び内容】
　ヤングケアラー当事者の人生から
　考える支援の方法
【講師】一般社団法人ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ協会
　　　　代表　宮崎　成悟 氏

市民等 200人　

芸
能
文
化
振
興
事
業

人
権
教
育
振
興
事
業

市民人権
教育研修会

人権問題に関する正し
い理解を深め、能動的
にあらゆる差別に対処
する指導者の育成を期
して実施する。 

６月10日(金)　※２部制で実施
１部：午前10時～正午
２部：午後１時30分～３時30分
【会場】中央公民館･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
【テーマ及び内容】
　平和及び女性問題について
　映画上映会「女を修理する男」

小中学校長、
学校人権教育
主任、ＰＴＡ
会長・役員、
公民館担当
者、人権教育
推進協議会役
員、家庭教育
学級代表者

各部 45人
（予定）
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生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 　 生 涯 学 習 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

成
人
式
事
業

２０歳の
記念式典
（仮称）

２０歳を節目とし、年
齢に達した方を祝い励
ますために式典を実施
する。 

令和５年１月９日（月･祝）
（午前・午後１回ずつの２部制、ま
たは、午前１回、午後２回の３部制
を予定)

【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
      　大ホール
【内容】記念誌編集委員による、
　　　　市長への答辞、２０歳の
　　　　メッセージ等の式典を
　　　　実施する

平成
14(2002)年4
月2日から
平成
15(2003)年4
月1日に生ま
れた方 

対象者
1,400人
(見込)

子育て講座 乳幼児を持つ親が子育
てについて学ぶ講座を
実施することで、子育
ての悩みや不安を解消
し、家庭の教育力の向
上を図る。

全３回
 ７月、10月、２月　実施予定

保健セン
ターの「母
と子のつど
い」に参加
する親子 

各回
30人程度

家庭教育
学級事業
補助事業

地域社会との関わりの
中で親自身のあり方を
考え、子どもの健全な
発達を促す家庭教育に
関する自主的学習活動
を、奨励・支援する。

５月～２月
社会教育関係団体や市民で構成され
る学級が、家庭教育に関する学習事
業を開催する場合、対象経費の一部
を補助する。
 ※学習内容、会場等は各学級による
 ※年２回以上かつ学習時間が３時間
以上であること

市内の社会
教育関係団
体及び市内
に在住する
親等で構成
される団体 

６学級
(予定) 

家庭教育
学級補助
事業

学校等との連携を図り
ながら、家庭教育に関
する自主的学習活動を
奨励・支援する。

５月～２月 
ＰＴＡ等の団体が、子育て中の親や
子育てに関わる大人の学びの場とし
て年３回以上の学習会を開催する場
合、対象経費の一部を補助する。
 ※学習内容、会場等は各学級による

市内の
保育園、
幼稚園、
小学校、
中学校の
ＰＴＡ等 

16学級
(予定) 

家庭教育
学級合同
講演会

子育て世代の親が、次
世代を担う子どもたち
にいかに向き合い、そ
の成長を促していくか
について考える子育て
の一助となるよう、家
庭教育の視点で講演会
を実施する。

10月19日(水)午後１時～２時30分
【会場】ゆめぱれす（朝霞市民会
館）
【演題】朗読と音楽で聴く
　　　　「よだかの星」
【講師】特定非営利活動法人
　　　　いろはリズム

家庭教育
学級生、
市民

300人
(予定)

放
課
後
子
ど 
も
教
室
事
業

放課後
子ども教室

安心安全な子どもの居
場所及び活動拠点を設
け、地域の方々の参画
を得て、子どもたちと
共にスポーツ・文化活
動・地域の方々との交
流活動等の取組を推進
することを目的とす
る。 

令和４年７～８月（夏季休暇期間
中）及び、令和４年９月～令和５年
２月
※夏季休暇期間中は、６校で３日間
ずつ、計　18日間実施
※９月からの開催は、土曜日午前中
に６校で、各校全12回実施

・実施場所
　第一小学校、第三小学校、
　第四小学校、第五小学校、
　第七小学校、第十小学校
・実施内容(予定)
　科学遊び、バランスボール、
　スポーツ、工作教室、書道など

市内在住の
小学生 

各教室
15人程度
（令和2年
度年か
ら、新型
コロナウ
イルス拡
大防止の
ため、人
数を減ら
して実施
25人→15
人）

家
庭
教
育
推
進
事
業
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生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 　 ス ポ ー ツ 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

道路の一部を示した地
図（コマ図）を見なが
ら設定されたコースを
歩き、時間とクイズ得
点で順位を決める
ウォーキングゲームを
行います。

4月17日（日）
午前８時30分～午後１時
【会場】根岸台市民センター周辺
　　　　を廻るコース
【主管】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

市民
（小学生
以上）

20組
60名

市
民
ス
ポ
ー
ツ
教
室

ボッチャ
体験教室

スポーツ振興と市民の
親睦、健康増進を図る
ため、年齢を問わず、
誰にでも簡単にできる
ボッチャ体験教室を行
います。

①８月25日（木）
②２月24日（金）
　午後６時30分～午後８時30分
【会場】総合体育館サブアリーナ
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

市民
（小学生
以上）

各回とも
30名

ミニテニス
教室

小学生がスポーツに親
しめるように、ミニテ
ニス教室を行います。

８月２日(火)～４日(木）※３日間
午前９時～正午
【会場】総合体育館メインアリーナ
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

48名

なぎなた
教室

小学生がスポーツに親
しめるように、なぎな
た教室を行います。

８月16日(火)～18日(木）※３日間
午前９時～正午
【会場】総合体育館サブアリーナ
【講師】朝霞市なぎなた連盟

30名

スポーツ振興と市民の
親睦、健康増進を図る
ため、市民体育祭を開
催する。地区対抗種
目、自由種目、スポー
ツ団体紹介、体育賞表
彰を行う。

市民体育祭
10月９日（日）
午前８時30分～午後１時
【会場】中央公園陸上競技場
体育賞表彰式
10月16日（日）
午前10時30分～正午（予定）
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
【主管】朝霞市民総合体育大会
　　　　実行委員会

市民　 －

持久走の普及と体力の
向上を図るため、小学
生、中学生、親子、一
般、壮年の各男女によ
るタイムレースとして
大会を行う。

11月23日(水･祝[勤労感謝の日]） 
午前８時30分～午後１時
【会場】中央公園及び青葉台公園
　　　　周辺

小学生
以上　

各クラス
定員制限
あり

市民のスポーツの振興
と健康増進を図るた
め、陸上競技場を個人
に無料で開放する。

【日時】毎週火曜日
　　　　午後５時15分～午後９時
　　　　第２･４土曜日
　　　　午前９時～午後４時45分
【会場】中央公園陸上競技場

どなたで
も

－

事業・講座名

第26回朝霞市民
ウォークラリー
大会

第67回朝霞市民
総合体育大会
市民体育祭

第61回朝霞市
ロードレース
大会

陸上競技場
個人開放

小
学
生
ス
ポ
ー
ツ
教
室

小学生（4
～6年生）
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生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 　 ス ポ ー ツ 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

市民スポーツの振興と
健康増進を図るため、
総合体育館を個人に開
放する。（卓球・バド
ミントン・ミニテニス
等）

【日時】毎週火曜日
　　　　正午～午後６時
　　　　毎週水曜日 
　　　　午後３時30分～
　　　　午後９時30分
【会場】総合体育館　
　　　　使用料(２時間あたり)

　一般･高校生：１５０円
　中学生以下 ：  ７０円
　市外居住者 ：３００円

どなたで
も　

－

市内小・中学校の体育
館・校庭・武道場・テ
ニスコートを利用し、
団体等に貸出をする。

利用日程、時間については各学校に
より異なる

市民・在
勤者(登録
団体)

－

幼児・児童の心身の健
全な育成を図るため開
場する。

【期間】７月９日（土）から
　　　　９月４日（日）まで
　　　　58日間
【時間】午前の部
　　　　９時30分～午後０時45分
　　　　午後の部
　　　　１時45分～午後５時

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から各部の利用人数は調整
中

未就学児
及び付添
い人・
小学生

※令和４
年度につ
いても人
数を制限
して開場
予定

オリンピアンの土井杏
南選手を招き、生涯ス
ポーツの振興を目的に
50ｍ及び100ｍの記録測
定会を実施する。

11月中実施予定
※日時等調整中

どなたで
も

200名程度

朝霞市と越生町の都市
間交流事業として、自
然豊かな早春の越生の
野山を愛でながらハイ
キングを行い、市民相
互の交流を深める。

２月中開催予定
※日時等調整中

どなたで
も

定員制限
なし

総合体育館
個人開放

学校体育
施設開放

溝沼子ども
プール

オリンピック・
パラリンピック
レガシー事業
「誰でもＯＫ！
記録を破れ!」

越生町交流事業
（ハイキング
大会）
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文 化 財 課 　 文 化 財 保 護 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

文化財保護
関係団体の
助成

文化財関係団体に補助
金を交付し、活動を助
成する。　

補助金の交付　７月
・民俗芸能保存２団体
（根岸野謡保存会、溝沼獅子舞
　保存会）
・史跡保護1団体
（一夜塚古跡保存会）　

文化財保
護関係団
体　

－

文化財保護
普及・啓発

文化財が市民共有の財
産であるという意識を
啓発・醸成するための
情報提供等を行う。

文化財の重要性をアピールし、保
護・普及していくため、市ホーム
ページ等を通じて文化財や事業に
関する情報提供を行う。

－ －

湧水代官水 市指定天然記念物「湧
水代官水」について、
清掃や水質検査等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

柊塚古墳
歴史広場

県指定史跡「柊塚古
墳」について、清掃や
樹木剪定、除草等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

広沢の池 市指定史跡「広沢の
池」について、井戸水
補給や水質検査、周縁
部の清掃・除草等適切
に管理し、文化財保護
を図り、公開に資す
る。　

通年　 － －

二本松 市指定史跡「二本松」
について、剪定や指定
地の除草等適切に管理
し、公開に資する。　

通年　 － －

試掘調査　 開発行為・建築工事等
に伴い埋蔵文化財の確
認調査を行う。　

随時 開発行為
等事業者　　

－

発掘調査　 開発行為・建築工事等
に伴い発掘調査を行
い、記録保存する。　

随時 開発行為
等事業者　　

－

資料整理 発掘調査の記録を整理
し、報告書を作成し、
公開する。　

報告書作成
報告書刊行のための資料作成
出土金属製品の保存処理

－ －

事業・講座名

文
化
財
保
護
普
及
事
業

指
定
文
化
財
等
保
護
管
理
事
業

埋
蔵
文
化
財
調
査
保
存
事
業　
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文 化 財 課 　 文 化 財 保 護 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

維持管理 消防設備、空気調和設
備等の保守点検を行
い、施設の維持管理を
図る。　

消防設備、空気調和設備等の保守
点検を行う。　

－ －

展示 発掘調査の記録等につ
いて、埋蔵文化財セン
ターで出土品や写真パ
ネルを展示し、公開す
る。　

通年　 － －

維持管理 清掃等の日常管理、敷
地内の除草・樹木剪
定、設備の保守点検
等、適切な管理を行
い、文化財保護を図
り、公開に資する。　

通年　 － －

体験学習 敷地内の畑を活用した
農業体験や、地域の郷
土食や年中行事に関す
る体験学習を行い、郷
土に対する理解を図
る。

①６月　じゃがいも掘りをしよう
②10月　さつまいも掘りをしよう　
③11月　さといも掘りをしよう

※調理・試食等を伴う事業について
は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止

①②③小
学3年生以
上

①6組
②6組
③6組

旧高橋家
住宅
ガイドツアー

体験学習等の機会にあ
わせて旧高橋家住宅や
年中行事等について解
説し、理解を深める。 

①６月 　１回
②10月 　１回
③11月 　１回　

どなたで
も

定員なし

旧高橋家
住宅どきどき
ツアー　

旧高橋家住宅で自然観
察や昆虫採集を行うと
ともに、敷地内で採集
した標本等を利用して
学習を深め、夏休みの
自由研究等への取り組
みの一助とする。

①７月
②８月 

①小学生
と保護者
②小学生

①10組
②20人

郷土の伝統
芸能鑑賞
教室
根岸野謡

郷土の伝統芸能の保
護・啓発を図るため、
旧高橋家住宅で市指定
無形文化財「根岸野
謡」を公演する。

11月 どなたで
も

－

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
事
業

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　
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文 化 財 課 　 文 化 財 保 護 係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

年中行事 地域に伝わる年中行事
についての展示を行
い、郷土に対する理解
を図る。

①４月下旬～５月上旬  五月節句
②６月下旬～７月上旬  七夕飾り
③８月中旬       　　 盆棚
④９月上旬～10月上旬  月見
⑤９月下旬　　　　　  秋の彼岸
⑥11月　　　　　　　  荒神様
⑦11月　　　　　　　  十日夜
⑧11月中旬～下旬　　  恵比寿講
⑨12月下旬～1月中旬   正月飾り
⑩１月中旬　　   　　 小正月
⑪１月中旬～下旬  　  恵比寿講
⑫２月上旬　　 　     節分
⑬２月上旬　　 　     初午
⑭２月中旬～3月上旬   三月節句
⑮３月下旬　　　　　  春の彼岸

－ －

ボランティア等により
畑を耕作し、収穫物を
体験学習等に活用す
る。

通年 － －

「綿育て隊」を募集
し、和綿の栽培方法や
利用方法を学習する。

５月～12月 市民 6組

展示　 旧高橋家住宅主屋や根
岸台市民センター資料
コーナーで民具等の展
示を行い、資料の活用
を図る。

通年 － －

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　

畑等の活用
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文 化 財 課 　 博 物 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

考古分野
「遺跡が語
る朝霞」
歴史分野
「陸の道と
水の道」
民俗分野
「水となり
わい」

朝霞の歴史や文化につ
いて、遺跡とその出土
品、川越街道と膝折
宿、舟運と東上線、水
車利用の伸銅を取り上
げ、エポック展示とし
て紹介する。

通年 － －

民俗分野
「むかしの
くらし」

昭和30～40年代頃のく
らしの風景や道具につ
いて紹介する。

－ －

美術・工芸
分野
「朝霞の美
術・工芸」

市内に伝わる染色、仏
像・神像を取り上げ紹
介する。

－ －

朝霞の歴史や文化に関
連した事柄についての
学芸員による調査・研
究の展示を行う。

11月～12月 － －

丸沼芸術の森が所蔵す
る作品を中心に展示す
る。

10月 － －

テ
ー
マ
展
示

朝霞市県展
作品展　

第70回埼玉県美術展覧
会(県展)において出品
された市内作家の入選
作品等を集めて紹介す
る。

９月 － －

朝霞にやっ
てきた外来
植物

私たちの身の周りに数
多く生息している外来
植物の中には、一部で
社会問題になっている
ものも存在する。その
中で、どの植物が外来
植物で問題を引き起こ
しているかは、広く知
られていない。そのよ
うな外来植物の中で
も、外国から朝霞に
やってきたものについ
て、写真を中心に紹介
する。

４月１日(金)～６月５日(日)
※前年度継続事業
　１月29日(土)～

－ －

冬のギャラ
リー展示

朝霞の歴史・民俗・美
術に関わるテーマで、
写真パネルを中心とし
た展示を行う。

令和５年１～６月
次年度に継続

－ －

博学連携事業で来館す
る市内小学校3年生の授
業プログラムに沿った
「昔の道具」を展示す
る。

令和５年
１月～３月

事業・講座名

第36回企画展

丸沼芸術の森コ
レクション展

小学校3年生博物
館利用授業展示
「昔の道具」

常
 
設　

展　

示

４～６、12～３月

※企画展・テーマ展示
開催時は撤収・入替

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
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文 化 財 課 　 博 物 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名
博物館が収集・受贈し
た資料の中から、昨年
度朝霞市も射撃の会場
となった東京２０２０
オリンピック・パラリ
ンピックの１周年を記
念し、関連資料を展示
する。

７月～８月

朝霞や周辺地域におけ
る郷土史について学習
する。

１～３月
【講師】大学教授等

一般 各回40人 

朝霞市内に残る古文書
を読み解き、古文書の
読み方とともに地域の
歴史を学ぶ。

12～３月
【講師】大学講師等

一般 各回40人

体験学習をとおして、
郷土史や伝統文化への
興味と理解を育てる。　　　

４～３月
【講師】専門技術団体
      　当館学芸員等

各回ごと
に設定

各回ごとに
設定

小学生を対象とした体
験学習を行い、郷土の
自然・歴史への関心を
喚起するとともに、夏
休み自由研究の一助と
する。

７～８月
【講師】専門技術団体
　　　　当館学芸員等

小学生 各回ごとに
設定

収蔵資料紹介
展示
「東京２０２０
オリンピック・
パラリンピック
１周年
（仮称）」

歴史講座
（連続３回）

古文書講座

博物館体験教室
（全５回）

夏休み体験教室
（全３回）
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文 化 財 課 　 博 物 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名
小学校6年生
博物館利用
授業

歴史学習を始める小学
校6年生を対象に、調べ
学習、体験学習などの
博物館利用授業を行
う。　
※来館または出張授業

１学期～２学期
(学校の希望日）

市内小学
校6年生　

－

小学校3年生
博物館利用
授業

郷土学習を始める市内
小学校3年生を対象に、
調べ学習、体験学習な
どの博物館利用授業を
行う。

※バス借上げによる来
館児童送迎あり（教育
指導課予算）。

３学期
(学校の希望日）

市内小学
校3年生

－

小学校1年生
博物館利用
授業

小学校1年生国語科「た
ぬきの糸車」に伴う糸
車体験教室を行う。　
※出張授業

３学期
(学校の希望日）

市内小学
校1年生

－

博物館利用
検討委員会

市内小中学校教諭から
なる同委員会にて、上
記プログラムなどの博
学連携事業、その参考
資料となる刊行物作成
等について検討し、学
校の博物館利用促進を
図る。

定例会　６・２月
※６月は兼研修会
【主催】博物館利用検討委員会
【講師】当館学芸員

市内小中
学校教諭

－

博物館
学芸員実習

学芸員養成課程履修学
生の館務実習を受け入
れる。

８月16日(火)～８月23日(火) 大学生 6人

博
学
連
携
事
業
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中 央 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

充実した日々を送るた
めに生涯にわたって学
習していけるような環
境を提供する。

11月～12月実施予定
※４回の連続講座として実施予
定

市民 30人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①10月実施予定
②２月実施予定

市民 ①30人
②20人

中央公民館の施設特性
を活かし、小学生を対
象にプラネタリウム、
スライドや天体望遠鏡
を使用し、子どもたち
の天体への興味を広げ
る機会とする。

未定 小学生と
その保護者

15組30人

小学生を対象とした理
科教室を実施し、発見
する喜びや考える力を
育む。　

８月13日（土）
①午前10時～正午
②午後２時～４時

①小学校
　1･2年生
②小学校
　3～6年生

各回32人

くらしに役立つさまざ
まな文化について学習
する。

①１月実施予定
②２月実施予定

市民 各回30人

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

１月実施予定 市民 30人

一般投映 毎週日曜日の午前と午
後に季節に応じた番組
を投映する。

毎週日曜日
①午前11時
②午後３時
観覧料　子ども１００円
　　　　大人　２００円
（朝霞市在住・在勤・在学
 以外は上記の５割増料金）

どなたでも 30人

特別投映 季節ごとの番組投映の
ほか、星座の神話解
説、クイズやコンサー
トなどの企画を春・
夏・冬休みの期間中な
どに実施する。

春・夏・冬休み等、学校の
長期休暇中
彩夏祭・文化祭等の
イベント開催時

どなたでも 30人

団体投映 一般投映の他に、団体
（30人以上）からの依
頼によりプラネタリウ
ムの投映を行う。

４月１日(木)～３月31日(木)
小学校、中学校、保育園等の
依頼により実施　

どなたでも 1団体
30人以上

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

８月27日（土)・28日（日）
第35回サマーフェスティバル

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

悠ゆう大学　

さわやか健康
教室

こども天体教室

サイエンス
キッズ

成人教養講座

人権教育講座

サマー
フェスティバル

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
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東 朝 霞 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

多種多様な文化や教養
を学び、体験すること
で、生涯学習を始める
機会を提供し、参加者
同士のコミュニケー
ションを深める場とす
る。　

①７月30日（土）実施予定
　｢夏だ！ゆかたを着よう｣
②９月20日(火)、27日(火）
　実施予定
　｢鍵盤ハーモニカ｣　
③１月実施予定
④２月実施予定

市民 ①10人
②10人
③未定
④未定

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①８月６日（土）
　｢身体にやさしいチェアヨガ｣
②９月実施予定

市民 ①15人
②未定

乳幼児期の子育ての知
識やコツ、子育て世代
の交流の場を提供し、
乳幼児の健やかな育ち
とパパ・ママたちの育
児力向上を支援する。

①６月29日(水）実施予定
　｢産後ママのための抱っこ
　ひも講座｣
②３月実施予定

子育て世代 ①10組
②未定

子ども同士で楽しく学
びながら、異なる年齢
の子ども同士のふれあ
いや交流を行う。ま
た、親子のコミュニ
ケーションを深める機
会を提供する。

①11月27日(日）実施予定
　｢バドミントン教室」
②12月11日(日）実施予定
　｢将棋教室｣
③１月実施予定

未定 ①10人
②未定
③未定

家族のふれあいを深め
るため、親子で楽しめ
る映画を上映する。ま
た、幅広い年齢層の
方々に楽しんでもらえ
る、名画や懐かしい作
品を上映する。　

①５月22日(日）
  子ども映画会
　「くまのプーさん」
②９月実施予定
③２月実施予定

どなたでも ①30人
②未定
③未定

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

１月実施予定 市民 20人

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

11月実施予定
第41回東朝霞公民館まつり

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

生活教養講座

さわやか健康
教室

育児パパ・ママ
応援講座

子どもふれあい
広場

映画会

人権教育講座

公民館まつり
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西 朝 霞 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

成人を対象に、自己の
実現と生きがいある生
活を求めることを目的
とし、日常生活の充実
や地域社会への参加な
どについて学習する。

①５月20日（金）
　午前10時～正午
　｢多肉植物で作る春の寄せ
　植え」
【講師】リメイク缶と多肉の
　　　　寄せ植えAKI缶主宰
　　　　葉葺　陽子　氏　
②６月18日(土)・25日(土)
  午後２時～４時 実施予定
　｢画家と楽しむぜいたく時間
　ぬり絵」
【講師】画家　近藤　峯子　氏
③９月実施予定
　｢ゴルゴンゾーラのスフレと
　チーズ講座｣
④９月実施予定
　｢韓国語トラベルマスター｣

市民 ①10人
② 9人
③未定
④未定

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①６月29日(水) 実施予定
　午後１時30分～３時
　｢転ばぬ先の筋活」
【講師】日本スポーツ協会公認
　　　　スポーツリーダー
        渋谷　恵美　氏　
②未定

市民 ①15人
②未定

日本の伝統文化を学
び、体験することを通
じて、その良さを再認
識するとともに、自己
の実現と生きがいある
生活を求めることを目
的とし、学習する。

①11月実施予定
　｢つるし雛｣　
②12月実施予定
　｢書き初め｣

児童
市民

①未定
②未定

小・中学生を対象に身
近な材料を利用した工
作や簡単な料理などを
通じ、自主性と協調性
を育み、地域社会の一
員として参加できるよ
う学習する。

７月実施予定
　｢絵本とオムライス」

小・中学生
とその保護
者

未定

子育てについての知識
を習得し、子育てに関
わる者相互の交流を図
り、地域でのよりよい
子育てについて考え、
実施する機会を提供す
る。

①４月～３月の間で９回実施
　予定
　絵本の時間　ぽぽたいむ
②４月30日（土）
　午前10時～10時45分
　｢親子で端午の節句」
【講師】西朝霞公民館職員
③７月２日(土）実施予定
　午前10時～10時30分
　｢親子で七夕遊び」
【講師】西朝霞公民館職員

幼児とその
保護者

①各回8組
②10組
③10組20
人

事業・講座名

成人教養講座

さわやか健康
教室

伝統文化講座

レッツ
・チャレンジ　

育児講座
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西 朝 霞 公 民 館

良い映画を見ることに
より、創造性豊かな幼
児・児童の健全育成を
図る。
また、大人を対象とし
た映画会を開催する。

①８月実施予定
　｢夏休み映画会｣
②３月実施予定
　｢春の映画鑑賞会｣

どなたでも ①未定
②未定

人権問題の正しい理解
と認識を深め、生活の
中にある人権問題への
意識を高める。

１月実施予定 市民 未定

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

10月実施予定
第36回西朝霞公民館まつり

公民館利用
団体･市民

定員制限
なし

映画会

人権教育講座

公民館まつり　
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南 朝 霞 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

子どもたちが地域での
生活をより豊かなもの
にしていく機会をつく
り、子どもたちの情操
や知識を高めるととも
に低年齢層の公民館利
用の促進を図る。　

８月～３月
全３回予定

小学生 未定

豊かな生活を送るた
め、日常に役立つさま
ざまな知識を学び教養
を身につける。

６月～３月
全３回予定

市民 未定

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①５月31日(火）
　午後１時30分～３時30分
「ボッチャに挑戦！」
【講師】朝霞市スポーツ
　　　　推進委員
※全３回予定
　(２、３回目は未定）

市民　 ① 9人
②、③未定

家族のふれあいを深め
るため、親子で楽しめ
る映画を上映する。ま
た、おとなの映画会を
開催し、幅広い年齢層
の方々に懐かしい映画
を楽しんでいただく。

６月～３月
全４回予定

どなたでも 未定

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。　　

１月実施予定 市民　 未定

公民館利用サークルが
日ごろの学習成果を発
表し、利用者相互の親
睦を深めるとともに、
地域交流を図る場とす
る。

10月実施予定
第35回南朝霞公民館まつり

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

サークル活動の体験機
会を設け、市民が自分
に合った生涯学習活動
を発見するきっかけに
するとともに、活動の
活性化を図る。

３月実施予定 公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

南っ子クラブ　

生活教養講座　

さわやか健康
教室

映画会

人権教育講座

公民館まつり

サークル発見!!
ウィーク
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北 朝 霞 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

講義や実習を通じて学
ぶことの大切さや楽し
さを確認するととも
に、参加者の交流を支
援する。　

①７月27日(水）実施予定
　午後１時30分～３時30分
　「はじめての和綴じ」
【講師】日本絵手紙協会公認
　　　　講師
　　　　戸山　菜名美　氏
②11月実施予定
③１月実施予定

市民 ① 8人
②15人
③15人

子どもの成長にとって
大切な幼児期の育児に
ついて学び、子育て中
の仲間づくりを支援す
る。　

①６月22日(水）実施予定
　午前10時～11時30分
　｢ベビーバランスボール」　
【講師】ベビーバランスボール
　　　　インストラクター
　　　　小澤　美智子　氏
②７月実施予定
③９月実施予定

未就学の幼
児と保護者

①12組24人
②15組30人
③15組30人

遊びやスポーツを楽し
みながら子どもたちの
創造性、自主性等を養
う。　

①７月実施予定
②12月実施予定

①小学生
②小学生

各回15人

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①６月21日(火)、28日(火)
　実施予定
　午後１時30分～３時
 「はじめてのフラダンス」　
【講師】北朝霞公民館活動
　　　　サークル｢マカリカ｣
　　　　の皆さん
②11月実施予定

市民 ①12人
②15人

映画等を鑑賞すること
で情緒豊かな心を育
み、年齢を超えた交流
を深めることを目的と
する。　

①5月21日（土）
　午前10時～11時
　｢きかんしゃトーマス」　
②９月実施予定
③12月実施予定

どなたでも ①35人
②未定
③未定

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。

１月実施予定 市民 30人

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

10月実施予定
第41回北朝霞公民館まつり

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

教養講座　

子育て講座　

わんぱく
キッズランド

さわやか健康
教室

映画会　

人権教育講座　

公民館まつり　
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内 間 木 公 民 館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

豊かで潤いのある生活
を送るため、さまざま
な体験により、知識を
深め、日々の暮らしに
役立てることを目的と
する。　

①６月19日（日）
 「マネープラン」
②６月30日（木）
 「スマホ基礎」
③７月３日（日）
 「イカ骨鋳造」
④10月実施予定
 「傾聴]
⑤11月実施予定
 「陶芸」

市民 ①20人
②15人
③午前5人
　午後5人
④未定
⑤未定

健康に対する意識が高
まる中、健康づくりに
関する手軽で身近な
テーマを学習する。

①５月29日（日）
 「関節トレーニング」
②２月実施予定
 「ヨガ」

市民 ①10人
②未定

子どもたちが家庭や地
域での生活体験を通
し、自ら考え主体的に
判断し、行動できる能
力を身につけることを
目的とする。　

①４月５日（火）
 「正20面体作り」
②７月22日（金）
 「レモン電池」
③８月実施予定
 「エコ教室」

小・中学生 ①10人
②未定
③未定

親子が共に楽しめ、季
節・行事にちなんだ映
画を上映し、コミュニ
ケーションづくりを図
る。また、大人の方を
対象とし名作と呼ばれ
る作品を上映する。　

①８月実施予定
 「映画を楽しむ会」
②１月実施予定
 「映画を楽しむ会」
③２月実施予定
 「せつぶん映画会」

①②どなた
でも
③主に幼
児・小学生
とその家族

①未定
②未定
③未定

人権に対する正しい理
解と認識を深め、生活
の中にある人権問題へ
の意識を高める。　

１月実施予定 市民 30人

公民館利用団体が日ご
ろの学習成果を発表
し、相互の親睦を深め
るとともに、地域の
方々との交流を図る。

10月実施予定
第40回内間木公民館まつり

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

生活教養講座

さわやか健康
教室

子どもランド

映画会

人権教育講座

公民館まつり

18



図  書  館  本  館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

おとなの
朗読会

大人向けの朗読会を開催するこ
とにより、図書館に対する親近
感をもってもらい、利用促進を
図る。

年１回開催 市民 30人

青少年対象
講座

青少年向けの講座を通して、図
書館利用のきっかけと、本に親
しむ機会を提供する。

年１回開催 青少年 30人

児童文化講座 子どもを取り巻く大人を対象
に、子どもの成長に読書が果た
す役割や、本と出合うことの大
切さなどを伝え、子どもの読書
活動の推進を図る。                               

年１回開催 市民 30人

プレママ・
パパ絵本講座
～おなかの赤
ちゃんと絵本を
楽しんでみま
しょう～

赤ちゃんがお腹にいる時から話
しかけ、読み聞かせを行うこと
で、親子のきずなを深めていく
こと、また読み聞かせの楽しさ
や大切さを、実演を交えながら
伝えていく。

年１回開催 妊婦とその
家族

定員
10人

ブック・
スタート

乳幼児健診の際に、保護者に親
子で絵本を楽しんでいただける
ようにメッセージを伝えながら
ブックスタート・パックを配布
し、親子のふれあいを大切にし
てもらう。

毎月２回（水曜日）
実施

4ケ月乳児と
保護者

24回

赤ちゃんと
ママ・パパの
おはなし
タイム 

ブックスタート事業のフォロー
アップを目的にした事業で、赤
ちゃんと保護者が読み聞かせや
わらべうたなどを体験し、乳幼
児期から絵本とふれあう大切さ
や楽しさを知ってもらう。ま
た、赤ちゃん連れでも気軽に図
書館を利用できることをＰＲ
し、図書館の利用を促進する。

年12回
実施予定

乳児と
保護者

1回あたり
10組

うさみみ
タイム

（読み聞かせなど）
幼児や児童が興味を持つ絵本・
紙芝居の読み聞かせなどを通し
て、本の楽しさや図書館を身近
なものに感じてもらう。

毎週木曜日
午後３時～

幼児
児童

9組

うさみみ
タイム

（子供向け映画会）
児童書を原作とする映画を上映
し、良書を読むきっかけとす
る。

毎週木曜日
(４月～10月)
午後３時45分～
(11月～３月)
午後３時15分～

幼児
児童

30人

子ども読書の
日おたのしみ
おはなし会

子ども読書週間(4/23～5/12)の
間におはなし会を開催し、読書
のきっかけづくりや図書館利用
を図る。

４月23日～５月
12日の間の１日

幼児
小学生

30人
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図  書  館  本  館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

夏休み
おはなし会

夏休みに子ども向けおはなし会
を開催することで、読書のきっ
かけづくりと図書館の利用促進
を図る。

夏休み期間中 幼児
小学生

30人

〈子ども〉
夏休み
こども映画会

夏休みに児童文学を原作とした
映画を上映する。

８月(夏休み) 小学生以上 30人

クリスマス
おはなし会

クリスマスに関連する本を紹介
することで、本への興味を広げ
るとともに、図書館の利用と読
書への関心を深める。

12月実施 小学3年生
以下

30人

映画会

〈一般〉
シネマ・ライ
ブラリー

映画の名作を日曜の午後に楽し
んでいただく。

未定 市民 30人

〈青少年〉
ティーンズ・
シネマ

青少年向けの映画を上映する。 未定 青少年等 30人

図書館まつり まつり実行委員会が催しものや
講演会を企画・構成し、図書館
と利用者の協働で事業を実施す
ることで、図書館への理解を深
め、参加者相互の親睦を図り、
図書館の利用をさらに促進す
る。

６月25日（土）
 　 26日（日）
実施予定

市民 －

らいぶらり
コンサート

コンサート実行委員会が中心に
なり、自らの企画でコンサート
を開く。
参加者相互の親睦を図り、図書
館の利用をさらに促進する。

５月29日（日）
実施予定

市民 －

新年特別企画 
本の福袋

タイトルも内容も分からない状
況で本を借りることで、本への
興味を広げ図書館利用の一助と
なるよう、また図書館利用者や
読書習慣のある方には読書内容
の幅を広げてもらえるよう実施
する。

年１回開催 市民 －

書庫見学
ツアー

図書館業務の解説と、普段は入
ることのできない書庫を見学す
ることで、図書館を身近に感
じ、読書への関心を高め、利用
促進を図る。

年１回開催 ①小学4年生
～6年生
②中学生・
高校生
③成人

①15人
②③各10人

名作や話題になった映画等を上映することで、図書館来館への契機づくりとして、
図書館のＰＲと利用促進を図る。
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図  書  館  本  館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

図書館利用者
懇談会

利用者からの意見・要望等を聞
き、今後の図書館運営の参考と
する。

年１回開催 図書館利用
者

－
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図 　 書 　 館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

えんじょい
きっず

図書館業務を体験することによ
り、本に興味を持ってもらい、
図書館の利用を促進する。

８月４日（木）
　  12日（金）
　  18日（木）
　  24日（水）
　実施予定　　　　　　

小学生３年
生～６年生

16人

名画THE分館 名作と言われる作品を、大画面
で上映し、映画の醍醐味と楽し
さを知ってもらい、作品にまつ
わる資料への関心を高め、図書
館の利用を促進する。

８月21日（日）
実施予定

市民 168人
(ホール定員）

キッズ シネマ 児童映画を通じて、作品のス
トーリーや登場人物に興味を持
つことによって本を読むきっか
けにしてもらうとともに、図書
館の利用を促進する。

10月10日（月）
 実施予定

幼児
児童

168人
(ホール定員)

絵本の
よみきかせ

幼児や児童が興味を持つ絵本・
紙芝居の読み聞かせなどを通し
て、本の楽しさや図書館を身近
なものに感じてもらう。

毎月第３火曜日
４月～10月
(午後３時30分～)　　　　　
11月～３月
(午後３時～)　

幼児
児童

20人



　

 

令和４年度生涯学習・社会教育関係事業予算

　　　資料３－１　令和４年度　教育委員会予算概要（歳出）

　　　資料３－２　社会教育関係団体　令和４年度補助金交付予定一覧

 資料 ３



資料３－１

（単位：千円）

増 減 額 増減率％

580,658 580,046 612 100.1%

０１　教育委員会費 2,526 2,530 △ 4 99.8%

０２　事務局費 312,428 304,480 7,948 102.6%

０３　教育指導費 195,905 198,625 △ 2,720 98.6%

０４　教育管理費 69,799 74,411 △ 4,612 93.8%

672,887 767,100 △ 94,213 87.7%

０１　学校管理費 553,094 629,655 △ 76,561 87.8%

０２　教育振興費 38,641 58,189 △ 19,548 66.4%

０３　特別支援学級費 28,319 28,239 80 100.3%

０４　教育扶助費 52,833 51,017 1,816 103.6%

０３　中学校費 899,147 739,363 159,784 121.6%

　　 ０１　学校管理費 794,974 619,679 175,295 128.3%

　　 ０２　教育振興費 42,758 60,840 △ 18,082 70.3%

０３　特別支援学級費 11,416 10,007 1,409 114.1%

０４　教育扶助費 49,999 48,837 1,162 102.4%

０４　学校保健費 1,181,221 1,231,217 △ 49,996 95.9%

０１　学校保健費 126,721 135,380 △ 8,659 93.6%

０２　学校給食費 1,054,500 1,095,837 △ 41,337 96.2%

０５　社会教育費 940,880 1,267,865 △ 326,985 74.2%

０１　生涯学習費 134,459 134,203 256 100.2%

０２　人権教育振興費 1,397 1,518 △ 121 92.0%

０３　文化財保護費 169,164 141,873 27,291 119.2%

０４　博物館費 85,368 62,173 23,195 137.3%

０５　公民館費 269,398 269,740 △ 342 99.9%

０６　図書館費 281,094 658,358 △ 377,264 42.7%

０６　社会体育費 245,858 217,766 28,092 112.9%

０１　スポーツ振興費 33,798 38,316 △ 4,518 88.2%

０２　総合体育館費 53,159 53,214 △ 55 99.9%

０３　武道館費 39,707 9,708 29,999 409.0%

０４　市民プール費 39,988 37,055 2,933 107.9%

０５　公園体育施設費 79,206 79,473 △ 267 99.7%

4,520,651 4,803,357 △ 282,706 94.1%

参考

45,628,000 占める割合 45,050,000 占める割合

4,520,651 9.9％　【B/A】 4,803,357 10.7％　【B/A】

2.6％　【C/A】 3.3％　【C/A】

26.3%　【C/B】 30.9%　【C/B】

令和４年度　教育委員会予算概要（歳出）

前年度対比

０１　教育総務費

０２　小学校費

教育費合計

歳出 令和 ４ 年度 令和 ３ 年度

Ａ　市予算

Ｂ　教育費

項 目 令和 ４ 年度 令和 ３ 年度

Ｃ　社会教育費
　　及び社会体育費 1,186,738 1,485,631
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資料３－２

（単位：千円）

所管課 交　　付　　団　　体　　名
令和４年度
予算額

令和３年度
予算額

比較（△減）

市民企画講座 300 300 0

子ども大学あさか 700 700 0

文化協会 776 806 △ 30

文化協会（文化祭） 638 638 0

文化協会（芸能まつり） 298 298 0

文化協会（芸術文化展） 180 180 0

人権教育推進協議会　 135 135 0

ＰＴＡ連合会 180 189 △ 9

朝霞市はぐくみ 112 104 8

家庭教育学級（事業及び開設費補助） 792 826 △ 34

体育協会 3,470 3,470 0

市民総合体育大会実行委員会 1,500 4,383 △ 2,883

青少年スポーツ振興補助金 300 300 0

溝沼獅子舞保存会 60 60 0

根岸野謡保存会 25 25 0

一夜塚古跡保存会 35 35 0

社会教育関係団体　令和 ４ 年度補助金交付予定一覧

※家庭教育学級（事業及び開設費補助）は、近年の補助金交付団体の交付実績を鑑み、34
千円の予算減額となっています。(6団体×36,000円）で計上

※市民総合体育大会補助金は、令和3年度体育祭の開催中止により、予算残額が生じたた
め2,883千円の予算減額となっています。

文
化
財
課

生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
課
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第３次朝霞市生涯学習計画

実施計画
［令和3（２０２１）年度 事業評価］（案）

一人一人が心豊かに

ともに学び 生きるまち あさか

資料４



● 第３次朝霞市生涯学習計画の基本構想 

● 第３次朝霞市生涯学習計画実施計画【令和３（２０２１）年度事業 体系別評価一覧】・・１

● 第３次朝霞市生涯学習計画実施計画

  １ 新たな学びの“きっかけ”を提供します！ ・・・・・・・・・・・・・・・   ４
   （１）生涯学習情報の充実
   （２）相談体制の充実
   （３）生涯学習のきっかけづくり

  ２ 使いやすい学びの“場”を提供します！ ・・・・・・・・・・・・・・・・ １９
   （１）生涯学習推進拠点の充実
   （２）学びの場を広げる

  ３ 多様な学びの“メニュー”を提供します！ ・・・・・・・・・・・・・・・ ３３
   （１）ともに生きる社会づくりに向けた学び
   （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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●● 5つの柱の位置づけ

●第３次朝霞市生涯学習計画の基本構想
　　　　　　　　　　　～朝霞市における生涯学習推進の考え方～

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



大柱 小柱 主な取組 担当課 ﾍﾟｰｼﾞ 掲載

1 オリンピック・パラリンピック関連事業 オリンピック・パラリンピック室 4
2 広報事業 シティ･プロモーション課 5
3 広報あさか発行事業 シティ･プロモーション課 5
4 男女平等推進事業 人権庶務課 6 34
5 消費者教育・啓発事業 地域づくり支援課 6 39

 6 市民活動支援ステーション運営事業 地域づくり支援課 6 62
7 環境教育・環境学習の推進事業 環境推進課 6 40
8 保健センターガイド発行事業 健康づくり課 7
9 子育て支援情報提供 こども未来課 7

10 生涯学習情報提供 生涯学習・スポーツ課 8
11 スポーツ情報提供 生涯学習・スポーツ課 8
12 博物館情報提供 文化財課 9
13 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 文化財課 9
14 公民館情報提供 中央公民館 10
15 図書館情報提供 図書館 10
16 選挙の啓発 選挙管理委員会 11
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 12 62
2 生涯学習相談事業 生涯学習・スポーツ課 12
3 スポーツ相談事業 生涯学習・スポーツ課 13
4 博物館学習支援事業 文化財課 13
5 公民館相談事業 中央公民館 14
6 図書館レファレンスサービス事業 図書館 14
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 15 62
2 男女平等推進事業 人権庶務課 15 34
3 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 15
4 あさか学習おとどけ講座 生涯学習・スポーツ課 16 64
5 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 16 63
6 スポーツ大会・教室推進事業 生涯学習・スポーツ課 16
7 スポーツ指導者の紹介事業 生涯学習・スポーツ課 17
8 公民館講座開催事業 中央公民館 17
9 読書案内・読書相談 図書館 18

１）公民館の充実 1 公民館運営事業 中央公民館 19
2 公民館管理事業 中央公民館 19

２）図書館の充実 1 図書館運営事業 図書館 20
2 図書館管理事業 図書館 20

３）博物館の充実 1 博物館運営事業 文化財課 21
2 博物館管理事業 文化財課 22
1 スポーツ施設運営事業 生涯学習・スポーツ課 22
2 スポーツ施設管理事業 生涯学習・スポーツ課 23
1 学校体育施設開放事業 生涯学習・スポーツ課 23
2 放課後子ども教室事業 生涯学習・スポーツ課 24 56
1 公共施設の管理運営事業 財産管理課・政策企画課 24
2 市民会館利用促進事業 地域づくり支援課 25
3 市民センター利用促進事業 地域づくり支援課 25
4 市民活動支援ステーション管理事業 地域づくり支援課 26
5 産業文化センター管理運営事業 産業振興課 26
6 リサイクルプラザ管理運営事業 資源リサイクル課 27
7 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 27
8 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 福祉相談課 28
9 児童館管理運営事業 こども未来課 28 53

10 子育て支援センター事業 保育課 28 51
11 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 29
12 健康増進センター管理運営事業 健康づくり課 29
13 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 みどり公園課 30 41
14 公園や広場の管理事業 みどり公園課 30
1 大学等の連携事業 生涯学習・スポーツ課 31
2 民間企業との連携事業 生涯学習・スポーツ課 32
3 共催・後援事業 生涯学習・スポーツ課 32

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　【施策体系別事業一覧】

事業名

１　新たな学びの“きっかけ”を提供します！

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

２　使いやすい学びの“場”を提供します！

再掲

再掲

再掲

再掲

（２）相談体制
の充実

１）学習相談の充実

４）スポーツ施設の充実

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 掲載事業名

1 人権啓発事業 人権庶務課 33
2 平和事業 人権庶務課 33
3 男女平等推進事業 人権庶務課 34
4 共生社会の理念の普及 障害福祉課 34
5 人権教育事業　（学校教育） 教育指導課 35
6 人権教育事業　（社会教育） 生涯学習・スポーツ課 35
1 オリンピック・パラリンピック関連事業 オリンピック・パラリンピック室 36 4
2 多文化共生推進事業 地域づくり支援課 36
3 日本語指導充実事業 教育指導課 37
4 国際理解教育事業 教育指導課 37
1 地域防災推進事業 危機管理室 38
2 防犯対策推進事業 危機管理室 38
3 消費者教育・啓発事業 地域づくり支援課 39
4 交通安全教育事業 まちづくり推進課 39
1 環境教育・環境学習の推進事業 環境推進課 40
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 40
3 景観まちづくり推進事業 まちづくり推進課 41
4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 みどり公園課 41
5 公園や広場の管理事業 みどり公園課 42 30
6 緑化推進事業 みどり公園課 42
7 花と緑のまちづくり事業 道路整備課 42
8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 道路整備課 43
1 オリンピック・パラリンピック関連事業 オリンピック・パラリンピック室 44 4
2 障害者スポーツ・レクリエーション事業 障害福祉課 44
3 健康増進センター管理運営事業 健康づくり課 44 29
4 健康教育事業 健康づくり課 45
5 スポーツ振興事業 生涯学習・スポーツ課 45
6 スポーツ団体等補助事業 生涯学習・スポーツ課 45 65
1 シティ・セールスイベント事業 シティ・プロモーション課 46
2 オリンピック・パラリンピック関連事業 オリンピック・パラリンピック室 46 4
3 コミュニティ推進事業　彩夏祭 地域づくり支援課 47
4 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 47
5 多文化共生推進事業 地域づくり支援課 48 36
6 音楽活動事業 教育指導課 48
7 図工・美術活動事業 教育指導課 48
8 芸術文化推進事業 生涯学習・スポーツ課 49
9 文化財保護普及事業 文化財課 50
1 子育て支援センター事業 保育課 51
2 母子健康教育事業 健康づくり課 51
3 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 52
1 児童館管理運営事業 こども未来課 53
2 青少年健全育成事業 こども未来課 53
3 ふれあい推進事業 教育指導課 54
4 PTA等支援事業 生涯学習・スポーツ課 54
1 生きがいづくり活動支援事業 長寿はつらつ課 55
2 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 55 29
1 生きがいづくり活動支援事業 長寿はつらつ課 55 55

2 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 55 29
1 放課後子ども教室事業 生涯学習・スポーツ課 56
2 学校体育施設開放事業 生涯学習・スポーツ課 56 23
1 起業家育成支援事業 産業振興課 57
2 就労支援事業 産業振興課 57
3 農業振興支援事業 産業振興課 58
4 農業祭事業 産業振興課 58
5 ビジネス支援サービス事業 図書館 59

３　多様な学びの“メニュー”を提供します！

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

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

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

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

（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 掲載事業名

1 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 60 15
2 文化祭関連事業 生涯学習・スポーツ課 60
3 吹奏楽・器楽フィスティバル 教育指導課 61
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 61 62
2 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 61 15
3 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 61 63
4 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 61 52
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 62
2 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 63
3 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 63 15
4 あさか学習おとどけ講座 生涯学習・スポーツ課 64
5 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 64 52
6 スポーツ団体等補助事業 生涯学習・スポーツ課 65

1 社会教育委員会議 生涯学習・スポーツ課 66
2 スポーツ推進審議会 生涯学習・スポーツ課 67
3 文化財保護審議委員会議 文化財課 67
4 博物館協議会 文化財課 68
5 公民館運営審議会 中央公民館 68
6 図書館協議会 図書館 69
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 69
2 スポーツ推進計画 生涯学習・スポーツ課 70
3 図書館サービス基本計画 図書館 70
4 子ども読書活動推進計画 図書館 71

※３　政策企画課オリンピック・パラリンピック室は、表中スペースの関係からオリンピック・パラリンピック室と記載

４　市民の学びの“主体性”を支えます！

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

５　市民とともに学びを“協働”で推進します！

※１　再掲・・・シートの記載は、もっとも該当する「主な取組」に掲載）

※２　再掲の事業の掲載ページは、表中の掲載欄のページを確認

（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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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

施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援計画・実施計画に基づき、大会の準備とともに、機運醸成を図
る。

大会開催前及び大会期間中に機運醸成イベント等を実施し、大会情報の発信とＰＲを行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

5回 16回 0回（2021年度事業終了予定） 0回（2021年度事業終了予定）

26回 30回 ― ―

100% 0％（2020年度事業終了予定） 0％（2021年度事業終了予定） 0％（2021年度事業終了予定）

90% 測定不可 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響により、おもてなしイベントの開催中止などの変更はあったものの、オリンピック・
パラリンピック両方の聖火リレーを本市で開催でき、大会期間中の子どもの作品展示やボランティア活動などを実
施できたことから、多くの市民に大会の機運を醸成することが出来た。
※成果指標については、令和3年度はコロナ禍により計測する機会がなかったため測定不可とする。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（廃止　　　　　　　　　　　　）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に伴い、事業を廃止する。

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

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-2

事業名 広報事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 1-1-1-3

事業名 広報あさか発行事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

一定の基準に基づき、市民団体の情報を広報あさか「市民伝言板」への掲載や市掲示板への掲示を認める。ま
た、文化祭など市との共催事業に関しては朝霞駅東口・南口に設置している電光掲示板に情報を掲載する。

市民ハンドブックなど市政情報誌を発行するとともに、同内容を市ホームページに掲載する。また、ツイッター、
フェイスブック、メール配信サービス、掲示板、電光掲示板などで随時最新情報の広報を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

70件 70件 70件 70件

21件 29件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響で、公共施設の休所や市民団体の行事案内の掲載件数が減少し、指標の目標
は達成できなかった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

広報あさかや市掲示板等の広報媒体を活用し、市民からの情報発信の支援をしていく。

1.事業概要

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。

広報あさかだけでなく、市民が活用できるような冊子の作成や、ＳＮＳなどの他のメディアを活用した情報発信に努
める。

市民が保存版として活用できるよう、市民ハンドブック等の更新のための準備や、ＳＮＳ等を利用し情報発信の充
実を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

66,000部 66，500部 67,000部 67,800部

66,800部 67,500部 ― ―

3．分析・展開

■指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
広報配布部数は、概ね目標を達成することができた。情報提供方法が多様化していることから、今後は広報あさ
かだけでなく、SNSなどの媒体も活用した情報発信を引き続き実施する。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

平成26年度から開始した広報あさかの全戸配布を継続して行う。

広報への市民団体の行
事案内の掲載件数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

広報配布部数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

事業名 男女平等推進事業 担当課

施策番号 1-1-1-5 3-1-3-3

事業名 消費者教育・啓発事業 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

事業名 市民活動支援ステーション運営事業 担当課

施策番号 1-1-1-7 3-1-4-1

事業名 環境教育・環境学習の推進事業 担当課

1.事業概要

人権庶務課

1.事業概要

地域づくり支援課

1.事業概要

地域づくり支援課

1.事業概要

環境推進課
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施策番号 1-1-1-8

事業名 保健センターガイド発行事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-1-1-9

事業名 子育て支援情報提供 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市民にわかりやすく、利用しやすい情報の発信に努める。

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。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

74,000部 74,000部 74,000部 74,000部

76,000部 76,500部 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

広報あさか4月号と共に全戸配布したほか、総合窓口課、支所、出張所等に配置した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

検診や予防接種のスケジュールなど、市民の健康に関する重要な情報を掲載した冊子であることから、引き続き
全戸配布し健康情報の提供を行う。

1.事業概要

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。

子育てに関する情報を一元化した冊子を作成し、転入時や母子健康手帳交付時に子育て家庭へ配布するほか、
児童館や子育て支援センターなどの公共施設に設置し、配布する。併せて、子育て情報メールを活用し、児童館
の催し物情報などの提供を行う。

子育てに関する情報を一元化した冊子を作成し、子育て家庭に配布する。
子育て情報誌の内容を市のホームページに掲載し、子育て情報メールなどを活用し情報提供を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10,000部 7,500部 7,500部 7,500部

7,500部 7,500部 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度目標計画及び令和２年度実績と同様の数量を作成することができた。
転入時や母子手帳交付時などに家庭へ配布を行ったり、公共施設に配架し配布を行うことができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
現状通り推進していきながら、内容の充実を図るため適宜見直し行っていきたい。
また、ホームページへの掲載や広報あさかなど様々な媒体を利用して、子育て情報の提供を行っていきたい。

保健センターガイド配布
部数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

子育てガイドブック作成部
数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-10

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 1-1-1-11

事業名 スポーツ情報提供 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

わかりやすく魅力ある情報の発信に努め、内容の充実を図る。また、ＳＮＳ等も活用し、より新鮮な情報提供に努
め、チラシ、ポスターの作成に当たっては、表記や写真、イラストなどにも注意を払い、より市民の目に留まるよう工
夫をする。

生涯学習ガイドブック「コンパス」を発行し、団体・サークル情報、各種講座・催し物情報、生涯学習の各種支援制
度等を掲載する。また、市広報の他、ホームページ、フェイスブック、ツイッターといったＳＮＳ等多様な媒体を活用
しながら広く情報提供していく。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

3,000冊 3,000冊 3,000冊 3,000冊

3,000冊 3,000冊 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

「コンパス」を年一回発行し、各公共施設で配布、活用いただくとともに、音声訳概要版CDを作成し、貸出を行っ
た。また、SNSを活用してタイムリーに事業の予告、報告等の情報発信を行った。ポスター、チラシについても、わ
かりやすく、事業の内容に合わせたデザインに努めた。今後も、一層の信頼と親しみのある情報提供に努める。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、新鮮でわかりやすい情報の提供に努める。

1.事業概要

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。

広報ホームページ、フェイスブックを活用し、スポーツ・レクリエーション情報を提供していくほか、フリーペーパー
を活用し広く周知していく。

広報紙等への掲載、施設利用案内の配布、市民総合体育大会チラシの配布やホームページでの情報提供など
を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

20回 22回 24回 26回

20回 23回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

広報、ホームページなどを活用し、より多くの市民に事業を知っていただくよう努めている。市民体育祭やロード
レース大会、各種教室等への実際の参加者を増やすため、事業の内容も含めた分かりやすいPRを行っていく必
要がある。

□　現状通り推進　　　　　　■拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ホームページ等の内容の充実を図り、より多くの市民の健康増進等を図るためPRに取り組んでいく。今後も更に
情報内容等を充実し情報発信に取り組んでいく。

生涯学習ガイドブック「コ
ンパス」配布数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

広報・ホームページ等掲
載回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-12

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-1-1-13

事業名 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

・広報あさか「博物館に行こう！」情報掲載を行う。
・チラシ：2回、パンフレット：3回、リーフレット：1回発行する。

・広報や市ホームページ、フェイスブックなどのSNS等、さまざまな媒体を活用して情報提供を図る。
・展示に関するチラシ、パンフレットを発行し、詳細な内容の周知を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

30回 30回 30回 30回

30回 30回 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

　毎月の催物情報や休館情報について、広報あさか及び市HPで情報発信を計30回行った。また、展示内容が伝
わりやすいよう写真やイラストなど工夫し、展示のチラシを2回、パンフレットを2回発行した。さらに、埼玉県博物館
連絡協議会の加盟館にポスター・チラシの掲示を依頼し、興味のある方に向けた発信を行った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、紙媒体、HP、SNSなど様々な媒体を活用し、幅広い層に向けた情報発信を行う。また、地域の歴史や
文化に関する情報を継続的に収集し、展示テーマに合わせた分かりやすいチラシ、パンフレットを発行し、市民が
情報を活用しやすいよう提供する。

1.事業概要
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。

郷土の歴史や文化財に関する情報を整理し、わかりやすい形での情報提供に努める。また、重要文化財旧高橋
家住宅を活用して体験学習等の事業を通じて、郷土の歴史や文化に関する情報提供をするとともに、郷土の理
解につながる機会を提供する。

・広報やホームページ、フェイスブック等の媒体を活用し、郷土の文化や歴史に関する事業・催事等の情報提供
をする。
・重要文化財旧高橋家住宅で郷土の食文化や民俗行事に関する事業・展示等を実施するとともに、内容の見直
しを図る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

11,800人 11,800人 11,840人 11,880人

8，855人 10,114人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

コロナ禍の影響により活用事業の多くを中止するなどしたため、目標値を下回った。しかしながら、畑を使用した屋
外での活用事業を新規に1件行うなど工夫し、郷土の歴史や文化に関する情報提供及び郷土の理解につながる
機会提供に努めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

・郷土の文化や歴史に関する事業・催事等の情報提供を継続する。
・重要文化財旧高橋家住宅における郷土の文化や民俗行事に関する事業・展示等について、コロナ禍の中で実
施可能な事業を計画し実施する。

市ホームページ・SNSを
使った情報提供

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

重要文化財旧高橋家住
宅来園者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-14

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-1-1-15

事業名 図書館情報提供 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要
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。

冊子の配布、広報、掲示物等により、わかりやすく利用しやすい情報の発信に努める。

「あさか公民館ガイド」の発行・配布、広報、ホームページ、フェイスブック等を活用しながら、情報提供をしていく。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

183回 183回 183回 183回

149回 202回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
「あさか公民館ガイド」を各館で配布し、活用いただいた。広報・ホームページ・フェイスブック等を活用し、適時情
報提供を行った。事業の報告はフェイスブックを使用し、事業風景の写真を掲載するなどし、わかりやすい内容と
なるよう努めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、公民館に関する情報を適切に提供していくことに努める。

1.事業概要
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。

ホームページの充実やSNSの活用により、図書の新着情報等に関する案内や、講座やイベント情報等を案内する
とともに、広報誌やポスター・チラシ配布により講座やイベント等の情報提供を行い、市民の図書館利用を促す。

講座・イベントや図書の新着情報、休館日等の情報提供を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

50回 50回 50回 50回

131回 250回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

講座やイベント、新刊等の蔵書や図書館サービスの情報提供を定期的に実施した他、時機に応じて情報提供を
行った。本館の改修工事に伴う休館中は、臨時窓口の開設や工事の進捗状況等をお知らせし、スムーズな業務
再開につなげることができた。また、１０月下旬には、図書館ホームページのリニューアルを実施し、より発信しや
すくわかりやすいレイアウトに変更した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続きホームページの充実を図り、SNSの積極的な活用を進めるとともに、広報誌への情報掲載やポスターの掲
示、チラシの配布といったベーシックな情報提供をしっかりと行っていく。

ホームページ等の更新回
数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

情報提供回数

判定 A
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

10



施策番号 1-1-1-16

事業名 選挙の啓発 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市内中学校・高校全校に生徒会選挙用物資の貸出しや手引きの提供を行う。

市内中学校、高等学校に生徒会選挙用物資の貸し出しや手引等の提供を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

7校 7校 7校 7校

1校 １校 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

資材貸し出し状況は目標校数に達成しなかった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

各学校に対して訪問や文書により、資材貸し出しについて周知し、実績数の増加に努めていく。

生徒会選挙用物資（中学
校、高等学校）の貸出校
数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

11



　　（２）　相談体制の充実

　　　　１）　学習相談の充実

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

事業名 市民活動支援ステーション運営事業 担当課

施策番号 1-2-1-2

事業名 生涯学習相談事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

地域づくり支援課

1.事業概要
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。

生涯学習に関する各種問合せや相談に対して、情報提供や助言を行う。

職員の資質の向上を図り、生涯学習や生涯学習活動に関する相談などに対応する。また、資格を有する職員に
は社会教育主事を発令するとともに、社会教育指導員を配置し専門的な指導・助言を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

8人 9人 9人 9人

9人 10人 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

生涯学習に関する各種問合せや相談に対して、適切な情報提供や助言を行った。また、資格を有する生涯学習
部の職員に対しては、社会教育主事を発令するとともに、社会教育指導員を配置し専門的な指導・助言を行っ
た。併せて、新たに社会教育主事の資格を取得するため、部内から社会教育主事講習に参加した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き職員の資質の向上を図り、生涯学習に関する様々な相談にあたる。

生涯学習部における社会
教育主事の発令

判定 A
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

12



施策番号 1-2-1-3

事業名 スポーツ相談事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-2-1-4

事業名 博物館学習支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市民の生涯スポーツへの参加の促進のため、より多角的な視点での相談に応じていく。

スポーツ団体を探している市民の相談を受け、体育協会へ紹介する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

20件 20件 20件 20件

12件 12件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

市民からの問い合わせに応じ、体育協会加盟団体への紹介を行っているが、その後の連盟等へ加入有無等の把
握ができていない。また、体育協会加盟団体以外のスポーツについて相談があった場合、応じられるようスポーツ
の情報を入手していく必要がある。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

市民からのスポーツに関する相談に応じられるようスポーツ情報を入手し、情報を提供できるよう努める。

1.事業概要

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。

企画展に関連した講座・講演会を実施するほか、歴史講座、古文書講座など多様な講座機会を提供する。

第35回企画展関連講座2回、歴史講座3回、古文書講座6回を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

460人 460人 460人 460人

250人 273人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
感染対策として、講演会等の定員を制限したため指標は目標を下回った。しかしながら、講演会について、教育
機関におけるデジタル技術の活用事例を紹介するなど内容を工夫した。また、古文書講座を6回、歴史講座を3回
開催し、市民の歴史学習を支援した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き古文書講座、歴史講座を開催し、身近な題材を用いて、古文書の読み方や、歴史学習のアプローチ法
を学ぶ機会を市民に提供する。また、企画展に関連した多様な講座を開催する。

相談対応回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

博物館主催講座参加者
数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-2-1-5

事業名 公民館相談事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-2-1-6

事業名 図書館レファレンスサービス事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要
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。

サークル等のニーズの把握に努めるとともに、職員の相談スキルの向上を図る。

利用者懇談会などにより利用者のニーズの把握に努める。また、定期的な職員研修や館長会議を実施することに
より、職員間の情報共有や知識の向上を図る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

6館 6館 6館 6館

6館 6館 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

利用者懇談会などにより利用者のニーズの把握に努めた。また、定期的な職場内研修や館長会議を実施し、情
報共有や知識の向上を図った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も相談しやすい雰囲気づくりに努め、職員の相談スキルの向上を図る。

1.事業概要

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。

利用者からの資料や情報に関する調査・相談に的確に対応することにより、利用者への学習支援を図る。

レファレンスカウンターにおいて、利用者からの資料や情報に関する調査・相談に対応する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

610件 500件 500件 500件

87件 97件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症対策として、レファレンスカウンターでの対応を制限していること及び、改修工事による
休館（令和３年９月から令和４年２月）を行ったことから目標には達しなかったが、資料の調査・相談等に的確に対
応し、利用者の学習支援を図ることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、資料や情報に関する相談・調査に対応し、学習支援を図る。

相談館数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

レファレンス相談件数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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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

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

事業名 市民活動支援ステーション運営事業 担当課

施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

事業名 男女平等推進事業 担当課

施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-1-3

事業名 生涯学習ボランティア事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

目標
計画

実績

1.事業概要

地域づくり支援課

1.事業概要

人権庶務課

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

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

生涯学習ボランティア事業の充実を図るため、生涯学習ボランティアバンクの登録者の充実と、登録者の活用の
推進を図る。

生涯学習ボランティア制度の周知を図り、ボランティアバンクの登録者の充実と登録者の紹介・活用を推進する。
また、生涯学習体験教室を開催し、市民への生涯学習のきっかけづくりとするとともに、ボランティアバンク登録者
の講師としてのスキルアップにもつなげる。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

115件 115件 115件 115件

86件 83件 ― ―

650人 660人 660人 660人

448人 462人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
ボランティアバンク登録については、コロナ禍で活動ができていないこともあり、登録を見合わせる方が多かった。
しかし、体験教室参加者数については募集人数を縮減して実施したため、目標計画には届かなかったものの、ス
マホ講座等、新たな企画で講座を開催したり、市民活動の場に講師紹介を行った。生涯学習体験教室終了後に
実施した参加者からのアンケート結果も高評価を多くいただいた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

各講座への応募状況を見ると、市民の生涯学習に対する学習意欲の高さを改めて実感したため、引き続きボラン
ティア登録者の充実及び活用を推進していく。

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

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-3-1-4 4-2-2-4

事業名 あさか学習おとどけ講座 担当課

施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

事業名 市民企画講座 担当課

施策番号 1-3-1-6

事業名 スポーツ大会・教室推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

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。

走者の安全面に配慮し、ロードレース大会でのコース変更を行うほか、より市民がスポーツに親しめる大会、教室
の開催に努める。

幅広い年齢層の市民を対象とし、ロードレース大会、市民ウォークラリー大会、市民スポーツ教室、小学生スポー
ツ教室等を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1,500人 1,500人 1,500人 1,500人

未実施 343人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルス感染拡大等の状況を受け、様々な角度から事業の実施に関する検討を行ったが、感染拡大
防止の観点から、ロードレース大会が中止となった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の大会や各種スポーツ教室等の開催にあたっては、緊急事態宣言発令等の状況や県の動向等を注視しな
がら、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応に十分配慮したうえで検討を行い、各種事業の実施に努め
ていく。

スポーツ大会等参加者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-3-1-7
事業名 スポーツ指導者の紹介事業 担当課
事業の

目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 1-3-1-8

事業名 公民館講座開催事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要
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。

スポーツ団体の活動の活性化を目指し、市民がスポーツ・レクリエーションの機会の提供と長期間の活動の継続を
促進する。

県のスポーツリーダーバンク制度への登録を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

60人 60人 60人 60人

3人 3人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

県のスポーツリーダーバンク制度を活用し、スポーツ活動を始める団体等に指導者の情報を提供する。平成30年
度に更新を行ったところ、登録数が大幅に減少したことから、今後、スポーツリーダーバンクの活用方法や登録者
数を増やすため周知に取り組んでいく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

目標値は達成していないが、今後も引き続きスポーツリーダーバンクを周知していく。

1.事業概要

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。

ライフステージに応じた様々な学習機会を提供することはもとより、受講者が、仲間づくりや生きがいを持つことが
できるようになることを目指し、学習効果が高く、魅力ある講座の企画に努める。

幼児・児童対象事業、親子対象事業、成人対象事業、子育て講座、人権講座、プラネタリウム投映を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

36講座 36講座 36講座 36講座

22講座 31講座 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和２年度と比較すると中止となる講座は減少した。講座受講者にアンケートを実施し、意見や意向の把握を行
い、改善点を次回の講座に反映させることに努めた。また、満足度調査を実施し、おおむね好評であった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
引き続き、ライフステージに応じた様々な学習機会を提供することはもとより、受講者が、仲間づくりや生きがいを
持つことができるようになることを目指し、学習効果が高く、魅力ある講座の企画に努める。

登録指導者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

講座開催数（６館）

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-3-1-9
事業名 読書案内・読書相談 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要
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。

テーマ展示や推薦図書に関する目録の作成・配布により図書の紹介を行うとともに、利用者からの相談や求めに
応じて読書活動を支援する。

テーマに沿った図書の展示を実施すると共に、児童・生徒に対しては「この本よんだ」と題した一覧表、一般・
ティーンズに対しては、展示テーマに沿った書籍の一覧表を配布する。また、レファレンスカウンターにおいて、利
用者の読書に関する相談に応じる。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

20回 20回 20回 20回

38回 22回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

改修工事に伴い、令和３年９月から令和４年２月まで本館を休館としたが、開館中は、一般、青少年、児童の対象
別にテーマ展示や推薦図書、子どもに薦めたい本の目録（この本読んだ）の作成、配布を行うことで、読書活動の
支援につながった。　　　

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続きテーマ図書の展示や目録の作成・配布を行う等、利用者に向けて提案を行うとともに、レファレンス業務
の充実を図るなど、様々な形で利用者の読書活動の支援をして行く。

テーマ展示回数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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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

施策番号 2-1-1-1

事業名 公民館運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-1-2

事業名 公民館管理事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

利用者との協働により、公民館運営を充実させ、にぎわいと活気あふれる公民館を目指す。

各種講座の開催、施設の貸出し、公民館まつりの開催、プラネタリウム投映等を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

311,000人 309,000人 309,000人 309,000人

165,477人 203,307人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルスの影響から前年度に引き続き、利用人数が減少した。１０月２５日から公民館の利用人数の制
限や貸出時間はなくなったが、利用者数の回復には至っていない。貸館事業においては、適切な利用調整を行
い、多くの団体に利用していただくことができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も、貸出業務において、より効果的な利用調整を行い、多くの市民に学習活動の場が提供できるよう努める。

1.事業概要

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）

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）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

12回 12回 12回 12回

12回 12回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
清掃、警備、設備保守点検を計画どおり行っているが、開館して30年以上が経過していることから施設、設備の
老朽化が進んでおり、修繕を適時実施した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、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。

利用人数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

施設点検回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　２）　図書館の充実

施策番号 2-1-2-1

事業名 図書館運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-2-2

事業名 図書館管理事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市民の多様なニーズに的確に応えるため、図書等の資料や情報提供システムの充実を図る。また、講座等の事
業を通じて図書館の利用を促進する。

収集方針や利用者からのリクエストを参考に資料の購入を行う。図書館まつりや、らいぶらりぃコンサート、子ども
向けの絵本の読み聞かせ、映画会等の主催事業を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

285,000人 270,000人 270,000人 270,000人

205,246人 225,774人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルス感染症対策として一部利用の制限をしており、また、改修工事に伴い令和３年９月から令和４
年２月まで本館を休館にしたことから目標には達しなかったが、蔵書の充実を図るとともに感染症対策を取りなが
ら可能な限り事業を実施したことで利用促進につなげることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き蔵書の充実を図るとともに、各種事業の実施を通じて利用促進につなげ、市民の教育と文化の発展に寄
与して行く。

1.事業概要
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。

施設等の点検、修繕を実施し、安全･安心で快適な施設を提供する。

毎月の休館日を利用し施設内の点検を実施する。また、必要に応じ修繕を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

12回 12回 12回 12回

12回 12回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
施設を長期的に維持していくために、老朽化に対応する大規模改修工事を実施した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き適正な施設の維持管理に努め、定期的な施設点検と必要に応じた修繕を行い、利用者が安心安全に
利用できる施設として提供する。

図書館等利用者数（人）

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

施設点検回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　３）　博物館の充実

施策番号 2-1-3-1

事業名 博物館運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

・企画展（1回）、テーマ展示（2回）、ギャラリー展示（2回）開催
・歴史講座、古文書講座、博物館体験教室、夏休み体験教室、博学連携（市内小中学校）実施
・資料調査及び収集、保管実施
・指標となる数値は日本博物館協会公表(毎年4月)の全国歴史系公立博物館平均入館者数（R1：35,669,485人
/900館）

・第35回企画展、テーマ展示「県展作品展」他1、ギャラリー展示「みんなあーちすと」他1、歴史講座、古文書講
座、博物館体験教室、夏休み体験教室、博学連携（小学校1・3・6年生ほか）、資料調査及び収集保管

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

36,785人 39,633人 35,000人 35,000人

16,107人 31,351人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

感染症対策として団体利用の人数制限をしたため、指標値は目標を下回ったが、歴史講座、古文書講座、博物
館体験教室、夏休み体験教室、博学連携（市内小中学校）を実施し、市民が地域の歴史や文化への理解を深め
るための支援をした。また、企画展を1回、ギャラリー展示を4回開催し、調査・収集した郷土歴史資料を教育普及
事業へ活用した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も、館有資料等について研究を進め、多様なテーマの展示を行い、市民が地域の歴史や文化への理解と認
識を深める機会提供とする。また、感染症対策をとりながら、各種講座、体験教室を開催し、市民の生涯学習の場
として博物館を活用する。

入館者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-3-2

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

　　　　４）　スポーツ施設の充実

施策番号 2-1-4-1

事業名 スポーツ施設運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

適切な維持管理を図るとともに、計画的に修繕を進める。

施設の維持管理に伴う委託業務を実施する。（清掃、警備、設備保守点検、修繕等）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

0件 0件 １件 0件

0件 0件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

清掃、警備、設備保守点検を行ったほか、館内の換気など感染症対策を徹底し、学習しやすい環境を維持した。
また、緊急性の高いものについて、計画的に修繕を行い、安心・安全に利用できる環境を整備した。

□　現状通り推進　　　　　　■拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も職員の日常点検及び業務委託により、適切に施設を維持管理する。また、修繕箇所に優先順位をつけ、
予算を弾力的に運用し、市民が生涯学習の場として安心・安全に利用できるよう引き続き適切な修繕を行う。令和
４年度から３年計画で、館の外壁について調査を実施し、修繕工事の実施を検討するほか、荷物用ＥＶについて
も修繕工事を実施する。

1.事業概要

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。

市民から寄せられる意見を取り入れ、より快適なスポーツ施設を目指した維持管理・運営を行っていく。

スポーツ施設14施設の適切な維持管理・運営を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

850,000人 850,000人 850,000人 850,000人

495,479人 515,934人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度については、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る緊急事態宣言発令等に伴い、施設
の貸出制限を行ったほか、総合体育館がワクチン接種会場となったことから、利用者数は目標・計画
値を下回ることとなった。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後の施設の管理運営にあたっては、緊急事態宣言発令等の状況や県の動向等を注視しながら、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止に係る対策の徹底を図り、利用者が安心して施設を利用できるように十分に配慮したうえ
で運営を行っていく。また、誰もが利用しやすい施設とし、市民の視点に立った良好な施設運営を行うように努め
ていく。

利用者にかかる修繕件
数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

利用者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-4-2

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

　　　　５）　学校施設の活用

施策番号 2-1-5-1 3-3-5-2

事業名 学校体育施設開放事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

体育施設の改修、施設設備の充実を目指し、より快適なスポーツ環境を提供を通じて、市民の健康・体力の維持
向上、生涯スポーツの推進を図る。

計画的なスポーツ施設の改修を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

1箇所 0箇所 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度に改修工事を実施した施設はなかったが、体育施設は全体的に老朽化が進行していることから、改修
工事済みの総合体育館以外の施設においても、今後、実施計画に基づき、計画的に改修工事等を進めるなど、
指定管理者と連携を図りながら施設の修繕や改修に取り組んでいく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

溝沼子どもプールやその他老朽化が進む施設については、実施計画に基づき計画的に改修工事等を進めてい
く。また、指定管理者と連携し、利用者の声などを参考にしながら、計画的な施設の改修・修繕等を行っていく。

1.事業概要

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。

利用におけるルール・マナーの周知を徹底し、利用するどの方にとっても快適なスポーツ・レクリエーション活動の
場の提供を目指す。

小中学校の体育施設（体育館・校庭等）を開放する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

180,000人 180,000人 180,000人 180,000人

123，613人 175,455人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

市民のスポーツ・レクリエーション活動の場を確保し、スポーツの普及および振興に努めている。令和３年度も前
年度同様に、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る緊急事態宣言発令等に伴い、一定期間学校開放を中
止、若しくは制限を行うなどの対応を行った。このため、利用者数に関しては、目標・計画値を下回ることとなっ
た。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

利用団体が増えていることから、学校と連携を図るとともに、利用者の声も聞きながら貸出方法を研究し、施設の
効率的な利用が図れるよう努める。今後とも、学校体育施設の開放にあたっては、緊急事態宣言発令等の状況
や県の動向等を注視しながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る対策について利用者への周知を徹底
するほか、利用マナーの向上のための働きかけを行いながら事業を推進していく。

改修工事箇所数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

利用者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-5-2 3-3-5-1

事業名 放課後子ども教室事業 担当課

　　　　６）　その他の公共施設の活用

施策番号 2-1-6-1

事業名 公共施設の管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績
（見込）

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

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。

・施設点検結果を踏まえ、公共施設の適切な管理に努める。
・個別施設計画（朝霞市公共施設等マネジメント実施計画）に基づき、生涯学習の場となる公共施設を計画的に
管理する。

・施設点検を実施し、修繕等の優先順位を判断する。
・個別施設計画（朝霞市公共施設等マネジメント実施計画）を推進する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

策定作業完了 計画の推進 計画の推進 計画の推進

策定作業完了 計画の推進 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

「朝霞市公共施設等マネジメント計画」に基づき、図書館本館改修工事及び朝霞市消防団第六分団詰所新築工
事設計業務委託を実施。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づき、公共施設の適正な維持管理に努める。

個別施設計画の策定

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-2

事業名 市民会館利用促進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-3

事業名 市民センター利用促進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画
実績

（見込）

1.事業概要

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。

今後も指定管理者と連携し、自主事業を通じたＰＲを継続していくよう努める。

指定管理者と連携し、施設を適切に維持管理する。また、指定管理者による文化的向上に資する自主事業を実
施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

46.0% 46.0% 46.0% 46.0%

32.9% 38.8% ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用率が例年より低下したが、利用者が安心して利用できるよう消毒や
清掃、換気などを徹底するとともに、イベントの開催や収容人数なども国や県の指針を遵守して運営した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

公共施設等マネジメント実施計画との整合性を図りながら、予防保全への転換や施設の長寿命化など、今後の
市民会館の施設全般の管理運営について検討していく。

1.事業概要

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

今後も指定管理者と連携し、適切な施設の維持管理を継続していくよう努める。

指定管理者と連携して、施設を適切に維持管理する。（全8館）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

60.6% 60.8% 60.90% 61.0%

54.6% 60.5% ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
指標の目標にはわずかに到達しなかったが、利用者が安心して利用できるよう消毒や清掃、換気などを徹底して
運営し、コロナ禍以前の水準に回復した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

公共施設等マネジメント実施計画との整合性を図りながら、８館ある施設の中から優先度の高さを見極めつつ修
繕や改修に取り組んでいく。また、予防保全への転換や施設の長寿命化など、今後の施設全般の管理運営につ
いて検討していく。

利用率

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

利用率

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-4

事業名 市民活動支援ステーション管理事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-5

事業名 産業文化センター管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市民活動支援ステーション・シニア活動センターの施設、備品が適切に維持管理されている。

・警備業務委託（通年）・自動ドア保守委託（年4回）・消防設備保守点検委託（年2回）・空気調和設備保守点検
委託（年3回清掃含む）・清掃業務委託（年6回）・電算機借上料・複写機借上料・印刷機借上料・電話機借上料・
市民活動支援ステーション借上げ・施設の備品修繕等の維持管理

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

470団体 510団体 520団体 530団体

240団体 451団体 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

指標は達成することはできなかったが、引き続きコロナ禍にありながらも活動を再開する団体が増えたことにより、
前年度に比べ利用は増加した。また、市民活動に関する情報提供や相談等の施設として、適切な維持管理を
行った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

市民活動の拠点施設として、市民や市民活動団体の活動等がサポートできるように、施設、備品の適切な維持管
理等を行う。

1.事業概要

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。

施設の適切な維持管理を行うとともに、各種の自主事業を実施する。

指定管理者制度を活用し、施設の適切な維持管理を行う。また、簿記講座や経営セミナー、音楽コンサートなど、
産業と文化の両面の自主事業を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

4,600件 4,600件 4,600件 4,600件

2,367件 1,283件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

１年を通して、施設の適切な維持管理を行うことができた。次年度以降も、指定管理者制度を活用し、施設の適切
な維持管理を行う。利用件数の減少は、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

指定管理者と連携し、施設の適切な維持管理を行うとともに、サービス向上を図っていく。

施設の利用団体数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

産業文化センター利用件
数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-6

事業名 リサイクルプラザ管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-7

事業名 コミュニティセンター管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画
実績

（見込）

1.事業概要

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。

循環型社会の構築に向けた各種講座を開催し、リサイクルに関する情報の発信を行う。

施設を適正に維持管理し、循環型社会の構築に向けた各種講座を開催する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

48回 12回 12回 12回

3回 5回 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

　年間の講座開催数の目標は達成できなかったが、親子向け講座やＺｏｏｍを利用したリモート講座を実施し、合
計で75名の市民に方に参加いただき、リサイクルに関する情報の発信ができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　引き続き講座等の実施に努める。

1.事業概要

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。

施設を適切に維持管理し、市民が快適に利用できるコミュニティセンターを目指す。

施設の貸出し及び維持管理（清掃、警備、設備保守点検、修繕等）を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

12回 12回 12回 12回

12回 12回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

ホールや集会室等を快適に、安全に利用していただくため、清掃、警備、設備保守点検を継続し、適時修繕を実
施した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、市民が様々な地域・文化活動を行うことができるよう管理運営に努める。

環境大学・講座等開催回
数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

施設点検回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-8

事業名 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画
実績

（見込）

施策番号 2-1-6-9 3-3-2-1

事業名 児童館管理運営事業 担当課

施策番号 2-1-6-10 3-3-1-1

事業名 子育て支援センター事業 担当課

1.事業概要

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。

建物・機器類の計画的な点検や修繕を行い、安全・安心で快適な施設を提供する。

指定管理者制度を活用し総合福祉センターの管理運営を行うことにより、利用者の利便性を図り、適切な運営を
図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10,000人 10,000人 10,000人 10,000人

4,717人 4,525人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

施設の老朽化に伴い、必要な修繕を行った。
また、新型コロナウイルス感染予防対策に伴う施設開所時間の短縮の影響もあり、利用者数が目標値を下回った
が、施設管理職員や利用者の安全面を考慮した対応を行った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

総合福祉センターの築年数を考慮し、管理及び修繕について計画的に行っていく。

1.事業概要

こども未来課

1.事業概要

保育課

総合福祉センター内会議
室利用者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

事業名 老人福祉センター管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-12 3-2-1-3

事業名 健康増進センター管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

利用者が安全に施設を利用できるように適正な管理を行う。

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。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

126,000人 127,000人 128,000人 129,000人

49,186人 64,064人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

利用者数については、令和２年度の実績からは増加したものの、継続して新型コロナウイルス感染防止のための
一部設備の利用制限を実施したこともあり、目標を下回る結果となった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

利用者が安心安全に施設を利用できるよう、衛生管理を徹底し適正な施設管理を行っていく。

1.事業概要

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。

施設の安全・衛生管理に努め、利用者が安心・快適に施設が利用できるように、指定管理者と連携していく。

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。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

260,000人 260,000人 260,000人 260,000人

147,325人 193,686人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

レジオネラ菌の検出等がなく衛生的に管理することができた。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、利
用者は減少したものの、入場制限等による感染症対策を徹底し、継続して運営することができた。今後も指定管
理者と連携し、利用者の安全・安心を確保し、サービスの向上に努めていく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

指定管理者と連携し、利用者が安全・安心に利用できる施設管理を目指し、サービスの向上を図っていく。

個人利用者数　（人）

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

施設入場者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

29



施策番号 2-1-6-13 3-1-4-4

事業名 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 担当課

施策番号 2-1-6-14 3-1-4-5

事業名 公園や広場の管理事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

みどり公園課

1.事業概要

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。

公園施設の長寿命化対策や遊具点検を適切に行い、施設の不具合による事故の発生を防止する。

長寿命化計画に基づく施設改修、公園等の遊具点検及び修繕を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

0件 0件 0件 0件

0件 0件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

都市公園及び児童遊園地等の広場の清掃、除草、遊具点検、施設の修繕を実施したほか、あけぼの公園他３公
園の老朽化した遊具の改修等を行った。利用者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っ
た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、利用者からの通報等に速やかに対応し、利用者が安全かつ快適に利用できるように維持管理に努め
る。

遊具等の不具合による事
故件数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　（２）　学びの場を広げる

　　　　１）　民間施設との連携

施策番号 2-2-1-1

事業名 大学等の連携事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

目標
計画

実績
見込み

1.事業概要

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。

「子ども大学あさか」を通じて子どもの知的好奇心を刺激し、また、大学生や異学年、他校の子どもとの交流を通じ
郷土意識の醸成やキャリア教育につなげる。

子どもの知的好奇心を刺激し、アカデミックな体験を提供する「子ども大学あさか」を市民団体や大学と協働で開
講する。開催方法については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見据え、リモート等による開催も検討して
いく。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1,220人

―

90% 90% 90%

97.9% ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度は、前年度に引き続きミニあさか（子ども大学あさかの学園祭）を実施しなかったため、参加者数は例
年より大幅に減少した。しかし、コロナ禍でも子ども大学あさか事業を継続するため、前年度同様オンラインによる
講義を実施し、参加者からは「とても満足」「満足」との声をとても多くいただくことができた。

□　現状通り推進　　　　　　■拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

令和４年度からは、オンラインと対面のそれぞれの利点を取り入れ、また講義回数や参加者定員を増加して行っ
ていく。

「子ども大学あさか」延べ
参加者数

※令和３年度より指標変更

「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年度より指標
変更

判定 A
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-2-1-2

事業名 民間企業との連携事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-2-1-3

事業名 共催・後援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

民間のスポーツ施設の協力を仰ぎ、広く市民のスポーツ・レクリエーション活動の場を提供できるよう引き続き協力
先を探していく。

民間及び公共の体育施設（テニスコート）の無償提供を受け、市民に開放する。
※平成27年9月で民間からの施設提供が終了したのに伴い、新たな協力先を探している。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1,000人 1,000人 1,000人 1,000人

0人 0人 ― ―

3．分析・展開　

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

民間のスポーツ施設の活用については、管理運営における調整が難しく、空きもないことから、新たな施設の確
保は難しい状況である。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、協力先を探していく。

1.事業概要

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。

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、市民の生涯学
習活動を推進する。

共催・後援により事業の支援を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

70件 70件 70件 70件

29件 71件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和2年度については、後援の承認を行った事業のうち、数多くの事業が新型コロナウイルスの感染拡大防止の
観点から中止となったため、件数が少なかったが、令和３年度は例年通りとはいかないが、目標計画どおりの共
催・後援の件数であった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

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に対して、引き続き共催・後援を行う。

利用者数

判定 E
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

共催・後援件数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　 　 Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　       Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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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
施策番号 3-1-1-1

事業名 人権啓発事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-1-1-2

事業名 平和事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しつつ、予防策を取りながら実施していく。より多くの市民等の人権尊重
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。

人権擁護委員と連携し、啓発活動、人権教室、人権の花運動、全国中学生人権作文コンテスト応募推進などの事
業を実施する。また、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、毎月第一月曜日に市役所１階相談室において
人権相談窓口を開設する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

4回 4回 5回 6回

１回 7回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

今年度も人権擁護委員と連携と図り、全国中学生人権作文コンテストや人権の花等、各種啓発事業を実施した。
新型コロナウイルス感染症の状況も確認しながら、毎月の人権相談も実施した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、各種事業を通して、幅広く啓発を行っていく。

1.事業概要

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。

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しつつ、予防策を取りながら実施していく。「平和パネル展」、「親子ピー
スチャレンジ」とも、より多くの市民等に人権・平和について考えていただける内容とする。

人権と平和を尊重する社会の実現のため、戦争に関するパネル展を実施し、併せて平和に関する映像等を放映
する。また、次世代を担う子どもたちに平和の尊さを伝えていくため、夏休み期間中に親子で参加できる「親子
ピースチャレンジ」（平和バスツアー）を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1回 1回 1回 1回

1回（2箇所） 1回（2箇所） ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

平和パネル展を市役所、女性センターの2か所で行い、展示期間中に女性センター及び市役所１階市民ホール
においてDVD上映を行った。新型コロナウイルスの影響により、親子ピースチャレンジは中止としたが、代わりに、
小中学生向けに夏休み期間の平和学習のための情報を、市のホームページに掲載した。       

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

平和を考える機会として引き続き実施する。

啓発活動の実施回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

平和パネル展の実施回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3

事業名 男女平等推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３度の事
業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-1-1-4

事業名 共生社会の理念の普及 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

男女平等の推進に関する情報を広く市民に周知し、意識醸成を図る。また、市民に信頼のおける相談事業を継続
して行う。

多様性の尊重の理解促進や男女平等社会の実現に向けた身近なジェンダー統計を市民に周知・啓発に努め、
全３回のセミナーでは、各回テーマを決め開催する。「男女平等推進情報そよかぜ」や「朝霞市は男女平等社会
の実現を目指しています」のコラム掲載では、市民意識に問いかけるようなテーマとすることで周知を図る。ＤＶや
女性総合相談事業では、相談窓口の周知に加え、市民に信頼された相談しやすい環境を整える。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

150人 150人 150人 150人

新型コロナ感染拡大防
止のため中止

73人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
セミナーについては、新形コロナウイルス感染拡大防止のため、オンデマンド動画配信で行った。数値目標は達
成できなかったが、そよかぜ（広報紙）発行も含めて、市民との協働で実施したことや、セミナー終了後のアンケー
トで「性の多様性の捉え方が漠然としていたが理解でき（一部抜粋）」などの意見があったことから、男女平等社会
に向けての意識醸成に繋がった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

男女平等の推進や女性の活躍推進、多様性の尊重と理解促進等、広く市民や事業所等にわかりやすく、かつ、
一人ひとりの人権課題として気づきを与えられるよう、引き続き、情報収集を行うなどして、市民に周知啓発できる
よう努める。

1.事業概要
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。

障害者週間及び障害福祉施設自主製作品展示販売会の広報及び啓発に努める。

・障害者週間（12月3日～12月9日）に啓発事業を実施する（市内の障害福祉施設等で創作している作品等の展
示会実施）。
・朝霞市障害福祉施設自主製作品展示販売会を実施する（市内の障害福祉施設で製作している製品の展示販
売会を市役所で平成25年10月より実施）。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

75日 75日 75日 75日

46日 61日 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
障害者週間では、令和3年度は初めて産業文化センターで作品展示し、多くの市民に関心を持っていただく機会
を提供した。自主製作品展示販売回数については、年間86回の開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症
の影響により、32回が中止となり、指標を下回る結果となった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

障害のある人等への理解を促進するため、自主製作品展示販売会や障害者週間のパネル展などを通じて、障害
のある人と社会との交流機会の提供を継続し、併せて賃金向上のための障害者の活動を支援する。

あさか女と男セミナー参加
人数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

啓発事業実施期間

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-1-1-5

事業名 人権教育事業　（学校教育） 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-1-6

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

各種研修会・人権作文作成等をとおし、各小、中学校で、人権教育が推進されている。

人権文集「たいよう」の作成、配付を行う。
人権ビデオの購入、貸出しを行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

4,000件 4,000件 4,000件 4,000件

7,292件 8,984件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

全ての学校で人権作文の応募があり、取組が継続して実践された。研修会は、生涯学習・スポーツ課と連携し、新
型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら、規模や時期を変更して実施し、教職員の人権意識の向上を
図った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も生涯学習・スポーツ課と連携し、人権教育の推進と充実を図っていく。

1.事業概要

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。

各種研修や講演会、啓発冊子の配布等を行い、市民や企業、地域において、人権課題に対する正しい理解を深
め、優れた人権感覚と人権尊重の意識を高める。

市民人権教育研修会、企業人権研修会、人権問題講演会等の開催を通じて、啓発を推進する。また、啓発冊子
を公共施設に設置するほか、研修会等の事業において啓発冊子や啓発グッズを配布し、人権について考える
きっかけとする。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

620人 620人 630人 630人

0人 188人 ― ―

（隔年発行） 3,000部 （隔年発行） 3,000部

－ 3,000部 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

市民人権研修会や人権問題講演会等は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催できなかった。しかしな
がら、企業人権講演会及び公民館による人権講座研修を開催し、市民や企業、地域において、人権課題に対す
る正しい理解を深めることができた。また、啓発冊子「みんながしあわせに暮らせるために」を計画通り作成した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、各種研修や講演会、啓発冊子の配布等を行い、市民や企業、地域において、人権課題に対する正し
い理解を深め、優れた人権感覚と人権尊重の意識を高めるように努めていく。

人権作文応募数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

研修会等参加者数

啓発冊子「みんながしあ
わせに暮らせるために」発
行部数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　２）　国際理解に向けた学習の支援

施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業 担当課

施策番号 3-1-2-2 3-2-2-5

事業名 多文化共生推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３度の事
業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

1.事業概要

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。

多文化推進サポーターや国際交流団体を活用するとともに、多文化共生に関する情報提供に努め、外国人市民
が暮らやすい環境づくりを進める。

多文化推進サポーターの募集、活用や国際交流団体との連携を図るほか、市の広報誌に多文化共生に関する記
事を掲載する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

30人 31人 32人 33人

18人 2人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

多文化推進サポーター実働回数については、新型コロナウイルス感染症の影響により減少したが、多文化共生に
関する情報発信などは計画どおり実施することができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

市内の多文化共生に取り組む団体と連携し、外国人市民の現状の把握に努めながら、多文化推進サポーター等
を活用し、多文化共生意識の啓発を図る。

多文化推進サポーター実
働数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-1-2-3

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-2-4

事業名 国際理解教育事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

日本語を十分に理解できない児童生徒が、日常生活に支障が出ない程度に日本語を理解できている。

学校の要請に応じて、日本語の指導が必要な外国人児童・生徒に対して日本語指導支援員を配置し、授業の補
助または個別に日本語の指導支援を行う。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

100% 100% 100% 100%

100% 100% ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

学校の要請に応じて、日本語の指導が必要な外国人児童・生徒に対して日本語指導支援員を配置し、授業の補
助また個別に日本語の指導支援を行う。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

学校や関係課と連携を図り、把握に努めるとともに、適切に配置していく。引き続き、日本語指導加配を県に要請
し、日本語指導の充実を図る。

1.事業概要

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。

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が養われている。生徒の英語による実践的コミュニ
ケーション能力が養われている。英語活動を通じて、児童が英語に親しんでいる。児童の国際感覚及びコミュニ
ケーション能力が育成されている。

市内中学校5校に英語指導助手を5名派遣し、英語科教員と連携し、英語授業を行う。
市内小学校10校に英語指導助手を6名派遣する。外国語活動の中で、担任等と協働授業を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

11人 11人 11人 12人

12人 12人 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

小学校に７名、中学校に５名英語指導助手（ALT)を配置し、児童生徒が英語に慣れ親しみ、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度を養うことができた。
小学校において、教員とのティームティーチングによる外国語授業及び外国語活動を充実させることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
小中学校において、新学習指導要領が全面実施となり、英語指導助手（ALT)と英語専科加配教員とで、小学校
では学級担任をサポートしながら、児童生徒の英語を使ったコミュニケーション能力を育む。

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（％）

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

英語指導助手配置人数
（人)

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　３）　安心・安全なくらしと環境を守る学習の推進

施策番号 3-1-3-1

事業名 地域防災推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-3-2

事業名 防犯対策推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

防災に関する講演会を実施し、市民の防災知識の習得及び意識の高揚を図る。

市民を対象に防災講演会を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1回 1回 １回 1回

未実施 1回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

11月に行った防災フェアの中で講演会を実施し、実際に震災を経験した講師から災害が発生した場合に町で起
こることの具体例、避難所の状況、共助の大切さ、事例の紹介、脳トレや避難所でもできる自主トレなどについての
講演を行っていただいた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルス感染症の状況に留意しつつ、引き続き防災講演会を実施し、自助・共助の取組について啓発
を行っていく。

1.事業概要

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。

近年の犯罪被害や防犯対策など、防犯についての知識を習得し、自主防犯パトロール隊（朝霞わがまち防犯隊）
の意識高揚を図るため、防犯に関する研修会を実施する。

自主防犯パトロール隊（朝霞わがまち防犯隊）を対象に防犯研修会を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1回 1回 １回 1回

未実施 0回 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み、市民を対象とした研修会の実施は行わなかったが、自主防犯パト
ロール隊（朝霞わがまち防犯隊）をはじめとし、広く市民に防犯に関する情報発信をしたことで防犯意識の高揚に
つながった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルス感染症の状況に留意しつつ、引き続き防犯研修会を実施し、犯罪を起こさせにくい環境づくり
を行っていく。

防災講演会実施回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

防犯研修会実施回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 1-1-1-5 3-1-3-3

事業名 消費者教育・啓発事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-3-4

事業名 交通安全教育事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

消費者トラブルに遭わないよう、消費生活に関する正しい知識の習得のため、啓発活動を行う。また、消費者教室
の実施により、消費者が学習する機会を設ける。

定期的に広報あさかや市ホームページに消費生活に関する情報の掲載を行うとともにパネル展等による啓発活
動を行う。また、消費者が消費生活に関する知識、理解を深めて主体的かつ合理的な生活ができるよう消費者教
室を実施する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

7回 7回 7回 7回

7回 7回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染拡大の影響により各種事業が見送られる中、若年者から高齢者まで悪質商法等の事例を
発信することができ、目標計画数を達成することができた。また、今回に限りパネル展会場にて出張消費生活相談
を試行した。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

消費生活パネル展等を通じて消費者トラブルに関する情報提供や未然の防止に努めるとともに、引き続き若年者
層向けの啓発を行う。

1.事業概要

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。

1園でも多く交通安全教室が開催できるよう朝霞警察署、小学校、幼稚園や保育園と調整していく。

園児には交通安全ビデオの上映と講話等を実施し、児童については、模擬交差点に信号機を設置し、道路の安
全な横断方法を指導する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

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　30園
幼稚園　 6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）

保育園　32園
幼稚園　 6園
小学校　10校
(年間各１回）

― ―

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルスの感染症対策を実施（参加人数の制限等）しながら、概ね計画どおりに交通安全教室を開催
することができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

１園でも多く交通安全教室が開催できるよう、朝霞警察署、保育園及び幼稚園との調整に努める。

消費生活パネル展の実施
回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

交通安全教室
開催回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　４）　朝霞の緑を守る環境学習の推進

施策番号 1-1-1-7 3-1-4-1

事業名 環境教育・環境学習の推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-4-2

事業名 ごみの減量・リサイクル推進啓発事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

環境美化ポスター募集や美化活動功労者の推薦、表彰式を実施し広報等により周知することで、広く環境美化に
対する意識の向上を図る。また、黒目川・川まつりでは、自らの生活が環境に及ぼす影響等について学習する機
会となるよう協力する。

小学生を対象とした環境美化ポスターを募集するとともに入賞者と美化活動功労者の表彰式を実施する。環境美
化ポスター入選作品についてはリサイクルプラザ、市役所にて掲示するほか広報あさかに掲載する。また、黒目
川・川まつりに協力し、さまざまな事業を契機に環境に対する意識の向上を図る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

130人 135人 140人 145人

未実施 226人 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

前回（令和２年度）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止した。前々回（令和元年度）
実施時の応募人数は185名だったため、以前より多くの子どもたちに応募していただけた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も応募人数確保のため、募集チラシ等の工夫に努める。

1.事業概要

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。

分別パンフレットの配布、広報、ホームページ等により、ごみの減量、リサイクル推進の発信に努める。

ごみの減量・リサイクルの推進のための、各種パンフレット等の作成、３Ｒ推進啓発事業やおとどけ講座を実施す
る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

580g 490g 483g 476g

592ｇ 577ｇ ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
コロナ禍の影響により、１人１日当たりのごみ量が増加している中、実績値は昨年に比べ減少したが、目標値には
届かなかった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続きごみの減量・リサイクル推進啓発事業を通じて減量・分別を進めていく。

環境美化ポスター応募人
数

判定 A
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

１人１日当たりの家庭ゴミ
の排出量

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-1-4-3

事業名 景観まちづくり推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-13 3-1-4-4

事業名 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

景観づくり団体の認定、景観イベントの参加等を啓発するとともに、景観重要建造物、景観重要樹木および景観
づくり重点地区の検討を進める。

引き続き景観アドバイザーおよび景観形成交付金制度を運用しながら、景観づくり団体、景観重要建造物・景観
重要樹木の公募を実施するとともに景観イベントを検討する。景観審議会を開催し、景観づくり重点地区の検討を
進める。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

4団体 4団体 4団体 3団体

1団体 6団体 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
　景観づくり団体の認定については、継続的に情報発信し公募してきたことで、目標以上の団体を認定することが
出来た。
　また、景観づくり団体に景観形成補助金（民都機構からの拠出金の活用）を交付したことで、黒目川沿いに「黒
目川さくらテラス」が設置された。
　さらに、黒目川沿川エリアを景観づくり重点地区に設定し、まぼりひがし公園のケヤキを景観重要樹木に指定し
たことで、良好な景観の形成を推進することが出来た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　良好な景観の形成を推進するため、景観づくり団体との連携など、市民、事業者、行政による景観づくりを支援し
ていく必要がある。そのため、引き続き景観形成補助金制度を運用しながら、景観づくり団体、景観重要建造物・
景観重要樹木の公募及び景観イベントを開催する。

1.事業概要

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。

市民が安全・快適に利用できるよう広場の施設管理を行う。プレーパークの認知度を高める。

樹木の管理、草地除草、清掃、ゴミ収集を行う。プレーパークの開催案内チラシを作成し、近隣の小学校に配布す
る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

63回 63回 63回 63回

63回 63回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

プレーパークを６３回開催し、１０,５６２人の参加があった。子どもだけでなく、親同士の交流も生まれ、親睦が図ら
れた。広場の樹木管理、除草、清掃を行い、快適に利用できる環境づくりに努めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、朝霞の森運営会議での意見を取り入れながら、市民との協働による施設管理に努める。令和４年度から
北朝霞方面で実施する移動式プレーパークを活用し、プレーパークの認知度を高め朝霞の森の利用者を増や
す。

景観づくり団体の認定数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

プレーパークの開催回数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 2-1-6-14 3-1-4-5

事業名 公園や広場の管理事業 担当課

施策番号 3-1-4-6

事業名 緑化推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-1-4-7

事業名 花と緑のまちづくり事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

みどり公園課

1.事業概要

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。

従来の生け垣設置に加えて、新たに緑化フェンスの設置や多年生のつる性植物で既存フェンスを植栽する費用
の一部を助成することにより、生け垣等設置を奨励し民有地の緑化を推進する。

広報への掲載やパンフレットの配布など、生け垣等設置奨励補助金制度の周知を図る。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

2箇所 5箇所 5箇所 5箇所

2箇所 1箇所 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
生け垣等設置補助制度については、より効果的な制度活用のため、今年度も広報への掲載やパンフレットの配布
など周知を図った。問い合わせは４件、申請件数は目標を下回った。。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

インスタグラムやツイッターなどを活用し、若い世帯への周知を図る。

1.事業概要

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。

道路美化活動団体に植栽や掃除などの維持管理をお願いすることにより、コストを抑えて緑の空間を維持する。

既設植栽の充実、維持管理、花プランターの設置を行う。
道路美化活動団体の活動を支援するため、花の苗等必要な物資を支給する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

22団体 23団体 24団体 26団体

25団体 24団体 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

目標を上回る美化団体登録があり、既設植栽の充実や清掃等の維持管理に努めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き道路美化団体の募集を行い、植栽や清掃などの維持管理を推進していく。

生け垣設置箇所

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

道路美化活動団体数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-1-4-8

事業名 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

花見シーズンには提灯・仮設トイレなどを設置し、より楽しめる空間を提供する。

桜の季節に提灯、灯籠、仮設トイレを設置し、遊歩道を適切に管理することで、快適な環境をつくる。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

60,000人 60,000人 60,000人 60,000人

未実施 7,000人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

桜の開花時期に合わせ、遊歩道に提灯・灯篭を設置し市民の憩いの場となる空間を提供することができた。なお、
仮設トイレの設置については黒目川花まつりの縮小開催及び新型コロナウイルスの影響を考慮し、設置を見送っ
た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き桜の開花時期に合わせ、提灯・灯篭等を設置し市民の憩いの場となる空間を提供していく。

黒目川花まつり来場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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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

施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業 担当課

施策番号 3-2-1-2

事業名 障害者スポーツ・レクリエーション事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-12 3-2-1-3

事業名 健康増進センター管理運営事業 担当課 健康づくり課

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

1.事業概要
障害福祉課

スポーツを通じて、障害のある人が楽しく社会参加できるようにする。

より多くのボランティアを募るとともに、関係団体との協働により、魅力あるイベントとするよう努める。

はあとぴあ2階アリーナにて、スポーツ・レクリエーションの集いを開催する。
総合体育館メインアリーナにて、ふれあいスポーツ大会を開催する。

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

540人 410人 420人 430人

中止 中止 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止した。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（参加団体の意見により調整）

東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシーの継承に努める。また、より多くの方が安心して参加していただけ
るよう、参加団体の意見を踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症対策に努め、実施の可否について検討してい
く。

参加人数

判定 E
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-2-1-4

事業名 健康教育事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-2-1-5

事業名 スポーツ振興事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

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 担当課

1.事業概要

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。

健康で生き生きとした生活を送ることができるよう、健康づくりをすすめる。

健康教育：生活習慣病予防教室、健康相談、栄養相談

2.実施結果（指標）

指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1,500人 1,500人 1,500人 1,500人

3,689人 1,515人 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

例年と比べて健康教育事業への参加者数は減ったが、指標の目標を達成することができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、健康教育事業を実施し、市民への健康教育を推進する。

1.事業概要

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。

スポーツ振興に関し、朝霞市スポーツ推進審議会及び朝霞市スポーツ推進委員会議の開催、スポーツ教室やス
ポーツ大会等の開催や学校体育施設開放事業に取り組む。

スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会議の開催、学校開放調整会議等によるスポーツ施設の確保、その
他スポーツ教室、スポーツ大会、広報活動及び市民スポーツ普及推進のための補助的事業を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10回 10回 10回 10回

6回 9回 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ロードレース大会がやむなく中止となった
ことから、実績は、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及びウォークラリー大会の開催実
績のみとなり、目標・計画値を下回ることとなった。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後、令和４年度以降の大会や各種スポーツ教室等の開催に当たっては、緊急事態宣言発令等の状況や県の
動向等を注視しながら、コロナに係る対応に十分配慮したうえで検討を行い、各種事業の実施に努めるとともに、
市民ニーズを踏まえた事業を展開し、大会や各種教室等の開催に取り組む。

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

健康教育実施人数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

スポーツ教室・大会等の
開催

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

45



施策番号 3-2-2-1

事業名 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

目標
計画

実績

目標
計画

実績

目標
計画
実績

見込み
目標
計画
実績

見込み

施策番号 1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業 担当課

　　　　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.事業概要

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。

市ブランドタグライン「むさしのフロントあさか」、市PR映像、市キャラクター「ぽぽたん」等を活用したＰＲを行う。

機会を捉えた各種イベント等へのぽぽたん参加によるＰＲ、啓発グッズによるＰＲ、ブランドタグラインのロゴやキャラ
クターイラストの活用、市PR映像の活用によるＰＲ、ぽぽたん公式ツイッターによる発信等

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

20件

0件

30件

22件

45件

129件

11件 12件 13件

21件 ― ―

17件 19件 21件

25件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

商店会や事業者の企画をバックアップし、朝霞市の魅力が市内外へ伝わるよう、市の持つ広報媒体とともに、パブ
リシティを積極的に活用した。また、市以外の事業者等が行う情報発信の際に、市のPRロゴである「むさしのフロン
トあさか」を活用してもらったり、ロケーションサービス等の利用媒体に、クレジットの表記を依頼するなどで一層の
周知を図った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

社会情勢に合わせたプロモーションを展開するほか、市外からの認知や市民の愛着など、数値には表れない成果
についても意識していく。

※令和3年度より事業名変更。新事業名：シティ・プロモーション事業

政策企画課オリンピック・パラリンピック室

ぽぽたんのイベント参加
（市外）

※令和３年度より指標を変更
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年度より指標を変更

ＰＲロゴ使用申請受理件
数（庁舎外）

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-2-2-3

事業名 コミュニティ推進事業　彩夏祭 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-2-2-4

事業名 コミュニティ推進事業　鳴子踊り参加促進 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

より多くの方に市民まつりを楽しんでいただけるよう、イベントの充実を図る。

打ち上げ花火や関八州よさこいフェスタをはじめとする多くのイベントを実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

700,000人 700,000人 710,000人 710,000人

未実施 未実施 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症により、彩夏祭が中止となり、目標を達成できなかったが、開催に向けて、実行委員や
市民、関係機関が協力・連携して取り組んだことで、地域文化の継承につなげることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナ対策を講じ、市民まつりが安全に開催できるよう、感染状況や国・県の動向を注視しながら実行委員会
や関係機関との連携・協力を図る。

1.事業概要

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。

既に彩夏祭に参加している市内小中学校に加え、新規に小学校1校の参加を図る。

既に参加している市内小中学校への補助金を交付するとともに、新規に市内小学校1校に対して、次年度の彩夏
祭へ出場するための準備に対して補助金を交付する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10団体 9団体 10団体 11団体

2団体 1団体 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響により、彩夏祭が中止となったため、目標は達成できなかったが、参加に向けて
補助制度等を学校に周知することはできた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

鳴子踊り参加促進支援事業補助金について、新型コロナなどの影響を考慮しながら、可能な範囲で小中学校が
参加できるよう教育委員会や学校と連携していく。

朝霞市民まつり「彩夏祭」
来場者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

補助団体数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-1-2-2 3-2-2-5

事業名 多文化共生推進事業 担当課

施策番号 3-2-2-6

事業名 音楽活動事業 担当課
事業の

目的と内容
令和３年度の

事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-2-2-7

事業名 図工・美術活動事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

地域づくり支援課

1.事業概要

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。

音楽を愛する心情や、豊かな人間性が児童生徒・市民に育成されている。

朝霞市小・中学校音楽会、朝霞市小・中学校音楽鑑賞会、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルを実施する。
ミュージカル「こころの劇場」を開催する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

680人 680人 680人 680人

未実施 未実施（中止） ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルは中止、こころの劇場は希望
校によるオンライン鑑賞となった。小中学校音楽鑑賞会は感染が落ちついた時期でもあり、入場者数を減らし上演
回数を増やす形で実施できた。各学校においては、音楽活動をすすめ、音楽を愛する心情や、豊かな人間性を
育んだ。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　　感染状況を踏まえて検討　　）

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しつつ、朝霞市小・中学校音楽会、朝霞市小・中学校音楽鑑賞会、朝霞
市吹奏楽・器楽フェスティバル等の実施について検討していく。

1.事業概要

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。

各学校が学級数に応じて出品し、選ばれた作品について児童生徒・保護者や地域の方に参観していただくこと
で、評価をいただくよい機会とする。また、児童生徒にとっても出品を通じて技術および意欲の向上が図られる。

「朝霞市小・中学校図工美術展」の開催　（土曜日・日曜日の2日間開催）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

2,300人 2,300人 2,300人 2,300人

2,827人 中止 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

　令和4年1月開催予定で準備を進めていたが、新型コロナの急速な感染拡大のため、会場が閉鎖となり、直前で
の中止となった。開催はできなかったが、作品制作等を通して、児童生徒にとって技術および制作意欲の向上に
つながった。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　感染状況により検討　）

新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、朝霞市小・中学校図工美術主任研修会と連携を図り、適切に実施し
ていく。

吹奏楽・器楽フェスティバ
ルの入場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

小・中学校図工美術展来
場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-2-2-8

事業名 芸術文化推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

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。

芸術文化への市民の理解や関心を促進し、子どもの感性の向上を図り、伝統文化を伝える。

朝霞市文化祭等文化事業の開催、朝霞市文化協会の活動の支援をおこなう。また、朝霞市文化協会や市内の優
れた芸術活動団体等の協力を得ながら、芸術文化の体験事業を実施する。引き続き青少年や子どもが参加でき
る事業も実施し、伝統文化の継承に努めるとともに、幅広い世代が交流し、芸術文化を身近に感じ親しみ、学ぶ機
会の提供に努め、芸術文化の振興を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

26,000人 26,000人 26,000人 ―

未実施 2,196人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止のため市民芸能まつり等の一部事業を中止せざるをえなかった
が、芸術文化展や文化祭は感染症対策を講じることで、例年より規模を縮小したものの無事に開催することができ
た。このことにより、市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と、気軽に文化芸術に親しむ機会を作ることがで
きた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、芸術文化祭や文化祭等を開催し、芸術文化への理解や関心の促進するとともに、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することで、市民の交流をの機会を充実していくよう努
める。

芸術文化展、芸能まつり、
文化祭の入場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-2-2-9

事業名 文化財保護普及事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

指定文化財に関する情報提供、文化財保護関係団体への補助金の交付などを通じて、文化財保護意識の醸成
及び啓発に努めるとともに、指定文化財を適切に管理し、文化財保護の充実を図る。

・指定文化財について、朝霞市ホームページやフェイスブック等の媒体を通じて情報提供する。
・市内文化財の保護・活用に必要な調査及び資料の収集を行う。
・文化財保護関係団体へ補助金を交付する。
・市所管の指定文化財の管理について、文化財保護とともに見学者への配慮として環境整備を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

15回 15回 15回 15回

未実施 2回 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

コロナ禍の影響により、文化財課主催の活用事業や、溝沼獅子舞や根岸野謡などの披露・公演を中止したため、
指標を達成できなかった。
市指定文化財について、博物館の企画展の際に公開する機会があり、文化財の周知を図ることができた。
文化財関連団体3団体については、補助金交付や団体からの相談などに随時応じ、活動の支援を行った。
市所管の指定文化財について、管理業務や樹木の剪定等を業務委託により適切に管理し、見学者や近隣住民
に支障がないよう配慮して実施した。

□　現状通り推進　　　　　　■拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き文化財関連情報を様々な媒体を活用して発信することで啓発普及を図るとともに、補助金の交付などを
通じて文化財関連団体の活動支援を図る。また、指定文化財を適切に環境整備し、文化財保護とともに見学者へ
の配慮を図る。
旧高橋家住宅については、大風により破損した主屋南側屋根について補修工事を実施する。

文化財の活用事業開催
回数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　（３）　ライフステージに応じた学び

　　　　１）　家庭教育の充実

施策番号 2-1-6-9 3-3-1-1

事業名 子育て支援センター事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-3-1-2
事業名 母子健康教育事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

子育て中の親子が、交流することにより親の不安が解消し、安心して子育てができるように子育てに関する相談や
事業を実施する。

子育て支援センターにおいて、子育てに関する相談、指導、各種事業（パネルシアター・絵本の日、身体計測、誕
生会、子育て講座等)を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

9,350人 9,350人 9,350人 9,350人

5,127人 6,297人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、密を避けるための利用制限等により、平均利用者の目標数は下
回ったものの、全体的な利用者は昨年度比9千人増えており、親子の交流の場、子育てに関する相談の場として、
利用者の不安軽減につながっている。
※子育て支援センター8館（公設公営2館、公設民営2館、民設民営4館）の総利用者数は50,378人（R2年度は
41,017人）
■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルス感染症の影響により、育児に不安を抱えつつも外出への不安もあり、相談の場を欲する保護
者が存在する。子育て支援センターでは電話での相談も受け付けていることから、引き続き相談業務や各種事業
を実施するとともに、市のホームページや広報等で周知し、保護者の不安解消に努める。

1.事業概要
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。

地域に親族・友人知人の少ない当市の特性からも、妊娠期から子育て支援に関する知識や技術の普及を図って
いく。

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。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

1,500人 1,500人 1,500人 1,500人

525人 733人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

コロナ禍で参加者同士の交流を図ることは難しいが、感染対策を講じながら、実習も交えて妊娠期から子育てに
関する知識や技術の普及を図れた。また、土日開催にすることで、ほとんどが両親での参加となった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

土日開催にすることで、両親での参加が増え、妊娠・出産に関して、夫婦で考える機会の提供ができている。今後
も両親が協力して育児をするイメージをつかめるような内容で事業を実施していく。

利用者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

マタニティ教室参加者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

事業名 家庭教育推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

親や保護者が、地域や地域の仲間とともに子育てに関する様々な学びを行い、保護者同士が交流したり情報交
換をしたり相談し合う家庭教育学級活動をさまざまな形で支援する。また、講演会や子育て講座、啓発冊子の作
成・配布等を実施し、家庭教育に対する啓発を行う。

市内の小・中学校PTA等や子育てサークル等の市民団体が開催する家庭教育学級活動に補助金を給付するとと
もに、活動に関する相談をおこなうことで活動を支援する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

28団体 28団体 28団体 ―

4団体 6団体 ― ―

3,400人 3,400人 3,400人 ―

66人 723人 ― ―

2.実施結果（指標）

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家庭教育学級合同講演会の開催を企画していたが、中止せざるを得な
かった。しかしながら、このような厳しい状況にあっても、昨年度より家庭教育学級を実施した団体は増加し、また
参加者も増えた。地域や地域の仲間とともに子育てに関する様々な学びを行い、保護者同士が交流したり情報交
換をしたり相談し合う場の支援をすることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続きサークルや市民に対して事業のPRに努める。また、学んだ保護者（学級生）が、今後も学びを継続できる
よう、PTA等団体やサークルが連携を深め、保護者同士の結びつきを強める必要があり、家庭教育学級の活動・
運営等に対する相談体制の充実を図り、団体への必要な支援等に努めていく。

家庭教育学級数

家庭教育学級事業延参
加者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　２）　青少年の育成

施策番号 2-1-6-9 3-3-2-1

事業名 児童館管理運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-3-2-2

事業名 青少年健全育成事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

子どもたちにとって地域の中の安心・安全な居場所の提供を行う。

指定管理により、児童館の維持管理及び運営業務を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

200,000人 240,000人 250,000人 250,000人

95,110人 143,439人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルスが流行している中で、児童館の運営に様々な影響があり令和３年度の目標計画数には届いて
いないが、令和２年度の実績と比較をすると48,300人ほど利用者数が増加しているため、今後も多くの子どもや保
護者に利用してもらえるよう指定管理者と協議を行いながら事業展開をしていきたい。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルスの流行状況に応じて、感染対策をしっかり行った上でより多くの子どもや保護者に利用をしても
らえるように事業展開をしていきたい。

1.事業概要
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。

各団体と協働により青少年健全育成活動が推進され、青少年が健全に育成されている。

青少年健全育成活動団体に補助金を交付し活動を支援する。青少年健全育成の集い、ふれあい体験事業、啓
発キャンペーン、親子映画会、ふれあい標語、青少年を守り育成する家等の啓発活動事業を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

4,000人 4,000人 5,000人 6,000人

5,311人 6,510人 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度目標計画及び令和２年度実績を上回る数値となった。また、新型コロナウイルスの流行状況により実施
ができなかった事業（啓発キャンペーン、親子映画会等）もあるため、形を変えながら事業の実施ができるか検討
をしていきたい。
青少年健全育成の集い、ふれあい標語については、小・中学校の協力を得て、作文や標語の募集、発表会を開
催することができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルスの流行状況に関して見通しが立たない状況ではあるが、実施できなかった事業について、やり
方等を検討してできるようにしていきたい。
また、青少年健全育成の集い、ふれあい標語については、引き続き小・中学校の協力を得ながら実施をしていき、
青少年健全育成に努めていきたい。

児童館来館者数（保護者
含）

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

青少年健全育成啓発活
動事業延べ参加者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-3-2-3

事業名 ふれあい推進事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-3-2-4

事業名 ＰＴＡ等支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要
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。

中学校区単位で小・中学生、保護者、地域の方々が、地域の奉仕活動・体験活動等を実施することにより、心豊
かな小・中学生が育成される。また、地域の児童生徒を育てる力が高まっている。

朝霞市ふれあい推進事業推進委員会の設置と活動。
市内各中学校区における主催事業の実施。（フェスティバル、あいさつ運動、参加団体による演舞など）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

7,500人 7,500人 7,500人 7,500人

0人 未実施 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、昨年度に引き続き各校区のふれあい祭りは中止となった。しかしなが
ら、実施について各校区で話しあい、中止を判断するなど、学校・家庭・地域の連携の重要性について再確認す
るとともに、今後の交流のあり方について理解を深めることができた。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　感染状況を踏まえ実施　）

ふれあい推進事業推進委員会、各中学校区実行委員会等とで連携を図り、新型コロナウイルス感染症の状況を
踏まえ、適切に実施について判断していく。

1.事業概要
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。

本市において家庭、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、朝霞市PTA連合会等の活
動を支援する。

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。また、例年提出される朝霞市
PTA連合会からの要望書の内容について検討し、市長出席の懇談会を実施し、市内の小中学校PTA等との相互
理解を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

15校 15校 15校 15校

8校 8校 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
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、補助金を交付したほか、市長との懇談会を開催
し、保護者代表との意見交換を行った。また、全小中学校長が集まる校長会において、PTA連合会加入促進のた
め、活動について説明し、理解を求めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き児童及び生徒の成長を図るため、、朝霞市PTA連合会の活動を支援していく。

ふれあい推進事業参加者
数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

PTA連合会加入数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　３）　高齢社会に対応した学習活動の推進

施策番号 3-3-3-1 3-3-4-1

事業名 生きがいづくり活動支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

事業名 老人福祉センター管理運営事業 担当課

　　　　４）　多世代にわたる交流・学習機会の提供

施策番号 3-3-3-1 3-3-4-1

事業名 生きがいづくり活動支援事業 担当課

施策番号 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2

事業名 老人福祉センター管理運営事業 担当課

1.事業概要
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。

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。
老人クラブ等の運営を資金的にサポートする。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

27団体 28団体 29団体 2７団体

24団体 24団体 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルスの影響により老人クラブの活動が制限されている。また、会員の高齢化や新型コロナウイルス
の影響で新規会員の獲得や周知活動が困難な状況である。適切な感染対策に努めるとともに団体数の増加を
図っていく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

1.事業概要
長寿はつらつ課

1.事業概要

長寿はつらつ課

1.事業概要

長寿はつらつ課

老人クラブ数（団体）

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開 新型コロナウイルス感染状況に留意しつつ、引き続き集いの場や公共の場を提供するなど、団体へのサポートを
行っていく。
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　　　　５）　学校教育と社会教育の連携

施策番号 2-1-5-2 3-3-5-1

事業名 放課後子ども教室事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 2-1-5-1 3-3-5-2

事業名 学校体育施設開放事業 担当課

1.事業概要
生涯学習・スポーツ課

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。

土曜日に小学校の空き教室や特別教室等を活用し、学校では学ばない多様な学習活動を提供する。また、学区
や学年を越えた子どもたちの交流を促し、地域の方々の参画も得ながら、安心・安全な子どもの活動拠点（居場
所）を設け、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。

市内の小学校の空き教室や特別教室を活用して、学校では学べない多様な学習活動を提供する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

6校 6校 6校 6校

6校 6校 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために各教室の定員を例年の２５人程度から１５人に削
減して実施した。令和３年度は、新しく「わくわくスポーツパーク」という講義を取り入れるなど、メニューを工夫した
こともあり、参加児童及び保護者からの満足度は大変高く、事業の実施後に実施したアンケートでは、「楽しかっ
た」が91.8％、「来年度も参加したい」が85.5％との高好評をいただくことができた。

□　現状通り推進　　　　　　■拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、９月から３月までの土曜日午前中に実施する放課後子ども教室を開催していくとともに、令和４年度から
は夏季休暇期間中に市内６校において３日間ずつの合計１８日間を増やして実施していく。

1.事業概要
生涯学習・スポーツ課

実施校数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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　　　　６）　キャリアアップやスキルアップに関する学習の支援

施策番号 3-3-6-1

事業名 起業家育成支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-3-6-2

事業名 就労支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要
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。

起業・創業を考えている方や開業間もない方に対し、情報提供や資金面の支援を行う。

起業家育成相談や起業家育成支援セミナーを実施するとともに、金融機関と連携し、資金の貸付を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

60人 60人 60人 60人

19人 31人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症により実施回数が減った（3回→1回）ことで、目標値を達成できなかった。ただし、従来
の対面式のセミナー開催形式から、オンラインによる形式に変更したことで、一回での参加人数を増やすことがで
きた。今後も、セミナー終了後のアンケート等を通じて、起業を考えている方のニーズを把握し、積極的な周知を
図る必要がある。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ニーズに合ったテーマや講師を招いてセミナーを実施することで、効果的な起業支援事業にしていく。

1.事業概要
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。

就労希望者に対し、関係機関と連携したセミナーや個別相談会等を開催し、雇用の促進を図る。

面接のポイントや応募書類の書き方など就労に役立つ知識を習得するための「就職支援セミナー」や自己分析や
適性診断など就職全般に係る個別相談を受け付ける「就職支援相談」を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

300人 300人 300人 300人

184人 112人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催回数が減少したことに伴い、目標値を達成できなかった。
セミナー終了後のアンケートや追跡調査を通じて、就労希望者のニーズを把握し、積極的に周知を図る必要があ
る。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ハローワークと協力して、ニーズに合った就職支援セミナーを実施していく。
令和元年度に実施した志木市、新座市との３市合同セミナーについても、新型コロナウイルス感染症の状況を注
視しつつ、今後も実施していきたい。

起業家育成支援セミナー
参加者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

就職支援セミナー参加者
数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-3-6-3

事業名 農業振興支援事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

施策番号 3-3-6-4

事業名 農業祭事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要
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。

・担い手の育成を支援するため農業後継者育成視察研修会及び女性農業後継者育成研修会を実施する。（各1
回）
・市民と農家の交流を深めるため農業体験を実施する。（5回）

田植え、稲刈り、じゃがいも掘り、さつまいも掘り、にんじん掘りなどの農業体験（各年1回）を実施するほか、広報あ
さかに特集記事「フレッシュあさか」を年1回掲載している。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

5回 5回 5回 5回

未実施 未実施 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、農業体験や研修会は開催できなかったが、農魚者への各種補助金の
交付や農業経営改善計画（認定農業者）の更新、新規認定により農業経営基盤の強化、都市農業の振興が図れ
た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

現状の実施事業を引き続き推進する。

1.事業概要
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。

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り、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ため、農業祭を開催する。

農業祭として農産物品評会及び短根人参品質改善増収共進会を実施し、また、品評会等出品農産物の販売や
農業団体による農産物等の販売を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

6,500人 6,500人 6,500人 6,500人

0人 未実施 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
例年では、農業祭、短根人参品質改善増収共進会、農産物品評会等の農業者と消費者の交流の機会となる事
業を実施しているところだが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、農業祭関連事業は全て中止となって
しまった。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

現状の実施事業を引き続き推進する。

農業体験開催回数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開

来場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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施策番号 3-3-6-5

事業名 ビジネス支援サービス事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要
図書館

情報拠点である図書館を活用して、起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。

ビジネス関連図書の充実及びビジネス情報検索端末の利用促進を図る。

ビジネス関連図書の充実及び、ビジネス情報検索端末の利用提供を行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

5,300冊 5,400冊 6,000冊 6,100冊

5,955冊 7,118冊 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

ビジネス関連図書を購入し、貸出を行った。あわせてビジネス情報検索端末による情報提供を行った。今後も事
業のPRに努め、認知度を高めていく必要がある。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続きビジネス関連図書の充実及びビジネス情報検索端末の利用促進に努める。

ビジネス支援資料貸出冊
数

判定 A
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標

は達成したか）

今後の展開
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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

施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

事業名 生涯学習ボランティア事業 担当課

施策番号 4-1-1-2

事業名 文化祭関連事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

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。

市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と機会を設け、市民や地域における芸術文化の推進を図る。

朝霞市文化祭等文化事業の開催や朝霞市文化協会の活動の支援をおこなう。開催に当たっては、市民の一般
参加募集を行う。また、併せて朝霞市文化協会や市内の芸術文化活動団体の協力を得ながら、芸術文化の体
験事業も実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

26,000人 26,000人 26,000人 26,000人

未実施 2,196人 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止のため市民芸能まつり等の一部事業を中止せざるをえなかっ
たが、芸術文化展や文化祭は感染症対策を講じることで、例年より規模を縮小したものの無事に開催することが
できた。このことにより、市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と、気軽に文化芸術に親しむ機会を作ること
ができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き朝霞市文化協会と協力し、文化芸術の各種事業を実施したり、各所属団体の活動を支援することで、
地域における市民が主体となった芸術文化の推進を図っていく。

芸術文化展、芸能まつり、
文化祭の入場者数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開
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施策番号 4-1-1-3

事業名 吹奏楽・器楽フェスティバル 担当課
事業の

目的と内容
令和３年度の

事業目標
令和３年度の

事業内容

年度
目標
計画

実績

　　（２）　人材・団体の育成

　　　　１）　指導者の育成

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

事業名 市民活動支援ステーション運営事業 担当課 地域づくり支援課

施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

事業名 生涯学習ボランティア事業 担当課

施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

事業名 市民企画講座 担当課

施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

事業名 家庭教育推進事業 担当課

1.事業概要

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。

朝霞市在住の小学生から社会人に音楽を愛する心情や豊かな人間性が育成されている。

朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルを実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

680人 680人 680人 680人

未実施 未実施（中止） ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和4年1月に開催予定で準備を進めていたが、急速な新型コロナウイルス感染症拡大のため、朝霞市吹奏楽・
器楽フェスティバルは中止となった。しかしながら、各学校において、音楽活動をすすめ、音楽を愛する心情や、
豊かな人間性を育んだ。

□　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　■　その他（　感染状況を踏まて検討　）

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮しつつ、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル等の実施について検討していく。

1.事業概要

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

1.事業概要

生涯学習・スポーツ課

吹奏楽・器楽フェスティバ
ルの入場者数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開
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　　　　２）　市民主体の学習を支援

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

事業名 市民活動支援ステーション運営事業 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

地域づくり支援課

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。

市民活動の啓発や参加促進を目的とした事業を実施するとともに、団体への支援として、ＮＰＯ法人の設立や事
業実施の経費を一部助成する。また、ボランティアやイベント等の市民活動に関する情報の掲示・提供、市民活
動団体の活動内容等を収集したガイドブックの作成等を行う。

・ＮＰＯ法人等の市民活動団体の情報収集、提供、相談業務　・市民活動団体支援補助金交付　・シニア世代
対象の地域活動参加支援事業実施　　・市民活動の団体情報等を取りまとめたガイドブック発行　・市民活動団
体の活動内容を広報あさかに掲載（隔月）　・市民活動パネル展の実施　・市民活動団体のイベント等の情報を
メールマガジンとして発行（毎月）

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

50団体 52団体 54団体 56団体

48団体 47団体 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　■　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

コロナ禍が継続したこともあり、NPO法人数について、目標に至らなかった。しかし、コロナ禍での団体の活動支
援として、ＳＮＳや助成金の活用に関する相談会を開催するなど、団体の活動が広がるような支援を提供でき
た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も、地域で継続した活動を担っていただけるよう、支援する側のスキル向上を図り、よりニーズを捉えた団体
支援、市民活動の周知・啓発を行っていく。

主たる事務所が市内にあ
るＮＰＯ法人数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　 Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開
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施策番号 1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2

事業名 市民企画講座 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3

事業名 生涯学習ボランティア事業 担当課

1.事業概要

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。

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し、市と市民との協働による生涯学習活動の推進を
図る。

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。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10団体 10団体 10団体 10団体

8団体 ５団体 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響から、前年度より参加団体は減少した。しかしながら講座内容の一例をあげる
と、本市シンボルロードの維持管理を踏まえ自然環境保護を学ぶ講座、本市行政の施策と課題を学び今後に生
かす講座、目標であるＳＤＧｓを取り上げた講座等が実施された。このことにより、厳しい状況下ではあったが、市
と市民との協働による生涯学習活動の推進を図ることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き団体の自主性を尊重し、市民自らの手による学習活動が継続して推進され、生涯学習が充実したもの
となるよう支援していく。

生涯学習・スポーツ課

市民企画講座事業参加
団体数

判定 D
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開
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施策番号 1-3-1-4 4-2-2-4

事業名 あさか学習おとどけ講座 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３度の事
業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5

事業名 家庭教育推進事業 担当課

1.事業概要

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。

生涯学習の推進と市民協働の進展に寄与するため、おとどけ講座の活用を推進する。

おとどけ講座の講座内容の充実を図り、活用を促進する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

35件 35件 35件 35件

17件 7件 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、おとどけ講座を利用する件数、人数共に昨年度を下回った。しかしな
がら、講座の事業後に実施したアンケートでは、「満足した」、「やや満足した」という回答が、「無回答」を除くと１
００％（「あまり満足しなかった」、「満足しなかった」という回答は０件）という結果となり、利用した方々からは好評
をいただいた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、講座のメニュー及び内容の充実を図るととに、多くの方にご利用いただけるよう事業のPRに努めてい
く。

生涯学習・スポーツ課

講座利用件数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開

64



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 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度の
事業目標

令和３年度の
事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

青少年の健全育成やスポーツ団体の活動の活性化を支援し、補助金を交付することによりスポーツの振興及び
普及が図られるよう取り組む。

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スポーツ活動の活性化を支援するため補助金を
交付する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

32種 32種 32種 32種

11種 12種 ― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

市民総合体育大会の各種目別大会は、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により
大会を中止する団体が多かったため、実績値は目標・計画値を下回った。
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の補助
金については、今後とも適正な制度運用及び支給を行い、スポーツ・レクリエーションの普及推進に繋げていく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

スポーツ活動の活性化を支援するため、今後も引き続き、補助金を適正に交付する。

市民総合体育大会種目
別大会

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている　  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目標
は達成した

か）

今後の展開
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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

施策番号 5-1-1-1

事業名 社会教育委員会議 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

社会教育委員から助言を受け社会教育行政を推進する。

社会教育委員会議を開催し、委員からの助言を活かし朝霞市の生涯学習を推進する。また、勉強会や先進地の視
察研修会を行い、今後の当市の生涯学習の推進について助言をいただく。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

生涯学習計画の進捗確
認と社会教育行政への
助言を生涯学習の推進
に活かす

委員からの助言を活かし
後期生涯学習計画の策
定を進める。

後期生涯学習計画の進
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

後期生涯学習計画の進
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

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

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に
ついて、御意見やアドバ
イスをいただき、各課の生
涯学習関連事業の見直
しを行った。

― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

本会議において、「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た。なお、実施計画として位置付けられる関連各課の１３
８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の事業に整理をすることができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、計画の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
学習の推進をしていく。

社会教育委員会議開
催成果

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている        Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開
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施策番号 5-1-1-2

事業名 スポーツ推進審議会 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 5-1-1-3

事業名 文化財保護審議委員会議 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

市民のスポーツ活動の推進のため、委員からより多くの意見をいただき、スポーツの推進に努める。

スポーツ推進審議会を開催する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

10件 10件 10件 10件

10件 10件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

令和３年度の事業計画やスポーツの推進に係る諸課題に対し、専門的見地から多くの意見をいただくための会議
の運営に努めた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

今後も多くの意見が提出されるよう会議の運営に努め、提出された意見を基に、施設の管理運営の改善に取り組
んでいく。また、スポーツ活動の推進に繋げるように努めていく。

1.事業概要

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。

文化財保護審議委員会議を開催し、文化財の保護及び活用について審議する。

文化財行政の状況などについて審議するとともに、必要な事項について諮問し、文化財の保護及び活用を図る。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

31件 31件 31件 31件

31件 31件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

文化財保護審議委員会議を2回開催し、文化財保護行政の状況を報告するとともに、様々な指摘や提案をいただ
き、今後の文化財保護行政に生かすことができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き文化財保護審議委員会議を開催し、文化財の保護及び活用について諮問し、討議いただく中で、指標と
している指定文化財件数の増加に向けた意見を聴取していく。

委員からのスポーツ行
政に関する意見

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開

市指定文化財の件数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開
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施策番号 5-1-1-4

事業名 博物館協議会 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 5-1-1-5

事業名 公民館運営審議会 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

会議を2回実施し博物館活動についての諮問及び意見聴取を行う。

・第1回協議会（10月開催予定）：令和2年度事業報告、令和3年度事業計画及び進捗報告、その他
・第2回協議会（  2月開催予定）：令和3年度事業進捗報告、令和4年度事業計画、その他

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

2件 2件 2件 2件

2件 10件 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

博物館協議会を2回（2回目は新型コロナウイルスの影響により書面開催）開催し、コロナ禍における博物館の運営
や、催し物の情報発信の仕方など、多様な意見、提案を受け、事業に生かすことができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き博物館協議会を開催し、博物館事業を外部の視点から検証し、改善点等の意見を聴取する。また、聴取し
た意見を運営に反映し、市民の生涯学習の拠点として博物館事業の充実を図っていく。

1.事業概要

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。

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。

公民館運営審議会を2回開催し、審議内容を公民館の運営に反映する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

2回 2回 2回 2回

2回 2回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

公民館運営審議会を2回開催し、今年度の事業報告、来年度の事業計画の報告等を行い、意見を伺った。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、公民館運営審議会を開催して意見を伺い、公民館運営に反映させていく。

博物館活動の改善提
案数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開

公民館運営審議会
開催回数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開
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施策番号 5-1-1-6

事業名 図書館協議会 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

　　　　２）　実施計画の策定

施策番号 5-1-2-1

事業名 第3次朝霞市生涯学習計画実施計画 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

1.事業概要

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。

図書館協議会を開催し、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。

令和２年度事業報告・令和３年度事業計画や館運営等に関して、協議会委員より意見をいただき、図書館運営に
反映する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

3回 3回 3回 3回

5回 4回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

各事業計画や館運営など提出した議題について、協議会委員よりいただた意見を踏まえて図書館の運営を進める
ことができた。なお、第３次朝霞市子ども読書活動推進計画の策定を行ったため、例年より1回多く会議を開催し
た。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、協議会での協議内容を反映した図書館運営を行っていく。

1.事業概要

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。

「第3次朝霞市生涯学習計画」の進捗状況を把握する。

生涯学習計画に基づき、生涯学習に関する事業について3年計画を立て、その効果を把握し、生涯学習の推進を
図るため毎年度見直しを行う。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

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・計画どおりに成
果が上がっている。

― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

目標通り、庁内関係各課に３か年の事業計画を立案してもらい、その事業の評価を行うことで進捗状況を把握する
ことができた。また、改めて庁内全課に生涯学習関連事業がないか照会を行ったところ、新たに２事業が追加され、
全庁で生涯学習計画を推進する体制を整備することができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、令和４年度から始まる第３次生涯学習計画の後期期間において計画の進捗管理を行い、生涯学習の推
進が効果的に図られるよう努めていく。

図書館協議会開催回
数

判定 B
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開

生涯学習計画の進捗
状況

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開

69



施策番号 5-1-2-2

事業名 スポーツ推進計画 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度

目標
計画

実績

施策番号 5-1-2-3

事業名 図書館サービス基本計画 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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」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。

平成27年度に計画を見直した際、重点項目を定めその実現に向け取り組む。アンケート調査の実施。また、市民の
スポーツ実施率を上げる。

施設の計画的な改修に取り組み、市民が参加しやすい教室等を開催する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

55% 55% 55% 55%

―
（アンケート調査の実施年度

ではないため）

―
（アンケート調査の実施年度

ではないため）
― ―

3．分析・展開

□　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　■　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

「誰もが　いつでも　どこでも　楽しめる　スポーツ社会の実現」に向け、教室、大会等の開催に取り組むと共に、施
設の管理運営の改善に努めることで、市民のスポーツ実施率の引上げに向けた取組を行っていく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き第２期朝霞市スポーツ推進計画に基づき、スポーツ実施率の目標値の達成に向け、各種スポーツ教室、
大会の開催などに取り組んでいく。

1.事業概要

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。

計画体系目標ごとにサービス評価指標を設定し、自己評価を実施する。

計画体系目標ごとにサービス評価指標を設定し、自己評価を実施する。
利用者アンケートを実施して図書館サービスに対する満足度を調査する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

90% 90% 90% 90%

83.9% 92.6% ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

継続的に一定の評価を得ることができている。アンケート調査では、改修工事による閉館に対応して臨時窓口サー
ビスを開設したことを評価する内容が複数寄せられており、日常生活の中に図書館を位置づけている方も多いこと
がうかがえる一方、満足度の低い項目もあることから、アンケートを精査し、改善のための検討を加えていく。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、「図書館サービス基本計画」を踏まえ、図書館サービスの充実を図って行く。

スポーツ実施率

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開

利用者満足度（％）

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開
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施策番号 5-1-2-4

事業名 子ども読書活動推進計画 担当課

事業の
目的と内容

令和３年度
の事業目標

令和３年度
の事業内容

年度
目標
計画

実績

1.事業概要

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。

基本目標ごとに評価指標を設定し、自己評価を実施する。

計画を実施する関係機関・関係団体は、基本目標を踏まえ、実施計画を策定し、自己評価を実施する。

2.実施結果（指標）
指標（説明） 令和2(2020)年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度

2回 2回 2回 2回

2回 4回 ― ―

3．分析・展開

■　指標の目標を達成した　　　□　指標に表れない事項について目標を達成した　　　□　その他

〈説明：指標の達成状況及び改善等〉

関係各所との連携を行い、各委員からの意見をいただきながら「第３次子ども読書活動推進計画」の策定を行うこと
ができた。

■　現状通り推進　　　　　　□拡大・拡充　　　　　　□　縮小　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

引き続き、「子ども読書活動推進計画」を踏まえ、関係機関・団体との連携を深め、子どもの読書と読書に関する活
動を推進していく。

関係連絡会議開催回
数

判定 C
Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている　Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている
Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている  Ｄ  目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった
Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

達成度
（事業の目
標は達成し

たか）

今後の展開
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担当課 事業名 ページ

政策企画課オリン
ピック・パラリンピック

1-1-1-1 3-1-2-1 3-2-1-1 3-2-2-2 オリンピック・パラリンピック関連事業 4

1-1-1-2 広報事業 5
1-1-1-3 広報あさか発行事業 5
3-2-2-1 シティ・セールスイベント事業 46

危機管理室 3-1-3-1 地域防災推進事業 38
3-1-3-2 防犯対策推進事業 38

人権庶務課 1-1-1-4 1-3-1-2 3-1-1-3 男女平等推進事業 34
3-1-1-1 人権啓発事業 33
3-1-1-2 平和事業 33

財産管理課・政策企画課 2-1-6-1 公共施設の管理運営事業 24
地域づくり支援課 1-1-1-5 3-1-3-3 消費者教育・啓発事業 39

1-1-1-6 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1 市民活動支援ステーション運営事業 62
2-1-6-2 市民会館利用促進事業 25
2-1-6-3 市民センター利用促進事業 25
2-1-6-4 市民活動支援ステーション管理事業 26
3-1-2-2 3-2-2-5 多文化共生推進事業 36
3-2-2-3 コミュニティ推進事業　彩夏祭 47
3-2-2-4 コミュニティ推進事業　鳴子踊り参加促進 47

産業振興課 2-1-6-5 産業文化センター管理運営事業 26
3-3-6-1 起業家育成支援事業 57
3-3-6-2 就労支援事業 57
3-3-6-3 農業振興支援事業 58
3-3-6-4 農業祭事業 58

環境推進課 1-1-1-7 3-1-4-1 環境教育・環境学習の推進事業 40
資源リサイクル課 2-1-6-6 リサイクルプラザ管理運営事業 27

3-1-4-2 ごみの減量・リサイクル推進啓発事業 40
コミュニティセンター 2-1-6-7 コミュニティセンター管理運営事業 27
福祉相談課 2-1-6-8 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 28
障害福祉課 3-1-1-4 共生社会の理念の普及 34

3-2-1-2 障害者スポーツ・レクリエーション事業 44
こども未来課 1-1-1-9 子育て支援情報提供 7

2-1-6-9 3-3-2-1 児童館管理運営事業 53
3-3-2-2 青少年健全育成事業 53

保育課 2-1-6-10 3-3-1-1 子育て支援センター事業 51
長寿はつらつ課 2-1-6-11 3-3-3-2 3-3-4-2 老人福祉センター管理運営事業 29

3-3-3-1 3-3-4-1 生きがいづくり活動支援事業 55
健康づくり課 1-1-1-8 保健センターガイド発行事業 7

2-1-6-12 3-2-1-3 健康増進センター管理運営事業 29
3-2-1-4 健康教育事業 45
3-3-1-2 母子健康教育事業 51

まちづくり推進課 3-1-3-4 交通安全教育事業 39
3-1-4-3 景観まちづくり推進事業 41

みどり公園課 2-1-6-13 3-1-4-4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 41
2-1-6-14 3-1-4-5 公園や広場の管理事業 30
3-1-4-6 緑化推進事業 42

道路整備課 3-1-4-7 花と緑のまちづくり事業 42
3-1-4-8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 43

教育指導課 3-1-1-5 人権教育事業　（学校教育） 35
3-1-2-3 日本語指導充実事業 37
3-1-2-4 国際理解教育事業 37
3-2-2-6 音楽活動事業 48
3-2-2-7 図工・美術活動事業 48
3-3-2-3 ふれあい推進事業 54
4-1-1-3 吹奏楽・器楽フィスティバル 61

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　　【担当課別事業一覧】

施策番号

シティ・プロモーション
課
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担当課 事業名 ページ施策番号
生涯学習・スポーツ課 1-1-1-10 生涯学習情報提供 8

1-1-1-11 スポーツ情報提供 8
1-2-1-2 生涯学習相談事業 12
1-2-1-3 スポーツ相談事業 13
1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3 生涯学習ボランティア事業 15
1-3-1-4 4-2-2-4 あさか学習おとどけ講座 64
1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2 市民企画講座 63
1-3-1-6 スポーツ大会・教室推進事業 16
1-3-1-7 スポーツ指導者の紹介事業 17
2-1-4-1 スポーツ施設運営事業 22
2-1-4-2 スポーツ施設管理事業 23
2-1-5-1 3-3-5-2 学校体育施設開放事業 23
2-1-5-2 3-3-5-1 放課後こども教室事業 56
2-2-1-1 大学等の連携事業 31
2-2-1-2 民間企業との連携事業 32
2-2-1-3 共催・後援事業 32
3-1-1-6 人権教育事業　（社会教育） 35
3-2-1-5 スポーツ振興事業 45
3-2-1-6 4-2-2-6 スポーツ団体等補助事業 65
3-2-2-8 芸術文化推進事業 49
3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5 家庭教育推進事業 52
3-3-2-4 PTA等支援事業 54
4-1-1-2 文化祭関連事業 60
5-1-1-1 社会教育委員会議 66
5-1-1-2 スポーツ推進審議会 67
5-1-2-1 第3次朝霞市生涯学習計画実施計画 69
5-1-2-2 スポーツ推進計画 70

文化財課 1-1-1-12 博物館情報提供 9
1-1-1-13 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 9
1-2-1-4 博物館学習支援事業 13
2-1-3-1 博物館運営事業 21
2-1-3-2 博物館管理事業 22
3-2-2-9 文化財保護普及事業 50
5-1-1-3 文化財保護審議委員会議 67
5-1-1-4 博物館協議会 68

中央公民館 1-1-1-14 公民館情報提供 10
1-2-1-5 公民館相談事業 14
1-3-1-8 公民館講座開催事業 17
2-1-1-1 公民館運営事業 19
2-1-1-2 公民館管理事業 19
5-1-1-5 公民館運営審議会 68

図書館 1-1-1-15 図書館情報提供 10
1-2-1-6 図書館レファレンスサービス事業 14
1-3-1-9 読書案内・読書相談 18
2-1-2-1 図書館運営事業 20
2-1-2-2 図書館管理事業 20
3-3-6-5 ビジネス支援サービス事業 59
5-1-1-6 図書館協議会 69
5-1-2-3 図書館サービス基本計画 70
5-1-2-4 子ども読書活動推進計画 71

選挙管理委員会 1-1-1-16 選挙の啓発 11

※
※
複数の柱や取組に関係する事業は、もっとも関係のある「主な取組」に掲載

は、再掲載
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［令和3（２０２１）年度 事業評価］
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編集発行 朝霞市教育委員会

生涯学習部生涯学習・スポーツ課



一人一人が心豊かに  ともに学び  生きるまち あさか

第３次朝霞市生涯学習計画 実施計画
       令和３（２０２１）年度事業評価 総括（案）

朝  霞  市

令和４年７月

　　　　朝霞市では、平成２９年３月に第３次朝霞市生涯学習計画を策定し、計画の基本理念

　　　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」の実現を図るため、

　　　生涯学習に関する事業を「第３次朝霞市生涯学習計画実施計画」に取りまとめ、計画的

　　　に施策を展開しています。

資料５



1

第３次朝霞市生涯学習計画 実施事業の評価方法

○事業の進捗状況の評価（年度ごと）

①達成度（Ａ～Ｅの５段階）

評価方法は、第５次朝霞市総合計画「施策評価シート」の達成度と同様

Ａ 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている。

Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている。

Ｃ 目標・計画どおりに成果があがっている。

Ｄ 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった。

Ｅ 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。

★ 原則、指標の数値結果を基に行いますが、必要に応じて指標の結果のほか事業全体

で判断をします。また、「達成度（事業の目標は達成したか）」欄の中では、次の

３項目のいずれかにチェックを付け、下段に当該評価とした理由と、指標の達成状

況及び改善等がわかるように説明を行ないます。

〇指標の目標を達成した

〇指標に表れない事項について目標を達成した

〇その他

②今後の展開

次の４項目のいずれかにチェックを付け、下段に今後の展開内容を記載します。

○ 現状どおり推進

○ 拡大・拡充

○ 縮小

○ その他

※「その他」の場合は、（ ）にその内容も記載します。



2

○総括評価

① 主な取組別の評価

事業ごとの達成度を基に「主な取組」ごとの評価を示します。

② 小柱別の評価

主な取組の評価を基に計画の「小柱」ごとに評価を示します。

③評価の方法

１）事業ごとの達成度

２）主な取組の評価（事業ごとの達成度平均値）

３）小柱の評価（主な取組の評価の平均値）

評価方法 評価点数

Ａ 目標・計画を大幅に上回る成果があがっている。 ５点

Ｂ 目標・計画を十分に上回る成果があがっている。 ４点

Ｃ 目標・計画どおりに成果があがっている。 ３点

Ｄ 目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった。 ２点

Ｅ 目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。 １点

変更後

Ａ 4.5 超

Ｂ 3.5 超～4.5 以下

Ｃ 2.5 超～3.5 以下

Ｄ 1.5 超～2.5 以下

Ｅ 1.5 以下

変更後

Ａ 4.5 超

Ｂ 3.5 超～4.5 以下

Ｃ 2.5 超～3.5 以下

Ｄ 1.5 超～2.5 以下



大柱 小柱別評価
主な取組の
評価

　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 C １） 生涯学習情報の発信 C

（２） 相談体制の充実 C １） 学習相談の充実 C

（３）
生涯学習のきっかけづ
くり C １） 生涯学習をはじめたい人への支援 C

　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 D

２） 図書館の充実 C

３） 博物館の充実 C

４） スポーツ施設の充実 D

５） 学校施設の活用 C

６） その他の公共施設の活用 D

（２） 学びの場を広げる C １） 民間施設との連携 C

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画 令和３(２０２１)年度 総括評価シート

小柱 主な取組

・各課とも、広報あさかや市ホームページ、フェイスブック等様々な媒体を活用し、生涯学習情報を
必要とする方々に届くよう、情報の発信及び提供に努めています。

・生涯学習に係る各種の問い合わせや相談に対応できるよう、定期的な職場内研修等を実施し、情報
共有や知識の向上を図っています。また、社会教育主事の有資格者を増やすため、職員を社会教育主
事講習に派遣しています。

・令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各課においてイベントを中止または縮小
せざるを得ず、生涯学習を始めたい方々へ「きっかけ」を提供することが難しい状況でした。そのよ
うな中でも、実施できた事業については、参加者に行ったアンケートの集計結果を見ますと、内容に
ついて多くの高評価を多いただいています。

・各施設とも、利用者の方に安全で快適な環境を提供するため、日常的な点検や修繕作業などの施設
管理が行われています。令和３年度は図書館本館の改修工事が行われ、利用しやすい環境が整備され
ました。

・学校体育施設開放事業は、利用団体が増えていることから、利用者の声を参考にして貸出方法を工
夫し、効率的な利用が図れるよう調整していく必要があります。

・民間企業との連携事業は、民間のスポーツ施設の協力を得て、広く市民にスポーツ及びレクリエー
ション活動の場を提供できるようにすることを目指していますが、調整が難しく、また民間施設に空
きがない状態です。引き続き協力いただける民間施設を探していきます。

・大学等との連携事業では、「子ども大学あさか」において東洋大学や福島大学の准教授等が講師と
なり、「高齢者体験」や「東日本大震災をシミュレーションする」等、学校では学べないような講義
をしていただきました。

C
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大柱 小柱別評価
主な取組の
評価

　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 C

２） 国際理解に向けた学習の支援 C

３）
安心・安全なくらしと環境を守る学習活動の
推進 C

４） 朝霞の緑を守る環境学習の推進 C
（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 D

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 C

（３） ライフステージに応じた
学び １） 家庭教育の充実 D

２） 青少年の育成 C

３） 高齢社会に対応した学習活動の推進 D

４） 多世代にわたる交流・学習機会の提供 D

５） 学校教育と社会教育の連携 C

６）
キャリアアップやスキルアップに関する学習
の支援 C

小柱 主な取組

・ともに生きる社会づくりに向けた学びについて、「男女平等への理解」、「障害のある方への理
解」等、さまざまなテーマについて、関係各課がオンデマンド動画配信、作品展示会及び研修会な
ど、多様なツールを用いて、学びの支援の充実を図りました。

・朝霞の緑を守る環境学習の推進では、「環境教育・環境学習の推進事業」において小学生を対象と
した「環境美化ポスターの募集」を行ったところ、目標計画を大きく上回る人数の応募がありまし
た。このことにより、子どもたちに対し、広く「環境美化」に対する意識の向上が図られたほか、環
境美化ポスターの入選作品を市内公共施設において掲示したり、広報あさかに掲載することで、広く
市民に「環境美化」に対する意識啓発を行うことができました。

・健やかで心豊かな人生のための学びの実現に向け、障害者スポーツ・レクリエーション事業につい
ては、障害者を対象としたスポーツ・レクリエーションの集いの開催を計画していましたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止となり、目標計画の達成ができませんでした。しかしなが
ら、健康教育事業の中で実施し、計画の指標ともなっている「健康教室」については、目標計画を若
干下回ったものの、市民への健康教育の推進を行うことができました。

・妊娠期、子育て中の親子、青少年、高齢者等様々なライフステージに応じて、市民に向けて各種の
「学びの機会」を提供することができました。また、図書館ではビジネス関連図書の充実を図り、起
業や就職等の支援を行いますが、ビジネス支援資料貸出冊数は目標計画を大きく上回ることができま
した。

C

D

C
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　４　市民の学びの“主体性”を支えます！

（１） 学習活動の評価 C １） 学習活動の成果の発表とその機会の充実 C

（２） 人材・団体の育成 １） 指導者の育成 C

２） 市民主体の学習を支援 C

大柱 小柱別評価
主な取組の
評価

　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 C

２） 実施計画の策定 C

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民芸能まつりは中止しましたが、芸能祭り及び文化
祭は例年より規模を縮小して開催することができました。このため、「入場者数」を指標とする目標
計画値を下回る結果となりましたが、市民の学習活動の成果を発表する場や機会を作ることができま
した。引き続き、朝霞市文化協会や市内の芸術文化活動団体の協力を得ながら、日ごろの活動の成果
を発表する場の充実を図っていきます。

・市民団体の活動経費の一部を市が補助したり、市民の企画する講座をPRするなど支援を行い、市民
の創意による生涯学習活動の支援を進めました。

小柱 主な取組

・社会教育委員会議をはじめとする審議会や協議会など各種会議を通じて、各委員からの専門的な見
地からいただいた多様なご意見を事業に反映させることで、事業の充実を図ることができました。特
に、社会教育委員会議においては、令和４年度から始まる第３次生涯学習計画の見直しについて様々
なご意見をいただき、当初の基本計画を継続することとしたほか、実施計画として位置付けられた生
涯学習関連事業について、統合及び追加等により整理することができました。

C

C
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補足資料（資料５関連）

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画

令和３（２０２１）年度事業評価 バックデータ



大柱 小柱 主な取組 担当課

1 オリンピック・パラリンピック関連事業 オリンピック・パラリンピック室 C 3
2 広報事業 シティ・プロモーション課 D 2
3 広報あさか発行事業 シティ・プロモーション課 B 4
4 男女平等推進事業 再 人権庶務課 C 3
5 消費者教育・啓発事業 再 地域づくり支援課 C 3
6 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 D 2
7 環境教育・環境学習の推進事業 再 環境推進課 A 5
8 保健センターガイド発行事業 健康づくり課 C 3
9 子育て支援情報提供 こども未来課 B 4
10 生涯学習情報提供 生涯学習・スポーツ課 B 4
11 スポーツ情報提供 生涯学習・スポーツ課 C 3
12 博物館情報提供 文化財課 C 3
13 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 文化財課 D 2
14 公民館情報提供 中央公民館 B 4
15 図書館情報提供 図書館 A 5
16 選挙の啓発 選挙管理委員会 D 2

52
合計1) 3.3

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 D 2
2 生涯学習相談事業 生涯学習・スポーツ課 A 5
3 スポーツ相談事業 生涯学習・スポーツ課 C 3
4 博物館学習支援事業 文化財課 C 3
5 公民館相談事業 中央公民館 C 3
6 図書館レファレンスサービス事業 図書館 D 2

18
合計1) 3

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 D 2
2 男女平等推進事業 再 人権庶務課 C 3
3 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 B 4
4 あさか学習おとどけ講座 再 生涯学習・スポーツ課 C 3
5 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 D 2
6 スポーツ大会・教室推進事業 生涯学習・スポーツ課 D 2
7 スポーツ指導者の紹介事業 生涯学習・スポーツ課 D 2
8 公民館講座開催事業 中央公民館 C 3
9 読書案内・読書相談 図書館 B 4

25
合計1) 2.8

小柱 主な取組 担当課
１）公民館の充実 1 公民館運営事業 中央公民館 D 2

2 公民館管理事業 中央公民館 C 3
5

２）図書館の充実 1 図書館運営事業 図書館 C 3
2 図書館管理事業 図書館 C 3

6
３）博物館の充実 1 博物館運営事業 文化財課 C 3

2 博物館管理事業 文化財課 C 3
6

1 スポーツ施設運営事業 生涯学習・スポーツ課 D 2
2 スポーツ施設管理事業 生涯学習・スポーツ課 D 2

4
1 学校体育施設開放事業 生涯学習・スポーツ課 C 3
2 放課後子ども教室事業 再 生涯学習・スポーツ課 C 3

6
1 公共施設の管理運営事業 財産管理課 D 2
2 市民会館利用促進事業 地域づくり支援課 D 2
3 市民センター利用促進事業 地域づくり支援課 C 3
4 市民活動支援ステーション管理事業 地域づくり支援課 D 2
5 産業文化センター管理運営事業 産業振興課 D 2
6 リサイクルプラザ管理運営事業 資源リサイクル課 D 2
7 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 C 3
8 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 福祉課 D 2
9 児童館管理運営事業 再 こども未来課 C 3
10 子育て支援センター事業 再 保育課 D 2
11 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 D 2
12 健康増進センター管理運営事業 健康づくり課 D 2
13 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 再 みどり公園課 B 4
14 公園や広場の管理事業 みどり公園課 B 4

35
合計1)～6) 2.5

1 大学等の連携事業 生涯学習・スポーツ課 A 5
2 民間企業との連携事業 生涯学習・スポーツ課 E 1
3 共催・後援事業 生涯学習・スポーツ課 B 4

10
合計1) 3.3

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　令和３（２０２１）年度事業評価　バックデータ　

小柱の評価 主な取組の評価 事業名 事業ごとの評価

１　新たな学びの“きっかけ”を提供します！

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

3.3 平均点（52/16事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

3.0 平均点（18/6事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

2.8 平均点（25/9事業）

２　使いやすい学びの“場”を提供します！

小柱の評価 主な取組の評価 事業名 事業ごとの評価

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
16.0/6=2.7 平均点（35/14事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
3.3 平均点（10/3事業）

C 2.5 

C 3.0 

C 3.0 

４）スポーツ施設の充実

D 2.0 

５）学校施設の活用

C 3.0 

（２）学びの場を
広げる

Ｃ 3.3

１）民間施設との連携

C 3.3

（１）生涯学習情
報の充実

C 3.3

１）生涯学習情報の発信

C 3.3

（２）相談体制の
充実

C 3.0 

１）学習相談の充実

C 3.0 

（３）生涯学習の
きっかけづくり

C 2.8

１）生涯学習をはじめたい
人への支援

C 2.8 

（１）生涯学習推
進拠点の充実

C 2.7 ６）その他の公共施設の
活用

D 2.5

【小柱・主な取組の評価】A:4.5超　B:3.5超～4.5以下　C:2.5超～3.5以下　D:1.5超～2.5以下　E:1.5以下　　
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第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　令和３（２０２１）年度事業評価　バックデータ　

【小柱・主な取組の評価】A:4.5超　B:3.5超～4.5以下　C:2.5超～3.5以下　D:1.5超～2.5以下　E:1.5以下　　

小柱 主な取組 担当課

1 人権啓発事業 人権庶務課 C 3
2 平和事業 人権庶務課 C 3
3 男女平等推進事業 人権庶務課 C 3
4 共生社会の理念の普及 障害福祉課 D 2
5 人権教育事業　（学校教育） 教育指導課 B 4
6 人権教育事業　（社会教育） 生涯学習・スポーツ課 C 3

18
3.0

1 オリンピック・パラリンピック関連事業 再 オリンピック・パラリンピック室 C 3
2 多文化共生推進事業 地域づくり支援課 D 2
3 日本語指導充実事業 教育指導課 C 3
4 国際理解教育事業 教育指導課 B 4

12
3.0 

1 地域防災推進事業 危機管理室 C 3
2 防犯対策推進事業 危機管理室 C 3
3 消費者教育・啓発事業 地域づくり支援課 C 3
4 交通安全教育事業 まちづくり推進課 C 3

12
3.0 

1 環境教育・環境学習の推進事業 環境推進課 A 5
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 D 2
3 景観まちづくり推進事業 まちづくり推進課 C 3
4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 みどり公園課 B 4
5 公園や広場の管理事業 再 みどり公園課 B 4
6 緑化推進事業 みどり公園課 D 2
7 花と緑のまちづくり事業 道路整備課 B 4
8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 道路整備課 C 3

27
合計1)～4) 3.4

1 オリンピック・パラリンピック関連事業 再 オリンピック・パラリンピック室 C 3
2 障害者スポーツ・レクリエーション事業 障害福祉課 E 1
3 健康増進センター管理運営事業 再 健康づくり課 D 2
4 健康教育事業 健康づくり課 C 3
5 スポーツ振興事業 生涯学習・スポーツ課 D 2
6 スポーツ団体等補助事業 再 生涯学習・スポーツ課 C 3

14
2.3

1 シティ・セールスイベント事業 オリンピック・パラリンピック室 B 4
2 オリンピック・パラリンピック関連事業 再 オリンピック・パラリンピック室 C 3
3 コミュニティ推進事業　彩夏祭 地域づくり支援課 D 2
4 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 D 2
5 多文化共生推進事業 再 地域づくり支援課 D 2
6 音楽活動事業 教育指導課 C 3
7 図工・美術活動事業 教育指導課 C 3
8 芸術文化推進事業 生涯学習・スポーツ課 C 3
9 文化財保護普及事業 文化財課 D 2

24
合計1)～2) 2.7

1 子育て支援センター事業 保育課 D 2
2 母子健康教育事業 健康づくり課 C 3
3 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 D 2

7
2.3

1 児童館管理運営事業 こども未来課 C 3
2 青少年健全育成事業 こども未来課 C 3
3 ふれあい推進事業 教育指導課 C 3
4 PTA等支援事業 生涯学習・スポーツ課 C 3

12
3.0 

1 生きがいづくり活動支援事業 長寿はつらつ課 D 2
2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 D 2

4
1 生きがいづくり活動支援事業 再 長寿はつらつ課 D 2
2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 D 2

4
1 放課後子ども教室事業 生涯学習・スポーツ課 C 3
2 学校体育施設開放事業 再 生涯学習・スポーツ課 C 3

3 
1 起業家育成支援事業 産業振興課 D 2
2 就労支援事業 産業振興課 D 2
3 農業振興支援事業 産業振興課 C 3
4 農業祭事業 産業振興課 C 3
5 ビジネス支援サービス事業 図書館 A 5

15
合計1)～6) 3.0 

３　多様な学びの“メニュー”を提供します！

小柱の評価 主な取組の評価 事業名 事業ごとの評価

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（18/6事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（12/4事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（12/4事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
12.4/4=3.1 平均点（27/8事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（14/6事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
5.0/2=2.5 平均点（24/9事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（7/3事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（12/4事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
15.3/6=2.6 平均点（15/5事業）

２）国際理解に向けた学
習の支援

C 3.0 

３）安心・安全なくらしと環
境を守る学習活動の推進

C 3.0 

１）家庭教育の充実

D 2.3

２）青少年の育成

C 3.0 

３）高齢社会に対応した学
習活動の推進 D 2.0 

４）多世代にわたる交流・
学習機会の提供 D 2.0 

５）学校教育と社会教育
の連携 C 3.0 

６）キャリアアップやスキ
ルアップに関する学習の
支援

C 3.0 

（１）ともに生き
る社会づくりに向
けた学び

C 3.1

１）共生社会に向けた教
育の支援

C 3.0 

４）朝霞の緑を守る環境
学習の推進

C 3.4

（２）健やかで心
豊かな人生のため
の学び

D 2.5

１）生涯スポーツ活動・健
康づくりの推進

D 2.3

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

C 2.7

（３）ライフス
テージに応じた学
び

C 2.6
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第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　令和３（２０２１）年度事業評価　バックデータ　

【小柱・主な取組の評価】A:4.5超　B:3.5超～4.5以下　C:2.5超～3.5以下　D:1.5超～2.5以下　E:1.5以下　　

小柱 主な取組 担当課

1 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 B 4
2 文化祭関連事業 生涯学習・スポーツ課 C 3
3 吹奏楽・器楽フィスティバル 教育指導課 C 3

10
合計1) 3.3

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 D 2
2 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 B 4
3 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 D 2
4 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 D 2

10
2.5

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 D 2
2 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 D 2
3 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 B 4
4 あさか学習おとどけ講座 生涯学習・スポーツ課 C 3
5 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 D 2
6 スポーツ団体等補助事業 生涯学習・スポーツ課 C 3

16
合計1)～2) 2.7

小柱 主な取組 担当課

1 社会教育委員会議 生涯学習・スポーツ課 C 3
2 スポーツ推進審議会 生涯学習・スポーツ課 C 3
3 文化財保護審議委員会議 文化財課 C 3
4 博物館協議会 文化財課 B 4
5 公民館運営審議会 中央公民館 B 4
6 図書館協議会 図書館 B 4

21
3.5

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 C 3
2 スポーツ推進計画 生涯学習・スポーツ課 C 3
3 図書館サービス基本計画 図書館 C 3
4 子ども読書活動推進計画 図書館 C 3

12
合計1)～2) 3.0 

４　市民の学びの“主体性”を支えます！

小柱の評価 主な取組の評価 事業名 事業ごとの評価

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
3.3 平均点（10/３事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（10/4事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
5.2/2=2.6 平均点（16/6事業）

５　市民とともに学びを“協働”で推進します！

小柱の評価 主な取組の評価 事業名 事業ごとの評価

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
平均点（21/6事業）

事業ごとの達成度（評価点数）の合計
6.5/2=3.3 平均点（12/4事業）

（１）学習活動の
評価

C 3.3

１）学習活動の成果の発
表とその機会の充実

Ｃ 3.3 

１）指導者の育成

Ｃ 2.5

２）実施計画の策定

Ｃ 3.0 

（２）人材・団体
の育成

C 2.6
２）市民主体の学習を支
援

Ｃ 2.7

（１）生涯学習推
進体制の充実

C 3.3

１）推進体制の充実

Ｃ 3.5

【表の見方】

○再掲載の事業は事業名の最後に「再」を付けて表しています。

○政策企画課オリンピック・パラリンピック室は、表中スペースの関係からオリンピック・パラリンピック室と

記載しています。

【事業ごとの達成度と評価点数】

　Ａ　目標・計画を大幅に上回る成果があがっている。　　　　　５点

　Ｂ　目標・計画を十分に上回る成果があがっている。　　　　　４点

　Ｃ　目標・計画どおりに成果があがっている。　　　　　　　　３点

　Ｄ　目標・計画を下回り、十分な成果があがらなかった。　　　２点

　Ｅ　目標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果があがらなかった。　１点

【主な取組の評価】

　事業ごとの達成度の平均　＊小数点第2位を四捨五入

【小柱の評価】

　主な取組の評価の平均　　＊小数点第2位を四捨五入
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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
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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

29



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
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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

38



 

 

施策の体系・展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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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  



52 

 

 

＜(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  



56 

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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第３次朝霞市生涯学習計画中間見直し  

 

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）  



資料 ７

令和５年以降の「成人の日」の式典の名称について

本市では、令和４年４月１日の民法改正により、成年年齢が１８歳となった後も、

「２０歳で式典を開催する。」ことについて、市内の高校の生徒へのアンケート結

果などから、社会教育委員の皆様に検討いただき、決定しました。

これに伴い、これまでの「成人式」という名称について検討をお願いするもので

す。

下記の表は、令和４年成人式（令和４年１月１０日）の参加者にアンケートを行

った結果です。

※その他 ・大人になった日

・二十歳の日

・Twenty Party

・変更しなくてよい（６人）

令和５年１月の「成人の日」の式典に参加を予定している記念誌編集委員に意見

を聴取したところ、過半数の方が「人生に一度の記念すべき日なので、『式典』とい

う言葉を使用してほしい。」とのことで、上記の表の１位の「成人の日記念式典」を

支持されました。

したがいまして、アンケートの１位から３位までの次の名称案の中から検討をお

願いします。

【名称案】

①成人の日記念式典

②二十歳を祝う会

③二十歳のつどい

順位 名 称 の 案 人数（割合％）

１ 成人の日記念式典 １９０人（５９．０％）

２ 二十歳を祝う会 ８２人（２５．４％）

３ 二十歳のつどい ２３人（ ７．１％）

４ 無回答 １５人（ ４．７％）

５ その他※ １２人（ ３．７％）
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社会教育法 抜粋
発令 ：昭和24年 6月 10日号外法律第207号

最終改正：令和 1年 6月7日号外法律第26号

改正内容：令和 1年 5月24日号外法律第 11号[令和2年4月 1日]

第四章 社会教育委員

（社会教育委員の設置）

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

第十六条 削除〔平成一一年七月法律八七号〕

（社会教育委員の職務）

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べるこ

と。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する

特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導

を与えることができる。

（社会教育委員の委嘱の基準等）

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、

当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準について

は、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

第十九条 削除〔昭和三四年四月法律一五八号〕

資料８
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社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例

で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令

発令 ：平成23年 12月 1日文部科学省令第42号

最終改正：平成25年9月 10日文部科学省令第25号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成二十三年法律第百五号）の一部の施行に伴い、及び社会教育法（昭和

二十四年法律第二百七号）第三十条第二項の規定に基づき、公民館運営審議会の委員

の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定

める。

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当た

って参酌すべき基準を定める省令

（社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準）

第一条 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。）第十八条の文部

科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

（公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準）

第二条 法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の

関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委

嘱することとする。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則〔平成二五年九月一〇日文部科学省令第二五号〕

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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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%280%29%3B
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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。



資料９

選出の区分 氏　　　　　名 職名又は所属 備　考

タ ナ ベ マ サ ヤ

田邊 　雅也 朝霞第六小学校長

スギヤマ イワオ

杉山　　 巌 朝霞第三中学校長 　

クスミ タケシ

久住   　毅 県立朝霞高等学校長 令和４年７月１日～　

フ ジ タ ヨ シ コ

藤田　　良子 文化協会副会長 　

カブラギ トシアキ

蕪木　　利秋 体育協会理事長 　

カ ネ コ ユ キ オ

金子　　幸男 青少年育成市民会議理事 　

ク ラ タ ヒ ト ミ

蔵田　　ひと美 図書館利用者 　

ワタナベ ト シ オ

渡邉　　俊夫 子ども会連合会会長 　

サイトウ ミ ツ シ

齋藤　　光司 人権教育推進協議会会長 　

家庭教育向上活動者
ニシ サヤカ

西　明 ＰＴＡ連合会会長 令和４年７月１日～　

フルカワ サトシ

古川　　　覚 東洋大学教授 　

キ ム ラ ケ イ コ

木村　　啓子
大東文化大学非常勤講師
（元尚美学園大学教授）

　

オ　ジ　マ マ　　チ　　コ

小島　真知子 元社会教育指導員 　

ノ モ ト カズユキ

野本　　一幸 市議会議員 　

公募委員
ワタナベ テルマサ

渡部　　晃正 公募市民 　

朝霞市社会教育委員名簿

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


