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令和４年度第３回 

朝霞市教育行政施策評価会議 

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ４ 日 （ 木 ） 

午 後 ３ 時 ０ １ 分 か ら 

午 後 ４ 時 ３ ３ 分 ま で 

朝 霞 市 役 所  全 員 協 議 会 室 

 

１ 開     会 

２ 議     事 

（１）令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答 

（２）朝霞市教育行政施策評価に対する意見等について 

（３）その他 

３ 閉     会 

───--──────────────────────────────────────────────── 

出席者 

学識経験者（２人） 

   十文字学園女子大学教育人文学部教授   星 野 敦 子 

埼玉大学教育学部教育実践総合センター特任教授  安 原 輝 彦 

 朝霞市教育委員会（１１人） 

    教育長 二 見 隆 久 

    学校教育部長 野 口 邦 彦 

    生涯学習部長 神 頭   勇 

    学校教育部次長兼教育総務課長 奥 山 雄三郎 

    生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 菊 島 隆 一 

    学校教育部教育管理課長 小石川 知 治 

学校教育部教育指導課長 松 本 欣 巳 

    学校教育部学校給食課長 長 谷   修 

    生涯学習部文化財課長 赤 澤 由美子 

    生涯学習部中央公民館長 中 村 浩 信 

    生涯学習部図書館長 鈴 木 恵 一 
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事務局（２人） 

   学 校 教 育 部 教 育 総 務 課 長 補 佐 大 塚 亜矢子 

   学校教育部教育総務課教育総務係長 古 瀬 聖 将 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会 

○事務局・大塚課長補佐 

定刻となりましたので、ただいまから「令和４年度第３回朝霞市教育行政施策評価会議」を始め

ます。 

議事の進行に当たっては、前回同様、朝霞市教育行政施策評価会議開催要領に基づきまして、二

見教育長に議長として進行をしていただきます。 

二見教育長、よろしくお願いいたします。 

 

◎２ あいさつ 

○二見教育長 

それでは、よろしくお願いします。 

まず、議事に入ります前に、「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき

まして、本日の会議を公開としたいと存じますが、御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議がございませんので、本日の会議は公開することに決定いたします。 

次に、傍聴者の確認を行います。 

傍聴者は、いらっしゃいますか。 

○事務局・古瀬係長 

傍聴者は、いらっしゃいません。 

○二見教育長 

それでは、会議次第に従いまして議事を進めてまいります。 

本日の議事は３件でございます。速やかなる議事進行が図れますよう、御協力をよろしくお願い

いたします。 

 

◎３ 議事 （１）令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答 

○二見教育長 

それでは、議事（１）「令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答」に入りま

す。 

前回の会議では、令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書に基づき、「１ 学校教育」まで説明と
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質疑応答を行いました。本日は引き続き、「２ 生涯学習」から説明及び質疑応答を行います。 

なお、「２ 生涯学習」から「４ 地域文化」につきましては、大柱ごとに説明を行い、その都度

先生方から御質問をお受けしたいと存じます。 

それでは、資料の１７ページ「生涯学習活動の推進」について説明を、お願いいたします。 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

生涯学習・スポーツ課長の菊島でございます。 

それでは、説明をさせていただきます。 

資料１の「実施内容」でございますが、新規としましては、放課後子ども教室、令和４年度の夏

季休暇期間中に開催できるか検討を行いました。継続する事業といたしましては、昨年度に関して

は、社会教育委員会会議を３回開催させていただきまして、生涯学習計画の後期期間の見直し等も

御検討いただきました。また、生涯学習ガイドブック「コンパス」を発行させていただきました。 

コロナ禍の２年度目ということになりますが、各種事業をそういった工夫をしながら実施をして

まいりました。特に子ども大学あさかにつきましては、リモート開催をさせていただきまして、各

小学生の皆様から高い満足度のアンケートを頂戴いたしております。 

２点目の「審議会等第三者機関の評価・意見」でございますが、外部評価委員会の方から、デジ

タル社会の発展、そうした時代に即したリテラシーが必要であるということも生涯学習のテーマで

はないかということをいただいております。それから、社会教育委員の会議では、ＩＣＴの活用の

推進をというような御意見を頂いております。 

３点目の「進捗状況」でございますが、「３」のおおむね順調に進んでいる状況です。 

それから、４点目の「必要性」でございますが、「４」の社会的なニーズは増加傾向にあるという

ふうに考えております。 

次のページを御覧いただきますと、６点目の「現状と課題の分析」でございますが、やはりコロ

ナ禍におきまして、一堂に会してイベントを実施するということは、難しい状況だと思います。た

だ、先ほど申し上げました子ども大学等など、リモートなどの手法を用いて実施するなどというこ

とは可能でございます。こういった状況でございますが、新しい生涯学習の提供方法として捉えま

して、そういった機会を捉えていきたいと思います。 

今後の展開でございますが、社会は着実にデジタル化の時代に入っております。引き続き、生涯

学習計画の基本理念、「一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまち あさか」これを実現するた

めに、各種生涯学習施策を推進していかなかればならないというふうに考えております。 

以上でございます。 
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○二見教育長 

続けてまいります。 

１９ページ「学びを支える環境の充実」について、説明をお願いします。 

中央公民館長。 

○中村中央公民館長 

それでは、「学びを支える環境の充実」について説明をいたします。 

対象事業につきましては、中央公民館、図書館、文化財課が行う事業でございます。 

１９ページ、まず実施内容につきましては、新規のものとしては、内間木公民館の空気調和設備

改修工事に必要な設計業務委託を実施いたしました。図書館では、施設長寿命化などのため大規模

改修工事を実施し、また、電子図書の提供を開始しております。博物館では、「朝霞にファン・ゴッ

ホ！－日本初公開の水彩画に観せるファン・ゴッホの新たな魅力」ということで、丸沼芸術の森コ

レクション展を開催しております。 

継続事業といたしましては、公民館では各種主催事業の実施を行いました。図書館では、通常の

施設の管理、貸出を行ったほか、第３次子ども読書活動推進計画を策定してございます。 

進捗状況としましては、公民館においては新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ一昨年度から

は回復し、おおむね計画どおりに各種事業を実施できております。図書館においては、利用者への

安定的な資料の提供を行うことができました。博物館では、コロナ禍により開催できない事業もあ

りましたが、感染症対策を講じ、各種事業を開催し、昨年度より多くの参加を得たということで、

進捗状況につきましてはおおむね順調ということで判断をしております。 

次ページでございます。 

今後の展開につきましては、コロナの影響もありまして、社会の変化が著しいものがあります。

また、情報通信機器の普及もありますので、利用状況や利用方法にも変化が見られております。今

後につきましてもこれらの状況を注視しながら、利用者ニーズの的確な把握に努めて、公民館、博

物館、図書館の市民サービスの在り方を考えていく必要があると考えてございます。 

総括といたしましては、引き続き新型コロナウイルスの感染対策を講じ、適切な施設運営に努め

ていきながら、今後も市民ニーズの的確な把握に努めて、限られた予算の中で市民満足度の向上に

努めていくことが必要であると考えております。 

説明については、以上です。 

○二見教育長 

それでは、大柱の「（２）生涯学習」についての施策の説明が終了いたしました。 

先生方から御質問等をお受けしたいと存じます。 
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１７ページから「生涯学習活動の推進」並びに、１９ページからの「学びを支える環境の充実」

部分につきまして、御質問等がございましたらお願いいたします。 

○学識経験者・星野教授 

それでは、まず、放課後子ども教室について、御質問をさせていただきます。 

今回、夏季休暇期間中の開催に向けての検討ということなのですが、朝霞市の場合には放課後子

ども教室事業をこれまで確か土曜日に実施をされてきていて、今回夏季休暇での実施に向けてとい

うことで、例えば通常一般的な自治体での放課後子ども教室というと、学童と並行して行うよう

な、本当に放課後に実施しているところが多いんですけれども、土曜日開催の後、展開の方向とし

て夏季休暇期間中の実施ということは、どういった狙いと言いますか目的でそのような方向の展開

を考えたのか、また、放課後に実施をするというようなことは、今お考えになっていらっしゃらな

いのかどうか。そうだとすれば、以前もお伺いしていたかと思うのですが、やはり朝霞市の現状が

それに合っていないというようなお話だったと思いますが、その点についても現在の状況として教

えていただきたいなと思います。 

以上です。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

それでは、お答えさせていただきます。 

御質問ありがとうございます。 

まず１点目の夏季休暇期間中になぜ行うのかという御質問についてですけれども、こちらはです

ね、様々な御要望を頂く中で、例えば市議会とかですね、夏季休暇中は保護者の方々が日中就労さ

れていて、その間、夏季休暇期間中は放課後児童クラブが使えないとか、そのようなことがあり、

御要望がございましたので、夏季休暇ということで考えました。ただ、平日毎日ということではな

いんですが、既存の６校の中で７月の３日間ですとか、８月の３日間ですとか、実際に使える環境

の中で、令和４年度からということで、これは継続していきたいたいというふうに考えておりま

す。 

それから２点目のですね、平日の放課後という御質問。これは御指摘のとおり、近隣市はかなり

充実をした平日と放課後に毎日やっているという状況もございます。朝霞市でもそういった御要望

をお受けしているのは事実です。ただ、やはりいつもお話しすると思うのですが、環境の整備です

ね。学校も特別教室を含めた空き教室がなかなか難しい状況にございます。それから人材ですね、

教室を運営していただくサポーターですとか講師の方の人材の発掘がなかなか、応募はしています
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けれども難しいという中で、これは引き続き課題とは捉えておりますが、現在、実施していないと

いうかできないというか、そういう状況です。ただ、近隣市に追いつくというようなことも視野に

入れながら、埼玉県の状況も見ながら、実は本市を除く近隣３市はかなり進んでいる状況なのです

が、県内全体を見ますと朝霞市程度にやっている自治体もございますので、いろいろ含めた中で、

今後の拡大については検討をしていきたいと考えております。 

○学識経験者・星野教授 

よく分かりました。 

そういった御要望もあって、それに向けて進めてはいるけれどもということで、ただ、実際私も

よく存じ上げているんですけれども、通常の学校自体もいっぱいいっぱいで子供たちを入れるのが

大変な状況というような中で、なかなかさらに放課後というのは、確かに難しいかなというふうに

感じます。 

ただ、夏季休暇期間中の開催というのは、やはり今もお話があったように、保護者の皆様からの

御要望が非常に強いと思います。正直私どもも地域の小中学生の保護者の方からの御要望があっ

て、８月に２日間ですが大学を使った居場所作り、小中学生を対象とした居場所作りをやってほし

いという切実な声がございましたので、そういった声にお応えする形で開催されるというのが非常

に有効であるというふうに思います。ありがとうございました。 

もう１点、よろしいですか。 

公民館についてお聞きしたいと思います。「あさかの公民館」を拝見しまして、冊子がとてもよく

できていまして、なかなかこういった形でカラーで成果を挙げながら活動を、記録を出してくださ

ることって余りなくてですね、まず、資料がとてもいいなというふうに感じました。先ほどの御説

明の中でも、ＩＣＴの活用など、そういった点でこれから変えていく必要があるというようなお話

もあったのですが、現在の朝霞の公民館での例えばＷｉ－Ｆｉがどのくらい整備されているのか、

あるいは、ちょっとこの資料からはよく分からなかったのですが、リモートでの開催や、あるいは

ＩＣＴを活用した事業など、コロナの時代の中で新たにスタートしたような事例がありましたら教

えていただきたいなと思います。 

○二見教育長 

中央公民館長。 

○中村中央公民館長 

まず初めにＷｉ－Ｆｉの整備でございますが、こちらの方は公民館の方で積極的に付けたわけで

はないのですけれども、災害時に公民館というのは避難所になりますので、通信機器を使えるよう

にということで、公民館に限らず、公民館につきましては各施設６館あるのですが、主にロビー部
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分についてのＷｉ－Ｆｉの方は、いわゆる無料Ｗｉ－ＦｉというかフリーＷｉ－Ｆｉですか、そち

らの方は設置してございます。ほかに施設につきましても、朝霞市公共施設であれば、ほぼ１階の

ロビーのところにはフリーＷｉ－Ｆｉと書いてございます。ただ、中央公民館につきましては、そ

ちらを活用して子機というんですかね、中継器を設置しまして、ロビーに面している部屋であれ

ば、利用者の方がＷｉ－Ｆｉを受信できる装置を活用してやっている例はございます。 

一方、主催者側としては、なかなか難しいところはあるんですけれども、昨年中央公民館の「さ

わやか健康教室」で、講師の方が機器を持ち込んでいただいて、３０人中２５人は実地で、５人限

定ですけれども、リモートで健康体操を行った例はございます。ただ、今後積極的に地方であると

か先進市の方では積極的に公民館の講座をＷｉ－Ｆｉで流すということをやっているのは存じ上げ

ておりますけれども、いまいち設備の準備が整わない部分がありますので、引き続きの検討課題に

はなってございます。 

以上です。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

リモートの環境が整うと公民館の活動自体が、資料の方にもありましたように様々な地域の主体

とつながって、また新たな形で活動が展開していく可能性がすごく高いのではないかと思います。

また、例えば学校などとかですね、リモートで公民館でやっているサークル活動ですとか、そうい

ったところからつなげて情報を共有するか。そういったところも展開できる可能性もあると思うの

で、できればロビーだけでなくて、教室の方も早く整備が整うといいのかなというふうに思いまし

た。 

ありがとうございます。 

以上です。 

○二見教育長 

安原先生。 

○学識経験者・安原教授 

それでは、１７ページのところから。 

今、星野先生がおっしゃたんですが、この平日の放課後子ども教室とは違って、夏季休業も計画

してあると思いますが、プログラム的には平日の放課後子ども教室、時間的にも中身的にも違うも

のがあるのかどうか、どんな感じなのかなというのが１点目です。 

それから、今の公民館の話の中でも出てきましたけれども、Ｗｉ－Ｆｉ設備の話も出てきました

けれども、今度は使う側の市民の方のパソコン、スマホも含めてですけど、そういう利用状況とい
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うか、結構やっぱり市民の方はパソコン、スマホを活発に使われている様子なのかどうか。審議会

の中で書かれているように、取り残された方を救うとも言いますけれども、一方で今僕らの年代以

上の人もみんなスマホを持っているし、パソコンを使う。そういう状況になってきているのかどう

かというのもちょっと伺いたかったところです。 

それから、これは毎年伺っているかもしれませんが、公民館などの利用状況は年代的には高齢者

の方が多い。年代的にどんな年代の方が公民館を利用されているのかという点です。 

それから最後に４点目は、「コンパス」というガイドブックの中で、いろいろ中身的にまとめてい

ただいたのですが、特に親子でやっている、２８ページですかね。こういったものは学校でもアピ

ールするようにしていただいているのか。これは、ちょっとどっちに言っていいのか分からないん

ですけども。結構これ、学校だよりだとか学校通信だとか、学校のいろいろな配信事業で、今度こ

の期間こういうものが催されていますよ、参加されたらいかがですかみたいな。せっかく親子のプ

ログラムのところを、学校からも発信してもらうというようなのは、どの程度実施されているか、

あるいはできるのかできないのかも含めてお伺いします。 

以上です。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

それでは２点、お答えしたいと思います。 

まず１点目の夏休みの放課後子ども教室の内容はということでございます。具体的に申し上げま

すと、本市では小学校６校にお願いしてやっております。夏休みに関しましては、Ａ日程、Ｂ日程

二つに分けまして、Ａ日程の方では７月中の後半２６日、２７日、２８日の三日間ということでご

ざいますが、１日目は夏休みの宿題を見るというのをやっていただくと。二日目は科学教室、三日

間全部夏休みの宿題ということです。別の学校ですと切り絵教室、工作教室、三日のうち、一教室

はそういったいわゆるカリキュラム提供で、それ以外は居場所提供型的になりますが、夏休みの宿

題をやっているという形です。今後の事業も恐らくカリキュラムの提供型と居場所提供型という区

分はされています。これをミックスする混合型を考えております。 

ちなみに、これまでやらしていただいている土曜日のものはですね、カリキュラム提供型という

ことで、やはり科学遊び教室とか工作教室、スポーツとかですね、そういったことを本市はこれま

でやっております。カリキュラムについてはその内容で、時間的には午前中ですね。時間は午前中

９時半、１０時半ということでございます。 

それからもう１点「コンパス」の御指摘を頂きまして、ありがとうございます。 
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親子を対象とした事業のＰＲの件ですが、私どもが担当をしているのが「子ども大学朝霞」、「放

課後子ども教室」、今回は夏休み放課後子ども教室もございますが、これは各学校の方でチラシを作

りまして、各生徒の必要数を作りまして、各皆さんに御提供いただけるようにお願いしておりま

す。そういったＰＲがございまして、かなりの希望が来てですね、実際抽選になってしまいまし

た。そのような形でＰＲさせていただきました。 

以上でございます。 

○二見教育長 

中央公民館長。 

○中村中央公民館長 

公民館の部分でございます。 

まずは情報通信機器を市民が使っているかどうかということですけれども、やはり使っている方

が多く見られます。先ほどＷｉ－Ｆｉのお話をしましたけれども、公民館では中継器を設定しつ

つ、更に使いにくいということで、貸出用の中継器を御用意して、利用されている方にお貸しして

います。その方たちは、自分たちで持ち込んだ機器をＷｉ－Ｆｉを使ってリモートでやっていた

り、市のＷｉ－Ｆｉではなくて、自分の機器を活用してＷｉ－Ｆｉを使ってリモートでやっている

ところもございます。ある意味そういう部分で言うと、公民館なり行政側が市民の方に立ち遅れて

いるというところもなきにしもあらずではございます。確かに高齢者の方も使っている方は多くい

らっしゃいます。 

利用状況なんですけれども、おっしゃるとおり、かなり高齢化が進んでおります。もちろん地区

館によって地域的なことにもよりますけれども、例えば東朝霞公民館というのは近くに保育園があ

るということから、お母さん方の利用も多い反面、中央公民館はどちらかというと、そういうお母

さん方ではなくて、やはり高齢者の方で、日本の伝統芸能であったり、お茶とか、生け花というこ

とを考えると、かなり高齢化というのは進んでございます。たまたまこの３月なんですけれども、

中央公民館が今年で３８年になるんですけれども、中央公民館開設以来、ずっと活動してきたとい

う団体がやはり高齢化によって構成員を確保できなくて、悲しいけれども年末を持って解散をしま

すというような話も二、三ございます。逆にいうと、我々は若い年代、なかなか使われていない年

代を発掘して公民館を利用していただくというのを、ある意味今後の使命ではないかなというふう

に考えてございます。 

以上です。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございます。 
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○二見教育長 

生涯学習部長。 

○神頭生涯学習部長 

デジタル化の整備の関係なのですが、先ほど公民館長からＷｉ－Ｆｉの貸出機器がということで

お話ししました。現在、リモート会議とかが多く世の中で出ていますので、今年の４月から、庁内

にデジタル推進課という部署が発足されまして、そういったところが中心になって今、環境整備と

かに関しても進めているところです。 

その課で、今年貸出機を用意しまして、会議だとか部署のリモート会議、そういったものに使っ

ていいですというような、まずは職員が慣れて市民の方に提供していくということで、今そういっ

た体制づくりを行っているというところがございます。訂正させていただきます。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。 

○学識経験者・安原教授 

すみません、１点だけ。 

１９ページの図書館の施設長寿命化などのため大規模改修工事を実施されたということで、その

後、電子図書を開始した、電子図書の状況というか、どの程度、今開始されたから始まったばかり

でしょうけれども、ちょっとその辺を。 

○二見教育長 

図書館長。 

○鈴木図書館長 

電子図書の導入状況でございますが、図書館に来館しなくても、パソコンやタブレットなどか

ら、いつでもどこでも借りられるサービスを開始したもので、３月から開始いたしました。３月か

らの１か月間の利用状況につきましては、貸出回数が１，５２３回、予約回数４４９回、新規登録

者につきましては、９０４人の御利用がございました。 

なお、コンテンツ数につきましては、３，１４５点購入してございます。 

以上です。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。 

  星野先生。 
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○学識経験者・星野教授 

すみません。もう１点よろしいですか。 

ちょっと教えていただきたいのですが。こども大学あさかですね、リモート開催をされて、 

９７．８パーセントという満足度ということなのですが、これはどんな内容で行ったのかを、教え

ていただきたいと思います。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

昨年の子ども大学あさかは、１０月１６日、２４日、１１月６日、１２月１１日の４日間で行わ

れました。対象は小学生、４年生から６年生ですね。総数は２８人で行われました。 

１回目の講義としては、「おじいちゃんおばあちゃんの感じている世界って？」ということで、東

洋大学の准教授の方に高齢社会についての御講義をいただいております。 

２回目が、「東日本大震災から学ぶ」ということで、福島大学の特任教授の方に講義をいただいて

おります。 

３回目は、「オンライン修学旅行・シンガポールへＧＯ！」ということで、これは、シンガポール

日本人学校の教員の方に、現地でリモートで、実際に小学生の方が店で買い物をするみたいなシミ

ュレーションをやっていただいたのですが、これはかなり好評であるということでした。 

最後、１２月１１日はですね、朝霞市出身力士の大栄翔関でございますが、そちらの方に来てい

ただいて、ふるさと学、「続ける大切さ」ということでやっていただいて、そして修了式で修了とい

うことで、全てオンラインでございまして、アンケート上は、「また参加したい」とかですね、そう

いったかなり高い御意見を頂いております。 

○学識経験者・星野教授 

さすが、すごい充実の内容ですね。 

ありがとうございます。よく分かりました。 

以上です。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。 

それでは、「（２）生涯学習」についての質疑応答を終わります。 

次に「（３）スポーツ・レクリエーション」に入ります。 

初めに、２１ページお願いします。 

「スポーツ・レクリエーション活動の推進」ついて、生涯学習部次長、説明をお願いします。 
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○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

御説明いたします。 

１点目の「実施内容」でございますが、東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシー

を引継ぎ、令和４年度も関連した自主事業を行っていくということで、「誰でもＯＫ！記録を破

れ！」ということで、オリンピックに出場経験のある土井杏南さんという方が朝霞市出身でおられ

まして、その方に来ていただいて、小学生から大人までタイムを測る、記録を測るというようなイ

ベントをやらせていただきました。これは来年度以降も続けて実施していきたいという事業でござ

います。 

継続している事業といたしましては、これも各種推進方策についてですね、スポーツ推進審議

会、それからスポーツ推進委員会議を開催して、様々な検討を行っております。 

それから、補助金の支出の関連でございますが、市民総合体育大会実行委員会、これは市民体育

祭とかを所管しておりますが、それから体育協会、補助金を出しております。それから、市民体育

進行奨励補助金、活躍している選手の方々に奨励補助金を出してございます。それから青少年スポ

ーツ振興補助金。そういった形で、数々の支援をやっているところでございます。 

「２ 審議会等第三者機関の評価・意見」でございますが、スポーツ推進審議会の方から、昨年

も残念ながら市民体育祭については、コロナウイルスの関係で、できませんでした。過去３年間、

実は実施できておりません。それの実施に向けていろいろ検討を行いました。コロナ対策をいろい

ろ考えました。かなり縮小した開催ということで、そういった検討の施策としては、良かったとい

うような御意見を頂いております。 

ということで「３ 進捗状況」は、おおむね順調、「４ 必要性」は、社会的なニーズは現状と変

わらないということにいたしております。 

次ページの、「６ 現状と課題の分析」でございますが、やはりスポーツに関して、コロナ禍での

感染防止対策を進めて、実施しながら実施していくことを検討していく必要があります。やはり、

こういった事業内容の検討と更に周知を充実させていく必要があると。また、体育施設は、既存の

体育施設、これ以上増やすということは、なかなか難しい状況もございますので、効率的な利用方

法を検討していく必要があるということになります。 

「７ 今後の展開」としましては、令和２年度に第２期朝霞市スポーツ推進計画を策定いたしま

した。その中の目標としてはですね、「２０歳以上の市民のうち、６０％が週１回以上スポーツを行

うこと」を目指しております。今、実際はそこまではいっておりませんで、前ページの令和元年度

実績で４８．４パーセントでした。最終年度の令和７年度に向けては、そういった目標を掲げてお

ります。 
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こちらについては、以上でございます。 

○二見教育長 

続けて、２５ページをお願いします。 

「利用しやすい施設の提供」について、 

生涯学習部次長、説明をお願いします。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

引き続き、私から御説明いたします。 

こちらの「１ 実施内容」の新規としましては、総合体育館ですが、大規模改修を令和２年度ま

でに行いました。元年と２年ということで行いまして、令和３年度につきましては、使用料です

ね。こういった大規模改修をした場合は、使用料の検討を行うことになっていまして、それを行い

ました。使用区分の変更、時間帯とかですね、使用料等に係る改正について検討しまして、実際条

例の改正を行わせていただいて、令和４年度から施行させていただいております。 

それから、令和３年度は、武道館が老朽化しておりまして、耐震改修等が必要となっておりま

す。それについては、関係部署と検討を行いまして、今年度からは改修工事の設計をして、来年度

以降工事に入っていくところでございます。 

継続している事業としましては、社会体育施設、様々ございますが、これは指定管理でございま

す。引き続き実施ということでございます。それから、溝沼子どもプールは直営施設でございます

が、昨年もコロナ禍でかなり縮小して開場させていただいてございます。今年度も今現在開場して

おります。 

「２ 審議会等第三者機関の評価・意見」でございますが、スポーツ推進審議会はですね、総合

体育館の使用区分の変更をするということですが、利用者間でトラブルが起きないように、周知等

が必要であるという御意見を頂いております。これはどういうことかというと、午前、午後、夜間

ということで３区分、それぞれ１時間を休み時間といいますか、そういった時間があったのです

が、より効率的に使うためにそれを廃止しまして、午後は２区分、夜間１区分、午前１区分という

ことで４区分にしたところです。その１時間分を利用していただくということにしております。そ

ういうことから、利用者間のトラブルを避けるという御意見を頂いております。 

「３ 進捗状況」は、「３」のおおむね順調であると。 

「４ 必要性」は、「３」の社会的なニーズは現状と変わらないと判断しております。 

２６ページを御覧いただきますと、「６ 現状と課題の分析」ですが、総合体育館は改修を行いま

した。それから、武道館も改修に入ってまいります。ただ、それ以外の施設もですね、必要な修繕

がございます。それから、先ほど申し上げた既存施設の更なる効率的な利用。引き続きコロナウイ
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ルス感染防止対策を行いながら、実施していくということでございます。 

「７ 今後の展開」ですが、ほとんどの施設が指定管理でございますので、文化・スポーツ振興

公社と連携をしながら、適切な運営を行っていく。また必要な修繕については、関係部署と調整を

図って適切に実施していくという方針でございます。 

以上でございます。 

○二見教育長 

それではですね、大柱の「（３）スポーツ・レクリエーション」について、施策の説明が終了しま

した。 

御質問等をお受けしたいと思います。 

２１ページから２６ページまでについて、御質問等がございましたらお願いいたします。 

○学識経験者・星野教授 

指標の週１回以上スポーツを行っていく人の割合なのですが、最終目標が６０パーセントという

ことで、今後の展開のところにも、２０歳以上の市民のうち、６０パーセント以上が週１回以上ス

ポーツを行うことを目指していくとありますが、６０パーセントというのは、何か根拠のある数字

なのかどうかということをまずお伺いしたいと思います。 

それからもう１点なのですが、２１ページの必要性のところで、「平均寿命が延びている中で、単

なる寿命の長さではなく、健康で長生きすること（健康寿命）がクローズアップされている。」ま

た、「身体と精神の健康の維持のため、スポーツをすることへの関心が高まっている。」という記載

がございます。健康寿命に意識をした施策といいますか、例えば高齢者でも気軽に取り組めるよう

な形のスポーツですとか、何かそういう工夫をされている点があるのかどうか。その２点につい

て、教えていただきたいと思います。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

それでは、２点お答えします。 

まず、週１回以上スポーツをやる方の割合が６０パーセント以上ということですが、これはです

ね、令和元年に統計を取らせていただいたら４８．４パーセント、その前はですね、平成２８年な

のですが、これは４８．１パーセントで、ほとんど変わりはなかったので、若干多かったというこ

とで。実は、次回は令和７年度辺りに予定をしておりますが、国の方がやはり６０パーセントを目

指すようなことがあるようで、本市も採用しているということでございます。まだそれに到達をし

ていないということで。少し高めではございますが、いったん目標を定めさせていただいたという
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現状でございます。 

次に、必要性の部分で御指摘を頂いて、健康寿命ということ、高齢者の方に対する施策はどんな

ものということですが、本市ではスポーツ教室というものをやっておりまして、成人の方にはボッ

チャ教室ですね。ボッチャと言えば障害のある方もできる比較的ソフトなスポーツになっておりま

すが、その中にも小さなお子さんからできるスポーツということで、そういった教室もやらせてい

ただいて、普及に努めております。小学生ですとミニテニスとかですね、そういった教室もやって

おります。また、指定管理者による自主事業ということで、そういった様々な健康に留意する事業

はさせていただいているところでございます。 

以上でございます。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

○学識経験者・安原教授 

今の星野先生の質問と関連するのですが、週１回以上というカウントの仕方。例えば月４回やっ

た人は、どうなるのかなと。週１回じゃなければ駄目なんですというのか。よく荒川べりなんか見

ていると、ゴルフやっている方が結構いらっしゃるんですけど、第３週と第４週の土日とやって４

回みたいに、週１回じゃなければ駄目なのですかと言われたらどうなのかなと。単純な疑問です。

それが１点目。 

それから２点目がですね、同じく今のスポーツという概念。週１回スポーツを行うということな

ので、どこまでをカウントできるスポーツと考えているのかなというのは、その考えによっては、

６０パーセントすぐにいくんじゃないかなという。例えば家でお年寄りの方、うちもそうなんです

が、フレイル予防のために椅子を持って簡単なスクワットをきちんと朝晩してくださいねとか、そ

れはスポーツになるのかなと、その点が２点目です。 

それから３点目が、先ほどのコンパスと関わるのですが、令和３年度ウォークラリー大会、市民

スポーツ教室及び小学生スポーツ教室等については、実施することができたということなのです

が、こういうウォークラリー大会とか小学生スポーツ教室等についても、やはり各学校で時期が近

づいてきたら、学校便りなり、学校からも発信してもらって参加者を増やすとかということを行っ

ているのかどうかということについて、お伺いします。。 

以上、３点です。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 
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○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長  

御質問ありがとうございます。 

まず、週１回のスポーツの定義ということになりますが、これはアンケートを取ったときには、

お考えによってお答えいただいていると思うのですが、その方の判断によるものです。今おっしゃ

ったように、そういった解釈になるわけです。今おっしゃったように週一でなくても、月に４回行

うという。それも、本来含めていいのかなと。 

それから、スポーツの定義ですが、スポーツ基本法では、「心身の健全な発達、健康及び体力の保

持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動

競技その他の身体活動」、ということで、広く捉えていいのかなというふうに思います。この計画で

は、ウォーキングや散歩なども当然入ってくると思うんですよね。ストレッチ、そういったものも

入ってくると思うので、やっぱり個々の個人の方の主観的な問題もありますが、今度アンケートを

取るときは、幅広く捉えられるように、そういった御説明をしながらアンケートを取っていきたい

というふうに思います。そうすれば、この目標に近づいていくと思います。ありがとうございま

す。 

それから、コンパスの件ですね。ウォークラリー等の事業について、やはり学校での周知とかは

ということで。ウォークラリーについては、チラシについてはまだ実施できていない部分もござい

ますので、今後更に検討してみたいと思います。ただ、ウォークラリーは、かなり反響がございま

すが、小さなお子さんにも参加頂きたい部分もございますので、ＰＲを進めていきたいと、検討し

てみたいと思います。 

○学識経験者・安原教授 

是非、菊島次長がおっしゃったように、アンケートを取るときに具体例とか書くと、書きやすい

のかなと思って、きっと割合が増えるんじゃないかなと思います。 

それから学校からの発信というのは、市役所の方でチラシを作って学校に渡すというよりは、学

校にお願いすればすぐどこかに入れてくれると思いますので、何か気軽に発信していく手間のない

ような発信方法を考えていただければ、もっと参加者が増えるかなという気がしました。 

これは、意見です。よろしくお願いします。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。 

以上で、「（３）スポーツ・レクリエーション」についての質疑応答を終わります。 

続いて、「（４）地域文化」に入ります。 

初めに、２７ページ「歴史や伝統の保護・活用」について、文化財課長から説明をお願いしま
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す。 

文化財課長。 

○赤澤文化財課長  

それでは、文化財から御説明申し上げます。 

まず、「実施内容」につきましてですが、令和３年度はコロナ禍に加え文化財課が所管する文化財

については、自然の猛威による影響が非常に目立ったと感じます。令和２年度末の突風の影響で重

要文化財旧高橋家住宅の茅葺屋根の一部、大棟という部分が破損し、更なる破損と雨漏り等の恐れ

があることから、安全のために急遽応急措置ということで補修を行いました。また、旧高橋家住宅

及び湧水代官水の敷地内の樹木について、虫食いを起因とする立枯れが発生しまして、こちらも倒

木の恐れがある、またほかの木に影響する恐れがあることから、安全のため影響があった木の伐採

等を行いました。 

そのほか、新規の事業として、「朝霞にファン・ゴッホ！」展につきましては、令和２年度、令和

３年１月に元々予定をしていたものですが、こちらについてコロナ禍のため中止としたものを、９

月の補正により１０月に実施することができました。展示ケースについては、新規で２台購入を当

初予算で予定し、無事に購入いたしました。また、展示用照明器具の購入につきましては、令和３

年１０月に指定寄付金をいただきまして、展示品に活用してほしいという希望があったことから、

展示で活用できる照明器具を購入させていただきました。 

継続につきましては、コロナ禍の中でできることを行いまして、飲食を伴うイベント等は中止と

なりましたが、それ以外については、定員を減らす等の措置を行って実施をいたしました。審議会

等第三者機関、外部評価委員会等からも休館や休園することなく施設を予約制にするなど工夫をし

て維持に努めていくようにというお話がありまして、「朝霞にファン・ゴッホ」展につきましては、

たくさんの来館者が予想されたことから、事前予約制という形でさせていただきましたところ、今

までにない１日当たりの来館者を得ることができました。 

進捗につきましては、コロナ禍においていろいろ制限が掛かりましたが、代替展示を行うことに

より指標の１は達成できました。また、市内の小中学校の授業で利用をした数なのですが、令和３

年度の見込みが１０となっておりますが、最終的には実数で１２になります。小学校１０校全部と

中学校は２校。ゴッホ展について、二中と五中の美術部が御来館いただいたということになりま

す。令和元年度までの１５校は、中学校は、職業体験で博物館を必ず御利用いただいていたんです

が、こちらが学校の方でのコロナの影響で、令和２年度、令和３年度は中止となったことに伴って

中学校全部というわけにはいかなかったのですが、今年度は予定されているということなので、ま

た１５校、皆さんに御利用いただけるんじゃないかなと思っております。 
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必要性につきましては、コロナ禍によって遠方への外出の抑制など、地域に目を向けようという

感じが多くて、市民の方も今までいらっしゃったことのない方が、結構ウォーキング等も含めて旧

高橋家住宅や博物館等に足を運んでいただいた例がございます。逆にコロナ禍により文化財に対す

る意識が高まったんじゃないかなというふうに感じます。利用者がふわっとした方からコアな利用

者の方に移行したんじゃないかなと感じました。 

２８ページになりまして、現状と課題なのですが、博物館が開館から２５年がたちまして、主に

ハード面を起因とする様々な経年劣化等で文化財の十分な活用が図れない状況にあります。一例を

申し上げますと、空調設備が止まったりはしていないのですが、ちょっと十分に動かないことか

ら、保存環境がよろしくない状態にあるということがございます。今後も、博物館法が来年、令和

５年４月に７０年ぶりに改正されることとなりまして、博物館の方に求められる役割の中に資料の

デジタルアーカイブ化などがございます。そのようにオンライン等の事業展開やデジタルアーカイ

ブを図るに当たっても、文化財が広く活用できるよう、まずはハード面を整備して適切な保存環境

の整備、そして調査、整理、保存措置を行ってまいりたいと考えております。 

今後の展開につきましては、文化財を市の特徴を示す プロモーションとして活用できるよう、主

にシティプロモーション課を中心に関係各課との情報共有を実際図っておりますが、今後も更に密

な関係を行っておければと考えています。 

以上です。 

○二見教育長 

続きまして、２９ページをお願いします。 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

それではこちらは、「１ 実施内容」でございます。 

新規としましては、コロナ禍による芸術文化活動の縮小をしております。それと、活動家に対す

る新たな補助制度を行うことについて検討を行いました。これは、展覧会や発表会等が開催された

ときに補助金を支出するということでございまして、令和４年度単年度でございますが実施してお

りまして、募集中ということになっております。 

継続している事業につきましては、令和３年度、コロナ禍の２年目ということでございますが、

市は文化協会とともに工夫しながら、芸術文化展や文化祭など展示部門については開催しました。

ただし、市民芸能まつりとか芸能のつどいとか、人が集まって何かやるというようなものは中止さ

せていただいております。また、夏休み親子陶芸教室も実施しておりますが、通常よりも応募定員

数を縮小して実施することができました。 
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２点目の「審議会等第三者機関の評価・意見」でございますが、外部評価委員会の方は文化協会

などの団体と連携して文化活動を活性化してほしいというような御意見を頂きました。 

進捗状況は、「３」のおおむね順調。 

必要性については、「３」の社会的なニーズは現状と変わらないということでございます。 

次のページに移り、「６ 現状と課題の分析」でございますが、やはりコロナ禍で、従前のような

事業を開催することはなかなか困難な状況でございますが、徐々にそういったものを実施できてい

る状況でございます。関係団体等とこれらの事業を実施していくということが、子供から高齢者、

それから障害のある方なども含めた、分け隔てなく芸術文化に触れていくということにつながりま

すので、実施できるように努めなければならないと考えております。 

「７ 今後の展開」ですが、やはりこういった芸術文化の継承というのは非常に大事なものでご

ざいます。それのみならず、異世代間の交流があると思います。そういったものを視野に入れなが

ら継続した事業展開を行っていきたいというふうに感じます。 

以上です。 

○二見教育長 

それでは、大柱の「（４）地域文化」について、施策の説明が終了しました。 

質問をお受けしたいと存じます。 

２７ページから３０ページまでの「（４）地域文化」について、御質問等がございましたらお願い

いたします。 

星野先生。 

○学識経験者・星野教授 

２７ページの指標の１で、おおむね順調ということで、コロナ禍においても代替展示を行うこと

により達成できているということで、この代替展示というのが、具体的にどういうことなのかを教

えていただきたいと思います。 

それから、アウトリーチ活動をどの程度実施されているのか、また、もしかしたらこれまでやっ

ていたものがコロナの影響でできなくなっているものがあるのかもしれませんけれども、その点に

ついて教えてください。 

以上です。 

○二見教育長 

赤澤文化財課長。 

○赤澤文化財課長 

本当は、令和３年度の予定が、展示を６本予定しておりまして、テーマ展示を２本、企画展を１
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本、ギャラリー展示を３本予定しておりました。「朝霞市県展作品展」というテーマ展示がございま

して、こちらが埼玉県で行う美術展覧会に出品された市内作家の入選作品等を集めて紹介する展示

ですが、昨年度はこちらの県展自体が開催されなかったということがございまして、中止となりま

した。また、ギャラリー展示の３本について、夏に行ったワークショップを伴う「みんなあーちす

と」という企画がございまして、こちらについても、やはりワークショップが密になってしまう、

なかなか感染症対策を取って実施できないということで、こちらの２本も中止しまして、代替展示

ということでギャラリー展示として、「１９６４東京オリンピック」と題しまして、 

２０２０東京オリンピックも昨年度に延期されたということもございまして、過去大会の１９６４

年の東京オリンピックについて、写真資料を中心に振り返るという展示を行いました。 

また、代替展示として、収蔵資料から急きょ企画を行いました「朝霞の伸銅」という展示を秋の

朝霞市県展作品展を行う時期に乗っ掛かりで行ったということになります。プラス、元々６本の予

定だったものに、「朝霞にファン・ゴッホ！」が入りまして７本ということになります。 

○学識経験者・星野教授 

分かりました。ありがとうございます。 

あと、アウトリーチについてですね。 

例えば以前から、糸車体験の活動で小学校に出向いてやられていたという実績があると思うので

すが、それは今でも継続されているんですか。 

○赤澤文化財課長 

小学校１年生の体験授業については、令和２年度からちょっとできない、やはり密になってしま

うというところで、映像を作成しまして、そちらと糸車の貸出しというのを、令和２年度、令和３

年度という形でいたしました。 

○学識経験者・星野教授 

分かりました。 

それ以外は特にアウトリーチとしては、なさっているものはないということですね。 

○赤澤文化財課長 

そうですね。 

○学識経験者・星野教授 

分かりました。ありがとうございます。 

○二見教育長 

安原先生、お願いします。 
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○学識経験者・安原教授 

１点目が、先ほど非常に反響があったという、ファン・ゴッホの展覧会ですが、来場者の方たち

の声とか反響とか、そういうのがもしあればというのが１点です。 

それから、やはり文化活動、歴史を保護していく上で、この後の芸術文化活動の振興とも関わる

のですが、すごくお金が掛かると思うんですね。長期的に長いスパンで考えていかないといけない

し、保存なんかも今お話にもあったように、非常に莫大な修繕だったり維持費が、維持管理が掛か

るのですが、今度デジタル化も法律が変わってやっていくに当たり、何か財政支援といいますが、

今いろいろな形でファンドみたいな形で、デジタルファンドみたいに、賛同してくれたり、御寄附

を頂くとか、できるのかできないのか。行政的にそれは無理なんですという話なのか、できればそ

れで特に反響が多そうなとかっていうと、何かうまくお金を集められないかなというのが２点目で

す。 

それから３点目は、少し難しいのですが、せっかく大栄翔関が大活躍してですね、僕も見るたび

に、いつも朝霞の入口のところに大栄翔関の写真を思い出しちゃうんですけれども、相撲も一つの

文化として、大栄翔関が今活躍をしているときに、何かスポーツとは違った観点で、一緒に朝霞市

民の方が相撲文化について、催物みたいなものをやっても、来年、再来年度、大栄翔関はしばらく

頑張ると思いますので、文化活動としての相撲も面白いかなと。その時に、やっぱりたくさん寄付

をもらうとか、ファンドをやるとかして、文化活動の維持に協力していただくと。そういう思い付

きですけど、いかがかなというのが僕の意見です。 

以上です。 

○二見教育長 

文化財課長。 

○赤澤文化財課長 

まず、１点目のゴッホ展につきましては、事前予約制にしたことで、その時に来場者の方が、ま

ず御住所等を入れていただくようになって、個人情報についても、それに伴って登録を追加したと

ころでございますが、北は福島から南は九州まで御来場者の方がいらっしゃって、御予約の方がい

らっしゃってということもございました。いらっしゃった方については、会場でのアンケートとい

うのは、その時はコロナの関係で、今は来場者アンケートというのは取っているんですけれども、

その時は取らなかったので、直接の反応ですが、やはり朝霞でゴッホが見られたということが非常

にうれしいし、誇りに思うというような市民の方からの御意見を中心に、本当に遠くからお越しい

ただいたりですとか、そういったことがございました。 

こちらについては、市内の丸沼芸術の森コレクションで、まずは朝霞から展示をしていきたいと
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いう所有者の方の御意思で、今現在は埼玉県立近代美術館に寄託されておりまして、埼玉県立近代

美術館でも、今年展示はされているのですが、その前にまずは朝霞の人に見ていただきたいという

ところで、急きょ開催したところがございます。そういった本当に貴重な資料を朝霞で展示させて

いただくことが、確かにお金が掛かりましたが、本当に有り難いなと思っております。 

また、クラウドファンディング的な、２番目の部分につきましては、市全体の課題としてござい

ますし、博物館協会としても、先日、全国博物館館長会議というのが、オンラインでございました

が、そちらでも事例として御紹介いただきましたし、やるならこういうふうにやって、こうだった

よというようなものや、ほかにもできますよというような、業界としては非常に推奨されている案

件でございます。法隆寺の修復で、クラウドファンディングがありましたが、二日で集まったと伺

っています。非常に魅力的なものについては、皆さん興味を示していただける、お金を出していた

だけるというのがございますので、市全体のこともございますので、担当部署と確認しながら、そ

ういったこともできるのかというのは、検討してまいりたいと思います。 

指定寄付金については、ちょうど、本当にタイミングよくいただいたもので、足りなかった照明

器具を購入させていただけて、とても有り難かったなと思うんですが、大規模改修等についても、

そういったこともできるんじゃないかなというところがございますので、それは担当部署と検討し

てまいりたいと思います。 

３点目の、大栄翔関に伴っての相撲の文化ですが、本当に確かに相撲自体が非常に歴史がある文

化ではございます。今現在はスポーツとして認識されていますが、昔は奉納という形だったかと思

うので、そういう歴史的な観点から相撲を取り上げるというのは非常に有りだと思っております

し、前に市内の方じゃないのですが、隣の市で落語家の方が営業にいらしたところから発端とし

て、落語というテーマで講座を設けたりいたしました。まずは講座から初めて、いろいろ資料等も

相撲文化として展示ということになると、いろいろ資料もたくさん必要になってくるかなというの

もございますので、そういった視点で良いヒントを頂けたなと思って、ちょっと歴史講座でやろう

かなと思って。すみません、そうやってそれをきっかけに取り上げていければなと思います。生涯

学習スポーツ課とも協力して何か展開していければなと思います。 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

ほかによろしいでしょうか。 

星野先生。 

○学識経験者・星野教授 

もう１点、よろしいですか。 
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２９ページの、新規事業として、令和４年度単年事業ということなのですが、コロナ禍による芸

術文化活動の縮小を受け、活動家に対する新たな補助制度ということで、今令和４年度にスタート

をして募集中ということなんですけれども、大変良い事業だなというふうに感じました。これは単

に補助金、お金で支援をするという形なのか、それとも、地域の中で展覧会や発表会ができるよう

に、例えば会場などを提供するとか、あるいは、対象の利用費を援助するとか、あるいは発表会等

のプロジェクト自体の支援などを行うような、そういう機能があるのか、その辺について教えてい

ただきたいと思います。 

○二見教育長 

生涯学習部次長。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

それではお答えいたします。ありがとうございます。 

今後の新たな事業ですが、内容につきましては、そういった講演等の一部に対しての補助金、全

体の経費の１／２の額を補助するというものでございまして、上限は１０万円ということでござい

ます。対象は朝霞市にある、団体の方でございます。今御質問があった活動自体の支援とか、場所

の提供というのは、想定に入っていないですね、あくまでも金銭的になので、交付上限は１０万

円。その中で、場所の使用料にお使いいただいても結構ですし、使った中での１０万円ということ

ですので、幅広く使っていただけると思います。ちなみに芸術文化だけでなく、スポーツのイベン

トについても同様に実施しております。この４月から募集をしております。 

以上です。 

○学識経験者・星野教授 

スポーツについてというのは、スポーツの大会などを開くということですか。 

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

申し訳ないです。スポーツ大会等のイベントです。サッカー大会ですとか様々な大会をやってい

ただいた場合に同じように経費の１／２、１０万円までということで、団体に対する補助を、今年

度限りでございますが、文化、芸術とスポーツの両方に補助金を実施しております。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

ほかにございますか。 

ないようでございますので、以上で「（４）地域文化」についての質疑応答を終わります。 

以上で、議事（１）「令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答」について、を
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終了いたしました。 

休憩をとりたいと思います。 

４時２２分までで、よろしくお願いします。 

 

（暫時休憩） 

 

○二見教育長 

それでは、休憩に引き続き、会議を再開します。 

 

◎３ 議事 （２）朝霞市教育行政施策評価に対する意見等について 

○二見教育長 

次に、議事（２）「朝霞市教育行政施策評価に対する意見等について」ということで、御意見等を

頂戴したいと思います。 

それでは、まず、星野先生からお願いいたします。 

○学識経験者・星野教授 

はい。２回にわたりまして、いろいろ御質問させていただきまして、ありがとうございました。

前回、学校教育、そして今回生涯学習ということで、幅広くいろいろな形で朝霞市の教育行政の実

態について把握することができたと思います。やはりそのような中で、コロナの影響もあり、学校

現場では、大変ＩＣＴの活用が進んでいる、補助であるとか、また不登校の対応などにも活用され

ているということがよく分かりました。低学年の補助教員ですとか、スクールサポーターなどによ

る、きめ細やかなフォローなどもあって、その結果、結果的に高い学力の維持がなされているとい

う現状が確認できました。 

そして、コミュニティ・スクールも、学校運営評議会が小学校７校、中学校が２校で設置された

ということで、今後地域の方たちとの連携教育の中で、また学校がどういうふうに変わっていくの

かという、とても楽しみでもあります。 

また本日は、生涯学習についてお話をお聞きいたしましたけれども、一つはやはり丸沼芸術の森

美術館の存在が、非常にやはり大きいなというのが改めて感じて、ファン・ゴッホということで、

市民の皆さんの御注目も非常に高かった、興味関心が高かったんだなということが分かります。そ

れもあったりして、職員の皆様の御努力があって、コロナ禍ではあったのですが、活動の成果とし

ては、決してコロナ前と比較して見劣りしないような形でしっかりと活動されているという印象を

持ちました。 
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そして、放課後子ども教室につきましても、土曜日だけの開催ということで、今後どういうふう

に展開するのかなと思っておりましたけれども、やはり夏休み中の子供たちの居場所を作ってほし

いという保護者の方たちからの強い要望があるということで、私もそれを強く感じておりました

が、それにお応えする形で今年度から夏休み６日間開催されるというのは、これも一つ大きな成果

ではないでしょうかね。そういう形で、全体として非常にバランスよく活動をされていて、成果を

上げてらっしゃる。細かなところで少し課題があるかと思いますけれども、子供の数もどんどん増

えていって、非常に活気のある元気な朝霞の印象を改めて持ちました。 

以上です。 

ありがとうございました。 

○二見教育長 

ありがとうございました。 

続きまして、安原先生お願いいたします。。 

○学識経験者・安原教授 

どうもありがとうございました。 

いろいろ御報告を受けてですね、感想はあっち飛びこっち飛びしますけれども、まだやっぱりコ

ロナ感染の影響がかなり行政に影響をしていて、令和２年度に比較して令和３年度は、それでも何

とかいろいろなことを、事業をやろうという、そういう努力といいますか、姿勢が行政の方から伝

わってきております。今後ちょっとまた、昨日、おとといから増えてきて心配なんですけれども、

そういった対策の中で、多分ポストコロナに向けて、いろいろなことを逆にピンチの中から学んだ

部分もあるのかなというのは、一つ大きく感じました。 

大きい話になってしまうのですが、やっぱり今後の１０年、２０年を見据えていくと、ソサエテ

ィ５．０とか、経済産業省も言っておりますけれども、やっぱり今、公民館も先ほどの話もそうな

んですけれども、間違えなくＤＸ時代に突入していくんだなと思って。国だけの問題じゃなくて、

地方の隅々までデジタルインフォメーションが今後、民間の方か、どういう方向性を出すかは別と

して、行政の方も、もう避けることはできない時代なんだなという気がします。そうすると、それ

をどういうふうな形で今後先取りをしていくかというのも課題。 

もう一つ、僕やはり聴いていて大きな問題だなと思ったのが、学校教育の部分でも生涯学習の分

野でも少子高齢化というのが、ひたひたとやはり地方自治体にも、押し寄せてくるような気がしま

す。ＤＸと少子高齢化の二つの大きな波から何が見えてくるかというと、恐らく我々が今まで常識

だと思っていたことが常識じゃなくなって、今まで僕らがこんなことがあるのというのが、だんだ

ん常識になっていくのかなって。 
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一つは話にも出ていました、学校教育の中で１人１台タブレットになった瞬間ですね、今まで考

えていた学校教育の中身が大きく変わって、先生方が教材を作るにしても、今までの常識ではない

デザインなり構成を考えていかなければならない時代が、今後ますます出てくると感じますし、生

涯学習的にいうと、少子高齢化が今、その中でも一番大きく問題になっているのが、未婚率の増加

と家族間の変化だとよく社会学的には言われていて、単身世帯、高齢者も含めて、若い方も高齢者

も単身世帯家族が非常に増えていったとき、コミュニティってどうなるのだろう、あるいは我々が

住んでいる地域という中での家族という一つの単位を取ってみても、かなり変わってくるかなと。

そうすると行政サービスも、今後どういう方向に向かっていくのかなという気がします。 

一つはピンチもあるのですが、そこからどうチャンスに変えていくかということが、今後あらゆ

る場面で問われていくのかなと。ＩＣＴが普及してデジタルインフォメーションになった例もあり

ますし、非常にバーチャルな世界も増えていくかもしれないし、決済システムも変わっていくんで

しょうけれども、一方、我々人間は、むしろもっと触れ合いを求めるかもしれない。実際には。そ

ういうデジタルインフォメーションに対応したサービスと同時に、もっと人間的なサービスを、人

間ってわがままですからね。求めてくるような、そこをどういうふうにバランスを取っていくのか

というのも、何か話を聞いていて、これからの世界って読めないなという感じがしました。 

私は、どちらかというと学校教育の方が専門ですのであれですけれども、学びという視点から考

えても、学びが変わっていくんじゃないかなと。今まで学校教育って先生が教える、学校で知識を

学ぶ、それを子供たちが生かしていくという、そういう学校じゃなくなっていくのかなという。じ

ゃあ学校教育はどうするのということで、行政の方も学校の先生方もやっぱりその対象が子供であ

る市民なんですけれども、どういう仕掛けを作るかというところが、これからますます求められ

て、今までどちらかというと子供たちは先生におんぶに抱っこでしたし、保護者も学習については

学校に任せようという時代、多分、市民の方たちも市役所に任せよう、行政に任せよう、あれやっ

てくれないの、これやってくれないのという時代から、恐らく学校で今、子供たちが自分たちで学

んでいくような力を身に着けないと生きていけないような時代が来ますので、学校というより子供

たちが、自分たちで学ぶための仕組みを作る、そういうものを考えていかなければいけなくなるで

しょうし、行政で言えば市民の方たち自身が、自分たちで声を挙げながら、コミュニケーションを

取りながら、それを支える行政というような、サポートするといいますか、何か大きくそんな流れ

になっているのかなという気がします。 

クラウドファンディングの話が出ましたけれども、そういった意味では、あれなんかも、昔は考

えられなかった自分たちで、いいものにはやっぱりもっと支えていくみたいな、そういう時代もも

う来ているのかなという気がするのです。先ほどのおっしゃっていた法隆寺の、２千万か何か目標
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額がもう二日か三日で、何か最終的には、６千万とか、８千万とかという。持っている人は持って

いるから、そういう人にどんどん出してもらうということでいいんじゃないかなという、そういう

時代が来るんじゃないかなという、いろいろな活動をやっている実態を見ながら、ちょっとそんな

ことを考えてですね。 

学校教育は、これからどんな仕掛けをしていくのかなという、行政もどんな仕掛けを市民の方に

していくと、市民の方たちも生活が豊かになるのかなという感じがしました。 

すみません。あっちこっちですが。よろしくお願いします。 

○二見教育長 

先生方には、本当に貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございました。 

今回頂戴しました御意見等を参考にいたしまして、朝霞市教育委員会として令和４年度の教育行

政施策の評価を実施してまいりたいと存じます。 

 

◎３ 議事 （３）その他 

○二見教育長 

次に、議事（３）その他として、御意見等ございますか。 

○二見教育長 

それでは、ないようでございますので、本日の議事につきましては、終了いたします。 

皆様、議事進行に御協力いただきありがとうございました。 

また、星野先生、安原先生におかれましては、大変お忙しいところ会議に御参加いただき、貴重

な御意見を頂戴しましたこと、改めて御礼申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

それでは、事務局にお返しします。 

 

◎４ 閉会 

○事務局・大塚課長補佐 

これをもちまして、令和４年度第３回朝霞市教育行政施策評価会議を終わります。 

本日はお疲れ様でございました。 

  


