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【経 緯】

【点検・評価の対象年度】

　
【点検評価の項目】

1

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条により、全ての教育
委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検
及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと
もに公表しなければならないこととされました。
　そこで、杉戸町教育委員会では、同法の規定に基づき、効果的な教育行
政の推進に資するとともに令和元年度の「事務事業評価」を実施し報告書
にまとめました。

　町政運営の基本となる「第5次杉戸町総合振興計画基本構想・後期基本計
画（Ｈ28年度～32年度）」に掲げられている施策のうち、重要施策等に位
置づけられている事業を対象に点検評価を実施しました。

　各事業について自己評価を行い、学識経験を有する方から評価・意見を
いただきました。
　古川　好宏（前杉戸町立杉戸中学校長）

【点検・評価の方法】

　令和元年度（平成31年度）
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≪教育委員会活動状況≫ 

１ 組織体制 

教育委員等 教育長１人、教育長職務代理者１人、委員３人 

事務局組織 

教育次長、教育総務課、学校教育課、社会教育課、 

小学校、中学校、幼稚園 

学校給食センター、町立図書館、生涯学習センター、公民館、 

教育相談所、エコ・スポいずみ （正規職員５４人） 

２ 教育委員の活動概要 

毎月１回の定例会や臨時会を開催しました。 

定例･臨時・協議会 議案件数 報告件数 協議件数 その他 

定例会 １２回 
３６件 ４３件 ０件 １８件 

臨時会 ２回 

 

教育委員会審議案件（R1年 4月～R2年 3月）議案番号は暦年のため重複表示となります 

会議 
審 議 

年月日 

議案 

番号 
件    名 

第 5回 H31.4.19 12 杉戸町下本村集会所運営審議会委員の委嘱について 

13 杉戸町文化財保護審議会への諮問について 

第 6回 R1.5.23 14 杉戸町スポーツ推進委員の追加委嘱について 

第 7回 R1.6.20 15 杉戸町立小・中学校空調設備運用指針（案）について 

16 学校給食費の改定にかかる審議会への諮問について 

17 杉戸町幼稚園通則の一部改正について 

第 8回 R1.7.23 18 
令和 2 年度使用小学校用教科用図書及び中学校用教科用図書（道徳

科以外）の採択について 

19 町指定文化財の現状変更について（答申） 

第 9回 

臨時会 

R1.7.31 
20 

令和 2 年度使用小学校用教科用図書及び中学校用教科用図書（道徳

科以外）の採択について 

第 10回 R1.8.22 21 図書館運営業務の一部業務委託について 

第 11回 R1.9.25 22 学校給食費の改定について 

23 
杉戸町立小・中学校における学校運営協議会に関する規則の制定に

ついて 

24 
杉戸町立幼稚園通則及び杉戸町教育委員会教育長の権限に属する

事務の決裁に関する規程の一部改正について 

25 杉戸町一般会計 9 月補正予算（第 4 号）について 

第 12回 R1.10.24 26 杉戸町立小中学校通学区域審議会規則の一部改正について 

第 13回 R1.11.21 27 令和元年度杉戸町入学準備金貸付審査会委員の委嘱について 

第 14回 R1.12.19 28 杉戸町立小・中学校管理規則の一部改正について 

29 杉戸町外国語指導助手（招致外国青年）設置規則の制定について 
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第 1回 R2.1.24 – – 

第 2回 R2.2.18 
1 

会計年度任用職員制度開始にかかる教育委員会規則等の改正等に

ついて 

2 令和 2 年度杉戸町教育行政重点施策について 

3 令和 2 年度当初予算見積書最終査定結果について 

4 杉戸町一般会計 3 月補正予算（第 6 号） 

第 3回 

臨時会 

R2.2.27 
5 

【非公開】令和 2 年度当初杉戸町立各小・中学校管理職人事異動に

係る内申について 

6 
【非公開】令和 2 年度当初杉戸町立各小・中学校教職員人事異動に

係る内申について 

第 4回 R2.3.17 7 令和 2 年度杉戸町さわやか相談員の委嘱について 

8 杉戸町社会教育指導員の委嘱について 

9 
杉戸町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制

定について 

10 
独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

の制定について 

11 杉戸町学校評価委員会設置規則の廃止について 

12 杉戸町発掘調査員設置規程の制定について 

13 杉戸町立図書館協議会運営規則の制定について 

14 杉戸町立図書館条例施行規則の一部改正について 

15 杉戸町立幼稚園預かり保育に関する規則の制定について 

16 杉戸町立私立幼稚園就学奨励費補助金交付要綱の廃止について 

17 教育財産（西仮グラウンド用地）の用途変更等に対する照会について 

18 【非公開】杉戸町教育委員会事務局職員の人事異動について 

 

教育委員会報告案件            議案番号は暦年のため重複表示となります 

会議 年月日 
報告 

番号 
件     名 

第 5回 H31.4.19 11 平成 31 年度教育委員会事務局及び教育機関組織について 

12 
平成 31 年度杉戸町立幼稚園・小・中学校 幼児・児童・生徒数及

び学級数、教職員数について 

13 平成 31 年度杉戸町立小・中学校における主幹教諭設置校について 

14 平成 31 年度杉戸町立小・中学校司書教諭の任命について 

15 平成 31 年度杉戸町立小・中学校図書館支援員の委嘱について 

16 平成 31 年度杉戸町立小・中学校 学校評議員について 

第 6回 

 

R1.5.23 
17 

杉戸町教育委員会教育長交際費執行基準（内規）の一部改正につい

て 

18 
令和元年度杉戸町幼稚園・小・中学校 児童・生徒数及び学級数、

教職員数について 
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19 令和元年度杉戸町小・中学校指導員の委嘱について 

20 
令和元年度杉戸町教育委員会学校教育課所管各種委員会委員につ

いて 

21 
平成 31 年度杉戸町語学及び文化アドバイザー（ＳＬＣＡ）につい

て 

第 7回 R1.6.20 22 令和元年 6 月議会一般質問について 

23 令和元年度一般会計補正予算（第 2 号）について 

24 

令和元年 6 月議会提出議案について 

工事請負契約の締結について（杉戸町立杉戸小学校 教室・特殊教

室棟 屋上防水、外壁改修工事） 

25 
令和元年度中学校ホームステイ体験学習推進事業（中学校海外交流

事業）について 

26 生涯学習審議会委員の委嘱替について 

27 
【非公開】平成 32 年度埼玉県公立小・中学校長・教頭候補者選考

志願者について 

28 
【非公開】令和元年 7 月 1 日 杉戸町立小学校管理職人事異動に

係る内申について 

第 8回 R1.7.23 29 令和元年度杉戸町要保護および準要保護児童・生徒の認定について 

30 令和 2 年度杉戸町立幼稚園園児募集について 

第 9回 

臨時会 

R1.7.31 
- - 

第 10回 R1.8.22 31 平成 31 年度埼玉県学力・学習状況調査結果について 

 32 平成 31 年度全国学力・学習状況調査結果について 

第 11回 R1.9.25 33 9 月議会一般質問について 

34 令和元年度杉戸町立中学校部活動全国大会出場者について 

35 令和 2 年度当初教職員人事異動の方針について 

第 12回 R1.10.24 - - 

第 13回 R1.11.21 - - 

第 14回 R1.12.19 36 令和元年 12 月議会一般質問について 

37 杉戸町一般会計補正予算（第 5 号）について 

38 
令和 2 年度杉戸町立幼稚園新入園児受付状況及び学級編成につい

て 

39 
【非公開】平成 32 年度埼玉県公立小・中学校等校長・教頭候補者

選考の結果について 

第 1回 R2.1.24 1 「学校における働き方改革基本方針」の策定について 

2 図書館協議会設置に係る杉戸町立図書館条例の改正について 

3 杉戸町立幼稚園預かり保育料徴収条例（案）について 

4 
令和元年度杉戸町立小・中学校、幼稚園卒業（園）証書授与式の告

辞について 
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  5 
令和 2 年度杉戸町立小・中学校、幼稚園入学（園）式の告辞につ

いて 

6 令和 2 年度杉戸町立幼稚園新入園児数について 

7 令和 2 年杉戸町成人式の出席状況について 

第 2回 R2.2.18 8 図書館運営業務一部委託にかかるプロポーザルについて 

9 
令和 2 年度杉戸町立幼稚園新入園児受付状況及び学級編制につい

て 

第 3回 

臨時会 

R2.2.27 
- - 

第 4回 R2.3.17 10 令和 2 年 3 月議会一般質問について 

11 令和 2 年度一般会計補正予算（第 7 号）について 

12 平成 31 年度杉戸町立小・中学校教委職員人事評価の結果について 

13 
令和 2 年度杉戸町立小・中学校新採用及び転入教職員着任式につ

いて 

14 令和 2・3 年度学校医等の委嘱について 

 
教育委員会その他案件 

会議 年月日 件   名 

第 5回 H31.4.19 改元に伴う教育委員会規則等の一部改正について 

第 7回 R1.6.20 聖火リレーについて 

杉戸町教育委員会後援事業について 

第 8回 R1.7.23 令和元年度教育委員会の事務に関する点検及び評価報告書（平成 30 年度

対象）について（素案） 

小学校・中学校・幼稚園運動会の出席について 

第 10回 R1.8.22 杉戸町文化財歴史講演会について 

幼児教育・保育の無償化について 

第 11回 R1.9.25 第 39 回杉戸町町民体育祭のご案内について 

第 36 回杉戸町文化祭について 

第 12回 R1.10.24 令和元年度杉戸町成人式への出席について 

杉戸町青少年健全育成連絡協議会主催の講演会について 

すぎと町民大学公開講座について 

第 14回 R1.12.19 令和元年度杉戸町立小・中学校の卒業式の日程について 

令和元年度杉戸町立幼稚園卒園式について 

第 1回 R2.1.24 令和 2 年度杉戸町立小・中学校、幼稚園の入学（園）式の日程について 

第 2回 R2.2.18 第 36 回杉戸町新春マラソン大会の結果報告について 

第 14 回図書館まつりについて 

第 4回 R2.3.17 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応等について 
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教育委員の主な関係行事等への出席  

期日 主な行事等 

4月 1日  着任式 

4月 8日  小・中学校入学式 

4月 10日  幼稚園入園式 

5月 17日  埼葛地区教育委員会連合会総会 

6月 1日  中学校体育祭 

5月 25日 

9月 21日 

9月 28日 

10月 5日 

 

 

 

小学校運動会 

9月 29日  幼稚園運動会 

10月 13日  町民体育祭 

1月 12日  成人式 

3月 13日  中学校卒業式 

3月 24日  小学校卒業式 

 



① 学校教育の充実「誇れる学校づくり推進事業」（学校教育課）

②　学校教育の充実「国際理解教育の推進」（学校教育課）

③　幼稚園の施設・整備の充実（子育て支援課）

④ 小・中学校の施設・整備の充実（教育総務課）

⑤　学校図書館の充実(教育総務課・学校教育課）

⑥　生涯学習事業の推進（社会教育課）

⑦ 多様な文化・芸術活動の支援（社会教育課）

⑧ 生涯スポーツの振興（社会教育課）

⑨ 青少年の健全育成（社会教育課）

⑩ 文化財の調査・研究と保存（社会教育課）
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点検･評価の対象とした事業



　①学校教育の充実
 「学力向上プロジェクト」「特色ある学校づくりプロジェクト」の推進
  社会が大きく変化し続ける中、たくましく生きていく人材を育てるためには、豊かな人間性を
はぐくむとともに、一人一人の個性を生かしその能力を十分に伸ばすことが必要になってくる。
　各学校は児童生徒や地域の実態を的確に把握しながら、研修課題を明確に示し、主体的・対話
的で深い学びを実践しながら「生きる力」を育む授業を展開していると捉える。
　各学校が更に創意工夫を生かし、特色ある教育活動を実践することを期待する。

点検評価の結果

令和元年度の主な取組

施策の評価

施策：①学校教育の充実
　　　○「誇れる学校づくり推進事業」

　各学校が日々の授業の充実と特色ある教育活動（学力向上プロジェクトと特色ある学
校づくりプロジェクトを核とする）を展開する中で、子どもたち一人一人の学びを充実
させ、未来を生き抜く力を育みます。

「学力向上プロジェクト」「特色ある学校づくりプロジェクト」の推進
　～主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　特色ある教育活動の支援を通して～
　
学校が通年で授業改善の取組を行い、特色ある教育活動を展開する中で、子どもたち一
人一人に、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力等の「生きる力」を育むための事業
　
各学校の校内研修の研究主題は次のとおり
杉小：「自分の考えをもち、主体的に学習に取り組める児童の育成」
三小：「未来の創り手となるために必要な資質・能力の育成
　　　　～主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善～」
西小：「自分の思いや考えをもち　豊かに表現できる児童の育成」
二小：「自分の考えを持ち、意欲的に学び合う児童の育成」
泉小：「自ら学び、自分の考えを伝え、共に高め合う児童の育成」
高小：「自ら課題を見つけ、意欲的に学ぶ子の育成」
杉中：「認め合い、学び合い、深め合う授業の創造」
東中：「自ら学び・共に学び合える生徒の育成
　　　　～基礎学力の向上と個に応じた学習活動の工夫を通して～」
広中：「学びの魅力を伝えられる授業
　　　　～わかる・できるそしてつかえる知識・技能の習得を目指して～」
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②学校教育の充実
・小学校英語活動の充実
　英語は国際的共通語として最も中心的な役割を果たしている。その様な中、本町では
SLCA（杉戸町語学及び文化アドバイザー）を小学校にも配置し、英語活動・英語教育に
力を注いでいることは、グローバル化が進展する中、先進的な取り組みである。
　予算の関係もあるが、全小学校にSLCAの配置を期待したい。
・中学生海外交流事業
　平成６年度から始まった海外交流事業は、直接異文化を体験する大変有意義な事業で
ある。また、町内中学校での交流を２日間から４日間に増やした事は交流の幅が増え、
大変有意義である。
　ここ数年、交流募集定員を満たしていない。補助金の増額や受け入れ態勢の改善が必
要ではないか。

点検評価の結果

施策の評価

施策：②学校教育の充実
　　　○「国際理解教育の推進」

令和元年度の主な取組

　児童生徒の英語活用能力の向上や国際理解教育のため、外国からの語学指導助手を派
遣し、英語指導の充実を図ります。
　杉戸町の中学生と姉妹都市であるオーストラリア・バッセルトン・シティーの中学生
が、お互いの町を訪問し、ホームステイしながら、交流を深めます。

①　小学校英語活動の充実
 ＳＬＣＡ（杉戸町語学及び文化アドバイザー）を小学校にも配置し、小学校外国語活
動・外国語・総合的な学習の時間に対応した取組を行いました。ＳＬＣＡは、小・中学
校に６人を配置しました。

②　中学生海外交流事業
　杉戸町内の中学生を、夏休みにオーストラリア、西オーストラリア州バッセルトン・
シティーに派遣しました。また、２学期にバッセルトンからの生徒を受け入れました。
町内中学校では、４日間授業に参加しました。また、杉戸第二小学校の訪問をとおした
交流を行ったり、参加した生徒による各中学校での報告会を行ったりすることで、海外
交流に参加した生徒以外にも、外国の文化に触れる体験をすることができました。
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国際理解教育の推進

中学校ホームステイ体験学習推進事業　過去参加人数

実施年度 参加人数

平成６年度 8

平成７年度 10

平成８年度 10

平成９年度 10

平成１０年度 10

平成１１年度 10

平成１２年度 10

平成１３年度 10

平成１４年度 11

平成１５年度 13

平成１６年度 14

平成１７年度 15

平成１８年度 16

平成１９年度 15

平成２０年度 中止

平成２１年度 中止

平成２２年度 8

平成２３年度 6

平成２４年度 8

平成２５年度 14

平成２６年度 15

平成２７年度 14

平成２８年度 12

平成２９年度 9

平成３０年度 11

令和元年度 7

計 266
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施策：③幼稚園の施設・設備の充実

点検評価の結果

令和元年度の主な取組

施策の評価

◆幼稚園施設整備及び教具等の充実を図りました。
　〇園舎修繕（西幼稚園：樋）
　〇園庭整備（全園：抗菌砂の整備）
　〇教具の充実（全園：教育教具・運動教具の整備）

11

　幼稚園施設の老朽化が進む中、園児により良い教育環境を提供するため、施
設・設備の整備充実を計画的に推進します。

③幼稚園の施設・設備の充実
  限られた予算の中、全園に対し抗菌砂の整備、教具の充実が図られたことは、
園児の教育環境の充実に努めている。
　特に、砂遊びに興味を示す園児への衛生面での配慮は、保護者にとっても安心
できる対応と捉える。また、教育教具や運動教具の整備は、幼児教育の充実に繋
げられている。



　

点検評価の結果

令和元年度の主な取組

施策の評価

施策：④小・中学校の施設・設備の充実

　学校施設は、子ども達にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であると共
に、生涯にわたる学習、文化活動、スポーツ活動の場でもあり、災害時には指定避
難場所として地域の防災拠点となるなど、非常に重要な多くの役割を担っていま
す。施設整備についてのニーズも近年多様であり、校舎の老朽化への対応やICT教
育に対応できる設備の整備等が求められています。
　そうしたことから、可能な限り既存施設を生かした施設整備を進めることで、安
心安全な環境づくりに努めると共に、情報機器等の整備を図ることで、充実した学
習環境づくりに努めます。

・小中学校普通教室等空調機設置工事
・杉戸小学校教室棟・特殊教室棟外壁・屋上防水改修Ⅰ期工事
・杉戸小学校高圧受変電設備改修工事
・杉戸第二小学校第１音楽室アスベスト除去工事
・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修Ⅱ期工事
・中学校パソコン教室機器入替
・理科教育等教材備品の購入（小中計1,281,312円）

④小・中学校の施設・設備の充実
  学校は、児童生徒の教育の場であるとともに、地域住民の様々な活動拠点として
の機能も備えている。教育の場として、児童生徒が安心安全に生活できる環境整備
をお願いしたい。
  小中学校普通教室の空調機設置工事、トイレ改修工事など優先順位を確認しなが
ら対応している。
　学校施設が生涯学習活動にも十分活用されていると感じる。屋外、屋内ゼロ回の
施設があるが創意工夫をこらし、開放出来るようにされたい。
　パソコン教室機器の入替、理科教育教材の購入等教育環境整備に努めている。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止を念頭に置いた、避難時の臨機応変な対
応や必要備品等の確保にも取り組んで頂きたい。
　学校施設の改修等は、莫大な予算が必要とされる。町長部局と連携した対応をお
願いしたい。

12



参考：施設・設備の活用状況

杉戸第三小学校

泉小学校

高野台小学校 196

361

113

0

259223

11

295

671

杉戸第二小学校

106

224

屋内体育施設開放

365

310

543

東中学校

0

571

　　○教室等の有効活用状況

 ―

放課後児童クラブ２室
放課後子供教室１室（年間１６回実施）

放課後児童クラブ３室

放課後児童クラブ１室
放課後子供教室１室（年間３３回実施）

西小学校

316

杉戸第三小学校

放課後児童クラブ２室、町史編纂・防災倉庫１室、放課
後子供教室１室（年間２１回実施）

杉戸第二小学校

 ―

杉戸小学校

 ―

東中学校

放課後児童クラブ１室西小学校

215広島中学校

杉戸中学校

杉戸小学校

高野台小学校

学校名 屋外体育施設開放

放課後児童クラブ２室

杉戸中学校

　　○施設の有効活用状況    　　    （件）

広島中学校

泉小学校
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施策：⑤学校図書館の充実

点検評価の結果

施策の評価

・学校図書館の図書を2,828冊整備しました。
・充足率が低くなっている学校がありますが、児童・生徒の知識習得のた
めに、資料価値のなくなった蔵書の入れ替えを行いました。
・学校図書館支援員を各校に配置し、延べ820回の活動により、図書館の整
備や貸出業務、本や資料の紹介等を行いました。

　児童・生徒の読書離れが懸念される中、学校図書館の充実を図り、図書
とのふれあいや図書に興味を持たせる機会を増やし、学習意欲の向上や多
くの知識習得につながるよう蔵書数の充実を図ります。

⑤学校図書館の充実
　児童生徒の教育活動の一環として、学校図書室の整備充実は大変重要な
ことである。令和元年度に約２８００冊を整備したことは図書室の充実に
向けた取り組みと捉える。
　学校間での充足率に大きな開きがある。充足率１００％に達していない
２校については対応を急がれたい。
　学校図書館支援員の配置は、各学校において大変効果的である。司書教
諭との連携を密にし、課題の把握等を行い良い成果が出るよう期待する。

令和元年度の主な取組
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74,196 冊 91,563 冊 17,367 冊 123.4 ％

11,360 冊 10,224 冊 12,844 冊 125.6 ％

6,520 5,868 7,512 128.0

8,360 7,524 10,326 137.2

8,760 7,884 5,043 64.0

6,040 5,436 9,054 166.6

8,760 7,884 8,955 113.6

 14,560 13,104 18,141 138.4

7,360 6,624 11,243 169.7

10,720 9,648 8,445 87.5

82,440 74,196 91,563 123.4

11,997 冊 12,417 冊 12,844 冊 10,224 冊

7,251 7,411 7,512 5,868
9,871 10,076 10,326 7,524
6,693 7,065 5,043 7,884
8,727 8,900 9,054 5,436
8,659 8,601 8,955 7,884

18,140 18,529 18,141 13,104
10,906 11,060 11,243 6,624
8,569 8,971 8,445 9,648

90,813 93,030 91,563 74,196

 杉戸小学校
 杉戸第三小学校
 西小学校
 杉戸第二小学校
 泉小学校
 高野台小学校
 杉戸中学校

 広島中学校
計

 東中学校

蔵書数
目標数

H30

参考：施策指標の達成状況

 広島中学校

計

 杉戸第二小学校

 泉小学校

 高野台小学校

 杉戸中学校

蔵書目標冊数

R1年度目標
冊数

 西小学校

R1

充足率

 杉戸第三小学校

 東中学校

目標蔵書数
（90%）

R1年度末
冊　　数

H29

充足率
R1年度末
蔵書数

目標数との
差

※学校図書館図書の整備計画は、H30～R4年度までの５ヵ年を新たな整備期間として
  「学校図書館図書標準」の90％以上 の図書整備の充実を目指します。

 杉戸小学校

内　　訳
図書標準
(R1年度)

学校別整備状況の推移と目標数との比較 （ H29～R1年度）

0
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20000

杉小 三小 西小 二小 泉小 高小 杉中 東中 広中
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H30

R1

目標数
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施策の評価

施策：⑥生涯学習事業の推進

令和元年度の主な取組

　生涯学習センターは、多目的ホール、スタジオ、集会室、創作室、オープンギャ
ラリー、パソコン指導室などを整備し、講演会、合唱・演奏会、演劇、陶芸、作品
展示など様々な利用者ニーズに対応できるため、これらの機能を十分活かします。
さらに図書館を併設していることから、点字図書などを含め計画的に図書館資料を
整備し、情報を収集･提供するなど、様々な学習ニーズに対応できるように努めま
す。
　また、他の生涯学習施設との連携を図り、住民が自ら学びたいテーマを選択し、
生涯にわたり学習できるよう、学習分野の拡大や情報の提供に努めるとともに、障
がいのある人も利用しやすいような学習機会の提供に努めます。

・生涯学習センター運営管理事業
「町民パソコン講座」（年講座 18回　139名参加）、まちづくり出前講習会「まな
びっちゃすぎと塾」　（8件 156名参加）を開催しました。

・図書館運営管理事業
「サンサン・シネマ」（年3回 90名参加）、自然観察会＆生け雑草（年1回 13名参
加）、おはなしボランティアによる「おはなし会」（年55回 581名参加）、「カル
スタ劇場」（年1回公演　148名参加）、「0.1.2歳の絵本探し」（年5回 24名受
講）、図書館お泊り会（町内在住6年生 12名）、朝活図書館（100名）、温泉＆宿
泊図書館(年1回 14名)、試験勉強がんばらnight(年2回 80名)、ブックスタート
（11回　174人）、乳幼児健康相談ＩＮ赤ちゃんタイム（10回 70人）、夏休み宿題
がんばり隊（6組 18人）、新春運試し雑誌付録抽選会（239人）、スペシャル自習
室（中学生以上 13回）新一年生図書館利用カード・図書バッグプレゼント事業
（335名）を企画・実施しました。
・図書館の利用を推進するため、図書館資料5,662点を整備しました。

※上記イベント・講座について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止
　したものがあります。

点検評価の結果

⑥生涯学習事業の推進
　変化し続ける社会に適応するため、生涯学び続けることが必要である。行政とし
て、生涯に渡り学び続けられる場の提供は必要不可欠である。
　運営管理事業では、パソコン教室、まなびっちゃすぎと塾を開催し、多くの参加
者を得ている。
　図書館運営管事業では、昨年度より、６種の新事業が増えている。地域住民の
様々なニーズに対応できる事業と捉える。新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、やむなく中止にした事業もあり残念である。感染防止のため利用者数や図書館
資料の貸し出し減は、やむを得ない。
　また、今年度約5600点の図書館資料の整備を実施した。図書館資料の整備は、生
涯学習を推進るため重要な手段である。
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第5次杉戸町総合振興計画（後期基本計画）による

■多種多様な利用の促進

（人）
《成果指標》 施策名 28年度 29年度 30年度 令和元年度

生涯学習センター入館者数 264,175 262,681 254,297 232,265
〈人）

《数値目標》 施策名 計画目標A 現状B 計画B-A
生涯学習センター入館者数 332,000 232,265 △ 99,735

（冊）
《成果指標》 施策名 28年度 29年度 30年度 令和元年度

図書館資料の住民一人当
たり貸し出し数

6 5.9 5.7 5.2

（冊）
《数値目標》 施策名 計画目標A 現状B 計画B-A

図書館資料の住民一人当
たり貸し出し数

6.6 5.2 -1.4

参考：施策指標の達成状況

指標の説明
　図書館を含む生涯学習センター全体の年間入館者数です。

指標の説明
　図書館資料の年間館外貸出点数を町の人口で割ったものです。
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施策の評価

施策：⑦多様な文化・芸術活動の支援

令和元年度の主な取組

点検評価の結果

　社会構造の変化から、当町においても少子高齢化が進んできています。それに
伴って町民の文化、芸術活動団体のメンバー構成も高齢化傾向にある中、生涯学
習センターや各地域の公民館は、その活動拠点として欠かせない施設となってい
ます。
　また、地域における文化･芸術活動は、地域住民のコミュニテイ形成に深く結び
つくものと考えられますので、希薄化する社会の解消と文化･芸術の香り高いまち
づくりに向け、これら活動の活性化と発展を図るための支援に努めます。

・各公民館で活動しているサークル団体の成果発表の機会として「杉戸町文化
祭」を１０月１８日から２０日まで開催、発表や展示、来館者などを含めて延べ
６，３４１人の参加がありました。
・各公民館サークル団体については、「杉戸町社会教育関係団体」として施設使
用料の減額措置を講ずることでその活動支援に努めました。

⑦多様な文化・芸術活動の支援
  本町の文化・芸術活動の拠点は、生涯学習センターと各公民館等であり、その
役割は大きい。成果発表の場として、文化祭では約6300名の参加があり本町の一
大イベントとなっている。また、サークル団体への施設使用料の減額措置は、各
団体を育成する大きな一助となっている。しかし、昨今の厳しい財政に鑑み、使
用料の受益者負担等を考慮しながら、団体への支援を続けて欲しい。
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⑧生涯スポーツの振興
　「いつでも・どこでも・だれでも」がスポーツに参加できる環境整備に取り組
んでいる。各種スポーツ・レクリエーション大会を支援したことは、町民のス
ポーツに対する興味感心へと繋げられる。
　杉戸町総合型スポーツクラブと連携し、幅広いニーズに対応している。
　スポーツ推進委員との連携をとおし、ニュースポーツの普及に努めている。参
加者が自らクラブを設立し運営できるよう支援して欲しい。
　体育協会・スポーツ少年団への登録人数の増加を図るため、チャンピオンス
ポーツと生涯スポーツの利点を生かし、創意工夫をした支援をお願いする。

施策⑧生涯スポーツの振興

施策の評価

令和元年度の主な取組

点検評価の結果

　町民のスポーツ活動は、より多様化する傾向にあります。生涯にわたって誰も
がそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じ、「いつでも、どこでも、い
つまでも」スポーツに親しめる環境づくりが求められており、生涯スポーツの普
及促進を図るために町民のスポーツに対する関心や健康づくりへの意識高揚につ
ながる取り組みに努めます。
　また、町体育協会をはじめとする各種スポーツ団体・クラブの育成・支援を通
じ、地域と一体となった指導者やボランティアの育成・確保に努めながら、町民
の自主的なスポーツ活動の一層の促進を図ります。

・スポーツ教室の開催や気楽に参加できる各種スポーツ教室を実施し、地域住民
及びスポーツ関係団体と連携した各種スポーツ・レクリエーション大会等の実施
の支援に努めました。
・スポーツ推進委員の指導により、町民が気楽に楽しめる新たなニュースポーツ
の普及に努めました。
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■体育協会加盟団体数

《成果指標》 指標 平成25年度 平成26年度 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

体育協会加盟団体数 17 17 17 17 16 16 16

体育協会登録団体数 113 110 106 103 104 103 105

体育協会登録人数 3,568 3,607 3,497 3,381 3,285 3,022 3,000

《数値目標》 施策名 計画目標A 現状B 計画B-A

体育協会加盟団体数 17 16 △ 1

■スポーツ少年団登録団体及び人員数・指導者数

《成果指標》 指標 平成25年度 平成26年度 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

スポーツ少年団登録団体数 18 17 17 17 17 17 17

スポーツ少年団登録人数 487 454 420 368 350 320 279

スポーツ少年団指導者数 214 221 207 196 190 185 174

《数値目標》 施策名 計画目標A 現状B 計画B-A

スポーツ少年団指導者数 200 174 △ 26

参考：施策指標の達成状況
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⑨青少年の健全育成
  青少年を取り巻く環境は日々変化している。街頭パトロールは、青少年の非行防
止の一助としての取り組みとして成果を上げている。
　青少年健全育成を行政や教育委員会、地域住民が連携し組織的計画的に取り組ん
でいる。子ども会の指導者育成研修会等は、青少年を取り巻く現状の把握や様々な
課題への対応等、情報交換をとおし共通認識が出来き大変有意義である。
　全町を挙げて、青少年に幅広い体験活動等の取り組みを検討してはどうか。

施策：⑨青少年の健全育成

施策の評価

令和元年度の主な取組

点検評価の結果

  各種青少年団体・グループ活動への支援を充実するとともに、活動への参加を促
進します。
  青少年健全育成連絡協議会で掲げる基本理念「子どもがのびのび育つまち、みん
なだいじなすぎとの子」及び基本方針「家庭でしつけ、学校で教え、地域で育て
る」を合言葉に、青少年が安全で安心して活動できる支援体制を整備し、各種の健
全育成活動を推進します。

・夏まつり等の際、青少年健全育成連絡協議会との連携による街頭パトロールを行
い（２回、３３人参加）、青少年の非行防止に努めました。
・子ども会の指導者育成のための研修会（約　190人参加）を実施しました。
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⑩文化財の調査・研究と保存
　国・県・町指定の文化財を適切に管理している。更に、シラコバトの国
指定保護地域や県選定重要遺跡の保存も適切に管理している。
　また、埋蔵文化財の試堀・確認調査についても、遺漏なく実施されてい
る。
　児童生徒を対象にして、杉戸町の歴史等を学ぶ講座等の開催を検討され
たい。

施策：⑩文化財の調査・研究と保存

施策の評価

令和元年度の主な取組

点検評価の結果

　杉戸町には、先人の残した古墳や貝塚などの貴重な史跡や遺跡が数多く
存在します。しかし、押し寄せる都市化の波により、それらは失われまし
た。今後、確かな歴史文化を後世に継承していくためには、これら文化財
の適切な史跡の保存が大変重要となります。
  今後も貴重な文化財の調査・研究を進めるとともに、保存・活用できる
環境の整備に努めます。

・国指定重要文化財１件、県指定重要文化財４件、町指定文化財２５件の
適切な管理を行いました。
・シラコバトの国指定保護地域及び県選定重要遺跡５件の保存に取り組み
ました。
・個人住宅の建築等の開発を原因とする埋蔵文化財の試掘・確認調査を宮
の腰遺跡・前島遺跡等で７件実施しました。
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件 件 件

≪杉戸町指定文化財一覧表≫

工芸品

指定文化財

（令和2年3月31日現在）

数値目標
目標Ａ 現状Ｂ

28 25

計画AーB

△ 3

指定年月日

昭和28･3･31

大正15･2･19

昭和6･3･27

昭和63･2･26

平成29･3･23

大字大島40（恭倹舎）
大字大島174（有隣塚）

大字下高野331-1他

日光御成街道一里塚 大字下高野329

太刀銘「備州長船秀光応安四
年十月」

中川低地の河畔砂丘群
高野砂丘

大字下野山合895番1ほか

種別 名称 所在地

大字目沼287

県

県 考古資料 目沼9号墳出土品一括

指定別

国(重要文化財)

史跡

県 史跡

県 史跡 大島有隣遺跡

天然記念物

町－１ 史跡 昭和37･2･28

昭和37･2･28

昭和37･7･1

町－２ 天然記念物

町－３ 史跡 旧利根川堤防跡

西行法師見返りの松碑 大字下高野376

平成3･6･1

天満宮の槙 大字下高野424

町－５ 考古資料

町－６ 史跡
大島有隣・関口保宣・藤城吉

右衛門各氏の墓
大字下高野396
（永福寺墓地内）

町－４

平成4･10･27町－１２ 彫刻 円空作神像

杉山対軒遭難の碑 大字椿1814 昭和56･3･19

文永7年銘板石塔婆
大字堤根4254
（馬頭院境内）

平成3･12･27

平成3･6･1

町－７ 古文書 藤城家文書
さいたま市浦和区高砂4-
3-18（埼玉県立文書館）

茨島の神楽・囃子

町－９ 無形民俗 大塚の神楽 大字大塚地内

平成3･12･27

町－８ 史跡 目沼浅間塚古墳 大字目沼398

大字茨島地内

平成4･10･27

平成4･10･27

平成4･10･27

町－１０ 無形民俗

町－１１ 彫刻 円空作白衣観音立像
さいたま市大宮区高鼻町
4-219(埼玉県立歴史と民
俗の博物館)
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 町－２１ 絵画

指定別 種別 名称

桶づくり図絵馬

町－１４ 史跡 大塚の道しるべ

考古資料

所在地

杉戸宿本陣宿札（関札）町－１３ 歴史資料 平成4･10･27

指定年月日

平成19・5・2

町－１５ 古文書 小島家文書

出役図絵馬

平成18・10・13

 町－１６

大字大塚343先

目沼２号墳関連資料

平成7･3･27

平成9･3･17

平成18・10・13

 町－１７  古文書 長瀬家文書

平成19・5・2

平成19・5・2 町－１９ 絵画 伊勢太々神楽図絵馬

 町－１８ 絵画

山合遺跡

県選定重要遺跡

◇国（保護地域）及び県選定重要遺跡

地域を定
めず指定
したもの

平成19・5・2 町－２０ 絵画 酒造図絵馬

越谷市とその周辺（調査
により「生息地」とな
る）

平成元年度より

指定年月日所在地名称

昭和51･10･1

昭和44･10･1

昭和51･10･1

大字下野830

県選定重要遺跡 前方後円墳 目沼浅間塚古墳 大字目沼398

集落跡

大字木野川262他県選定重要遺跡 古墳群 木野川古墳群

県選定重要遺跡

大字木津内655他

貝塚 神明貝塚 大字木野川91他

国

種別指定別

シラコバト

昭和51･10･1

県選定重要遺跡 貝塚 木津内貝塚

昭和44･10･1

 町－２２ 絵画 神馬奉献図絵馬 平成19・5・2

町－２３ 古文書 正明寺聖教文書（一括） 平成24・2・15

町－２４ 考古資料 目沼瓢箪塚古墳埴輪 平成25・8・20

町－２５ 考古資料
杉内遺跡第２次調査出土板石
塔婆（一式）

平成30・3・23
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