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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平成30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】

　平成30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５３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 
１９件 ４５件 ０件 １５件 

臨時会 ２回 

 

教育委員会審議案件（30年 4月～31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 H30.4.20 - - 

第 6回 

 

H30.5.23 13 下本村集会所運営審議会委員の委嘱について 

14 杉戸町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

第 7回 H30.6.21 - - 

第 8回 H30.7.25 15 
平成 31 年度使用小学校用教科用図書（道徳科以外）及び中学校用

教科用図書（道徳科）の採択について 

16 杉戸町生涯学習審議会委員の委嘱について 

第 9回 

臨時会 
H30.7.31 17 

平成 31 年度使用小学校用教科用図書（道徳科以外）及び中学校用

教科用図書（道徳科）の採択 

第 10回 H30.8.23 - - 

第 11回 H30.9.20 18 教育財産の用途の変更について 

第 12回 H30.10.23 - - 

第 13回 H30.11.22 19 平成 30 年度杉戸町入学準備金貸付審査会委員の委嘱について 

20 杉戸町一般会計 12 月補正予算（第 5 号）について 

第 14回 H30.12.19 - - 

第 1回 H31.1.25 1 杉戸町立小・中学校管理規則一部改正について 

第 2回 H31.2.18 2 平成 31 年度杉戸町教育行政重点施策について 

3 平成 31 年度当初予算見積書最終査定結果について 

4 平成 30 年杉戸町一般会計 3 月補正予算（第 7 号）について 

第 3回 

臨時会 

H31.2.27 
5 

【非公開】平成 31 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 
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6 
【非公開】平成 31 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 H31.3.19 7 杉戸町社会教育指導員の委嘱について 

8 杉戸文化財保護審議会委員の委嘱について 

9 杉戸町スポーツ推進委員の委嘱について 

10 
【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 

【非公開】平成 31 年度町立幼稚園園長（非常勤）の人事について 

11 平成 31 年度杉戸町さわやか相談員の委嘱について 

 

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 H30.4.20 11 平成 30 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 30 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 30 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 30 年度杉戸町立小・中学校司書教諭の任命について 

15 平成 30 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 30 年度杉戸町立小・中学校 学校評議員について 

17 杉戸町生涯学習審議会委員の委嘱替について 

第 6回 

 

H30.5.23 
18 

平成 30 年度杉戸町幼稚園・小・中学校 幼児・児童・生徒数及び

学級数、教職員数について 

19 平成 30 年度杉戸町小・中学校指導員の委嘱について 

20 
平成 30 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 30 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 H30.6.21 22 6 月議会一般質問について 

23 
平成 30 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 

24 スポーツ推進委員の委嘱について 

25 生涯学習審議会委員の委嘱替について 

26 

平成 30 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（杉戸町立中央幼稚園保育等改築工事

[建築工事]） 

27 
【非公開】平成 31 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 

第 8回 H30.7.25 
28 

平成 30 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 
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29 夏季休業中の学校閉庁日の設定について 

30 平成 31 年度杉戸町立幼稚園の園児募集について 

第 9回 

臨時会 
H30.7.31 - - 

第 10回 H30.8.23 31 平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について 

 32 平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について 

第 11回 H30.9.20 33 9 月議会一般質問について 

34 財産の取得について 

35 平成 30 年度杉戸町立中学校部活動全国大会出場者について 

36 平成 31 年度当初教職員人事異動の方針について 

第 12回 H30.10.23 37 杉戸町教育委員会教育長交際費執行基準（内規）について 

38 杉戸町学校給食センター運営審議会委員について 

39 学校給食費に関するアンケート調査結果について 

40 杉戸町一般会計 9 月補正予算（第 3 号）について 

第 13回 H30.11.22 41 杉戸町教育情報セキュリティ対策基準の策定について 

第 14回 H30.12.19 42 平成 30 年 12 月議会一般質問について 

43 杉戸町一般会計補正予算（第 6 号）について 

44 
平成 31 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 

45 
【非公開】平成 31 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 H31.1.25 
1 

平成 30 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 

2 
平成 31 年度杉戸町立小・中学校、幼稚園入学（園）式の告辞につ

いて 

3 平成 31 年度杉戸町立幼稚園の新入園児数について 

4 平成 31 年成人式の出席状況について 

第 2回 H31.2.18 5 
平成 31 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 

第 3回 

臨時会 

H31.2.27 
- - 

第 4回 H31.3.19 6 平成 31 年 3 月議会一般質問について 

7 平成 30 年度一般会計補正予算（第 8 号）について 

8 平成 31 年度一般会計補正予算（第 1 号）について 

9 平成 30 年度杉戸町立小・中学校教職員人事評価の結果について 

10 
平成 31 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 
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教育委員会その他案件 

会議 年月日 件   名 

第 8回 H30.7.25 平成 30 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 29 年

度対象）について（素案） 

小学校・中学校・幼稚園の運動会の出席について 

第 11回 H30.9.20 第 38 回町民体育祭について 

第 12回 H30.10.23 平成 31 年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 34 回杉戸町文化祭について 

第 14回 H30.12.19 杉戸町立高野台小学校におけるいじめの重大事態に係る調査報告書につ

いて 

平成 30 年度杉戸町立小・中学校の卒業式の日程について 

平成 30 年度杉戸町立幼稚園卒園式について 

平成 31 年杉戸町教育委員会会議の日程について 

第 1回 H31.1.25 平成 31 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 H31.2.18 第 35 回杉戸町新春マラソン大会の結果報告について 

第 13 回図書館まつりについて 

平成 30 年度杉戸町文化財歴史講演会（公民館共催事業）の開催について 

 

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 2日  着任式 

4月 9日  小・中学校入学式 

4月 10日  幼稚園入園式 

5月 7日  埼葛地区教育委員会連合会総会 

6月 2日  中学校体育祭 

5月 26日 

9月 29日 

 

 

 

小学校運動会 

9月 22日 

9月 30日 
 幼稚園運動会 

10月 7日  町民体育祭 

1月 13日  成人式 

3月 15日  中学校卒業式 

3月 22日  小学校卒業式 

3月 20日  幼稚園卒園式 

 



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



　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
　教師が変われば子供が変わると言われる。各学校とも、明確な研究主題の基、指導力の向上に
向けた取り組みを実践している。教師の指導力の向上こそ、学力の向上や特色ある学校づくりに
結びつく。
　各学校の研究主題から、授業の充実や特色ある教育活動をとおし、主体的・対話的で深い学び
が実践されているものと捉える。更に、深い学びに繋げるため、学校独自の意図的な取り組みも
理解できる。
　今まで実践してきた小・中連携を更に推進し、学校で学んだことが、子供たちの「生きる力」
となって、明日に、そしてその先の人生につながるよう支援してほしい。

点検評価の結果

平成３０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：「すべての子どもが学ぶ楽しさを味わえるための学習指導の工夫と環境づくり
1        ～意欲的な児童を育てる手立てを工夫して～」
三小：「豊かな心をもち、よりよく生きようとする児童の育成
1      　～伝え合い・深め合い、学び合う道徳の授業を通して～ 」
西小：「主体的に学ぶ児童の育成
１　　　～算数科を中心に、課題のある児童への配慮を通して～」
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：「一人一人の学びを保障する授業改善
１　　　～互いに聴き合い、支え合い、学び合う教室を通して～」
高小：「自ら課題を見つけ、意欲的に学ぶ子の育成
１　　　～よさを生かし認め合う授業を通して～」
杉中：「認め合い、学び合い、深め合う授業の創造」
東中：「わかる・できる授業」の展開をめざす
１　　　～学ぶ喜びを味わわせる指導過程・技術と授業評価等の研究を通じて～
広中：「子どもの学習意欲を高める授業環境作り
１　　　～「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改革を通して～」
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①　小学校の英語活動の充実
　小学校に２名のＳＬＣＡ（杉戸町語学及び文化アドバイザー）を配置し、英語活動に
力を注いでいることは、グローバル化を見据えた先進的な取り組みである。
　2020年、小学3・4年生は外国語活動（杉戸町・英語活動）、小学5・6年生は外国語科
（杉戸町・英語科）がスタートする。今まで以上にＳＬＣＡと連携した授業等を展開す
ることにより、英語教育の充実が期待できる。
②　中学校ホームステイ体験学習推進事業
　現地に赴き見聞を広めるホームステイ体験学習は、異文化交流の醍醐味である。20年
以上の歴史を重ね継続実施していることは、教育委員会はもとより、各学校の財産であ
る。
  更に、バッセルトンの生徒を各中学校等が受け入れ、国際理解交流を推進すること
は、グローバル社会に順応した資質が身につく効果的な取り組みである。
　また、予算との兼ね合いではあるが、小学校配置のＳＬＣＡの増員を期待したい。

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」

平成３０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、小学校英語活動・
総合的な学習の時間に対応した取組を行いました。ＳＬＣＡは、中学校３校に３人、小
学校６校に２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、２日間授業に参加しました。また、西小学校の訪問をとおした交流を
行いました。その結果、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

計 259
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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

平成３０年度の主な取組

施策の評価

◆老朽化している中央幼稚園保育棟の改築工事を行いました。
　○旧保育棟解体工事
　〇新保育棟建築工事（建物・機械設備・電気設備など）
　〇その他工事（園庭整備、施設看板設置など）
◆昨年夏に経験した猛暑の対策としてエアコンを以下の施設に設置しました。
　〇西幼稚園保育室（３室）
　〇中央幼稚園資料室（日常的に会議室や来賓控室として使用）

◆その他、幼稚園施設・設備の充実を図りました。
主な修繕
　・西幼稚園：職員室床修繕、職員室エアコン修繕、コンビネーション遊具修繕

10

　幼稚園施設の老朽化が進むなか、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、中央幼稚園の保育棟等改築工事やエアコンの設置等、
園児等のよりよい教育環境の整備に努めている。
　３幼稚園には、様々な修繕箇所があると思うが、所管部署の把握の基、
計画的な修繕計画を立案し、幼児教育に支障が出ないよう努めて欲しい。



　

点検評価の結果

平成30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。

・高野台小学校保健室空調機更新工事
・西小学校プレハブ校舎空調機更新工事
・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修Ⅰ期工事
・杉戸中学校保健室給水配管改修工事
・理科教育等教材備品の購入（小中計1,234,332円）

④小・中学校の施設・設備の充実
　限られた予算の中、子供たちの健康と安全に配慮した施設・設備の充実に努めて
いる。
  また、理科教育の充実のため、平成29年度以上に予算を確保し、教材備品の購入
にも努めている。
　学校施設は、子供達の教育の場であるが、地域住民の生涯学習の場としても活用
されている。施設の有効活用状況から見ると、前年度より、校庭・体育館の利用が
減っている。生涯学習の観点から、活用回数の向上に努めていただきたい。
　更に、全国各地で自然災害が発生している。地域住民の避難場所としての役割も
大きい。
　町部局と連携を密にし、非常災害時に対応できるよう取り組んでもらいたい。
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参考：施設・設備の活用状況

杉戸第二小学校

　　○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１０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２８回実施）

放課後児童クラブ２室

6250

放課後児童クラブ１室

杉戸小学校

313

西小学校

杉戸第二小学校

泉小学校

高野台小学校

杉戸小学校

 ―

東中学校

屋外体育施設開放

広島中学校

杉戸中学校

東中学校

105 228

広島中学校

269

203218

107

屋内体育施設開放

杉戸中学校

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２４回実施）

578

214

 ―

337

398西小学校

杉戸第三小学校

0

高野台小学校 209

262

　　○施設の有効活用状況    　　    （件）
学校名

泉小学校 111

266
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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2,916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1,000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
　子供たちが主体的・対話的で深い学びを実践するための一助として、学
校図書館の活用は有効である。資料価値のなくなった蔵書の入れ替えを、
毎年、千数冊単位で整備し、学校図書館の充実にも繋げている。
　しかし、充足率100％に達していない学校が2校ある。当該学校と連絡調
整し、是非とも100％を超えるよう支援されたい。
　更に、学校図書館支援員を各校に配置し、延べ1,000回の活動は、学校図
書館の整備充実は無論のこと、教育活動にも大きく貢献している。
　今後、今まで以上に司書教諭との連携を図り、充実した学校図書館運営
を期待する。
　

平成３０年度の主な取組
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74,196 冊 93,030 冊 18,834 冊 125.4 ％

11,360 冊 10,224 冊 12,417 冊 121.4 ％

6,520 5,868 7,411 126.3

8,360 7,524 10,076 133.9

9,160 8,244 7,065 85.7

6,520 5,868 8,900 151.7

8,760 7,884 8,601 109.1

 14,880 13,392 18,529 138.4

6,720 6,048 11,060 182.9

10,160 9,144 8,971 98.1

82,440 74,196 93,030 125.4

11,697 冊 11,997 冊 12,417 冊 10,224 冊

7,191 7,251 7,411 5,868
9,868 9,871 10,076 7,524
6,127 6,693 7,065 8,244
8,476 8,727 8,900 5,868
8,930 8,659 8,601 7,884

17,638 18,140 18,529 13,392
10,617 10,906 11,060 6,048
8,700 8,569 8,971 9,144

89,244 90,813 93,030 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

H29

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

30年度目標
冊数

 西小学校

H30

充足率

 杉戸第三小学校

 東中学校

目標蔵書数
（90%）

30年度末
冊　　数

H28

充足率
30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、H30～34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
(30年度)

学校別整備状況の推移と目標数との比較 （ H28～H30年度）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

杉小 三小 西小 二小 泉小 高小 杉中 東中 広中

H28
H29
H30
目標数
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施策の評価

施策：⑥生涯学習事業の推進

平成30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25回　201名参加）、まちづくり出前講習会「まなびっ
ちゃすぎと塾」　（10件 218名参加）を開催しました。

・図書館運営管理事業
「子ども映画会」（年4回 225名参加）や「サンサン・シネマ」（年4回 207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64回 803名参加）、「親子で楽しむカルスタ劇場」（年1公演
172名参加）、「0.1.2歳の絵本探し」（年6回69名受講）、図書館お泊り会12名、
朝活図書館144名、温泉＆宿泊図書館15名、試験勉強がんばらnight121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5,193点を整備しました。

点検評価の結果

⑥生涯学習事業の推進
　・ 生涯学習センター運営管理事業、並びに、図書館運営管理事業とも、様々
   な事業を企画運営し、地域住民の生涯学習の一助に繋げている。
     また、幾つかの事業では、施設を有効活用し、ユニークな学習が推進され
   ている。
　　 生涯学習センターの利用人数が減少傾向にある。生涯学び続けられるよう、
　 創意工夫を生かした事業が展開できるよう期待する。
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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 27年度 28年度 29年度 30年度

生涯学習センター入館者数 281,490 264,175 262,681 254,297
〈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 332,000 254,297 △ 77,703

（冊）
《成果指標》 施策名 27年度 28年度 29年度 30年度

図書館資料の住民一人当
たり貸し出し数

5.8 6 5.9 5.7

（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 5.7 -0.9

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

平成３０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２６日から２８日まで開催、発表や展示、来館者などを含めて延べ
７，０６２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
  生涯学習の拠点として、公民館の役割は大きい。各団体等の発表の場として、
杉戸町文化祭と連携した結果、多くの参加者や来館者で賑わっている。また、団
体の活動をとおし、各年代層の横の繋がり、並びに、年代を超えた縦の繋がりが
生まれている。公民館活動は、地域の連帯感を醸成する場としての役割は大き
い。団体等に対し使用料の減免措置を講じていることは、団体等を育てる一助と
なっている。しかし、近年では、受益者負担の声もある。教育委員会として様々
な観点から、検討されたい。
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⑧生涯スポーツの振興
　生涯スポーツの振興にあたり、教育委員会と関係団体等との連携による、地域
住民等が気軽に参加できるスポーツ教室を開催している。
　また、スポーツ推進委員によるニュースポーツの振興にも努め、地域住民等の
生涯スポーツのきっかけづくりに繋げている。
　体育協会等に所属している人数は、昨年度と比較し多少減少している。近年、
健康に対する意識の高まりがある。スポーツをとおし、健康づくりの一助になる
よう策を講じてほしい。

施策⑧生涯スポーツの振興

施策の評価

平成30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

体育協会加盟団体数 17 17 17 17 16 16

体育協会登録団体数 113 110 106 103 104 103

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

《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

スポーツ少年団登録団体数 18 17 17 17 17 17

スポーツ少年団登録人数 487 454 420 368 350 320

スポーツ少年団指導者数 214 221 207 196 190 185

《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 200 185 △ 15

参考：施策指標の達成状況
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⑨青少年の健全育成
  これからの時代を担う青少年に対し、行政、教育委員会等が連携し、組織的に
非行防止等に取り組んでいる。また、子ども会の指導者育成研修会をとおし、地
域で青少年健全育成に取り組んでいる。
　青少年の心と体への健全な発展を促すため、今後も、教育委員会と関係団体等
が連携し、計画的・継続的な取り組みが実施できるよう期待する。

施策：⑨青少年の健全育成

施策の評価

平成３０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
　文化財は、先人たちの歴史等を学ぶ重要な財産である。そのような中、
杉戸町は、国指定等の文化財を適切に管理している。
　また、学校等に出向き、史跡や遺跡を展示するなど興味関心が沸く展示
方法も検討されたい。

施策：⑩文化財の調査・研究と保存

施策の評価

平成30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・確認調査を目
沼古墳群・宮前遺跡等で５件実施し、本発掘調査実施件数は、目沼古墳
群・宮前遺跡で１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

（平成31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389（永福寺前）

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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