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③
学校の適正配
置・適正規模の
検討と改善

和光市立学校通学区域変更調査会に諮問を行
い、新設校開校に伴う通学区域の検討を進め
てきている。平成25年度中に3回の審議を行
い、平成26年度当初に答申を受けて、学校の
適正配置・適正規模につながる決定を行ってい
く。

新設校開校に伴う通学区域の変
更では、通学路の整備とともに、す
でに選択制を活用したケースでの
転校の取扱などが課題となってい
る。学校規模の適正化のために、
諸課題の解決を図る必要がある。

人件費以外予算を伴わない取組 学校教育課 －

B283,882 304 304 0 ○ B

A

学校建設基金積立 学校建設準備室 このまま継続 100,195 0 100,195 283,882 0

389,714 421,290 346,017 75,273 ○ Aこのまま継続 7,576 0 7,576 389,714 0

②
小・中学校の建
設

代替地の確保や補償交渉により、学校建設の
計画敷地を確定できたため、建設計画を進める
ための市の基本的方針を定め、それに沿った
技術提案によるプロポーザル方式により設計
事務所を決定した。現在は、関係主管課との協
議やワークショップによる市民参加を採り入れ
て、設計事務所と基本設計を進めている。

平成28年4月開校に向け、平成26
年度には建設工事に着工する。そ
のため、基本設計は5月末までに、
実施設計は11月末までに完了し、
12月末までには施工事業者を決
定する。

和光市市立小学校建設 学校建設準備室

- - -学校教育課 －

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

1次
評価

2次
評価

①

学校選択制の活
用による市内小
中学校の教育環
境の適正化

平成26年度の選択制では、白子小学校から新
倉小学校に8名、第四小学校から広沢小学校
に9名、大和中学校と第三中学校から第二中学
校に30名の児童生徒が、学校選択制を生かし
た選択を行った。規模の大きな学校からゆとり
のある学校への異動により、より適正な教育環
境を整えることができた。

通学距離等の関係から、特に小学
校において、選択制を利用する件
数が少なく、効果が限定的になっ
ている。広沢小学校から本町小学
校を選択する件数は0件であった。
今後も引き続き、制度の周知に努
めていく必要がある。

人件費以外予算を伴わない取組

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

事務事業
評価結果

事業費 今後の方向性

活動の成果・進捗状況
未達成事項・

解決していない課題

24年度決算額（千円） 25年度決算額（千円） 26年度予算額（千円） 構成事
業の妥
当性

優先度取組
番号

取組内容

取組内容の評価

事務事業名 課所名 備考

施策指標の達成度に関する評価 理由

Ａ　目標をほぼ達成する　Ｂ　目標をやや下回る
Ｃ　目標を下回る　　　　   Ｄ　目標を大幅に下回る

C 児童生徒数の偏りが解消されていないため。

３．施策の取組内容の達成度（定性的評価）

95.0
実績値 498 512 503

555 575 587 587 478
⑨ 第三中学校の生徒数 人

目標値

実績値 399 390 423
575 587 587 478

113.0⑧ 第二中学校の生徒数 人
目標値 555

587 478 508
56.7

実績値 828 852 843
⑦ 大和中学校の生徒数 人

目標値 555 575 587

134.5
実績値 367 366 386

529 521 530 530 519

642 616

⑥ 北原小学校の児童数 人
目標値

530 519
84.3

課題
（計画

策定時）
学校による児童生徒数の偏りを解消するとともに、新設校設置後の適正な学校規模を維持することが必要です。

実績値 640
⑤ 新倉小学校の児童数 人

目標値 529 521 530

-
65.0

実績値 785 775 798

529 521 530 530 519

補
足
指
標

④ 白子小学校の児童数 人
目標値

実績値
③

目標値

478 508
81.0

実績値 517 550 557 585 590

555 575 587 587

現状
（計画

策定時）

本市は、児童生徒数増加のため、学校選択制を行うなど、児童生徒の教育環境の適正化の対応を図っています。本市
では、年々児童生徒数が増加しており、小中学校ともに他市平均に比べ1校当たりの児童生徒数が多い状況にありま
す。特に、白子小学校、第四小学校、大和中学校、第三中学校の児童生徒数が増加しており、更に今後も、児童生徒
数の増加が見込まれます。学校の配置をみると、市の南側には中学校3校と小学校5校配置されていますが、北側には
小学校3校となっています。

② 中学校１校当たりの生徒数 人
目標値

100.4
実績値 537 537 525 517 517

529 521 530 530 519 -

平成27年度目標値
に対する進捗率（％）

目的 市内学校の配置と児童生徒数のアンバランスを解消し、教育環境の適正化を図ります。 計
画
に
基
づ
く

施
策
指
標

① 小学校１校当たりの児童数 人
目標値

H23 H24 H25 H26 H27 H32

１．施策の概要 ２．施策指標の達成度（定量的評価）

対象 市内小中学校に通う児童生徒 指標名 単位 年度 H21 H22

所管課 学校建設準備室 関係課 学校教育課

施　策　評　価　表
施策番号 Ⅱ ⅰ 20 重点プラン 2　安心していきいきと暮らせる 施策名 小中学校の配置・規模の適正化の推進
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- - 所管課 学校建設準備室 関係課 学校教育課

施　策　評　価　表
施策番号 Ⅱ ⅰ 20 重点プラン 2　安心していきいきと暮らせる 施策名 小中学校の配置・規模の適正化の推進

現状 方向性 方向性 小学校建設について、平成２８年度からの開校に向けて工事を進めていく。また、併設される施設
とともに、地域の拠点としての機能を担えるよう準備を進める。なお、中学校における生徒数の適
正化について検討を行う。

C ↑ ↑

　Ａ　高い
　Ｂ　普通
　Ｃ　低い

C

他市との比較としては、1校当たりの児童生徒数が多い状況にあるため、偏りを解消し適正な
規模となるようにすることが重要となっている。 ７．今後の施策の方向性（次年度行政経営方針）

サービス水準 コスト コメント

当市のサービス水準 理由（近隣他市との比較） C → ↑

A

６．今後の施策の方向性【2次評価（行政評価委員会）】

2次
評価

一次評価のとおり サービス水準 コスト

現状 方向性 方向性

総合評価 理由（施策全体の進捗状況・解決していない課題など）
1次
評価

平成28年4月開校に向け、平成26年度には建設工事に着工する。そのため、基本設計は5月末までに、
実施設計は11月までに完了し、12月末までには施工事業者を決定する。
学校選択制については、新設小学校の開校後も、必要に応じて、実施していく。

対象者の方向性
（増減）（％）

基本目標に
対する貢献度

　Ａ　順調に進んでいる
　Ｂ　ほぼ順調に進んでいる
　Ｃ　あまり順調に進んでいない
　Ｄ　順調に進んでいない

B

難航していた用地確保について、代替地の確保や補償交渉により、学校建設の計画敷地を
確保できた。それを受け、建設計画を進めるための市の基本的方針を定め、それに沿った技
術提案によるプロポーザル方式により設計事務所を決定した。現在は、建設工事の着工に向
けた設計に取り組んでいる。

100

４．これまでの取組に関する施策全体の総合評価 ５．今後の施策の方向性(施策の推進に向けた今後の施策の展開や事業の見直し等)【1次評価(所管課)】
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