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施策の体系 

 

 

基本 

目標 

施策の方向 施策 

１
 

や
り

抜
く

力
を

育
む

教
育

を
推

進
す

る
 

～
確

か
な

学
力

と
生

徒
指

導
の

充
実

を
図

る
～

 

１ 確かな学力の育成 

１楽しく、わかり、のばす授業の充実 

２学習意欲の向上と学習習慣の確立 

３学習機会の確保と学習支援 

２ 豊かな心の育成 

４情操を豊かにする教育の充実 

５道徳的実践力や規範意識・社会性の育成 

６生徒指導と相談・支援体制の充実 

３ 健やかな体の育成 

７健康教育、食育、学校安全の推進 

８健康づくり・体力向上の推進 

４ 国際社会で活躍できる人材の 

育成 

９能動的に課題を見付け対応する力の育成 

10 国際社会で活かせるコミュニケーション力の育成 

２
 

よ
り

よ
い

教
育

環
境

を
整

備
す

る
 

 
～

産
官

学
民

及
び

家
庭

・
地

域
と

連
携

し
、

知
の

リ
ソ

ー
ス

の
活

用
を

図
る

～
 

５ 新しい学びの創造 

11 民間の教育力の活用 

12 学習支援器材の充実 

６ 教員の資質向上・支援 

13 教員の指導力の向上 

14 教員が児童生徒と向き合える体制づくり 

15 保護者・地域からの信頼の醸成 

７ 学校施設・設備の充実 

16 安全・安心な教育環境の確保 

17 ICT

※

環境の充実 

８ 特別支援教育

※

の充実 

18 特別支援教育

※

の充実 

19 相談・支援体制の強化 

９ 家庭・地域の教育力向上 

20 就学前教育への支援 

21 家庭教育への支援 

22 保護者同士の交流・学習機会の充実 

10 家庭・学校・地域の連携 

23 教育関連組織・団体活動への支援 

24 子供の安全な居場所づくり 

25 青少年の健全育成 

26 戸田市らしい教育の推進 

11 生涯学習・生涯スポーツの推進 

27 生涯学習活動の推進 

28 文化・スポーツ活動環境の整備 
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主な取組 

・学力向上に向けた取組 ・指導力の向上に向けた取組 ・アクティブ・ラーニング

※

の推進 ・協調学習

※

の推進 

・家庭での学習への情報提供や支援 

・放課後等を活用した学習支援 ・就学支援 

・情操を育む体験 ・交流活動（自分や他者をいたわる気持ちの涵養 等） 

・道徳の授業の充実 ・ボランティア活動 ・社会体験活動の充実 

・生徒指導の充実 ・児童生徒・保護者への相談・支援体制の充実 

・健康教育の充実 ・学校における食育の推進 ・学校安全の推進 

・体力向上の推進 ・部活動の充実 

・アクティブ・ラーニング

※

の実施（再掲） ・協調学習

※

の推進（再掲） ・情報教育の推進（ICT

※

教育等） 

・ESD

※

の推進 

・国語教育の充実 ・外国語教育の充実 ・情報教育の推進（ICT

※

教育等）（再掲） 

・学習塾等と連携した教育支援 

・ICT

※

機器等の積極活用 

・教科指導力の向上に向けた取組 ・保護者・地域とのコミュニケーション力強化に向けた取組 

・多忙への対応 ・教員の健康管理・相談支援（問題や悩みへの対応含む） 

・学校応援団の充実 ・学校評価の推進 ・保護者・地域とのコミュニケーション力強化に向けた取組（再掲） 

・教育施設・設備の充実 

・ICT

※

環境の充実 

・特別支援教育

※

の推進 ・共に学ぶ環境づくり 

・早期発見・療育支援、保護者への支援 

・保育園、私立幼稚園への支援 ・学びへの興味の醸成 

・適切な生活習慣確立に向けた支援 ・家庭への情報提供・相談支援の充実 

・保護者同士の交流・学習機会の充実 

・子供会活動への支援 ・PTA 活動等への支援 

・学童保育の充実 ・放課後子ども教室の充実 ・既存施設の積極的な活用 

・家庭・学校・地域と連携した青少年の健全育成 

・地域の人材・団体・施設等と連携した学習の推進 ・自然環境を活かした体験学習の推進 

・市の多様な生涯学習関連施設を活用した学習の推進 ・生涯学習団体への支援 

・地域資源を活かした文化・スポーツの推進 ・放課後・土曜日の学校施設の開放 ・文化活動団体・スポーツ活動団体との連携強化  
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基本目標１ やり抜く力を育む教育を推進する 

施策の方向１ 確かな学力の育成 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

ICT

※

の発達やグローバル化の進行を背景に、本格的に知識基盤社会が到来しており、基礎的・

基本的な学力をベースとして、自ら考え、学び、主体的に行動し、問題を解決する資質や能力

の育成が一層重要性を増しています。また、経済環境の変化等に伴い就学継続が困難となるケ

ースの増加や、親の経済格差が子供の学力差や進学、就職格差として現れる「格差の固定化」

などが社会問題となっています。 

本市では、市教育センターにおける研修（アクティブ・ラーニング

※

を促す指導法等の研修等）

の充実や、児童生徒の確かな学力を育成するための学力向上推進委員会の設置、教育センター

教科等研究グループ研究員による市内教員の自主的な研修の推進など、教職員の指導力向上に

向けた取組を推進してきました。また、小・中学校への「アクティブティーチャー」の配置や

放課後・長期休業中の特別授業として、「とだっ子学習クラブ」を実施する「とだっ子ジャン

プアップティーチャー」の配置、新しい学びを促すために ICT

※

システムの活用をアドバイスす

る「ICT

※

レッスンアドバイザー」の配置など、独自の取組の充実も図っています。 

一方、アンケートでは、今の学校生活などでの悩みや困ったことで、小学生、中学生とも「成

績がなかなか上がらない」「勉強がよくわからない」が上位に挙がっています。また、教職員調

査では、担任教員が担当している学級の子供について、困ったことや問題と感じることとして

「勉強がよくわからない子が多い」が上位となっています。そして、小・中学生調査では、学

校が「楽しい」の割合が前回調査との比較で減少するなど、課題も見られます。 

今後は、児童生徒一人一人の「確かな学力」の育成に向けて、基礎的・基本的な知識及び技

能の習得とともに、楽しく、わかり、のばす授業の充実や、指導力向上への取組の充実を図り

ます。また、家庭での学習への情報提供や支援など、学習意欲の向上と学習習慣の確立を図る

とともに、放課後等を活用した学習支援や、就学の継続が困難な状況にある児童生徒に対する

支援・援助等を推進します。 
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■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

全国学力・学習状況調査 A 問題

（国語、算数・数学）の全国平

均正答率と戸田市平均正答率

との差 

小学校 国語 －0.7 

    算数 －0.2 

小学校 国語 ＋1.0 

    算数 ＋2.0 

中学校 国語 ＋0.2 

    数学 ＋0.5 

中学校 国語 ＋2.0 

    数学 ＋2.5 

戸田市教職員専門研修でアク

ティブ・ラーニング

※

を取り入

れた実施回数 

10 回 20 回 

授業の内容がわかる児童生徒

の割合 

小学校  88.0％ 小学校  90.0％ 

中学校  76.0％ 中学校  80.0％ 

平日１時間以上家庭学習する

児童の割合 

小学校  63.0％ 小学校  70.0％ 

平日２時間以上家庭学習する

生徒の割合 

中学校  37.5％ 中学校  45.0％ 
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施策１ 楽しく、わかり、のばす授業の充実 

アクティブティーチャーやとだっ子ジャンプアップティーチャー、ICT

※

レッスンアドバイザ

ーの小・中学校への配置を通じたきめ細かい指導の充実や、アクティブ・ラーニング

※

を促す指

導法などに関する研究活動や研修等を実施します。 

さらに、協調学習

※

を中心としたアクティブ・ラーニング

※

の推進を通して、児童生徒一人一

人の思考力・判断力・表現力が発揮される指導を行いながら、楽しく、わかり、のばす授業の

充実を目指します。 

 

●学力向上に向けた取組 

・アクティブティーチャーやとだっ子ジャンプアップティーチャー、ICT

※

レッスンアドバイザー

の小・中学校への配置によるきめ細かい指導の充実 

・全国学力・学習状況調査、埼玉県学力・学習状況調査、戸田市授業がわかり、興味・関心や意欲

をもって取り組んでいる児童生徒の割合に関する調査の分析を踏まえた学力向上対策  

・児童生徒の確かな学力を育成するための学力向上対策会議の実施 

・各学校独自の学力向上推進プラン作成とその実施及び工夫・改善 

 

●指導力の向上に向けた取組 

・教育センター教科等研究グループ研究員による市内教員の自主的な研修の推進 

・各教科等研究部会による授業研究会・協議会の実施と指導力向上に向けた取組の推進 

・全小・中学校が市研究指定校となり、それぞれのテーマや課題に応じた研究実践を積み重ねる

ことによる授業改善の推進 

 

●アクティブ・ラーニング

※

の推進 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す学習環境づくり（外部人材＜ゲストティーチャー、ボランティ

ア、地域の人材＞の活用、実物の活用、地域等学習活動場所の活用、ICT

※

の活用等）の充実 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す授業展開（協調学習

※

、問題（課題）解決的な学習、体験学習、

調べ学習、グループディスカッション、フィールドワーク、プレゼンテーション、ディベート

等）の工夫 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す指導上の工夫、言語活動の充実（話合い活動、説明・発表活動、

ふり返り活動、ロールプレイ、実験、体験・操作活動、調べ活動、まとめ活動等）の推進 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す指導法に関する研修の実施 

 

●協調学習

※

の推進 

・東京大学教育支援コンソーシアム機構（CoREF）との連携 

・学校の要請に応じた県や市の指導主事及び CoREF指導者の派遣の調整 

・CoREFのメーリングリストを活用した協調学習

※

の情報入手 

・教育センター教科等研究グループ研究員による協調学習

※

の研究推進（戸田市版協調学習

※

づくり） 

・協調学習

※

マイスター委嘱による指導法の伝達及び研究推進 
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施策２ 学習意欲の向上と学習習慣の確立 

地域子育て支援拠点事業や絵本のお話会、ブックスタート事業など、幼少期から学びへの興

味と意欲を育むとともに、家庭における学習に関する情報提供や相談支援を通じて、学習意欲

の向上と学習習慣の確立を目指します。 

 

●家庭での学習への情報提供や支援 

・家庭学習を支援する ICT

※

サービス共通教材の実施（学習ナビ、電子百科事典等） 

・各学校独自の家庭学習の方針作成とその実施 

・市 PTA連合会との連携による家庭学習宣言の実施 

・民間企業の協力による家庭学習支援 

 

施策３ 学習機会の確保と学習支援 

放課後や長期休業における「とだっ子学習クラブ」等の実施（パソコンや ICT

※

サービス共通

教材等を活用した学習の支援等）を行います。また、経済的な援助等を通じて、すべての児童

生徒が学習を継続できるよう支援を行います。 

 

●放課後等を活用した学習支援 

・放課後における「とだっ子学習クラブ」の計画的・継続的な実施 

・長期休業における「とだっ子学習クラブ」や「英会話教室」、「水泳教室」等の実施 

・とだっ子学習クラブ担当者（アクティブティーチャー、とだっ子ジャンプアップティーチャー）

や英会話教室担当者（ALT）への研修会実施による指導力向上と共通教材の活用充実 

・ICT

※

レッスンアドバイザーによるパソコン等を活用した放課後学習支援 

・日本語指導員派遣事業の実施（教育センター３名配置） 

 

●就学支援 

・就学援助費の支給 

・入学準備金・奨学資金の貸付 

・海外留学奨学資金の給与 

 

 

 



79 

 

施策の方向２ 豊かな心の育成 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

近年、地域の多様な世代の人との交流が減少する中で、規範意識や社会性の育成が課題とな

っています。また、いじめや不登校、非行問題など、依然として教育現場における対応が求め

られているのが現状です。 

本市では、青少年の体験学習機会の充実が求められているとの認識のもと、地域の中での様々

な職業体験活動など、学校では得られない経験を積むことで豊かな社会性や自律心を養う取組

を行っています。 

また、「いじめは絶対に許さない」という強い姿勢のもと、学校、家庭、地域、関係機関との

連携を強化するとともに、平成 26 年４月に各学校では「学校いじめ防止基本方針」を、５月

に市では「戸田市いじめ防止基本方針」を策定しました。さらに、青山学院大学と連携し、作

成した「いじめ対応プログラム」は、小学校６年生から中学校３年生までの全員が、いじめに

対する対処の仕方を学ぶものであり、いじめ防止に向けた取組の強化を図っています。 

市民へのアンケートでは、社会生活に役立つ力を付けるために必要な取組として、教職員、

市民とも「集団活動の中で社会性を育む」が最上位に挙がっています。 

また、「特に悩みや困ったことはない」が小学生では約３割であったのが、中学生になると１

割強へと低下しています。悩みや困りごとの内容としては、小学生、中学生ともに「自分に自

信がない」や「将来進みたい方向がわからない」が上位に挙がっています。 

そして、団体等ヒアリングでは、社会性・コミュニケーション力の不足、いじめ・不登校・

非行の問題、スマートフォン等の適正利用、自己肯定感の欠如などが課題として挙げられてい

ます。 

今後は、児童生徒一人一人の「豊かな心」の育成に向けて、読書活動や自然体験、芸術作品

等の鑑賞、交流活動など、情操を豊かにする教育の充実を図るとともに、道徳の授業の充実や

ボランティア活動、社会体験活動を通じて、道徳的実践力や規範意識・社会性の育成を図りま

す。 

また、「戸田市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ問題の未然防止、早期発見・早期解決

等の推進を図るとともに、生徒指導と、児童生徒及び保護者に対する相談・支援活動の充実を

図ります。 
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■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

国内姉妹・友好都市との交流 24 件 29 件 

多世代交流ひろば「わいわい 

スポット」の実施 

５か所 20 か所 

イベントでの清掃ボラン 

ティア数 

のべ 23 人 のべ 40 人 

イベントでの商い体験者数 のべ 82 人 のべ 100 人 

不登校児童生徒の割合 

小学校 0.23％（H26） 小学校 0.17％ 

中学校 2.74％（H26） 中学校 2.14％ 

規律ある態度の達成度 

小学校 87％（H26） 小学校  90％ 

中学校 91％（H26） 中学校 93％ 
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施策４ 情操を豊かにする教育の充実 

読書活動をはじめ、人や自然と関わる体験活動やボランティア活動等を通じて、他者をいた

わる気持ちをはじめとする豊かな情操や、規範意識・社会性の育成を目指します。また、きめ

細かい生徒指導を行うとともに、児童生徒及びその保護者を対象とした相談・支援体制を充実

することで、情操を豊かにする教育の充実を図ります。 

 

●情操を育む体験 

・彩湖自然学習センターを活用した自然体験授業の実施 

・みどりの学校ファームを通した生産活動体験の実施 

・戸田市文化会館大ホールでの小学校音楽鑑賞会、小・中学校音楽会の実施 

・市内児童生徒作品展の開催による作品鑑賞の実施 

 

●交流活動（自分や他者をいたわる気持ちの涵養 等） 

・国内姉妹・友好都市との交流 

・多世代交流ひろば「わいわいスポット」の実施 

・全小・中学校にALT を１名常駐配置した国際交流活動の推進 

・特別支援学級と通常学級とが交流するインクルーシブ教育

※

システムの充実 

・小学校キャリア教育、中学校進路指導・キャリア教育の充実（小学生職業疑似体験活動、市内

事業所での中学生社会体験チャレンジ事業、進学就職対策活動） 

 

施策５ 道徳的実践力や規範意識・社会性の育成 

道徳の授業を中心とした道徳教育に係る指導や、ボランティア活動・社会体験活動への参加

などを通じて、道徳的実践力を育むとともに、規範意識・社会性の育成を目指します。 

 

●道徳の授業の充実 

・授業研究を核とした道徳の教科化へ向けての研修の充実 

・道徳教育推進教師を中心とした各学校全教職員による一貫性のある道徳教育の推進 

・私たちの道徳、彩の国の道徳等の計画的な活用 

 

●ボランティア活動 

・ふるさと祭り等イベントでの清掃ボランティア 

・学校応援団と連携した、ボランティア活動の推進 

 

●社会体験活動の充実 

・商工祭・上戸田ゆめまつり等のイベントでの商い体験 

・小学校キャリア教育、中学校進路指導・キャリア教育の充実（小学生職業疑似体験活動、市内

事業所での中学生社会体験チャレンジ事業、進学就職対策活動）（再掲） 
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施策６ 生徒指導と相談・支援体制の充実 

教職員や相談員等への研修等を通じて相談・支援に関する資質・能力の向上を図るとともに、

児童生徒や保護者へのきめ細かい相談支援体制の充実を図ります。 

 

●生徒指導の充実 

・戸田市生徒指導アクションプランに基づく関係機関の連携強化 

・「戸田市いじめ防止基本方針」に基づいたいじめ問題の未然防止 

・戸田市生徒指導支援センター事業の充実 

・戸田市すこやかサポーター（生徒指導支援員）の配置（各中学校１名配置） 

・小・中学校生徒指導委員会による小中一貫した指導の推進 

・非行防止教室の充実 

・CAPプログラム

※

の実施 

・いじめへの対処の仕方を学ぶ「いじめ対応プログラム」の実施（青山学院大学との包括連携） 

・ネットトラブル、ネットいじめ、ネット依存等への対応研修会の実施 

 

●児童生徒・保護者への相談・支援体制の充実 

・教育相談指導員・教育心理専門員・スクールソーシャルワーカー

※

・非常勤医師の配置による教

育相談体制の充実 

・日本語指導員の配置による日本語指導の充実 

・中学校区へのさわやか相談室の設置（さわやか相談員・ボランティア相談員の配置） 

・学校や関係機関の相互の連携を密にした学校教育相談の充実（中１学校生活アンケートの実施・

活用） 

・学校適応指導教室（ステップ教室）による学校支援体制の充実 

・いじめへの対処の仕方を学ぶ「いじめ対応プログラム」の実施（青山学院大学との包括連携）

（再掲） 

・生徒指導・教育相談研修会の実施 

  

※CAP プログラム：Child Assault Prevention の略。子

供が、いじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力など様々

な暴力から自分の心と体を守るための予防教育プログ

ラムです。 
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施策の方向３ 健やかな体の育成 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

日常の中で疾病予防や健康づくりに関する情報は豊富になっていますが、健康づくりや運動

習慣の定着については、二極化する傾向が全国的にみられています。また、子供の肥満をはじ

め、若い世代からの生活習慣病の増加など、現代的な健康課題が多様化、深刻化しています。 

本市では、「体力向上チャレンジ事業」をはじめとした、児童生徒体力向上に向けた取組を

推進してきました。また、学校給食等を通じた食育の推進など、健康づくりに関する知識の普

及と実践に努めています。 

アンケートでは、健康や体力の問題では、小学生、中学生とも「寝不足である」「疲れがたま

っている」「持久力がない」が上位に挙がっています。また、今の学校生活などでの悩みや困っ

たことでは、小学生、中学生とも「運動が苦手である」が上位となっています。 

そして、団体等ヒアリングでは、運動・活動の場の確保が必要との意見が挙がっています。 

今後は、「健やかな体」の育成に向けて、学校保健や食育の充実、家庭や地域と連携しながら、

体力向上に向けた取組を進めるとともに、地域人材と連携した部活動の充実を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

朝食を毎朝食べる児童生徒の

割合 

小学校 89.4％ 小学校  91％ 

中学校  85.3％ 中学校  88％ 

新体力テストの総合評価が

A・B・C の児童生徒の割合 

小学校 79.6％ 小学校 82％ 

中学校 81.1％ 中学校 85％ 
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施策７ 健康教育、食育、学校安全の推進 

学校保健の充実や給食等を通じた食育事業等を通じて、健康・保健知識の向上や、正しい生

活習慣、食習慣の形成を図ります。 

 

●健康教育の充実 

・就学時健康診断の実施 

・定期健康診断の実施 

・小児生活習慣病予防検診の実施 

・薬物乱用防止教室、性に関する指導、生活習慣病への対応、心の健康等へ配慮した指導の実施 

・普通救命講習会、応急手当普及員講習会（AED

※

活用を含む）の実施 

 

●学校における食育の推進 

・自校給食の推進・栄養士等と担任の連携による授業 

・給食食材に埼玉県産食材、市内農産物の活用 

・各学校における栄養教諭、学校栄養職員等の専門性を活かした食育授業の推進 

・食に関する知識や能力等を身に付ける体験活動の実施 

 

●学校安全の推進 

・「予想される危機を未然に回避すること」「発生した危機の影響を最小限に抑えること」の両側

面からの学校安全体制（危機管理体制）の充実 

・関係機関と連携した交通安全教室、避難訓練、防犯教室等の実践的活動の実施 

・防災マニュアルの見直し 

・関連する教科や特別活動、学校行事を中心とした指導の充実 

・子どもの安全を守る日の実施 

・スクールガード養成講習会の開催 

・高度利用緊急地震速報端末を活用した定期的な防災訓練（全小・中学校） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※AED：Automated External Defibrillator（自動体外式

除細動器）の略。心停止状態の際、自動的に解析を行

い、必要に応じて電気ショックを与え、心臓を正常な
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施策８ 健康づくり・体力向上の推進 

運動が好きになる授業などを通じて運動習慣を身に付けるとともに、専門性の高い指導者に

よる部活動の充実などを通じて、児童生徒の健康づくりと体力向上を推進します。 

 

●体力向上の推進 

・体力向上チャレンジ事業の実施（夏休み中のチャレンジてつぼう・とびばこ教室の開催） 

・なわとび大会の実施（個人・集団） 

・陸上運動会・球技大会の実施（小学校） 

・小・中学校体育連盟が推進する学校体育活動の支援 

・運動部活動に関する地域の指導者の活用 

・戸田市児童生徒体力向上推進委員会の充実（投力の向上に向けた取組の充実） 

・児童生徒が主体的に運動する授業の推進 

・体育会で活躍している学生が参加する「スポーツふれあい体験事業」の実施（青山学院大学と

の包括連携） 

 

●部活動の充実 

・戸田市中学校部活動指導員の承認（運動部活動に関する地域の指導者の活用） 
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施策の方向４ 国際社会で活躍できる人材の育成 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

グローバル化の進展に伴い様々な分野で国際化が進む中で、能動的にコミュニケーションを

とり、積極的に課題に立ち向かっていく力を養うとともに、日常生活においても、異文化理解、

国際理解を深めていくことが不可欠となっています。 

本市では、全国に先駆けて小学校での英語教育活動を実施し、現在では ALT の全校配置を

行う中で、英語教育での成果を着実に上げています。 

アンケートでは、戸田市の教育で「良い」ものとして、教職員で「小学校の英語活動」や「情

報教育」が上位に挙がっています。 

一方、団体等ヒアリングでは、自分で解決する力の不足や、コミュニケーション力の不足に

関する課題が多く挙がっています。 

今後は、国際社会で活躍できる人材の育成に向けて、アクティブ・ラーニング

※

や協調学習

※

、

ESD

※

など、能動的に課題を見付け対応する力の育成を図るとともに、引き続き ALTの全校配

置や ICT

※

教育の充実など、国際社会で活かせるコミュニケーション力の育成を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

全国学力・学習状況調査 B 問題

（国語、算数・数学）の全国平

均正答率と戸田市平均正答率と

の差 

小学校 ＋1.0 ポイント 小学校 ＋3.0 ポイント 

中学校 －0.5 ポイント 中学校 ＋1.5 ポイント 

中学校卒業時の英検３級以上

取得率 

25％ 50％ 
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施策９ 能動的に課題を見付け対応する力の育成 

アクティブ・ラーニング

※

や協調学習

※

、将来の仕事や生活に応用できる知識・技能の習得、

持続可能な発展のための ESD

※

など、地域の多様な人材と連携しながら、能動的に課題を見付

け対応する力の育成に向けた取組を推進します。 

 

●アクティブ・ラーニング

※

の実施（再掲） 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す学習環境づくり（外部人材＜ゲストティーチャー、ボランティ

ア、地域の人材＞の活用、実物の活用、地域等学習活動場所の活用、ICT

※

の活用等）の充実 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す授業展開（協調学習

※

、問題（課題）解決的な学習、体験学習、

調べ学習、グループディスカッション、フィールドワーク、プレゼンテーション、ディベート

等）の工夫 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す指導上の工夫、言語活動の充実（話合い活動、説明・発表活動、

ふり返り活動、ロールプレイ、実験、体験・操作活動、調べ活動、まとめ活動等）の推進 

・アクティブ・ラーニング

※

を促す指導法に関する研修の実施 

 

●協調学習

※

の推進（再掲） 

・東京大学教育支援コンソーシアム機構（CoREF）との連携 

・学校の要請に応じた県や市の指導主事及び CoREF指導者の派遣の調整 

・CoREFのメーリングリストを活用した協調学習

※

の情報入手 

・教育センター教科等研究グループ研究員による協調学習

※

の研究推進（戸田市版協調学習

※

づ 

くり） 

・協調学習

※

マイスター委嘱による指導法の伝達及び研究推進 

 

●情報教育の推進（ICT

※

教育等） 

・小・中学校の全教室に整備した ICT

※

機器等を活用した授業の推進（大型テレビ、ノートパソコ

ン、実物投影機、ワイヤレスペンタブレット、タブレットパソコン等） 

・指導者用デジタル教科書（国語・書写、社会、算数・数学、理科）を使った授業の ICT

※

化 

・ICT

※

機器等の整備による教育センター研修機能の充実（協働的な学びなど ICT

※

の特長を最大

限に活かした授業づくりに係る研修会の実施、ICT

※

機器等の活用に係る研修会の実施） 

・校務の情報化を図るための機器等整備（校務支援システムの活用、情報セキュリティの向上、 

 蔵書管理システムの活用） 

・ICT

※

レッスンアドバイザーによるパソコン等を活用した放課後学習支援（再掲） 

 

●ESD

※

の推進 

・全教育活動を通した組織的な環境教育の実施 

・戸田市学校版環境 ISO の充実 

・エコライフデーの取組の充実 
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施策 10 国際社会で活かせるコミュニケーション力の育成 

国語の学習で身に付けた言語能力を基礎として、他の教科と連携しながら、国語教育を推進

します。また、ALT の全校配置継続など、英語を中心とする外国語教育の推進を図ります。そ

して、ICT

※

の活用やスマートフォン等の適正利用の周知を通じて、情報教育の充実を図ります。 

 

●国語教育の充実 

・「単元を貫く言語活動」の推進 

・指導用デジタル教科書の整備とその積極的な活用推進 

・本好きサポーターの配置による学校図書館教育の充実 

 

●外国語教育の充実 

・全小・中学校にALT を１名常駐配置した外国語教育の充実 

・英語教育連携事業の実施（青山学院大学との連携による、小・中学校の教員の英語指導力の 

向上） 

・小学校１年生からの英語活動の実施 

・中学校-CAN-DOリストを活用した英語授業の実施 

・ALL ENGLISH を基本とする授業の実施（中学校） 

・小中一貫した英語教育を推進する戸田市英語教育研究推進委員会の設置 

・ALT との日常的なコミュニケーション活動の実施 

 

●情報教育の推進（ICT

※

教育等）（再掲） 

・小・中学校の全教室に整備した ICT

※

機器等を活用した授業の推進（大型テレビ、ノートパソコ

ン、実物投影機、ワイヤレスペンタブレット、タブレットパソコン等） 

・指導者用デジタル教科書（国語・書写、社会、算数・数学、理科）を使った授業の ICT

※

化 

・ICT

※

機器等の整備による教育センター研修機能の充実（協働的な学びなど ICT

※

の特長を最大

限に活かした授業づくりに係る研修会の実施、ICT

※

機器等の活用に係る研修会の実施） 

・校務の情報化を図るための機器等整備（校務支援システムの活用、情報セキュリティの向上、 

 蔵書管理システムの活用） 

・ICT

※

レッスンアドバイザーによるパソコン等を活用した放課後学習支援 
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基本目標２ よりよい教育環境を整備する 

施策の方向５ 新しい学びの創造 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

時代の変化に伴い、学校教育に求められる資質・能力の育成について、家庭と学校の中だけ

で完結することは困難となっています。地域の実情に応じて、学校内外の様々な知恵や資源を

積極的に取り入れていくことが必要となっています。 

本市では、デジタル教科書やドリル学習ができる学習支援システムなど、デジタル教材を積

極的に活用した、楽しくわかる授業の充実を目指しています。 

デジタル教材の導入と活用や、放課後等における学習支援にあたっては、民間のノウハウを

積極的に活かします。 

今後は、時代の要請に応える「新しい学びの創造」に向けて、民間の教育力の活用や ICT

※

機

器等の積極的な活用を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

民間による学校支援日数 のべ 50 日 のべ 640 日 

新しい学びを促す ICT

※

シス

テムの活用をしている学校数 

４校 18 校 
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施策 11 民間の教育力の活用  

デジタル教材の効果的な導入と活用や、放課後等における児童生徒への学習支援に向けて、

民間の教育力の活用を図ります。 

 

●学習塾等と連携した教育支援 

・放課後や夏季休業中の学習支援 

・教員と塾講師が連携した学習指導の充実 

・ベネッセコーポレーションとの包括連携を活かした教育力の活用 

・民間の教育資源の活用を図る「知のリソース活用プロジェクト」の推進 

 

施策 12 学習支援器材の充実 

時代の要請に応える新しい学びの創造に向けて、デジタル教科書やドリル学習ができる学習

支援システムの導入を図ります。 

 

●ICT

※

機器等の積極活用 

・小・中学校の全教室に整備した ICT

※

機器等を活用した授業の推進（大型テレビ、ノートパソコ

ン、実物投影機、ワイヤレスペンタブレット、タブレットパソコン等）（再掲） 

・指導者用デジタル教科書（国語・書写、社会、算数・数学、理科）の積極的な活用 

・ICT

※

機器等の整備による教育センター研修機能の充実（協働的な学びなど ICT

※

の特長を最大

限に活かした授業づくりに係る研修会の実施、ICT

※

機器等の活用に係る研修会の実施）（再掲） 

・校務の情報化を図るための機器等整備（校務支援システムの活用、情報セキュリティの向上、 

 蔵書管理システムの活用）（再掲） 

・ICT

※

レッスンアドバイザーによるパソコン等を活用した放課後学習支援（再掲） 

・タブレット端末やデジタル教材を使った児童の学びの実現 

・新しい学びを促す ICT

※

システムの活用 
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施策の方向６ 教員の資質向上・支援 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

時代の変化等を背景に、教職員に対する家庭・地域からの期待や要望は増大する傾向にあり、

それに伴い、一人一人の教職員の指導力・対応力の向上が求められています。 

一方、教員の多忙化は教育現場における大きな課題となっており、その解決に向けた取組の

推進が必要となっています。 

また、学校の在り方についても、従来通り児童生徒の教育の場であると同時に、地域の学び

の拠点として深化させていくことが期待されています。 

教職員のアンケートでは、健康や体力の問題として「疲れがたまっている」が最上位に挙が

っています。また、最近、悩んだり困ったりしたことが「いつも／ときどきある」が約７割と

多く、内容では「学級経営・学習指導のこと」や「生徒指導のこと」が上位となっています。 

また、今後、希望する研修では「わかる授業、興味をもたせる授業のための研修」、「子供

の悩みを理解するためのカウンセリング研修」が上位となっています。 

そして、団体等ヒアリングでは、教員の資質向上、教員を支える仕組み、子供と向き合う時

間の確保に関する課題が挙がっています。 

今後は、教員の資質向上・支援に向けて、教員の指導力の向上につながる研修や専門的指導

等を充実するとともに、ICT

※

等を活用した効果的・効率的なネットワーク形成や校務の改善を

図ります。 

また、学校応援団の充実や、学校評価、学校開放の充実等、保護者・地域からの信頼の醸成

に向けた取組の推進を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

戸田市教職員専門研修参加 

人数 

のべ 197 人 のべ 250 人 
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施策 13 教員の指導力の向上 

研修の実施や経験豊かな教員による指導等、教科指導力の向上に向けた取組や、保護者や地

域とのコミュニケーション力の強化に向けた取組などを通じて、教員の指導力の向上を図りま

す。 

 

●教科指導力の向上に向けた取組 

・教職員専門研修等による指導法研修会の実施 

・「近未来に求められる学び」研修会の実施（教育センター教育研究室の活用、タブレットパソ

コン等 ICT

※

活用研修会の実施） 

・戸田市教職員専門研修の充実 

・教育センター研究員事業の充実 

・ライフステージに応じた研修会（臨時的任用教員研修会、 初任者研修、

５年・10 年・20 年経験者研修） 

・デジタル教科書の活用推進を図る研修会の実施 

・戸田市教育フェスティバルの実施 

・研究委嘱校の研究の支援 

 

●保護者・地域とのコミュニケーション力強化に向けた取組 

・戸田市学校応援団実行委員会及び４地区学校応援団の活動支援 

・戸田市学校応援団の活動支援 

・学校応援コーディネーター研修会の実施 

・市内学校公開日の設定（彩の国教育の日） 

・学校ホームページの公開と継続的な更新による情報提供 

・教育広報「とだ」の編集・発行と市民への配布を通した相互理解の推進 

・「広報戸田市」・「ふれあい戸田」等の情報メディアを通した市民への積極的な広報の推進 

・各学校における特色ある学校づくりの支援 
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施策 14 教員が児童生徒と向き合える体制づくり  

校務の効率化などを通じた教員の多忙への対応や、経験豊かな教員や専門家等を交えた教員

のかかえる問題や悩みへの対応、また教員の健康管理・相談支援などを通じて、教員が児童生

徒と向き合える体制づくりを推進します。 

 

●多忙への対応 

・（仮称）戸田市小・中学校負担軽減検討委員会の設置 

・校長会・教頭会との連携 

・文部科学省地方教育アドバイザー制度の活用 

 

●教員の健康管理・相談支援（問題や悩みへの対応含む） 

・教職員定期健康診断の実施 

・産業医・健康管理医の配置 

・ストレスチェックの実施 

 

施策 15 保護者・地域からの信頼の醸成 

 地域の様々な人が学校教育に関わり支える学校応援団の充実や、地域の目で学校を検証する

学校評価制度の推進、地域の人が安心して活動・交流しながら学校への理解を深める学校開放

の推進等を通じて、保護者や地域からの信頼の醸成を図ります。 

 

●学校応援団の充実 

・戸田市学校応援団実行委員会及び４地区学校応援団の活動支援（再掲） 

・戸田市学校応援団の活動支援（再掲） 

・学校応援コーディネーター研修会の実施（再掲） 

 

●学校評価の推進 

・生徒、保護者、教員による学校評価アンケートの実施 

 

●保護者・地域とのコミュニケーション力強化に向けた取組（再掲） 

・戸田市学校応援団実行委員会及び４地区学校応援団の活動支援 

・戸田市学校応援団の活動支援 

・学校応援コーディネーター研修会の実施 

・市内学校公開日の設定（彩の国教育の日） 

・学校ホームページの公開と継続的な更新による情報提供 

・教育広報「とだ」の編集・発行と市民への配布を通した相互理解の推進 

・「広報戸田市」・「ふれあい戸田」等の情報メディアを通した市民への積極的な広報の推進 

・各学校における特色ある学校づくりの支援 
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施策の方向７ 学校施設・設備の充実 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

東日本大震災を契機に、子供たちが多くの時間を費やす学校施設・設備の安全確保が大きな

課題となっています。 

本市では、老朽化した学校施設の大規模改修を計画的に進めるとともに、非構造部材の耐震

化についても、緊急性が高いことから着実に実施することとしています。 

教職員のアンケートでは、戸田市の教育で「良い」ものは「教育環境」「学校施設・設備」が

上位に挙がっています。 

今後は、安全・安心な教育環境の確保に向けて計画的な施設の長期化や改築等の実施を進め

るとともに、ICT

※

環境の整備など、学校施設・設備の充実を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

公共施設中長期保全計画実施

学校数 

のべ３校 のべ 19 校 

設置場所を限定しない可動式

コンピュータの配置学校数 

０校 18 校 
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施策 16 安全・安心な教育環境の確保 

児童生徒及び教職員の安全・安心な教育環境の確保に向けて、施設の長期化や改築等の実施

を進め、学校教育上の様々なニーズに対応できる学校施設・設備の充実を図ります。 

 

●教育施設・設備の充実 

・事務機器等の更新及び保守の実施 

・学習教材の修繕及び更新の実施 

・学校設備の保守点検の実施 

・学校施設の修繕、改築の実施 

・高度利用緊急地震速報端末の設置 

 

施策 17 ICT

※

環境の充実 

情報教育や新しい学びの推進、校務の効率化など、多様な教育課題への対応に向けて、学校

施設の ICT

※

環境の充実を図ります。 

 

●ICT

※

環境の充実 

・無線 LAN環境の整備 

・拠点間ネットワークの超高速回線化の実施 

・LTE回線を使用可能なタブレット型パソコンの導入 

・各種システムの更改 
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施策の方向８ 特別支援教育の充実 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

ノーマライゼーションの理念をさらに発展させ、一人一人の特性に応じた配慮が行われる中、

障害のある人もない人も共に学ぶインクルーシブ教育

※

システムの構築に向けた取組の推進が

図られています。 

本市では、支援員の配置や「サポート手帳」の活用、あるいは小学校に特別支援学級や通級

指導教室の設置を行うなど、特別支援教育

※

に注力してきました。 

 アンケートでは、戸田市らしい教育の推進に向けた取組について、教職員で「特別支援教育

※

の充実」が上位に挙がっており、また市民で「高齢者や障害者の福祉施設などと連携した体験

学習」が最上位となっています。 

 団体等ヒアリングでは、特別支援教育

※

の充実や発達障害

※

への対応に関する事項が多く挙げ

られています。 

今後は、特別支援教育

※

の充実に向けて、インクルーシブ教育

※

システムの構築を念頭に置い

た取組を進めるとともに、相談・支援体制の強化に向けて、関係部署・関係機関の一層の連携

強化等を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27 年） 目標（平成 32 年） 

特別支援学級の設置率 50％ 60％ 

障害児相談支援利用者数 20 人 140 人 

１歳８か月児健診、３歳６か

月児健診の平均受診率 

94.1% 96% 
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施策 18 特別支援教育の充実 

障害のある児童生徒や学習障害（LD）

※

、注意欠陥多動性障害（ADHD）

※

、高機能自閉症

※

等の児童生徒が、それぞれのニーズに応じたきめ細かい指導を受けるとともに、通常学級との

交流・共同学習を積極的に行うなど、 ノーマライゼーションの理念に基づく特別支援教育

※

の

充実を図ります。またさらに、障害のある人もない人も共に学ぶインクルーシブ教育

※

システム

の構築に向けた取組の推進を図ります。 

 

●特別支援教育

※

の推進 

・特別支援教育

※

に関する研修の充実（授業のユニバーサルデザイン

※

化を進めるための研修会、

特別支援教育新担当者育成研修会、特別支援教育

※

コーディネーター研修会、特別支援教育

※

研 

修会） 

・就学相談・発達相談の充実（教育センターに教育相談指導員、教育心理専門員、スクールソー

シャルワーカー

※

を配置） 

・発達障害

※

に係る専門医による発達相談 

・戸田市発達支援巡回相談員の派遣 

・「サポート手帳」（とだっ子ファイル）の活用推進 

・通常学級支援籍等の交流及び共同学習の推進 

・特別支援学校のセンター的機能の活用 

・埼玉県特別支援教育

※

推進専門員の活用  

・特別支援教育

※

・通級による指導の充実 

 

●共に学ぶ環境づくり 

・小・中学校の施設管理・施設整備  

・小・中学校備品の購入  

 

施策 19 相談・支援体制の強化 

教育心理専門員や医師等と連携し、障害の早期発見と療育を開始する体制づくりを進めると

ともに、保護者への相談・支援を行う中で、不安や悩みの軽減を図ります。 

 

●早期発見・療育支援、保護者への支援 

・障害児相談支援を利用した通所療育支援 

・乳幼児健診からの早期発見・支援、保健指導の実施 

・就学に係る説明会・個別相談会の実施、関係機関との連携による支援 
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施策の方向９ 家庭・地域の教育力向上 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

社会構造の変化等に伴い、家庭教育や地域での教育が難しくなっています。また、学校外で

の学習時間は小・中学校とも国際平均より低い状況にあり、さらにその中でも二極化が進んで

いる状況も指摘されています。また、幼児期の教育に関して、家庭教育支援も含めた質的向上

が課題となっています。 

本市では、放課後の学習機会である「とだっ子学習クラブ」の充実や、家庭においても活用

できる ICT

※

学習教材の活用により、家庭教育の支援を図っています。また、子育て支援者を養

成し、市民との協働による子育て活動の推進や、子育て支援講座、相談業務を実施し、子育て

不安の解消及び児童虐待防止に努めるなど、家庭や地域における教育支援に努めています。 

教職員のアンケートでは、子供を取り巻く環境変化に関して〔地域の大人たちの子供へのか

かわり〕〔子供同士の遊び〕〔保護者の子供へのかかわり〕〔子供の生活技術・能力〕の項目で「悪

くなった」の割合が６割強と高くなっています。 

また団体等ヒアリングでは、家庭の教育力の向上や、地域でのボランティア活動の活性化に

関する意見が挙がっています。 

今後は、家庭・地域の教育力向上に向けて、保育園や私立幼稚園など就学前教育への支援を

行うとともに、学習活動の充実を図ります。また、幼少期から学びに興味を持てる取組の推進

を図ります。 

そして、家庭教育への支援に向けて、適切な生活習慣の確立に資する講座の開催や、家庭で

の教育に関する情報提供・相談支援の充実を図るとともに、保護者同士の交流・学習機会の充

実等 

を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27年） 目標（平成 32年） 

男女共同参画啓発事業数 15事業 20事業 

３歳６か月児健診における、 

21 時までに就寝する児の割

合 

56% 70% 

民間保育所補助金、私立幼稚

園 

振興補助金交付園数 

34 園 44 園 

子育て支援センター利用者数 のべ 12,089 人 のべ 13,000 人 
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施策 20 就学前教育への支援 

保育園や私立幼稚園の円滑な運営に向けて、補助・助成を行うとともに、保育園や幼稚園に

おける学習活動の充実を図ります。また、幼少期から学びに興味を持てる取組を推進します。 

 

●保育園、私立幼稚園への支援 

・民間保育所補助金、私立幼稚園振興補助金の交付（公立園を除く。） 

 

●学びへの興味の醸成 

・子育て支援センターを拠点とした地域の家庭の育児支援の実施 

 

施策 21 家庭教育への支援 

家庭の教育力向上に向けて、適切な生活習慣の確立に資する講座の開催や、家庭での教育に

関する情報提供・相談支援の充実を図ります。 

 

●適切な生活習慣確立に向けた支援 

・乳幼児健診における保健指導の実施 

 

●家庭への情報提供・相談支援の充実 

・男女共同参画に関する啓発の実施 

・「戸田市子育て応援ブック」の発行・配布 

 

施策 22 保護者同士の交流・学習機会の充実 

子育て中の保護者同士が交流し、共に学べる機会の充実を図るとともに、保護者のニーズに

合った交流・学習環境の充実を図ります。 

 

●保護者同士の交流・学習機会の充実 

・保育園・幼稚園入園前の親子を対象にした子育て支援講座の実施 

・小学校就学児健康診断・中学校入学説明会実施時の保護者向け参加型学習・子育て講座の実施 

・戸田公園駅前行政センター及び学童保育室等における、乳幼児と保護者が相互の交流を図る場

の設置や、アドバイザー等による育児相談を受けられる場の設置 
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施策の方向 10 家庭・学校・地域の連携 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

近年、地域でのつながりや支え合いによるセーフティネット機能の低下、地域の中での孤立

化、あるいは文化・規範の次世代への継承などが課題となっています。 

本市では、児童生徒の通学路の安全確保について、地域、警察、関係部署との連携を密に行

うとともに、交通指導員の配置など、登下校時における安全対策を推進しています。また、青

少年団体の活動支援や非行防止の取組を推進するとともに、放課後子ども教室や青少年の居場

所の充実に努めています。 

アンケートでは、担任・担当している学級の子供について、困ったことや問題と感じること

として「生活体験や社会体験が不足している」が約４割、「家族のことで悩んでいる子がいる」

が約３割となっています。また、小・中学校の活用については、教職員、市民とも「放課後の

安全な子供の遊び場・居場所として、学校をもっと活用すべきである」が最上位となっていま

す。そして、戸田市らしい教育の推進に向けた取組では、教職員、市民とも「彩湖・道満グリ

ーンパークを活かした自然体験学習」が上位に挙がっています。 

また、団体等ヒアリングでは、居場所づくり、家庭・学校・地域の連携、保護者・学校の連

携・信頼醸成、放課後等の活用、安全の確保に関する意見が挙がっています。 

今後は、家庭・学校・地域の連携の強化に向けて、子供会や PTA活動等、教育関連組織・団

体活動への支援を行うとともに、学童保育の充実や学校施設等の有効活用など、子供の安全な

居場所づくりの充実を図ります。 

また、地域全体での見守りや相談支援など、青少年の健全育成を行うとともに、豊かな地域

の人材や自然等を活かした戸田市らしい教育の推進を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27年） 目標（平成 32年） 

ボランティア・市民活動支援

センターの登録団体数 

174団体 199団体 

青少年の居場所実施施設数 ４施設 ６施設 

（仮）彩湖自然学習サポータ

ーの養成及び登録者数 

０人 20 人 
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施策 23 教育関連組織・団体活動への支援 

子供会活動や PTA 活動等、地域でのつながりと教育支援の核となる組織や団体活動への支

援を行います。 

 

●子供会活動への支援 

・地区子供会の加入促進への支援（市と子供会のホームページのリンク設定、活動内容の市広報

や CATV の情報番組への掲載） 

・子供会への補助金の交付 

 

●PTA 活動等への支援 

・子育て講演会、人権講演会の実施 

・PTAへの助成金の交付 

 

施策 24 子供の安全な居場所づくり  

学童保育や放課後・土曜日の学校施設の開放、既存施設の積極的な活用により、子供の安全

な居場所づくりの充実を図ります。 

 

●学童保育の充実 

・小学校６年生までの学童保育を通じた、児童の健全育成の推進 

・民間活力の導入（ニーズの高い地域への民間学童保育室の誘致） 

 

●放課後子ども教室の充実 

・小学校の放課後の体育館、校庭、余裕教室等を活用した、地域住民の協力による児童の遊びや

文化活動等の推進 

 

●既存施設の積極的な活用 

・公共施設の空いている諸室の開放による、青少年への居場所の提供 

・児童生徒の居場所としての児童センタープリムローズ、こどもの国の機能の充実 
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施策 25 青少年の健全育成 

家庭・学校・地域が連携し、地域全体での見守りや相談支援を行うなど、青少年の健全育成

を推進します。 

 

●家庭・学校・地域と連携した青少年の健全育成 

・民生委員・児童委員による見守り活動、子供たちの不安や心配事などの相談・支援 

・保護司による犯罪防止活動の実施 

・各種青少年団体との協力による健全育成の啓発活動、地域の巡回活動の実施による青少年の非

行防止 

 

施策 26 戸田市らしい教育の推進 

地域の豊かな人材や団体、施設等と連携するとともに、彩湖など地域の自然環境を活かしな

がら、戸田市らしい教育の推進を図ります。 

 

●地域の人材・団体・施設等と連携した学習の推進 

・ボランティア・市民活動支援センターでの各種事業の実施 

 

●自然環境を活かした体験学習の推進 

・自然環境調査研究・講座開催 

・彩湖自然学習センター施設内展示 
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施策の方向 11 生涯学習・生涯スポーツの推進 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

グローバル化の進展や、社会の変化、多様化等を踏まえ、生涯を通じて一人一人の潜在能力

を最大限伸ばしていくことが必要となっています。 

また、高齢化が進展する中、生涯にわたって、健康維持や介護予防などに取り組むことが求

められています。 

本市では、市民大学において大学との連携を一層深め、市民に多彩な学びの場を提供すると

ともに、地域や施設の特性を活かした魅力ある公民館事業の実施を図っています。 

また、図書館蔵書の充実や、芸術文化活動において、市民自らが活躍できる環境を整備し、

芸術文化活動の促進を図るとともに、スポーツ推進計画に基づき、取組を推進しています。 

市民のアンケートでは、戸田市らしい教育の推進に向けた取組として「彩湖・道満グリーン

パークを活かしたアウトドア活動」や「ボートコースや彩湖を活かしたボートなどのスポーツ」

が上位に挙がっています。 

また、団体等ヒアリングでは、文化活動の推進についての課題が挙げられています。 

今後は、生涯学習の推進に向けて、市の多様な生涯学習関連施設を活用した学習の推進を図

るとともに、生涯学習団体への支援の充実を図ります。 

また、生涯スポーツの推進に向けて、自然環境を活かしたスポーツを推進するとともに、指

導者の育成や、生涯スポーツ団体への支援の充実を図ります。 

 

■目標指標 

指標名 現状（平成 27年） 目標（平成 32年） 

市民大学参加者数 のべ2,730 人 のべ2,870 人 

水辺のスポーツ教室参加者数 のべ 190 人 のべ250 人 

プロ選手・プロ芸術家と触れ

合えるイベント数 

０回 ２回 
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施策 27 生涯学習活動の推進 

市の多様な生涯学習関連施設を活用した学習の推進を図るとともに、生涯学習団体への支援

の充実を図ります。 

 

●市の多様な生涯学習関連施設を活用した学習の推進 

・市民大学講座の実施 

・大学との連携講座、市民による自主企画講座、講演会など全庁的な取組の実施 

・児童センターによる各講座の実施 

 

●生涯学習団体への支援 

・公民館まつりの実施 

 

施策 28 文化・スポーツ活動環境の整備 

地域資源を活かした生涯スポーツを推進するとともに、文化・スポーツ活動における指導者

の育成や、団体への支援・連携の充実、強化を図ります。 

 

●地域資源を活かした文化・スポーツの推進 

・水辺のスポーツ教室事業 

・文化・スポーツ各種イベント開催事業 

・既存施設の有効活用 

 

●放課後・土曜日の学校施設の開放 

・スポーツの普及や競技団体等の育成のため、身近でスポーツを楽しめる市内小・中学校の施設

開放の促進 

 

●文化活動団体・スポーツ活動団体との連携強化 

・地域で活動する各種競技団体、協会などとの連携を強化 

・各種団体などの指導者等の育成 
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計画の推進に向けて 

 

 

本計画の推進に向けて、学校関係者・教育委員会事務局・関係課等で構成する推進委員会を設

置します。 

また、計画の進行管理に当たっては、PDCAサイクルに沿って行います。計画内容に沿って事

業を推進する中で、事業評価の実施を通じて毎年度の進捗について関係各課にてチェックを行い

ます。そして実施された事業評価をもとに、推進委員会において改善に向けた検討を行います。

さらに、推進委員会の検討内容をもとに、関係課による次年度予算に反映するための実務的検討

を行います。 

 

 

■PDCA サイクルに基づく計画の推進イメージ 
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