
 
 

作成者 教育部長  山上 睦只 作成日 令和２年５月１２日 

■ 将来都市像 ■  

みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
 「生き生きと 共に育む 教育のまち 戸田」を基本理念とする第３次戸田市教育振興計画と「つながり 磨き 高め合

うまち とだ」を基本理念とする第４次戸田市生涯学習推進計画に基づき、第４次戸田市総合振興計画で掲げる「子どもの

成長と生涯にわたる学びのまち」の実現を目指します。また、引き続き産官学民連携による教育を積極的に推進します。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
小・中学校においては、子供達がこれからの時代を生き抜くために、①情報活用力や課題解決力などのこれから

の時代に必要な力（21 世紀型スキル）、②知識・技能を社会で使いこなす力（汎用的スキル）、③人間ならではの感

性や社会性等の力（非認知スキル）を身につけさせ、世界で活躍できる人間の育成を目指す必要があります。あわ

せて、児童生徒が健全な学校生活を送れるよう心身の健康管理への対応が必要となっています。また、現在進行し

ている児童生徒数の増加への対応や老朽化した学校施設の計画的な増改築等を実施する必要があります。 

学校給食については、安全で安心できる給食を提供し、食育の推進を図るとともに、学校給食の質と安全性の維

持及び十分な食物アレルギーの対策が求められています。学校給食センターにおけるアレルギー対策は、その食数

の多さから細心の注意を払う必要があります。 

生涯学習については、人生 100年時代を迎える中で、多様な市民が自ら主体的に学び、自己実現と地域課題の解決等に

向けて、元気に活躍し続けることができるよう、生涯学習事業の拡充に向けての取組を、市民と行政が一体となって進め

ていくことが必要です。また、市民の学習意欲と多様化する学習ニーズに応えるため、図書館、郷土博物館及び公民館等

の社会教育施設間の連携をより一層深めるとともに、様々な学習機会を統括する生涯学習推進体制の整備が必要となって

います。 

 また、令和２年度は、新型コロナウィルスへの対応による小中学校の休業に伴う学びの継続性の確保や図書館等の社会

教育施設の運営の在り方が大きな課題となります。 

■ 令和２年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

二つの基本理念、第３次戸田市教育振興計画の「生き生きと 共に育む 教育のまち 戸田」、第４次戸田市生涯

学習推進計画の「つながり 磨き 高め合うまち とだ」の実現に向け、次の二つの基本目標を念頭に、教育委員会

事務局職員は「迅速、先見、創造」を旨に業務に取り組む必要があります。また、限られた人員と予算の中で、エ

ビデンスベースに基づく事業展開等適正な業務執行及び予算執行を徹底します。令和２年度は、第４次戸田市教育

振興計画及び第５次戸田市生涯学習推進計画の策定に取り組みます。 

(1) やり抜く力を育む教育を推進します 

既存の知識や技能を身につけるだけでは十分ではなく、「21世紀型スキル」、「汎用的スキル」、「非認知スキル」

が必要です。こうした「グローバル力」の育成に加え、海外との交流等の国際的な経験を通じた、世界に向けた

幅広い視野や多様性の理解、異文化コミュニケーション力などの「国際的な力」の育成を目指します。 

 (2) よりよい教育環境を整備します 

児    文部科学省や県教育委員会、民間企業や大学など、産官学民との連携を図り、楽しく分かり、学び合い、

理解が深まる授業作りなどの教員の指導力向上、相談への対応力向上を始めとした教職員の資質向上や、教

職員が子供と向き合い、成長を十分にサポートできる体制づくりを推進します。また、各学校の環境や特色

を活かした安心・安全な学校づくりと、ICT 環境整備の充実や効果的な学びを支援する施設・設備の充実を

目指します。そして、児童生徒増と校舎老朽化への対策としての増改築を始めとする施設面でのよりよい学

習環境・教育環境の整備を目指します。また、第５次戸田市生涯学習推進計画の策定等を通じて、生涯学習

事業の一層の充実を図ります。 
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令和２年度 教育委員会事務局が中心となる施策の方針 

施策 

番号 
施策名 目 的 

令和２年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

７ 
確かな学力の育

成 

一人一人に応じたきめ細や

かな指導により、市内小・中学

校の児童生徒が、わかる喜びを

実感し、確かな学力を身に付け

るようにしていきます。 

従来の「経験と勘と気合い」によ

る教育実践から脱却し、エビデン

スに基づく、より効果的な教育を

進めていくとともに、産官学民と

の連携により、最先端で質の高い、

ICT 機器を活用した新たな学びを

積極的に学校に導入し、「社会に開

かれた教育課程」の実現を目指し

ます。また、子供たちの課題解決力

や創造性を育む PBL（プロジェクト

型学習）を推進します。さらに、多

様なニーズに対応するため、教育

相談体制の充実等を目指します。 

 

８ 教育環境の充実 

学校における児童生徒の健

康の保持増進を図るとともに、

安全でおいしい給食を提供す

ることにより、児童生徒が健全

な学校生活を送ることができ

るようにします。また、安心し

て過ごすことができる学校施

設を維持することで、児童生徒

が快適に学校生活を過ごすこ

とができるようにします。 

市内小・中学校１０校のパソコ

ン教室用パソコンの更改を行うな

ど ICT 機器を活用した授業の更な

る基盤整備をします。児童生徒増

に伴う教室不足と老朽化対策とし

て、戸田東小・中学校の建て替え工

事の完成を予定しています。また、

戸田第一小学校改築等工事の実施

設計、芦原小学校教室棟（含給食調

理場）増築等の設計業務を行いま

す。近年の猛暑における体育の授

業等や児童生徒の体調管理を考慮

し、中学校体育館のエアコン設置

工事を実施し、小学校体育館のエ

アコン設置工事の設計業務を行い

ます。 

学校給食センターにおける食物

アレルギー除去食対応を引き続き

実施します。 

 

９ 
生涯学習推進体

制の強化 

生涯学習環境の整備を通じ、

市民一人一人が自分の持つ夢

や希望を実現するために、生涯

にわたる学びの精神を養える

ようにします。 

第４次戸田市生涯学習推進計画

に基づき、多様なニーズを捉え、ラ

イフステージに沿った魅力ある講

座を市内３つの公民館で企画し、

市民に提供します。 

 

１０ 
生涯学習活動の

促進 

市民の誰もが生涯を通じて、

様々な学習活動を行い、学習で

得た知識や技術を積極的に地

域で活用することで、誰もが創

令和３年度からの新たな生涯学

習の指針となる、第５次戸田市生

涯学習推進計画を策定します。 

市民大学では、年齢に関わりなく

 



造的で、豊かな生活を送ること

ができるようにします。 

元気に活躍し続けることができる

よう、健康の維持・増進のほか、様々

な知識や技術の取得等に関連する

講座の拡充を図るとともに、新たに

郷土愛の醸成を図るため「とだ学」

の講座を創設します。 

１２ 

図書館・郷土博

物館サービスの

充実 

図書館や郷土博物館のサー

ビスを利用することにより、市

民が必要な資料や情報を入手

し、自らの暮らしや仕事に役立

てることで、心豊かな生活を送

ることができるようにします。

また、図書館や郷土博物館と学

校との連携を深め、児童生徒が

実感を持って学習できるよう

にしていきます。 

図書館本館は中央図書館と名称

を変更し、新たに託児サービスや

市内福祉団体による軽食等の販売

を行い市民サービスの向上を図り

ます。また、３分室と配本所を含

めた全ての図書館を指定管理者に

よる運営とします。 

郷土博物館では、博学連携事業

として、資料貸出しを中心に可能

な限り学校教育をサポートすると

ともに、リニューアルした常設展

示室を含めて、市民の郷土愛をは

ぐくむ展示・講座を実施します。 

彩湖自然学習センターでは、昨

年、施設の愛称を募集し、市内小

学生が考えた「みどりパル」に決

定したことから、これまで以上に

親しんでいただけるよう、入館者

数の増加を図るべく、魅力ある講

座や展示の開催のほか、積極的な

情報発信や体験型施設としての事

業の拡充を図ります。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



参 考 
令和２年度 教育委員会事務局が関係する施策 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

４ 
幼児教育の充実促

進 

市内の幼稚園教育を充実させ、幼児教育を受ける機会

を拡大することで、幼児たちが、心豊かにたくましく生

きる力を身につけられるようにしていきます。 

１１ 
芸術文化活動の推

進 

市民の芸術文化に対する関心を高め、質の高い音楽や

芸術に触れることのできる環境を整え、市民自らの活躍

できる機会をつくるなど、市民の芸術文化活動を促進し

ます。 

また、郷土の貴重な文化財に触れることで郷土愛を育

み、地域文化の創造を図ります。 

２６ 
自立支援対策の推

進 

障がい者（児）が、その有する能力や適性に応じ、自

立し、安心して地域での生活を送れるようにします。 

３７ 人権意識の高揚 

一人一人の人権が尊重された社会の大切さを理解し、

差別のない地域社会の実現によって、暮らしやすいまち

となるよう、市民がお互いの人権を尊重できる地域社会

の実現を目指します。 

  



令和２年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

一斉学校公開 

○ 彩の国教育の日（11月）を中心に小中別の一斉学校公開を実施する中で、保護者

に対し環境保全への協力を依頼していきます。また、エコライフデーへの取組を

充実させ、家庭への協力を一層図ります。 

学校版環境 ISO 

○ 市内全小・中学校が、「学校版環境 ISO」の認定を受け、地球に優しい学校づくり

を目指し、ごみの分別、省エネ（含む節電）、資源再利用などについて児童生徒

を中心に取り組み、環境保全を進んで実践する児童生徒の育成に努めていきま

す。 

給食生ごみ処理機 

活用 

○ 生ごみの廃棄量を減らし環境負荷の縮減を図るとともに、処理した生ごみの一部

を学校内花壇等の肥料として再利用し、生きた環境・食育の教材として教育効果

の向上を図ります。 

学校施設維持保全改

修事業 

○ 増改築時における省エネタイプの機器の採用、順次行っている学校の設備改修工

事で、老朽化した照明器具等を省エネタイプのものへ交換し、節電効果の向上を

図ります。 

彩湖の希少生物保全

啓発事業 

○ 紙資源の節減と、普及の著しいタブレット端末での利用を考慮して、電子図鑑「彩

湖の自然」の作成に取り組むとともに、豊かな自然が残る彩湖の希少生物の保全

や、自然とのふれあいを啓発する事業を実施します。 

公民館講座の開催 

○ リサイクル工作教室を開催し、使用済ペットボトルなどを利用した小物入れを作

ります。また、絵本読み聞かせ講座を開催し、参加した子どもたちや保護者に絵

本を通じた環境問題への気づきの場を提供します。 

 


