
 
作成者 教育部長 山上 睦只 作成日 令和３年５月１７日 

■ 将来都市像 ■  
『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち 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４次戸田市教育振興計画により、Society5.0の時代を

生きる子供たちに必要な力を育めるよう、日本型教育のよさも踏まえながら、引き続き産官学民連携による先進的な取組を

推進し、学校・家庭・地域が一体となって子供たちを見守り、育てていくまちを目指します。また、「描こう！これからのわ

たしの人生・まちの未来 ～人生１００年時代を共創する戸田へ～」を基本理念とする第５次戸田市生涯学習推進計画に基

づき、市民のみなさん一人ひとりが学びを通して、さらに豊かな人生を歩んでいくことができるよう、学びの機会を提供し、

地域の中で学びの輪が広がり、よりよい地域の共創につながっていくことを目指します。これにより、第５次戸田市総合振

興計画で掲げる「子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまち」、「創造性や豊かな心を育むまち」の実現を図ります。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
人口知能やビッグデータの活用等の技術革新など、社会構造は急速に変化しており、これからの多様化・複雑化す

る社会において、子どもたちは自分がどう生きるかを主体的に判断し、実行していく力が求められています。また、

戸田市では児童生徒数が増加しており、それに伴い食物アレルギーを持つ児童生徒、経済的援助を必要とする家庭へ

の対応も近年増加傾向にある等、様々な課題を抱える児童生徒への対応も必要です。また、教室不足の解消や給食供

給能力の確保、学校施設の維持管理、ICT 環境の整備などの環境づくりが課題となっています。さらに、よりよい学

校運営のためには、地域の協力が不可欠であり、学校運営協議会のより深い学校理解と積極的な学校運営参画が重要

となります。 

人生 100 年時代を迎え、自分らしく豊かに生きるための生涯学習、リカレント教育の重要性が高まるとともに、電子書籍

やオンライン学習、AI活用など、テクノロジーを活用した生涯学習環境の多様化が進んでいます。このような状況において、

戸田市民大学は開講から１０年が経過し、講座の質も高まり認知度も向上していますが、生涯学習事業全般で参加者の固定

化と高齢化が進んでいます。そのため、社会教育を担う専門人材の育成やテクノロジーを活用した生涯学習環境の整備、講

座の魅力の向上等が課題となっています。 

また、引き続き、新型コロナウィルスへの対応による小中学校の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３年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

令和３年度からスタートする第４次戸田市教育振興計画では、「とだっ子 やり抜く力で 未来に夢を」をキャッ

チフレーズとし、次の４つの方針を掲げています。①子供たちが可能性に挑戦し続ける力を育むための学びの実現 

②多様性を尊重し、全ての子供たちが力を発揮できるような誰一人取り残さない学びの保障 ③地域・家庭・産官学

民など多様な主体による学びの提供 ④個別最適な学びの実現に向けた EBPMの推進  

また、同じく令和３年度からの第５次戸田市生涯学習推進計画では、①新たな自分に出会う ～学びのキカッケづ

くり～ ②人生１００年時代を豊かに生きる ～ライフステージや多様な市民ニーズに応じた学びの提供～ ③ま

ちを元気に ～学びの成果の活用と交流の仕組みづくり～ の３つの方針を掲げています。 

これらの方針を念頭に、「迅速、先見、創造」を旨に業務に取り組み、限られた人員と予算の中で、エビデンスベ

ースに基づく適正な事業展開を徹底します。 

令和３年度の事業としては、学校教育では、産官学民が連携した知のリソースの積極的な活用、「教育政策シンク

タンク」による効果的な教育改革、GIGA スクール構想の推進等による「個別最適な学びの実現」、戸田第一小学校の

建替え等、児童生徒増と校舎老朽化への対策により、よりよい教育環境の整備を目指します。また、生涯学習部門に

おいては、リカレント教育の充実やコロナ禍を踏まえたオンライン講座の実施、電子図書館の充実、さらに彩湖自然

学習センターにおける彩湖周辺の自然を活かした体験・交流型の自然体験型講座の開催等により、本市の魅力の発信

にも努めてまいります。 

令和３年度 教育委員会事務局方針書 
 



令和３年度 教育委員会事務局が中心となる施策及び考え方の方針  

施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和３年度における 

主な取り組みの方針 

関 係 部 

局 

施策４ 

世界で活

躍できる

人間の育

成 

世界で活躍できる

人間を育成するため、

安心して快適にすご

すことができる学校

施設の維持・再編、学

校のＩＣＴ環境整備

推進、安全な給食の提

供など児童生徒にと

って好ましい教育環

境を整備するととも

に、これからの時代を

生き抜くための力を

身につけさせるよう

に努めます。 

学校施設の老朽化と児童数増に伴う教室不

足への対策として令和６年度完成予定の戸田

第一小学校改築等工事、並びに令和７年度完成

予定の新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築

等工事に着手します。さらに、令和４年度着工

予定の芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築

等工事の実施設計を行います。 

 また、昨年度の中学校体育館に続き、近年の

猛暑による体育授業や児童の体調管理に配慮

するために小学校体育館のエアコン設置工事

を実施します。 

 学校給食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。 

「教育政策シンクタンク」により、各種学力

調査やリーディングスキルテスト等を分析し、

エビデンスに基づく、効果的な授業改善を進め

ていくとともに、GIGA スクール構想の下、個

別最適な学びを実現できるよう、タブレット

PC を積極的に取り入れた授業及び家庭学習の

在り方を研究し、各学校で実践していきます。 

また、産官学との連携により、最先端で質の

高い、新たな学びを積極的に学校に導入し、各

学校での PBL の実践を充実させ、「社会に開か

れた教育課程」の実現を目指していきます。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。 

 

施策５ 

生涯学習

活動の推

進 

市民の誰もが生涯

にわたって、自ら主体

的に学び、自己実現を

図ることができるよ

う、市民協働による生

涯学習環境を構築し

ます。 

令和３年度からスタートした第５次生涯学

習推進計画に基づき、市民ニーズに沿った講座

や、時間にとらわれず受講できるオンライン講

座を実施します。また、リカレント教育の推進

をします。 

中央図書館では、新たに郷土資料のデジタル

公開や活用講座、彩湖自然学習センターとの連

携講座を行い、市民の生涯学習を推進します。

また、2016 年に策定した図書館ビジョンにつ

いて、現状の図書館を取り巻く動向を踏まえ見

直しを行います。 

郷土博物館では、常設展示や企画展示など、

市民の郷土に対する愛着をはぐくむ展示・講座

 



を実施するとともに、博学連携事業として、資

料貸出し、出張授業支援、博物館授業により学

校教育のサポートを行います。 

彩湖自然学習センターでは、彩湖周辺の貴重

な自然環境の動画を配信するとともに、体験型

施設としての事業の拡充を図ります。 

施策６ 

芸術文化

活動の推

進 

市民の芸術文化に

対する関心を高める

ために、質の高い音楽

や芸術に触れること

のできる環境を整え

るとともに、市民自ら

が活躍できる機会を

つくるなど、市民の芸

術文化活動を促進し

ます。また、現在残さ

れている文化財の記

録保存を含め後世に

継承するとともに、ま

ちづくりに文化財を

活用しつつ、歴史的な

特色を活かした新し

い価値を創造し、地域

文化の向上を図りま

す。 

文化財巡りなどの文化財講座を開催するこ

とにより、市や県の指定文化財など、市内に点

在する文化財の周知を引き続き進めます。ま

た、新たに市指定文化財に指定した上戸田氷川

神社の力石の保存環境整備や、開発事業に伴う

埋蔵文化財の適正な記録保存調査を行うこと

で、地域に伝わる貴重な文化財の保存、継承を

図ります。 

市民生活部 

施策１４ 

障がい福

祉環境の

整備・充

実 

障がい者（児）が、

住み慣れた地域にお

いて、自らの選択と決

定に基づき、社会のあ

らゆる活動に主体的

に参加できるよう、社

会のバリアフリー化

を推進するとともに、

必要なサービス等の

基盤整備と支援体制

の充実を図ります。 

一人一人の多様なニーズに応じた教育相談

体制を充実させます。 

教育センターにおいては、平日だけで無く

土・日曜日にも対応できるよう教育心理専門員

を配置し、電話相談・来所相談等により、学校

生活での困り事や発達に関すること等相談し

やすい体制を整えます。 

早期就学相談については、年々増加する相談

に対し、教育センターに心の教育アドバイザー

を配置し、相談の時間と質を担保しながら幼保

小の切れ目ない支援体制の構築を目指します。 

小・中学校においては、業務委託によりスク

ールカウンセラーを配置し、質の高い人材を安

定的に確保するとともに、児童生徒や保護者の

相談機会も確保します。また、スクールソーシ

ャルワーカーを全中校区に週１日、中学校の相

談室にはさわやか相談員、ボランティア相談員

を週 5日配置し、学校における教育相談体制を

充実させます。 

健康福祉部 



考え方１ 

協働によ

るまちづ

くり 

戸田市は平成 26 年

（2014 年）に「戸田市

自治基本条例※」を制

定し、まちづくりの基

本原則に「協働による

まちづくり」、「まちづ

くりへの参加・参画」

を掲げています。本計

画の策定に当たって

も、この基本原則に則

り、市民・議会・行政

の三者による検討を

進めました。今後の計

画推進にも協働の推

進が重要となります。 

さらに、地域社会に

おいて国籍や性別、年

齢、個性、考え方など

に違いのある様々な

人々が、お互いを認め

合い、共に生きていく

という共生の理念を

大切にしていく必要

があります。 

人権教育の推進を図るため、人権講演会や人

権教育指導者研修会を実施します。また、人権

に関するパネル展示や人権リーフレットの全

戸配布により、市民への啓発に努めます。 

市長公室 

総務部 

市民生活部 



参 考 
令和３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 

施策９ 
健康づくり支

援の充実 

元気で長生きできる期間（健康寿命）を伸ばす

ことによって、豊かな人生を送ることができるよ

う、地域との協働により、子どもから高齢者まで

市民の健康づくりを支援します。 

施策１１ 

高齢者福祉環

境の整備・充

実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく

暮らし続けることができるよう高齢者の社会参加

の促進や地域包括ケアシステムの深化・推進を図

るとともに、高齢者のニーズに応じた適正な高齢

者在宅福祉サービスを提供することで、日常生活

への支援体制の充実を図ります。 

 

令和３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 

学校施設保全事業 

〇 増改築等の工事において省エネタイプの機器を採用するとともに、設備改修

工事を行う際に老朽化した照明器具等を省エネタイプのものへ交換するこ

とで節電効果の向上を図ります。 

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。 

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。 

公民館講座の開催 

○ リサイクル工作教室を開催し、楽しみながらリサイクルの重要性を学びま

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。 



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。 

 


