
基本目標Ⅱ

自ら学び心豊かに　　
　　創造性を育むまち
（教育・文化・交流）
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Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

基本施策ⅰ 個性を伸ばし生きる力を育む教育

基本施策ⅱ 心豊かな市民生活を築く生涯学習の社会づくり

基本施策ⅲ 青少年の健やかな成長を支える地域づくり

基本施策ⅵ 国際化と平和・人権尊重のまちづくり

基本施策ⅴ

基本施策ⅳ

スポーツ・レクリエーション活動の振興

人と歴史が響き合う文化創造のまちづくり
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（人）

資料：埼玉県「教職員の年齢構成調査」（H２５．１０．１）

施策14　確かな学力の育成をめざした教育の推進

 施策の目的

学習指導要領＊１に基づく教育課程の確実な実施と教員の指導力の向上を図り、習得した知識技能を
基に、よりよく問題を解決していく確かな学力を身につけた児童生徒を育成します。
　和光市教育大綱においても、｢学びの基礎となる確かな学力の習得と、社会性を育む義務教育の推
進｣が基本方針の一つとして定められており、確かな学力を育む施策の充実を図ります｡

 平成23年度策定時の状況

本市の児童生徒の学力状況は、国や県の学力に関する調査結果の分析では、国や県を上回っている

 平成27年度の現状

　平成27年度の本市の児童生徒の学力の状況は、全体的には概ね良好であり、特に算数・数学につい
ては、国や県の学力調査においても相対的に高い正答率となっています。一方で、国語の「書くこと」
について特に課題が見られました。
　今後５年間の定年退職予定教員（55歳以上）の割合は20％を超えることが予想される一方で、経験
年数が少ない教員の割合が更に高まることから、指導技術の継承や指導力のさらなる向上が課題とな
っています。

ものの、学習に対する関心が低くなっている傾向にあります。また、学力の二極化＊２も生じており、
基本的学力が定着できていない児童生徒も見受けられます。
退職する教員の増加により、現在、経験年数５年未満の教員の割合は２３％に上り、今後も教職経験

の少ない教員の割合の増加が予想されます。

 課題

学習の大切さを自覚し、進んで学ぼうとする児童生徒の割合が減少しており、児童生徒の学習に対
する関心を高める取組が必要です。また、退職する教員の増加により、学校内での指導技術の伝承が
難しい状況の中で、児童生徒の基礎基本の定着、学力を更に伸ばす、個に応じた対応が求められてい
ます。

本市小学校教員の年齢構成 本市中学校教員の年齢構成

＊１ 学習指導要領とは、全国のどこにいても一定の教育水準の教育が受けられるようにするため、学校がカリキュラムを編成する基準として、
どんな内容をどの学年でどのくらい学習するかなどを国が示したもの。

＊２ 二極化とは、学力分布において、本来もっとも多い中間層の割合が減少し、上位層と下位層の割合が増加していること。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①分かる授業、楽しく学べる授業づくり

②個に応じた指導の充実能力に応じたきめ細かい学習指導確かな学力の育成に必要な教育環境
の整備

③教職員の指導力の向上指導技術の伝承

授業に関心、興味を持てるような授
業の実施

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 分かる授業、楽しく学べる授業づくり
道徳教育の充実を図り、将来への夢や向学心の持てる児童生徒を育成します。また、情報教育
機器の整備と教職員の ICT＊３活用能力を育成し、分かりやすい授業、興味関心を高める授業づく
りをします。さらに、特色ある学校づくり事業を通し、児童生徒の実態に応じた教育活動を進め
ます。

２ 個に応じた指導の充実
　少人数加配教員や市費少人数学級推進教員（小学校３､４年で35人学級を編制）、学力向上支援
教員（学級担任や教科担任とのティームティーチングや少人数指導、補充教室等を実施）を活用
した効果的な指導により、児童生徒一人ひとりの能力を更に伸ばす指導を進めます。また、すべ
ての児童生徒の基礎基本の定着を目指し、長期休業日や放課後などを活用し、個に応じた指導を
充実します。

３ 教職員の指導力の向上
若手教員を対象にした指導法研修会や授業公開の実施、教育委員会学校訪問での全教員授業参
観により、学校の実態や個に応じた指導支援を通し、指導力の向上を図ります。また、学習コン
テンツや作成教材、指導案などの市内教職員での共有化を図り、指導にいかします。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

学習への関心度（％）

学習教室＊４参加人数（人） 指標説明：延べ人数

教員研修会参加人数（人）
指標説明：教員研修会の参加延べ人数
（策定時は市費専科補助教員のみを対象としていたが､
　県費負担教職員を含めた数に対象を拡大する｡）

＊３ ICTとは、インフォメーション アンド コミュニケーションテクノロジーの略で、情報通信技術のこと。
＊４ 学習教室とは、長期休業日や放課後の時間を活用して、基礎基本の定着を目的として実施する学習の場のこと。
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施策15　地域と連携した教育の推進

 施策の目的

児童生徒の生きる力の育成を目指し、家庭・地域の持つ教育力を活用して学校と連携した教育環境
を構築します。
　和光市教育大綱においても、｢地域特性を生かし、生涯継続する学びを支援する社会教育の推進」が
基本方針の一つとして定められており、地域と連携した教育施策の充実を図ります｡

 平成23年度策定時の状況

本市では、学校応援団

 平成27年度の現状

　各校とも、学校応援団の協力が充実しています。学校応援団への協力者数を増やし、さらに充実し
た取組となるように、今後は、コーディネーターの役割が十分に発揮され、組織としての取組の充実
を図っていくことが必要となっています｡

＊１の組織体制を整備し、各学校で特色ある教育活動を行うための支援を行っ
ています。しかしながら、各学校のPTA組織や学校支援ボランティアなど、支援組織の整備状況に
学校ごとの差がみられ、児童生徒の様々な体験活動を行える場所や支援に携わる協力者が不足してい
ます。

 課題

教育活動の一層の充実を図り、教育効果を高めるための家庭・地域の教育力を向上させる支援体制
や活動の場などが不足しているため、地域総ぐるみで児童生徒を育てる支援体制を整備する必要があ
ります。
また、児童生徒の確かな学力・豊かな心・健やかな体を育成するための支援体制が不足しており、
通常の学習活動とともに様々な体験活動を通した総合的な取組の充実が必要です。

地域連携活動の風景

＊１ 学校応援団とは、小中学校における学習活動、安全確保、環境整備などについてボランティアとして協力・支援を行う保護者・地域住民に
よる活動組織のこと。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①学校応援団の整備

②家庭や地域総ぐるみの教育支援体
　制の拡充家庭や地域との連携による教育支援

生きる力の育成に必要な家庭・地域
の教育力の活用

③学校応援団の支援による特色ある
　教育活動の展開

④みどりの学校ファーム　の推進

⑤豊かな自然体験活動の実施

体験活動を通じた健全な心身の育成

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 学校応援団の整備
各学校、地域、自治会などと連携して学校応援団を推進し、若い子育て世代を含めた協力者を

増やすとともに、組織体制を確立して教育活動への支援体制の基盤を整備していきます。

２ 家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充

家庭や地域の教育力を向上させ、教育支援体制の拡充を図ります。学校応援団などとの連携を

とり、親の学習プログラム実施を通して、家庭や地域との相互連携を高めます。

３ 学校応援団の支援による特色ある教育活動の展開

各学校と家庭・地域の持つ教育力を融合させ、学校応援団の組織をいかして児童生徒の様々な

活動を支援・充実します。

４ みどりの学校ファームの推進

学校における農業体験活動などを実施していくために、学校応援団、地域の協力者の支援の下、

相互協力して身近な自然と触れ合えるみどりの学校ファームを整備し、維持活用を推進していき

ます。

５ 豊かな自然体験活動の実施

生活科・理科・総合的な学習の時間において、みどりの学校ファームを活用した農業体験活動

を行うことを通して、生命の尊さ、勤労の喜びや大切さを学習します。児童生徒の感謝の気持ち

と豊かな心を育成するとともに、潤いのある生活としての価値観を醸成します。

＊２ みどりの学校ファームとは、県内の小・中学校周辺の遊休農地などを利用して、未来を担う子どもたちが農作物と触れ合うこと。
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 施策指標

指　　標　　名

学校応援団への協力者数（人） 指標説明：延べ協力者総数

連携活動実施数（回） 指標説明：１校当たり平均実施回数

みどりの学校ファーム設置率（％）

Ｈ

―

Ｈ２６ ３２

1,807

２８

100

3,500

４０

現状値　　目標値
備 考
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大和中学校
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第四小学校

第五小学校

第三中学校

和光国際高等学校

和光高等学校

下新倉小学校

和光南特別支援学校

和光特別支援学校

小・中・高等学校等位置図



教育支援センター相談室

施策16　よりよく適応するための支援体制づくりの推進

 施策の目的

　子どもたちが将来に展望と意欲を持ち、社会に適応できるよう、充実した学校生活を実現します。
　和光市教育大綱においても、「学びの基礎となる確かな学力の習得と、社会性を育む義務教育の推
進」が基本方針の一つとして定められており、豊かな人間性や社会性を育む施策の充実を図ります。

 平成23年度策定時の状況

 課題

幼稚園・保育園・小中学校・高等学校及び関係機関との連携が十分ではなく、子どもたちが上級学

 平成27年度の現状

　平成25年度の市内中学校の不登校生徒数の割合は減少しましたが、平成24年度、25年度の市内小学
校における不登校児童数の割合は県平均に比べ高くなっています。平成26年度の市内小学校の不登校
児童数は、県平均と同程度、市内中学校の不登校生徒数は、県平均に比べ低くなっています。
　また、発達に関する相談は、平成25年度延べ585件、平成26年度延べ589件となっています。

校の生活や学習を知るための情報提供の場と交流の機会確保が必要です。
また、不登校の児童生徒の学校復帰のための支援や教職員の児童生徒への対応についての支援が必
要です。
さらに、子どもたちの将来に対する目的意識が低くなっており、目的意識を高めることが必要です。

＊１ 小１プロブレムとは、教師の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況のこと。
＊２ 中１ギャップとは、学校や生活の変化になじめず不登校となったり、いじめが急増したりする状況のこと。
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　本市では、教育支援センターを中心として、教育相談員を配置し、児童生徒の充実した学校生活が
送れるよう支援しています。
　本市の児童生徒の状況としては、小１プロブレム　、中１ギャップ　問題など上級学校に入学した
子どもたちが、それぞれの学校生活にうまく適応できない状況がみられます。特に、市内中学校にお
ける不登校生徒数は他市平均に比べ高くなっています。
　また、発達や就学に関する悩みを持つ保護者も増加しており（センター延べ相談件数のうち、発達
に関する相談は平成20年度延べ631件、平成21年度延べ978件）、さらに、発達障害の児童生徒への対
応に苦慮する教職員の増加などがあげられます。

＊1 ＊2



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①関係機関との連携の強化

②各園・学校の情報提供と交流会の推進上級学級との交流促進と学習環境に
関する情報提供

児童生徒の充実した学校生活を実現
するための支援体制づくり ③小中学校におけるキャリア教育　の推進児童生徒の将来に対する目的意識の醸成

教育関係機関との情報連携

④相談しやすい環境の整備

⑤個々のケースに合わせた支援の実施不登校児童生徒への対応

相談者のニーズに応じた多様な相談体制

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 関係機関との連携の強化
幼稚園及び保育園と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の連絡協議会を定期的に実施し、
連携をしやすい仕組みづくりを進めます。また、教育課程、教育内容の工夫改善を図るとともに、
不登校、発達障害の子どもへの理解を深め、指導力の向上を図るための研修会を実施します。

２ 各園・学校の情報提供と交流会の推進
学校シラバス＊４、学力や規律ある態度の課題など学校の情報を市ホームページや学校便りで情
報提供します。また、交流会を定期的に開催し、子ども同士の交流を図り、上級学校へスムーズ
に適応していくことができるようにします。

３ 小中学校におけるキャリア教育の推進
職場体験が計画的に実施できるよう市内における受入れ事業所を拡大するとともに、保護者や
地域の協力を得て、小中学校でのキャリア教育を推進することで、児童生徒の将来に対する目的
意識を高めていきます。

４ 相談しやすい環境の整備
教育相談・発達相談・就学相談など、保護者や児童生徒本人が継続的に相談できるよう、電話
相談・面接相談・巡回訪問による相談など、相談者のニーズに合わせた様々な形の相談に対応し
ます。また、教職員の児童生徒への対応や保護者への対応についても相談体制を充実します。

５ 個々のケースに合わせた支援の実施
不登校児童生徒の学校復帰を目指して、個々のケースに合わせた復帰方法の検討などの支援を
行います。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

中学校不登校者割合（％）

小学校不登校者割合（％） 指標説明：３０日以上の不登校者数／全児童数

指標説明：３０日以上の不登校者数／全生徒数

指標説明：教育支援センターと小中学校の教育相談室の
相談件数相談件数（件）

適応指導教室児童生徒の学校復帰率（％）

＊４ 学校シラバスとは、各学校の教育活動に関する計画のこと。
＊３ キャリア教育とは、児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育のこと。
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放課後子ども教室の風景

施策17　放課後児童の居場所づくりの推進

 施策の目的

児童生徒が基礎的な知識、技能と創造性を見つけるよう、放課後に安全で健やかな場の提供に努め
ます。

 平成23年度策定時の状況

　地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、現在、
文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体的、あるいは
連携して実施する放課後子どもプランが実施されています。
　そこで、本市では、こうした国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを利用し
て放課後児童の居場所づくりに努めていますが、登録率は17.4％と低い状況となっています。
　本市が実施している教室内容としては、ドッジボールやキックベースボールなどのスポーツ教室、
英語教室や工作教室などの文化教室、またこれらのようなイベント型ではなく、勉強や遊びなど自由
な活動ができる開放型の教室があります。

 平成27年度の現状

　国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを利用して放課後児童の居場所づくり
に努め、現在では放課後子ども教室の登録率は32.6％となっています。
　また、平成27年度より、更なる居場所の拡充を目標に“わこうっこクラブ”と“放課後図書室開放
事業”がスタートしています。

 課題

放課後の児童生徒の居場所づくりが地域住民にあまり知られていないことから、子ども教室の地域
協力者の確保が難しく、協力者の確保のための一層のPR活動が求められます。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①放課後児童の場の周知・充実

②保育クラブと一体的な､または連携
　による実施

③放課後子ども教室の活動スペース
　の確保

④福祉部局との連携の強化

積極的なＰＲ活動の実施と実施地域
の拡充

共働き家庭等の児童を含めた全ての
児童が一緒に学習や体験活動を行う
ことができる機会･空間の充実

放課後における児童生徒のための安
全で健やかな居場所づくり

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 放課後児童の場の周知・充実
　放課後子ども総合プランの積極的な PR 活動を通じて、地域住民に放課後児童の居場所づくり
を周知するとともに、地域との積極的な連携と人材を含めた地域資源の活用を通して、放課後子
ども教室を各校において毎日開催できるよう、順次整備を推進します｡

３ 放課後子ども教室の活動スペースの確保
　放課後子ども教室の活動を推進するため、小学校の余裕教室の活用について教育委員会と学校
関係者との間で継続的に協議を行い、活動スペースの充実を図ります｡

４ 福祉部局との連携の強化
　今後、放課後子ども教室を各校で順次毎日開催していくにあたり、設置校を選定する際には、
保育クラブの待機状況を考慮するなど、教育委員会と保健福祉部との間での協議・情報交換を緊
密にします｡

２ 保育クラブと一体的な､または連携による実施
　放課後子ども教室のプログラムの企画や保育クラブからの参加方法等に関しては、会場ごとに
開催する実行委員会において保育クラブ支援員も委員として協議に加わり情報交換を行っています｡
また、日常的にも、児童の参加状況について情報を共有するなど、放課後子ども教室のコーディ
ネーターと保育クラブの支援員が緊密な連携を図っています。今後も保育クラブとの連携を進め
ていきます｡

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

居場所の数（箇所） 参考資料：市内公共施設

延べ人数

放課後子ども総合プランに係る整備計画として、平成28
年度に開校する新設校においても放課後子ども教室を整備
し、平成31年度において9校区で実施する｡
放課後子ども総合プランに係る目標事業量として、一体型
の放課後子ども教室を平成31年度までに8校区で実施する｡
(1校区は連携型)

指標説明：コーディネーター､教育活動推進員、
　　　　　教育活動サポーターの登録者数
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８ １８

地域協力者の数(人) ２９１ ４６０

教室開催数(日) ２０８ 2,019

参加児童数(人) 6,078 31,685
放課後子ども教室を整備する校区数
(校区) ８ ９

保育クラブと一体型　の子ども教室設
置校区数(校区) ７ ８

現状値　　目標値
備 考

＊1 　一体型とは…放課後子ども総合プランでは､保育クラブと放課後子ども教室の児童が､同一の小学校内等の活動場所において､放課後子ども教室開催
　　時に共通のプログラムに参加できるものを一体型という｡なお､放課後子ども教室を毎日開催する必要はない｡

＊1



学校給食の風景

施策18　安全でおいしい学校給食の充実

 施策の目的

児童生徒が生涯にわたり健康で心豊かな食生活を送るため、学校給食を通し食に関する正しい知識
や望ましい食習慣を身につけます。

 平成23年度策定時の状況

本市では食器は安全で温かみのある強化磁器の導入を進め、食環境を整えるとともに、季節感あふ

 平成27年度の現状

　強化磁器導入校が小学校４校・中学校２校となっています。また、白子小、新倉小、第三小、第五
小、広沢小、大和中のドライシステム化が整備されています。今後、第二中のドライシステム化のた
め給食施設整備が望まれています。

れる地場産野菜の使用や、おたのしみ献立などを取り入れ、児童生徒が楽しく給食を食べられるよう
献立の充実を図っています。
また、児童生徒に衛生的で安全安心な学校給食を提供するために平成１２年度からドライシステムを
取り入れた給食施設の整備を行っています。

 課題

食育の関心が高まる一方で、本市の農地面積は年々減少しており、将来的に地場産野菜を安定的に
確保していく手だてが必要となります。
また、安全安心な学校給食を提供するため老朽化への対応や児童生徒の増加により手狭になる作業
スペースの確保など、給食施設を学校給食衛生管理基準に基づいた衛生的な給食施設に改築していく
ことが課題です。第

4
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①食育の推進

②給食施設の改修

学校給食を通じた食育の実践と食環
境の整備

給食施設における衛生管理の強化

食に関する正しい知識と食習慣の習得

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 食育の推進
農家との連携を強化するなど地場農産物の使用を高める工夫を行います。また、日本古来の米
飯給食を中心に栄養バランスがとれ、季節食を重視した内容豊かな献立を提供します。さらに、
市内全校の給食用食器を食育にふさわしい材質の強化磁器にするなど食環境を整えます。

２ 給食施設の改修
計画的にドライシステムを取り入れた給食施設を整備し、衛生管理を図ります。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

地元産野菜使用率（％）

給食の残食率（％）

指標説明：地元産野菜／使用野菜

米飯給食実施回数（回） 指標説明：1週間（5日)の米飯給食の実施回数
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23. 0

3. 8

3. 5

32. 0

3. 6

4

現状値　　目標値
備 考



校舎 体育館

施策19　安全な学校教育環境の整備

 施策の目的

児童生徒が、日常の大半を過ごす学校教育環境の安全性を確保し、安心して学校生活が送れるよう
にします。

 平成23年度策定時の状況

平成８年度から、順次取り組んできている小・中学校の全施設での耐震化は、平成

 平成27年度の現状

　小・中学校の耐震化については、平成21年度では未実施であった体育館も含めて平成24年度で完了
しています。校舎などの施設については昭和40年代に建設されたものが多く、経年による劣化が見ら
れます。
　引き続き、交通安全立哨指導員と朝霞地区シルバー人材センターに委託している交通指導員を通学
路に配置し、児童の登下校時の安全を見守っています。

２１年４月現在、
普通教室など校舎はすべて耐震化が完了しています。また、耐震化率は、９２．３％であり、県平均の６２．３％
を上回っていますが、一部、小・中学校の体育館が未実施の状態です。
校舎などの施設については、昭和４０年代に建設されたものが多く、経年による劣化がみられます。
平成３年度から交通安全立哨指導員を配置し、市内小学校に通学する児童の通学を安全に誘導して、
事故発生を未然に防ぎ、児童の登下校の安全を図っています。

 課題

　校舎及び付属設備の施設に経年による劣化が現われています。また、構造部の耐震化は全て完了し
ましたが、非構造部材の耐震対策が優先的な課題となっています。
　防犯、防災対策では、通学路の交通安全及び防犯上からも交通指導員の活動に対して地域及び保護
者の理解、協力が課題となっています。

学校教育施設耐震化率の推移
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資料：教育総務課調べ 
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①教育施設・設備の整備と適正な維
　持管理

②新たな交通安全立哨指導体制の構築通学時の安全確保学校教育環境の安全性の確保

③防犯対策の強化防犯意識の醸成

安全な教育施設の整備

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 教育施設・設備の整備と適正な維持管理
防災対策の一環として、非構造部材耐震化工事を行います｡

２ 新たな交通安全立哨指導体制の構築
　児童が安心して通学できるようにするため、学校を中心とした地域及び保護者を交えた交通安
全立哨指導体制を構築します。

３ 防犯対策の強化
　児童生徒の安全のため、不審者対策の一環として小・中学校に防犯カメラを設置するとともに、
定期的な不審者対応避難訓練を通じ、防犯意識の醸成を図ります。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

校舎及び体育館の非構造部材の
耐震化率（％）

指標説明：地震による屋内運動場等の天井等の落下防止
　　　　　対策のための非構造部材耐震化工事の実施率

大規模改修実施率（％） 指標説明：施設の経年劣化による維持管理・修繕に対応
　　　　　する改修工事の実施率

通学区域内における交通事故件数（件）
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63. 6

63. 0

０

100

100

０

現状値　　目標値
備 考

資料：教育総務課調べ 

＊ 平成25～27年度は実績値、平成28年度以降は推計となります。 
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施策20　小中学校の配置・規模の適正化の推進

 施策の目的

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。

 平成23年度策定時の状況

　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校が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。

 平成27年度の現状

　児童生徒数の増加に伴う学校間のアンバランスを解消し、適正な学校規模を維持するため、学校の
一部選択制を引き続き行ってきておりますが、和光市駅北側地域における宅地開発に伴う人口の増加
により、白子小学校と大和中学校が大規模校化しており、今後も児童生徒数の増加が見込まれていま
す。
　学校の配置については、南側地域に中学校３校と小学校５校であるのに対し、北側地域は小学校３
校となっていましたが、適正規模・適正配置の観点から、小学校では北側地域に下新倉小学校が平成
28年４月に開校する予定となっています。また、中学校では適正配置となる北側地域での学校用地確
保の課題を踏まえ、通学区域変更等も視野に入れながら適正な学校規模の維持に努めます。

 課題

　学校による児童生徒数の偏りを解消するとともに、下新倉小学校設置後の適正な学校規模を維持す
ることが必要です。
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移推の数童児校学小 移推の数徒生校学中

資料：学校基本調査（5月1日現在の児童生徒数） 
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

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

②小・中学校の建設児童生徒数の偏り解消と適正な学校
規模の維持学校による児童生徒数の偏在の解消

③学校の適正配置・適正規模の検討
　と改善

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

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
　広沢小学校、本町小学校を選択できることで、第四小学校の児童数の増加や本町小学校の児童
数の減少への対応を図ります。また、第二中学校を市内全域から選択できることで、大和中学校、
第三中学校の生徒数の増加への対応を図ります。

２ 小・中学校の建設
　小学校の建設については、学校選択制での通学距離等による活用状況を踏まえた中で、下新倉
小学校を新設することで、白子小学校の教育環境の適正化を図ります。また、中学校の建設につ
いては人口増加に伴う生徒数の推移等を見据えながら、適正規模の観点から大和中学校の教育環
境の適正化が図れるように進めます。

３ 学校の適正配置・適正規模の検討と改善
　下新倉小学校設置後の市内各学校の教育環境を十分に把握し、適正配置・適正規模の観点から
児童生徒数のアンバランスなどの是正に向けた学校の一部選択制や通学区域についての見直しを
図ります。更に、公共施設等総合管理計画などの市の方針を踏まえ、学校の統廃合を含めて方策
を検討します。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

白子小学校児童数（人）
指標説明：現状の白子小学校児童数
※下新倉小学校設置により1校当たりの平均児童数
　(460人)により近づけることを目標としていきます｡

大和中学校生徒数（人）
指標説明：現状の大和中学校生徒数
※1校当たりの平均生徒数(589人)により近づけること
　を目標としていきます｡
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７９８

８４３

４６０

５８９

現状値　　目標値
備 考



施策21　幼児教育の機会の支援

 施策の目的

幼児教育の機会均等を図り、幼稚園教育の振興を行います。

 平成23年度策定時の状況

　本市は若い世代も多く、就学前幼児に対する教育が強く求められています。そこで、所得格差によ
る就学前幼児教育の格差を生じさせないよう、本市では、保護者へ経済的負担の軽減を図る支援を行
っていますが、現在、景気低迷の影響により、幼児教育の機会均等を維持していくことが難しくなる
ことが予想されます。
　また、本市では、東上地区私立幼稚園協会和光支部が実施している、幼稚園の教職員の資質の向上
と幼児教育の質を高めるための研修についても、支援を行っています。

 平成27年度の現状

　平成27年度から子ども・子育て支援新制度に基づき、子ども・子育て支援事業計画をスタートし、
幼稚園から幼保連携の認定こども園への転換、及び各幼稚園における新制度への移行を推進していま
す。

 課題

　幼児教育を希望する保護者に対して新制度の下においても経済的支援を行う必要があります。また、
幼児教育について、地域や関係機関との連携が求められています｡
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①幼稚園就園奨励の補助

②地域や関係機関との連携

経済的支援による幼児教育の機会提供

地域や関係機関との協力体制

幼児教育の機会均等の実現

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 幼稚園就園奨励の補助
就園補助の実施により、保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の機会均等を実現します。

２ 地域や関係機関との連携
義務教育就学前の幼児期の教育を充実させるとともに、小学校への入学がスムーズになるよう、
地域や関係機関との連携を図ります。

 施策指標

指　　標　　名
Ｈ２６ Ｈ３２

幼稚園就園奨励補助対象園児の割合
(%)

幼稚園児保護者補助対象園児の割合
(%)

指標説明：就園奨励費補助を受けた数／就園奨励費申請数

指標説明：幼稚園児保護者補助を受けた数／幼稚園児保護
　　　　　者補助費申請数
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77. 0

91. 9

65. 0

94. 0

現状値　　目標値
備 考


