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「和光市教育振興基本計画」の策定について

１ 教育振興計画策定のねらい

教育振興基本計画は、教育振興に向けた施策を総合的、計画的に進めるための

基本計画であり、平成 18 年に改正された教育基本法第 17 条第１項において、政

府が策定して国会に報告することが定められた。地方自治体においても同法第２

項の規定に基づき、国の計画を参考にしながら、地域の実態に応じた基本計画を

策定することが努力目標となっているが、すでに 47 都道府県の全てにおいて策定

され、また、全国の市区町村においても策定が推進されている。文部科学省の平

成 31 年３月 31 日現在の調査によると 82.7％の策定率となっており、本市におい

ても本計画の策定は重要課題であると捉えている。

このような状況に鑑み、従来から毎年度策定して教育委員会承認を得て取組を

推進してきた「和光市教育行政の基本目標と重点施策」を、次年度からの５年間

を見通した「和光市教育振興基本計画」に反映する形で改善を図り、単年度の計

画については「和光市教育振興計画アクションプラン」として提示をしていく。

本計画の策定は、本市の教育振興のための施策に関する基本的な計画となるこ

とから、市長と教育委員会の協議の場である「総合教育会議」における議論を踏

まえて、市長が平成 30 年度から令和３年度の期間として策定した「和光市教育大

綱」及び平成 31 年４月からスタートした「第３期埼玉県教育振興基本計画」を参

酌するとともに、現在、市が策定を進めている「第五次和光市総合振興計画」の

『教育』に関する分野を担うものとして、関連計画との整合性を図りながら有機

的な計画の策定を目指していきたいと考える。

２ 和光市教育大綱 （平成 30 年度～令和３年度）

＜基本理念＞

「生涯にわたる自発的な学びと、豊かで健やかな人生の実現を支援する教育」

【基本方針】

⑴ 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

児童一人一人の発達段階にあわせ、明確な目標のもとに基礎学力の確かな

定着と基礎的運動能力の習得ができる初等教育と、理数系と社会科学系のバ

ランスの取れた学びを通して、生徒の論理性と変化への適応力を高め、地域

で共に生きる市民として、豊かな人間性と社会性をはぐくむことができる中

等教育を目指します。
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⑵ 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

⑶ 福祉、コミュニティ施策との密接な連携による地域・家庭教育の推進

この教育大綱に掲げられた基本方針の具現化を図っていくためには、それぞれ

の方針についての共通認識が重要であり、次のような捉え方をもとに本計画に位

置付けていきたいと考える。

① 学びの基盤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

「確かな学力」については、本年度より小学校で全面実施となった新学習指

導要領では、基礎的・基本的な「知識・技能」に加え、これからの子供たちに

必要な「学ぶ意欲」や「思考力・判断力・表現力」を含めた幅広い学力として

いる。これからの変化の激しい社会においては、従来の知識を詰め込むだけの

教育ではなく、子供たちが得た知識をその後の人生で生かしていくような教育

が求められ、子どもたち一人一人が自ら個性を発揮し、困難な場面に立ち向か

い、未来を切り拓いていく「生きる力」が旧学習指導要領より継続して位置付

けられている。この「生きる力」を育むために必要な能力の一つが「確かな学

力」であるが、現代の子どもたちには判断力や表現力が十分に身に付いておら

ず、また、諸調査等からも学習意欲が高いとは言えないとの指摘もあり、自ら

学び自ら考える力などの、「生きる力」を知の側面からとらえた「確かな学力」

の育成が、これからの教育においてより一層重視していく必要がある。

また、子どもたちに社会性を育むことについては、本来、人が人として社会

生活を送っていくためには、「他者の気持ちを理解する」「対人関係の葛藤を上

手く解決する」「上手にコミュニケーションをとる」「イライラしたり落ち込ん

だりの気持ちをコントロールできる」などのソーシャルスキルを身に付けさせ

ていく必要があるが、現代の子どもたちの問題行動の背景や要因として、都市

化や少子化の進展やテレビゲーム・パソコン・スマホなどの情報機器の普及に

より、大勢で遊ぶ、友人と語り合う、他人と協力し合うといった多様な人間関

係の中で、社会性や対人関係能力を身に付ける機会が大幅に減少している。こ

和光市の歴史や伝統文化、自然環境などの地域の特性に触れる機会を通し

て、地域への愛着と誇りを育むとともに、高度な研修・研究機関が立地する

和光市ならではの知的資源の積極的な活用を図り、専門性が高く個性的で多

彩な学習機会を提供することにより、生涯にわたる学びの継続を支援できる

社会教育を目指します。

教育委員会と市長部局が密接に連携し、地域社会における人間関係の醸成並

びに家庭力の向上を図るため、地区社協やコミュニティ・スクールの活動支援

をはじめとする各種取組を展開することにより、人と人との絆を深め、地域・

家庭がそれぞれの役割を適切に果たすことのできる地域・家庭教育を目指しま

す。



のことは、学校や地域社会といった本来社会性を醸成する場において社会性が

育まれにくくなっているということであり、学校と地域が協働して子どもたち

に社会性を育んでいく様々な機会を設け、しっかりと身に付けさせていく必要

がある。このような捉え方を本計画に位置付けていきたいと考える。

② 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

首都圏に隣接する本市のような『まち』の特徴として、昼夜人口の乖離・自

営業の減少、サラリーマンの増加により、昼間は成年層が地域にいない状況が

増え、それに伴い周辺地域を含めてコミュニティ感覚のない居住環境を生み出

すに至っている。さらに人口移動の激しさと相まって地域への愛着・帰属意識

の低下なども深刻な課題になっている。一方、地域再生や住民参加を掲げた

NPOなどのまちづくり活動が活発に行われている地域もみられる。地域住民
が自分たちの住んでいる『まち』を見直し、魅力を再発見するということは大

変意義深いものであるが、実際には地域の活性につながるような活動にまで意

識を高めていくためには、行政との協働活動が重要となる。

また、市民一人一人が生き甲斐のある人生を送れるようにしていくためには、

生涯にわたって学ぶことのできる環境づくりはもとより、市民の学習ニーズに

合った情報提供の充実、専門的な指導力や優れた資質等を備えた指導者の養成

と確保、各団体への支援を進めていく必要がある。特に、本市には他市に見ら

れない地域特性として、国等の多くの専門的研究機関が位置しており、その知

的資源の有効な活用によっては、幅広い世代の学びに対応した学習機会の提供

が可能である。さらに、市内には次世代に継承すべき貴重な文化遺産が、有

形・無形を問わず存在しており、保存された文化財等を広く市民に公開し、活

用を図ることで、わがまちへの愛着、帰属意識を高める一助とすることができ

る。

さらに、今般、国指定となった「午王山遺跡」の整備・推進を図ることで、

市民や本市を訪れた方々が本市の歴史や文化を知る機会となる。これらの捉え

方を本計画に位置付けていきたいと考える。

③ 福祉、コミュニティ施策との密接な連携による地域・家庭教育の推進

近年、地域でのコミュニティ活動への参加者の減少あるいは組織の担い手の

高齢化や固定化など、コミュニティの希薄化が課題となっていることは本市に

おいても例外ではない。市内では、自治会や多くの団体あるいは個人がそれぞ

れの地域でまちづくり活動に取り組まれているが、それらの活動の中核を担う

自治会への加入世帯の割合は年々減少傾向にある。また、市内 12 校の小中学

校において、PTAが組織されている小学校は５校、中学校は２校であり、あと
の小学校４校、中学校 1校には、それぞれ保護者会が組織されているが、双方

とも役員等の選出などは大きな課題となっている現状にある。つまり、従来の

PTA が果たしてきた役割を求めていくことは、社会構造の変化、価値観の変容

などにより難しくなっていることは否めず、だからこそ、地教行法や社会教育



法等の改正により、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置するこ

とで、学校も地域も責任をもって地域の子供たちを育てていく方向性が明確化

されたのであり、このコミュニティ・スクールの円滑な運営こそが、地域活性

化の重要な役割を果たすことになる。

また、自治会や地区社協などの地縁団体等が連携し、機能することで地域コ

ミュニティが活性化し、それぞれの地域課題でもある防災・防犯、地域福祉、

青少年活動等や、本市の特徴でもある子育て世代の転入に対応する家庭教育へ

の具体的な支援などが可能となる。そのためには、これらの活動を具体的に支

援する拠点としての生涯学習課における公民館、市民活動推進課における協働

推進の密接な連携は重要な取り組みであり、まさに学社連携を円滑に推進して

いくことが求められている。これらの捉え方を本計画に位置付けていきたいと

考える。

３ 第五次和光市総合振興計画 ※教育分野（令和３年度～令和１２年度）

「総合振興計画」は、将来の和光市をどのような『まち』にしていくのかを

示す「まちづくり」の指針となるものであり、具体的には、本市が目指す都市

像やまちづくりの目標などを記した「基本構想」と、その実現のための「実施

計画」によって構成されている。現在、この基本構想の素案が示されており、

教育分野については、12 の市民生活の目標像の中に、「目標像４ 子どもが自己

肯定感を持ち健やかに育つ」「目標像 10 趣味などを通して充実した時間を過ご

せる」「目標像 12 歴史的文化資源の保護・活用」が位置付けられ、その実現に

向けた個別施策として、目標像４については７施策、目標像 10 については３施

策、目標像 12 については１施策が設けられている。これらの個別施策について

の捉え方を明確化することで、より具体的な活動を推進することができると考

える。

⑴ 目標像４ 子どもが自己肯定感を持ち 健やかに育つ

施策４－１ 確かな学力と自立する力の育成

施策４－２ 豊かな心と健やかな体の育成

施策４－３ 質の高い学校教育のための教育基盤の整備・充実

施策４－４ 多様なニーズに対応した教育の推進

施策４－５ 家庭や地域社会との連携・協働による教育の推進

施策４－６ 安全安心な学校施設の整備

施策４－７ 児童や青少年の居場所づくり

内閣府が 2018 年に公表した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」の

結果を見ると、「日本は諸先進国に比べ、自己肯定感が低い」と指摘している。

確かに、調査項目の「自分自身に満足している」では、アメリカ 86.0％、イギ

リス 83.1％、フランス 82.7％、隣国の韓国は 71.5％の数値に対し、日本の子供

たちは45.8％であり、「自分には長所がある」の項目では、アメリカ93.1％、ド



イツ 92.3％、フランス 91.4％、そして隣国の韓国は 76.0％の数値に対し、日本

の子供たちは 68.9％であった。このような数値が「日本の子供たちは自己肯定

感が低い」といった評価になっているものと思われる。

一般的に自己肯定感とは、「自分には価値がある」「自分は認められている」

など、自分の価値や存在意識をポジティブに受け止める感情や感覚のことであ

り、自分のことが好きで、今の自分に満足している子どもの心や行動の在り方

を示すものであると捉えられている。この自己肯定感の高い子どもにみられる

特徴としては、「他人を尊重し、コミュニケーション能力が高い」「自分の感情

や衝動をコントロールできる」「ポジティブで、プラス思考」「物事に意欲的で、

集中して取り組む」「失敗を恐れず、チャレンジ精神がある」「人と自分を比べ

ることが少なく自信を持っている」などが挙げられ、まさに自らの在り方を積

極的に評価できる感情や、自らの価値や存在を肯定できる積極的な姿勢を身に

付けている姿と言える。一方では、日本人の気質としての「人を先に立てて、

自分は出しゃばらない。」など、「謙譲の美徳」と言われる側面も否定できない

と思われる。ただ、それが今日のグローバルな社会変化において通用するかど

うかを考えたとき、21 世紀に生き抜く子供たちには国際競争を勝ち抜いていく

だけの資質・能力の育成は不可欠であると捉えられる。そのような視点から、

施策４－１から施策４－７についての具体的な取組を明示していく必要がある。

施策４－１、４－２は、国の第３期教育振興基本計画の基本方針「１ 夢と志

を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する」に、基本的にはリ

ンクしたものであり、施策４－３は、それらの教育活動を円滑に推進していく

ための下支えとなる環境整備と捉えられる。特に、ICT利活用のための基盤の
整備として GIGAスクール構想の推進は、本市においても喫緊の課題となって
いる。施策４－４は、共生社会の実現に向けて、「多様な学びの場」の充実や、

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の指導や支援を切れ目なく提供してい

く体制の構築、児童生徒一人一人の状況に応じたきめ細かな対応ができる教育

相談体制の充実、経済的理由により就学困難な家庭への支援、外国籍児童生徒

の学校生活へ円滑に適応できるよう言語や文化等の差異に係る支援などが求め

られている。特に、不登校問題は児童生徒の学びに係る重要な課題であり、和

光市教育支援センターの条例設置化により、未然防止、早期発見・早期対応な

ど支援体制の強化が期待できると捉えている。施策４－７は、老朽化対策が必

要な小中学校施設の未改修面積の計画的な縮減、あるいは長寿命化等の推進に

より安全・安心な学校環境を整備していく必要がある。施策４－７は、児童生

徒にとって安心でき、自己存在感や充実感を感じられる場所をつくり出すこと

であり、学級や学校をどの児童生徒にも落ち着ける場所にしていく必要がある。



⑵ 目標像 10 趣味などを通して充実した時間を過ごせる

施策 10－１ 生涯学習の振興施策

施策 10－２ 創造的な文化の振興施策

施策 10－３ スポーツ・レクリエーション活動の推進

人生 100 年時代の到来を見据え、従来の教育・雇用・退職後といった伝統的

な３ステージの人生モデルから、複数のキャリアを持って、自分探しの期間な

ども設けながら、意識的に自分の在り方を決定していくようなマルチステージ

モデルに転換しつつあることを認識し、それらの変化に対応できる学びの構築

が求められている。それを行政がどのように担っていくかが重要な課題となる。

また、2030 年ころには、IoTやビッグデータ、人工知能等の技術革新が一層進
展し、新しい社会（Society5.0）の到来が予測されていることから、誰もが生
涯にわたり必要な学習を行い、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の

実現に向けた取組は、新たな社会教育の方向性として重視していく必要がある。

施策 10－１は、平成 30 年 12 月に中央教育審議会が答申をした「人口減少時

代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興」の中で、新たな社会教育の方

向性として提示している「開かれ、つながる社会教育の実現」を図っていくた

めに、生涯学習の振興をどのように推進していくかが問われている。その具体

的な取組として、「住民の主体的な参加のためのきっかけづくり」「ネットワー

ク型行政の実質化」「地域の学びと活動を活性化する人材の活躍」に視点を当て

た方策を考えていく必要がある。施策 10－２は、まさに生涯学習の学びの充実

を図ることで、新しいものを創り出していくことになるものと捉えられる。施

策 10－３は、市民が明るく豊かで活力に満ちた生活を送れるようにしていくた

めには、いつでも、どこでも気軽にスポーツ・レクリエーションに親しめるよ

うな環境の整備・充実が求められる。今後どのような団体・関係機関との連携

により施策の振興を図っていくかが重要な課題となる。

⑶ 目標像 12 シビックプライドを持っている

施策 12－２ 歴史的文化資源緒保護・活用

「シビックプライド」は、まさに「市民の誇り」とも解するものであり、本

市に居住する市民が、我がまちに愛着や誇りを持って、地域の課題解決や活性

化などの行動に取り組んでいくことことが期待される。施策 12－３は、利便性

や機能性によるまちづくりの振興により、郷土の歴史や文化・伝統の一部が失

われてきたことは否めない面があるが、今後においては歴史的文化資源を保全

するとともに、住民生活の利便性・安全性、生活環境に配慮しつつ、住民によ

る自主的なまちづくりへの取組みをどのように支援していくかが課題である。

本市の記念物史跡である「午王山遺跡」が、国指定の文化財となったことから、

より一層地域住民と連携した活動を推進していく必要がある。



４ 和光市教育振興基本計画の骨子（案）

〇 はじめに

〇 目 次

第１章 総論

１ 計画の策定にあたって

（1）計画策定の趣旨

（2）計画の位置付け

（3）計画期間

（4）進行管理

２ 教育を取り巻く環境の変化

（1）教育に関する国・県・本市の動向

（2）統計データーから捉える本市の教育

（3）アンケート調査から捉える本市の教育

（4）本市における教育の現状と課題

第２章 各論

１ 本市が目指す教育の基本理念と施策体系

（1）基本理念

（2） 基本理念の目指す教育の姿

２ 施策の体系

１ 基本目標「〇〇〇〇」

（1）施策１ ●●●

（2）施策２ ●●●

・

・

↓

２ 基本目標「〇〇〇〇」

（1）施策１ ●●●

（2）施策２ ●●●

・

・

↓ ※すべての基本目標について

第３章 計画の推進に際して

１ 地域社会との連携・推進

２ 計画の推進

３ 指標等

◎ 資 料

・国、県、本市の諸計画

・用語の解説



５ 和光市教育振興基本計画策定に係る規則等の整備及びスケジュール

別添 和光市教育振興基本計画策定委員会設置規則

別添 和光市教育振興基本計画庁内検討委員会設置要綱

別添 和光市教育振興基本計画策定スケジュール案


