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  本計画の策定にあたり、教育委員会では、職員で構成する策定委員会及び策定部会を

設置し、計画内容の検討を重ねるとともに、教育関係団体への意見聴取やパブリック・

コメントを実施するなど、広く市民の方々の意見を取り入れながら計画策定を進め、令

和２年２月の定例教育委員会で最終案を議決しました。 

 

 （１）関係団体への意見聴取 

    計画策定にあたり、市内の教育関係の主な団体の代表者を対象に、本計画の概要

説明及び意見聴取を実施しました。 

  本計画に関することのほか、各団体で力を入れている取り組みや課題、蕨市の教

育への提案・要望などのご意見をいただき、計画策定にご協力いただきました。 

   【実施期間】令和元年12月 

   【対象者一覧】 

団体名 役職等 氏名 

蕨市小・中学校校長会 会長 佐藤 恵子 

蕨市ＰＴＡ連合会 会長 野澤 俊夫 

蕨市社会教育委員会議 議長 德丸 平太郎 

蕨市青少年団体連絡協議会 会長 須賀 昭仁 

蕨市体育協会 会長 佐藤 則夫 

蕨市レクリエーション協会 会長 大武 勝雄 

蕨市公民館運営審議会 会長 大鷲 輝國 

蕨市立図書館協議会 会長 町田 敏子 

蕨市立歴史民俗資料館協議会 会長 岡田 眞理子 

蕨市立学校給食センター運営委員会 委員長 山口 浩 

（敬称略・順不同） 

 （２）パブリック・コメント 

    計画策定の過程において、その案を公表し、広く市民から意見を募ることで、市

民参画機会の確保や市民への説明責任を果たすとともに、さまざまな声を本計画に

反映することを目的に実施しました。 

【実施期間】令和２年１月６日～１月26日 
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 （３）蕨市教育振興基本計画策定委員会・策定部会 

     

○蕨市教育振興基本計画策定委員会設置要領 

平成31年４月15日教育長決裁 

（設置） 

第１条 蕨市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するため、基本計画

策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 基本計画の策定に関すること。 

(２) その他基本計画に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、教育部長をもって充て、委員は職員のうちから教育委員会が任命する。

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する 

委員がその職務を代理する。 

（部会の設置等） 

第４条 委員会は、基本計画の策定に係る重点課題について調査研究するため、部会を

置くことができる。 

２ 部会は、部会員若干人で組織し、職員のうちから教育委員会が任命する。 

３ 部会に部会長１人を置き、部会員の互選によって定める。 

（会議） 

第５条 委員会は委員長が、部会は部会長が招集し、それぞれその議長となる。 

２ 委員会及び部会（以下「委員会等」という。）が必要と認めるときは、委員及び部会

員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求める

ことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会等の庶務は、教育部教育総務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会等の運営について必要な事項は、委員長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成31年４月15日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要領は、令和２年３月31日限り、その効力を失う。 
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○蕨市教育振興基本計画策定委員会名簿 

 

委員長 教育部長 渡部 幸代 

委員長職務代理 教育部次長（学校教育課長） 原田 卓治 

委員 教育総務課長 田中 昌継 

 生涯学習スポーツ課長 松永 祐希 

 中央公民館長 加納 克彦 

 図書館長 佐藤 昌史 

 歴史民俗資料館長 佐藤 直哉 

 学校給食センター所長 越 正男 

 

 

○蕨市教育振興基本計画策定部会名簿 

 

部会長 学校教育課指導係長 松永 由美子 

副部会長 生涯学習スポーツ課青少年係長 桑島 勝彦 

部会員 教育総務課管理係長 庄野 将人 

 学校教育課学務係長 小林 純志 

 学校教育課学校保健係長 坂上 三四郎 

 生涯学習スポーツ課生涯学習振興係長 竹田 有里 

 生涯学習スポーツ課スポーツ推進係長 池澤 英明 

 中央公民館庶務係長 瀬口 正浩 

 図書館管理係長 藤橋 篤 

 学校給食センター管理係長 川辺 章子 

 歴史民俗資料館主査 山崎 陽子 

事務局 教育総務課庶務係長 渡邊 浩介 

（教育総務課） 教育総務課主事 齋藤 聖惠子 
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該当ページ 用語 説明 

２･12･20･
31･40 

グローバル化 企業活動や文化活動などが、国や地域の枠組みを越えて広が
り、他の地域とも緊密なつながりを持つようになること。 

３・12 超スマート社会
（Society 5.0） 

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類史上
５番目の新しい社会で、サイバー空間（仮想空間）とフィジ
カル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、
経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 

３ 人生100年時代 多くの人が100年以上生きることが当たり前となる時代。平
成19年に日本で生まれた子供は、107歳まで生きる確率が
50％を超えるとの研究もある。 

３ ｢人づくり革命｣と  
｢生産性革命｣ 

平成29年12月８日に、生産性革命と人づくり革命を車の両
輪とする「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定された。
人づくり革命は、人生100年時代に向けて、高齢者から若者
まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍
し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつく
るための取り組み。生産性革命は、効率化・省力化にとどま
らず、Society 5.0時代の新しい付加価値を創出することによ
って、革命的に生産性を押し上げようとする取り組み。 

８・９・32 全国学力・学習    
状況調査 

文部科学省が実施する、全国的に子供たちの学力・学習状況
を把握するための調査。小学校６年生及び中学校３年生を対
象としている。 

８・９・32 埼玉県学力・学習   
状況調査 

小学校４年生から中学校３年生までを対象とした、埼玉県の
子供たちの学力や学習状況を把握するための調査。学習内容
の定着度や一人ひとりの学力の伸びを把握することで、教育
施策や指導の改善を図る。学力のほか､自制心､自己効力感､勤
勉性､やり抜く力などの非認知能力についても調査している。 

12･34･
35･41･42 

ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略。情報
や通信に関する技術の総称。 

12 ＩｏＴ         Internet of Things（モノのインターネット）の略で、あら
ゆるモノがインターネットにつながっている状況、あるいは
その技術を指す。例えば、家電製品がインターネットにつな
がることで、外出先からでも操作することなどが可能になる。 

12 メディアリテラシー 情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人
の基礎的な資質のこと。 

13 循環型社会 環境への負担を減らすため、自然界から採取する資源をでき
るだけ少なくし、有効に使うことで廃棄するものを最小限に
抑える社会のこと。 

13 再生可能エネルギー 太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、一度
利用しても比較的短期間に再生可能であり、資源が枯渇しな
いエネルギーのこと。 

16･45･47 わらび学校土曜塾 児童の自主的な学習をサポートし、学ぶ楽しさを教え、基礎
学力の向上や学習習慣の定着を図ることを目的に、月２回程
度、土曜日に実施している事業。平成25年度に市内３小学校
区でスタートし、26年度からは全小学校区で開催している。 
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該当ページ 用語 説明 

16･45･47 放課後子ども教室 放課後に子供たちが安心して活動できる場の確保と、次世代
を担う児童の健全育成の支援を目的として実施している事
業。遊びやスポーツ、学習など、さまざまな体験活動を行う
とともに、地域の方との交流も図っている。 

20・22・
31・35 

学習指導要領 文部科学省が定める、各学校で教育課程を編成する際の基準
のこと。全国のどの地域でも一定の水準の教育を受けられる
よう、各教科などの目標や大まかな教育内容を定めるもの。 

31 ティームティーチング 複数の教師が指導計画の作成、授業の実施、評価などに協力
してあたること。 

32 学校図書館教育支援員 児童・生徒の読書活動を支援するために配置している、司書
資格を有する職員のこと。 

32 カリキュラム     
マネジメント 

児童・生徒や学校、地域の実情等を踏まえて、各学校が設定
する教育目標を実現するために、学習指導要領等に基づき教
育課程を編成し、それを実施・評価し改善していくこと。 

32 はつらつスクール事業 大学生などに児童・生徒の学習や生活の支援等をしていただ
くことで、学校教育の充実を図る事業。活動する大学生にと
っても、将来に向けた社会的視野の拡大という側面から、大
切な経験となる。 

32 スクール支援員 児童・生徒の豊かな心や生きる力を育むために、教科指導、
国際理解教育、情報教育等での補助や支援のほか、学校生活
全般についての補助を行う職員。 

32 中学生        
ワーキングウィーク 

中学校２年生を対象とした社会体験事業。平成15年度から、
地域の企業や施設において、職場体験活動を行っている。 

33 特別支援教育 障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取
り組みを支援するという視点に立ち、児童・生徒一人ひとり
のニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困
難を改善または克服するため適切な指導及び必要な支援を行
うこと。 

33 クリエイティブ先生 ５年経験者研修を修了した７・８年次の教員に対し、これま
での教育実践を見直し、教育の専門的知識・技能の一層の充
実を図るとともに、教育活動の中核教員として活躍できる資
質を育成することを目的とした研修のこと。 

37 彩の国教育の日 埼玉県では、毎年11月１日を「彩の国教育の日」、11月１日
から７日までを「彩の国教育週間」と定め、教育に対する関
心と理解を深める機会としている。 

37 ３つのめばえ 小学校入学までに子供たちに身に付けてほしいことを、「生
活」「他者との関係」「興味・関心」の視点から、埼玉県教育
委員会が子育ての目安としてまとめたもの。 

38 学校運営協議会制度 学校運営の改善や児童・生徒の健全育成を図ることを目的に、
地域住民や保護者などで構成する、学校運営協議会（コミュ
ニティ・スクール）を設置する制度。 
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該当ページ 用語 説明 

38 学校評議員制度 保護者や地域の人々の意見を幅広く聞くために設けられた制
度。評議員の人数や任期などについては校長が決め、保護者
や地域住民などの中から校長が委嘱する。 

38 学校応援団 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や支援を行う保護者・地域住民によ
る活動組織のこと。 

38 幼児教育・保育    
無償化制度 

全ての３～５歳児と、住民税非課税世帯の０～２歳児を対象
として、令和元年10月に始まった制度。認可保育所や認定こ
ども園などの保育料が無料になり、幼稚園は月額上限25,700
円を無償化する。 

38 夜間中学 市町村が設置する中学校において、夜の時間帯に授業が行わ
れる公立中学校の夜間学級のこと。小学校や中学校を卒業し
ていない人や、中学校を卒業した人のうち学び直しを希望す
る人、外国籍の人などの教育を受ける機会を保障するための
重要な役割を果たしている。 

38 蕨市アウトメディア宣言 アウトメディアとは電子メディアに接触する時間をコントロ
ールし、メディア漬けの生活を見直すことを指す。蕨市は、
平成23年にアウトメディア宣言を行い、その取り組みを推進
している。 

38 ソーシャルネット    
ワーキングサービス  
（ＳＮＳ） 

略称であるＳＮＳと呼ばれ、人と人とのつながりを促進・サ
ポートするコミュニティ型の会員制サービスのこと。 

38 わらび子ども宣言 平成21年７月、蕨市市制施行50周年記念にあたり、蕨市の
子供たちが豊かな心を育み、社会に誇れる人格を形成するこ
とを願い、未来ある蕨市の子供像の実現に向けた、青少年健
全育成の指針として制定した。 

40 ユニバーサルデザイン 全ての人にとって使いやすいようにつくられた、製品、建築
物、環境などのデザインのこと。 

45・49 わらび市民活動    
人材ネット      
つながるバンク 

NPO法人わらび市民ネットと蕨市が協働で運営するシステ
ム。「資格や知識、技術などを社会に役立てたい」と思う人の
登録と、それを必要としている人への紹介を行う。 

47 三市青少年の船 蕨・戸田・川口市の青少年を対象に、三市で船舶及び島での
研修を行う事業。昭和50年度に開始した。 

51 ＬＧＢＴ レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセ
クシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（身体の性と心
の性が一致していないと感じている人）の頭文字から表記さ
れる、多様な性の在り方を示す総称の一つ。 

52 人権の花運動 小学校（各年２校）において、花や苗、球根などの育成を通
して、思いやりの心などを育む取り組み。 

57 総合型        
地域スポーツクラブ 

学校体育施設や公共体育施設などを拠点に、多種目・多世代・
多志向で構成し、地域住民が主体となって運営する形態のス
ポーツクラブ。 
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【第１部】重点プロジェクト 

No. ２ キラリわらび！子ども未来プロジェクト 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

教育センターにおける 
教職員研修の実施回数 

13回 80回 

蕨市教育委員会が実施した、教育センタ
ーにおける教職員研修の実施回数をみま
す。教育センターの機能の充実を図り、
80回を目標値とします。 

 

No. ４ ワクワクわらび！にぎわい創出プロジェクト 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

市民音楽祭の参加者数 2,496人 4,000人 

市民音楽祭への参加人数をみます。引き
続き、市民音楽祭の周知を図ることによ
り、4,000人を目標値とします。 

 

【第２部】分野別計画 

（１）安全で安心して暮らせるまち 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

テーマ１ 防災 

 

１ 地域における防災力の向上 

地域防災支援を行う 
中学生（WSS）の数 

36人 現状値以上 

市の総合防災演習など、地域防災支援に
参加する中学生の数をみます。防災意識
の向上を継続して図ることにより、現状
値以上を目標値とします。 

 

（２）豊かな個性を育み子どもたちの未来輝くまち 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

テーマ７ 学校教育 

 

15 教育内容の充実 

埼玉県学力・学習状況調
査において各教科内容
別結果（正答率）が県平
均を上回ったもの（小学
校） 

21項目中 

18項目 

（４～６年） 

21項目中 

21項目 

（４～６年） 

埼玉県が実施している学力・学習状況調
査（小学校）から教育内容の充実度をみ
ます。各校で特色ある教育活動を展開す
ることで、県平均を全項目上回ることを
目標値とします。 
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施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

 

埼玉県学力・学習状況
調査において各教科内
容別結果（正答率）が
県平均を上回ったもの
（中学校） 

29項目中 

24項目 

（１～３年） 

29項目中 

29項目 

（１～３年） 

埼玉県が実施している学力・学習状況調
査（中学校）から教育内容の充実度をみ
ます。各校で特色ある教育活動を展開す
ることで、県平均を全項目上回ることを
目標値とします。 

教育センターにおける
教職員研修の実施回数 

13回 80回 再掲（重点プロジェクトNo.２に掲載） 

小学校図書館における
一人あたりの貸出冊数 

18.6冊 20冊 
小学校図書室における一人あたりの貸出
冊数をみます。図書支援員との連携を図
ることで、20冊を目標値とします。 

給食の喫食率 95.9% 97% 
学校給食摂取基準に基づき提供する給食
の喫食率をみます。献立など更に工夫を
こらし、97％を目標値とします。 

16 教育環境の充実 

避難訓練の     
１校あたりの実施回数 

３回 現状値以上 
市内小・中学校の避難訓練の実施回数を
みます。内容の充実を図りながら、現状
値以上を目標値とします。 

17 地域に根ざした教育の展開 

学校応援団の登録者数 919人 1,020人 

学校の学習活動等に協力・支援する保護
者・地域住民の参加状況をみます。魅力
ある学校づくりをより推進するために、
各小・中学校10名の増加を目指し、
1,020人を目標値とします。 

入学資金貸付制度の 
相談件数 

26件 30件 
入学資金貸付制度の相談件数をみます。
制度の周知に努めることで、30件を目標
値とします。 

奨学金貸与制度の  
相談件数 

15件 30件 
奨学金貸与制度の相談件数をみます。制
度の周知に努めることで、30件を目標値
とします。 

テーマ８ 青少年の健全育成 

 

18 家庭教育の支援 

アウトメディア講座 
参加者数 

321人 現状値以上 

アウトメディア講座参加者数をみます。
アウトメディア指導員の指導力向上に努
め、活動の拡大を図ることで、現状値以
上を目標値とします。 

家庭教育学級への  
参加者数 

4,795人 4,800人 
公民館における家庭教育学級の延べ参加
者数をみます。家庭教育への支援事業の
実施により4,800人を目標値とします。 

19 青少年の活動機会などの充実 

成年式出席率 59.7% 65% 
成年式の出席率をみます。広報活動の充
実を図ることで65％を目標値とします。 
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施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

 

放課後子ども教室  
参加率 

29.6% 32% 

放課後子ども教室に参加する児童の参加
率をみます。高学年層の参加率が低いた
め、その参加率を上げる取り組みを図り、
32％を目標値とします。 

公民館における青少年
対象事業参加者数 

2,970人 3,400人 

公民館における青少年対象事業の延べ参
加者数をみます。通年や夏季・冬季など
の子供対象事業の実施により3,400人
を目標値とします。 

蕨市少年センター 
補導活動への参加者数 

906人 1,000人 

蕨市少年センター補導員による年間の補
導活動の参加延べ人数をみます。近年の
実績を踏まえ、新規補導員の更なる活動
参加を促し､1,000人を目標値とします｡ 

 

（４）にぎわいと活力、市民文化と歴史がとけあう元気なまち 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

テーマ18 生涯学習 

 

40 生涯学習推進体制の整備 

公民館の利用者数 239,171人 289,000人 
市内に７か所ある公民館の延べ利用状況
をみます。事業の充実や市民との協働など
に努め、289,000人を目標値とします。 

放課後子ども教室  
スタッフ数 

198人 210人 

放課後子ども教室に携わるスタッフの数
をみます。参加児童数の増加に応じたスタ
ッフの確保を目指し、保護者への協力依頼
を行うことで、210人を目標値とします。 

わらび学校土曜塾  
スタッフ数 

110人 120人 

わらび学校土曜塾に携わるスタッフの数
をみます。１校あたり15～20人のスタッ
フを確保することで、120人を目標値と
します。 

41 学習環境と学習機会の充実 

公民館主催事業への 
参加者数 

39,699人 43,900人 
公民館主催事業への延べ参加状況をみま
す。事業の充実や市民との協働などに努
め、43,900人を目標値とします。 

NPOとの協働による
講座の参加者数 

4,350人 7,000人 

NPO法人わらび学びあいカレッジが行う
生涯学習講座の参加者数をみます。多様な
学習機会の提供と必要課題、要求課題を取
り入れた講座を開催することで、7,000
人を目標値とします。 

図書館の利用者数 9,886人 10,000人 
図書館の利用者数をみます。利用環境の充
実に努め、10,000人を目標値とします。 
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施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

テーマ19 文化振興 

 

42 芸術・文化活動の振興 

蕨市公募美術展覧会
への応募作品数 

241点 260点 

蕨市公募美術展覧会への作品出品数をみ
ます。若年齢層への呼びかけに力を入れる
とともに、広報活動の工夫に努めること
で、260点を目標値とします。 

蕨市文化祭の   
参加者数 

3,200人 4,000人 

蕨市文化祭への参加者数をみます。各文化
団体が広報活動をより積極的に行ってい
くとともに、より魅力あるイベントとなる
よう文化団体と協働で取り組んでいくこ
とを踏まえ、4,000人を目標値とします。 

市民音楽祭の   
参加者数 

2,496人 4,000人 再掲（重点プロジェクトNo.４に掲載） 

43 歴史・文化の保全と活用 

歴史民俗資料館   
来館者数 

35,591人 37,000人 
歴史民俗資料館の来館者数をみます。企画
事業の充実に努めることで、37,000人を
目標値とします。 

テーマ20 スポーツ・レクリエーション 

 

44 スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 

週に一度以上運動し
ている市民の割合 
（市民意識調査） 

50.4％ 53％ 

週に一度以上運動している市民の割合を
みます。市内スポーツ施設の紹介やスポー
ツイベントの周知などを通じて運動への
関心の向上に努め、53％を目標値としま
す。 

蕨市体育協会   
主催事業の参加者数 

6,203人 9,000人 

蕨市体育協会が主催する事業の参加者数
をみます。天候の状況もありますが、主催
事業の参加状況を踏まえ、9,000人を目
標値とします。 

45 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

市民体育館の   
利用者数 

103,214人 145,000人 
市民体育館の利用者数をみます。施設の 
ＰＲ強化や自主事業の充実を図ることで、
145,000人を目標値とします。 

学校開放事業   
施設利用率 

98％ 現状値以上 

市内小・中学校で開放している体育施設の
利用状況をみます。利用希望が多く、利用
率はすでに高い水準にありますが、利用環
境の充実に努め、現状値以上を目標値とし
ます。 
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施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

 

市主催事業の参加者
数（指定管理者自主事
業も含む） 

8,834人 12,000人 

市が主催するスポーツ・レクリエーション
活動の参加者数をみます。新規の参加者が
増えるようなＰＲ及び事業内容の充実に
努めることで、12,000人を目標値としま
す。 

 

（６）一人ひとりの心でつなぐ笑顔あふれるまち 

施策指標 
現状値 

（平成29年度） 
目標値 

（令和５年度） 
目標値設定の考え方 

テーマ29 人権・平和 

 

64 人権意識の高揚 

人権啓発事業（人権の
花運動､人権教室等）
への参加者数（累計） 

755人 
（累計） 

1,400人 
（累計） 

人権啓発事業への参加者数をみます。小学
校における人権の花運動に加え、人権教室
を年１回定期的に開催することで、累計で
1,400人を目標値とします。 

人権・同和教育指導者
養成講座参加者数 76人 90人 

人権・同和教育指導者養成講座の参加者数
をみます。人権問題を分かりやすく、身近
な問題として興味を持ってもらえる内容
で講座を開催することで、90人を目標値
とします。 

65 平和意識の高揚 

公民館実施の平和事
業参加者数 2,602人 3,300人 

公民館における平和事業の延べ参加者数
をみます。事業の充実・工夫などに努め、
3,300人を目標値とします。 

平和祈念展来館者数
（開催期間中の歴史
民俗資料館来館者数） 

5,512人 6,100人 

歴史民俗資料館における平和祈念展の来
館者数をみます。平和祈念展の内容の充実
に努めることで、6,100人を目標値とし
ます。 

テーマ30 国際交流・多文化共生 

 

67 外国人住民への支援 

日本語ボランティア
サークルの会員数 66人 70人 

外国人に日本語を教える日本語ボランテ
ィアサークルの延べ会員数をみます。サー
クルへの支援、協働によるボランティア養
成講座の実施などにより、70人を目標値
とします。 

日本語特別支援教室
で指導した児童・生徒
数（累計） 

70人 
（累計） 

300人 
（累計） 

日本語特別支援教室の利用状況をみます。
日本語による会話等に困難を抱える外国
人児童・生徒及びその保護者へ事業の周知
に努め、累計で300人を目標値とします。 

 

 

 


