
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

4 学校訪問を全校実施。
市長の学校訪問は実施してい
ないが、教育委員会では、すべ
ての学校を訪問している。

平成２１年度から２４年度まで
の４年間で、すべての市立幼稚
園、小・中・高等学校、養護学
校を訪問します。

・計画的に訪問を行うためスケ
ジュールを作成し、訪問する。
１６５校…小学校（１０２）、中学
校（５７）、高等学校（４）、幼稚
園（１）、養護学校（１）
・授業等の学校活動を見たり、
給食をとるなどし、子どもや教
職員の声を聞く。

・学校訪問

　（30校） 　（45校） 　（45校） 　（45校）

教育委員会 教育総務課

統
括
責
任
課

所管課

Ⅰ　行動宣言

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表
所管局

1



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

平成２０年度は、６４校の小・中学
校が、国等の事業である「トップア
スリート派遣指導事業」や「学校へ
の芸術家等派遣事業」、「本物の舞
台芸術体験事業」を活用したり、ス
ポーツや音楽の関係団体等と連携
して、トップレベルのスポーツ選手
やアーティストなどによる授業を実
施している。さらに、本市の事業と
してすべての小・中学校で「さいた
ま市小中学生管弦楽鑑賞教室」を
実施している。

・トップレベルのスポーツ選手や
アーティストなどによる市独自
の授業を加えて拡大するため、
講師リスト及び実施要項を平成
２２年３月までに作成します。
・平成２２年度から試行し、平成
２４年度までに、全校で実施し
ます。

・平成２１年度３月までにトップ
レベルのスポーツ選手やアー
ティストなどを招聘しての事業
の実施要項等を作成する。
・平成２２年度から試行し、平成
２４年度には、すべての市立幼
稚園、小・中・特別支援学校で
実施する。

・「夢工房
未来(みら）く
る先生
ふれ愛推進
事業」

実施要項作
成

試行実施 全校実施
教育委員会 指導１課

平成２０年度は、「地元シェフによる
スクールランチ食育プロジェクト」
を、大久保小学校で自主的に試行
した。
平成２１年度は、任意団体「超人
シェフ倶楽部」主催による「スー
パー給食」を、日進北小学校で実
施した。

地元シェフの協力による学校給
食の提供を、さいたま市の１０
区で小学校と中学校１校ずつ、
年間２０校で実施します。

さいたま市内の地元シェフを学
校に招聘し、地元の食材を利用
した学校給食を実際に調理して
もらい、児童生徒に提供するこ
とで、子どもたちの好奇心・食に
対する関心を高め、学校におけ
る食育を推進する。

・地元シェフ
による学校給
食の提供

　（1校実施）  （20回実施） （20回実施） （20回実施）

教育委員会 健康教育課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

３　子ども　「子どもの夢を育むまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

17

子どもの好奇心を伸ばすため
に、プロのスポーツ選手やアー
ティストなどによる授業を拡大し
ます。(すぐ)

（プロのスポーツ
選手やアーティ
ストなどの派遣）
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

３　子ども　「子どもの夢を育むまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

・研究指定校の研究領域に「読
み・書き・そろばんプロジェクト」
を踏まえた「基礎学力向上」を
特定課題に位置付け、「音読」
「書写」「作文」「計算」等を取り
入れた実践事例研究を行う研
究指定校を委嘱する。また、併
せて「生活改善」についても研
究の対象とする。
・研究指定校の研究成果を踏ま
えた「読み・書き・そろばん、すく
のび」モデル事業校を１０区に１
校ずつ指定し、プロジェクトの充
実・推進に努める。
・市独自の「すくのび（生活習慣
改善）」キャンペーンを推進す
る。
※上記のことについて、リーフ
レット・ポスター等で周知すると
ともに、実践事例を普及してい
く。

教育委員会 ○ 指導１課

・「読み書き
そろばんプロ
ジェクト」

・「すくのび」
キャンペーン

【読み・書き・そろばんプロジェクト】
【早寝・早起き・朝ごはん】

知育の総合的な振興策「学びの向
上さいたまプラン」の重点施策とし
て次のことに取り組んでいる。
・平成２１年度は、「基礎学力定着」
をめざし、新たに４校を研究指定校
とした。
・八都県市共同「すくすく　のびのび
子どもの生活習慣改善」キャン
ペーンについては、「早寝早起き朝
ごはんを大切にしましょう。」、「あ
いさつをかわし、目を見て会話をし
ましょう。」などを家庭に呼びかけて
いる。

・平成２４年度までに「読み・書
き・そろばんプロジェクト」を推進
するため、研究指定校とモデル
事業校（新規）を合わせ４校か
ら１４校に増加します。
・生活習慣向上のための「あい
さつ・礼儀」「早寝・早起・朝ごは
ん」等を推進するため、平成２２
年３月までに、市独自の取組と
して実施要項を策定します。

18

【読み・書き・そろばんプロジェクト】

きめ細かな指導の充実や教員の
支援を目的として、非常勤講師を
小･中学校に配置してきた。
児童生徒の学力向上を目的とし
て、新学習指導要領が小学校は平
成２３年度、中学校は平成２４年度
から実施される。
これに伴い授業時数が平成２１年
度から順次増加されるが、対応す
る教員の定数増はない。指導体制
を整備するため、非常勤講師のさ
らなる増員が必要である。

児童生徒の基礎学力の向上と
新学習指導要領の円滑な実施
を図り、市立小・中学校に非常
勤講師を平成２４年度までに６
０名増員します。

３０名増員
21年度比
60名増員

教職員課教育委員会

２０名配置 １０名増員
21年度比
30名増員

基礎学力向上のための「読み・
書き・そろばんプロジェクト」、基
礎体力向上のための「なわと
び・逆上がりプロジェクト」、生活
習慣向上のための「あいさつ・
礼儀」・「早寝・早起き・朝こは
ん」を推進します。
（２年以内）

・教科支援非
常勤講師配
置事業

現状
：約２０名
配置非常勤講師を配置することによ

り、新学習指導要領に基づく理
数、外国語等の教科の充実、
小学校における教科担任制の
推進、生徒指導の充実等を図
り、児童生徒の興味･関心を高
め、基礎学力を向上させる。

プロジェクト推進
のための研究指
定校４校の研究
開始

・研究指定校発表
・モデル校を１０区
に１校ずつ指定

（基礎学力定着プログラム・さいたま市
国語力向上プログラム）

平成２２年度研
究指定校決定

八都県市共同
終了に伴う見
直し

市独自の取
組として推進

（「あいさつ・礼儀」、「早寝・早起き・朝ごは
ん」、ノーテレビ・ノーゲーム等）
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

３　子ども　「子どもの夢を育むまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

【あいさつ・礼儀】

社会の急激な変化の中、人とのコ
ミュニケーションの際に必要となる
姿勢・態度、感情のコントロールの
仕方等が十分身についていない現
状がある。

様々な教育活動の場や機会を
通して、平成２４年３月までに、
「おはようございます」「ありがと
うございます」「はい」などのあ
いさつが、すべての学校で溢れ
るようにします。

・潤いの時間（人間関係プログ
ラム）を推進し、コミュニケーショ
ン能力を育成する。
・心の教育モデル校を倍増し、
あいさつ、時間を守る等の姿
勢・態度を育成する。
・『心を潤す４つの言葉（「おはよ
うございます」「はい」「ありがと
うございます」「ごめんなさい」）』
をより一層推進する。

・人間関係プ
ログラム

・心の教育モ
デル校事業

・心を潤す４
つの言葉の
推進運動

教育委員会 指導２課

基礎学力向上のための「読み・
書き・そろばんプロジェクト」、基
礎体力向上のための「なわと
び・逆上がりプロジェクト」、生活
習慣向上のための「あいさつ・
礼儀」・「早寝・早起き・朝こは
ん」を推進します。
（２年以内）

・「子どものた
めの体力向
上サポートプ
ラン」の推進

（「なわとび・
鉄棒プロジェ
クト」）

（見直し） （実施準備） （実施）

指導１課教育委員会 ○

18

・「さいたま市児童生徒体力向
上推進委員会」で、「子どものた
めの体力向上サポートプラン」
における「体力アップキャンペー
ンの実施」や「体力アップメ
ニューの活用」への「なわとび・
鉄棒プロジェクト」の位置付けや
取組内容について検討する。
・体力アップチャレンジカードの
内容を検討し、「縄とび」および
「鉄棒(逆上がり）」に関するメ
ニューを充実する。

【なわとび・逆上がりプロジェクト】

現在、「体力アップキャンペーンの
実施」については、「体力アップチャ
レンジカード」をすべての小学生に
配付し、各種なわとびのチャレンジ
メニューの紹介や、チャレンジ結果
のホームページへの掲載を行って
いる。
平成２０年度は、「長縄８の字跳び」
に、市内の小学生から、延べ１００
０グループを超える記録の報告が
あった。また、「体力アップメニュー
の活用」については、逆上がりにつ
ながる運動感覚を高めるメニュー
を紹介している。
なお、「平成２０年度さいたま市児
童の鉄棒運動（逆上がり）の技能
に関する調査」によると、６年生の
女子は、成就率が７０％を超えてい
るが、男子は７０％に満たない状況
である。

・「子どものための体力向上サ
ポートプラン」における施策に
「なわとび・鉄棒（逆上がり）プロ
ジェクト」を位置づけ、平成２２
年度までに重点化を図るととも
に、年度毎に実態調査を行い
成就率について検証します。
・「長縄８の字跳び」に挑戦する
参加グループ数を、平成２３年
度までに、現在の１１００グルー
プ数から１３００グループ数へ増
やします。
・「逆上がりの成就率」を、平成
２４年度までに８０％にします。
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

３　子ども　「子どもの夢を育むまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

21

家庭・地域・学校が連携して取
り組む「土曜日寺子屋（※）」を
実施します。（４年以内）

※「土曜日寺子屋」・・・土曜日
等に実施する児童生徒たちの
自主的な学習（補習・ものつくり
等）をサポートする事業。

一部の学校で、土曜日や夏休みに
補習授業・ものつくり・体験活動等
を実施している。

「土曜日寺子屋」を平成２４年度
末までに、すべての学校で実施
します。

・すでに実施している土曜日や
夏休みの補習授業等の取組を
生かし、すべての学校での実施
に向けて、順次実施校を拡大す
る。
・具体的な実施にあたり、定年
退職した方々、教員ＯＢ、教員
志望の学生など、地域からサ
ポートしていただける人材を確
保する。

・ﾓﾃﾞﾙ校で実
施

（１０校）
各区１校
小８、中２

・ﾓﾃﾞﾙ校での
成果等を検
証

・実施校の拡
大
（３０校）
各区３校
小２５、中５

(８４校）
小６７、
中１３、高４

(１６３校）

教育委員会 教育総務課

26
　高校教育の底上げを図り、質
の高い特色ある学校づくりを推
進します。（４年以内）

　市立高校４校ともに概ね高い志
願倍率を保っており、学校行事を
はじめ、学校生活に対する生徒の
満足度は高いものがある。しかしな
がら、進学を希望する生徒が多い
中で、授業の質の向上や進路指導
の充実を求める声もある。

市民が誇れる、魅力ある高校
教育を提供するため、市立高校
４校の中長期的な将来構想を
策定し、市立高校に対する生
徒・保護者の満足度１００％を
目指します。

・「特色ある学校づくり」計画案
を平成２２年３月までに策定す
る。
・授業力向上のための４高校
「合同授業研究会」を毎年２回
開催し、「授業研究支援訪問」を
含め、年間５回以上の学校訪
問を実施する。
・中高一貫教育校に関する検証
を実施し、市内の学校へ教育成
果を普及する。

・特色ある学
校づくり

（計画案策
定）

・授業力向上

・中高一貫教
育の充実

（中間検証）

（各学校での
検討）

（各学校での
検討）

（計画の実
施）

（６年間の検
証）

教育委員会 指導２課

目玉
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

子どもの夢を育むまちづくり　・
子どもたちの科学に関する感動
体験活動を充実します。

　市立の全小中学校１６０校で、
小学校４年生と中学校３年生が
青少年宇宙科学館と宇宙劇場
でプラネタリウム学習を行って
います。青少年宇宙科学館の
プラネタリウム機器は、平成１９
年度末に更新しましたが、宇宙
劇場では、２２年以上経過した
旧式の機器を使用しています。

　宇宙劇場のプラネタリウム機
器の更新を行い、全小中学校
が、希望する近隣の青少年宇
宙科学館又は宇宙劇場で、同
じ内容のプラネタリウム学習投
影を行います。

　新学習指導要領の内容に合
致した天体学習の理解を図る
ため、宇宙劇場でも新学習番組
を投影できるようにする。その
ため、プラネタリウム機器とそ
れを動かす旧式のコンピュータ
やスライド投影機の交換をす
る。また、スクリーンの張替え、
座席の修理などを行う。

・スクリーン
張替え

（11月～12
月）

・プラネタリウ
ム機器製作・
据付

（7月～2月）

・プラネタリウ
ム投影

　（3月）

教育委員会
青少年宇
宙科学館

・教育相談室・適
応指導教室充実
事業（既存事業）

・教育相談室・適
応指導教室充実
事業（新設教育
相談室）

（設計・工事・当
初備品）

・児童生徒のア
セスメント事業
（ＱＵ調査費）
（取組指標の達
成度調査）

（共用開始、教
育相談員・指導
員配置）

・教育相談体制
充実事業（臨床
心理士の配置）
（１区に１名の臨
床心理士を配
置）

・生命尊重教育
事業（命の尊重
講演会の開催、
リーフレット作
成）
・教職員研修事
業
・緊急時のサ
ポート体制事業

所管局

統
括
責
任
課

所管課

○　新規　各局からの提案

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

・教育相談室・適応指導教室を
充実する。
・児童生徒の適切な状態把握を
工夫する。
・教育相談体制を充実する。
・生命尊重教育を推進する。
・教職員研修を充実する。
・緊急時のサポート体制を整
備・充実する。

教育委員会 指導２課
一人ひとりの子どもが輝くため
に、心のサポート推進事業を進
める。

今の子どもたちは、内面にスト
レスを抱え込みやすく、適切に
対処できないという状況が見ら
れる。
そうした中、いじめや不登校
等、学校生活等に適応できない
という問題が発生している。

児童生徒の状態を適切に把握
するとともに、教育相談体制を
充実することで、共感的な人間
関係を構築します。その結果、
学級生活に満足している児童
生徒の割合を、平成２３年度末
までに、各学年全国平均よりも
＋１０％、平成２４年度末までに
全国平均よりも＋１５％に増や
し全国トップレベルにします。
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

○　新規　各局からの提案

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

➊ 特別支援学
校の整備

② 通常の学級
における特別支
援教育の充実

➌ 特別支援学
級の整備

➍ 発達障害・情
緒障害通級指導
教室の整備

 

⑤ 特別支援教
育に係る教育相
談の充実

➏ 教職員の専
門性の向上と人
材育成

⑦特別支援教育
の啓発活動の推
進

⑧ 特別支援ネッ
トワーク連携協
議会での相談・
支援の充実

貴重な文化遺産である文化財
を次世代へ継承するとともにそ
の活用を図るため、歴史的資源
の保存・整備を進めます。

岩槻藩遷喬館は「岩槻に過ぎた
るものが二つある。児玉南柯と
時の鐘」と唄われているように
市民にとってかけがえのない財
産である。同館は、寛政11年
（1799）に岩槻藩士であった児
玉南柯によって開設された私塾
で、後に藩校となったものであ
る。現在埼玉県に残る唯一の
藩校として埼玉県指定史跡に
指定されている。藩校当時は広
大な敷地を有していたが、現在
では建物の敷地のみが市有地
のため、狭隘で見学者が憩える
場所もなく、体験学習の場所も
ない。

岩槻区の代表的歴史資源・城
下町岩槻のシンボルの一つとし
て保全・活用を行います。岩槻
区が進めるまちづくりと連動し、
街めぐりの拠点や市民の憩い
の場とともに、体験学習の場と
しての整備を図ります。

有効活用に必要な隣接地の用
地取得を行う。用地取得の整備
は、岩槻区や関係所管と整備
内容の協議、調整を行い進め
る。施設内での講座や、敷地内
での体験学習を開催する。

・用地調査

・用地取得

・環境整備

教育委員会 博物館

指導２課

・特別支援学級を新設、整備拡
充する。
・発達障害・情緒障害通級指導
教室を新設、整備拡充する。
・特別支援学校の新設および市
立養護学校の施設・設備を充
実する。
・特別支援教育担当教員の専
門性を向上させる。

教育委員会

　ノーマライゼーションの理念の
共有化に向け、障害のある人も
ない人も、誰もが同じように住
み慣れた地域で暮らし、学べる
よう特別支援教育を推進する。

障害のある児童生徒の教育を
充実するため、「一人ひとりの
教育的ニーズに応じた教育の
充実を目指して」を基本方針と
する「さいたま市特別支援教育
推進計画」を策定した。
この特別支援教育推進計画に
基づき、障害のある児童生徒が
住み慣れた地域で学べる教育
環境とするためには、特別支援
学校、特別支援学級及び通級
指導教室の整備・拡充が必要
である。

・障害のある児童生徒に対する
指導・支援を充実させるため、
特別支援学級を平成24年度末
までに、新たに18校(小学校10
校、中学校8校)に設置します。
・ 発達障害のある児童生徒に
対する指導・支援を充実させる
ため、発達障害・情緒障害通級
指導教室を平成24年度末まで
に、新たに5校に設置します。
・ 肢体不自由のある児童生徒
に対する指導・支援を充実させ
るため、特別支援学校を新たに
平成24年度に開校するととも
に、現市立養護学校の施設・設
備の充実を図ります。

新設：新設工事
増築：基本構想

新設：新設工事
増築：基本設計

新設：基本設計
増築：基本構想

新設：開　　校
増築：実施設計

特別支援教育学校訪問の実施　、学校・学級支援員の配置

小学校1校、中
学校1校に新設

小学校1校、中
学校1校に新設

小学校４校、中
学校３校に新設

小学校４校、中
学校３校に新設

小学校1校に新設 小学校1校、中
学校1校に新設

小学校1校に新設 小学校1校に新設

相談センターの相談潤いファイルの活用就学に関わる支援

特別支援教育枠の教員採用

講演会・研修会の実施啓発パンフレットの配布交流及び共同学習
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

○　新規　各局からの提案

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

貴重な文化遺産である文化財
を次世代へ継承するとともにそ
の活用を図るため、歴史的資源
の保存・整備を進めます。

「岩槻に過ぎたるものが二つあ
る。児玉南柯と時の鐘」と唄わ
れているように、市民にとって
かけがえのない財産である。市
指定文化財「『時の鐘』鐘楼」用
地は、私有地であるため、十分
な保全・管理に支障がある。ま
た、「『時の鐘』鐘楼」、「黒門」、
「裏門」については、風雨による
痛みが著しく、湿気によるシロ
アリの被害の可能性があり、建
造物として現状が損なわれる恐
れがある。

岩槻区の代表的歴史資源・城
下町のシンボルの一つとして保
全・管理を行う。岩槻区が進め
るまちづくりと連動し、街めぐり
の拠点や市民の憩いの場ととも
に、体験学習の場としての整備
を図ります。

「『時の鐘』鐘楼」の有効活用を
促進するため、用地取得を行
う。
市指定文化財「『時の鐘』鐘
楼」、「黒門」、「裏門」の傷みの
激しい、建造物の修繕工事を行
う。

・『時の鐘』用
地の取得

（共有関係の
整理・登記名
義変更）

（用地境界測
量物件調査）

・建造物の修
繕工事
（「黒門」修繕
工事）

（用地売買契
約）

教育委員会
文化財保
護課
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