平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

1−1

資料３

（基本目標１） 生きる力を育む学校教育を進める
（施策の方向１） 自立して生きていくための基礎となる確かな学力を育む
施策

主な取り組み

① ＩＣＴを活用した教育
の充実

種別

重点事業

① 指導内容・指導方法
の改善

指導内容の充実と
指導方法の工夫 ② 学力調査等の活用
改善 1-1-(2)

担当課

・ ＩＣＴ機器を活用した授業による、児童生徒の
情報活用能力の育成
・学校や家庭における自学自習システムの活用
校内系ネットワークを活用し
による学習支援
拡充 た児童生徒の学力および情
・プログラミング教育導入へ向けた研究および
報活用能力の向上
指導計画モデルの作成
・ICT活用推進委員を中心としたタブレット活用
に係る調査研究および情報の提供

教育センター

・パソコンやスマートフォン等の情報通信機器お
よびＳＮＳを正しく有効に活用する力の育成をね
らいとした教職員研修および授業の実施
・家庭、地域を対象とした講演等啓発活動の実
施

教育センター

時代に即した学校
情報化の進展に伴う新たな
教育の推進 1-1- ② 情報モラル教育の推 継続 課題に対応する情報モラル
進
(1)
教育の実施

③ 学校図書館の充実

重点的に取り組む具体的な内容

拡充 学校司書の効果的な活用

継続

小中一貫教育を中心とする
研究委嘱等の実施

・学校司書の効果的な配置
・学校司書の資質向上や司書教諭・学校図書
館運営ボランティアとの連携強化を目的とした
研修会の開催
・市立図書館との連携

指導課

・小中一貫教育に関する研究委嘱および研究
指定の実施と各校の研究推進への支援
・市の教育課題の解決をめざす研究委嘱の実
施
・各校の特色を活かした課題研究の実施
・学校運営協議会の運用

指導課

・各種学力調査の問題および結果の分析
各種学力調査の問題・結果
・効果的な指導事例の紹介
拡充 を活用した指導内容の研究
・学力向上研修会の実施
および指導方法の工夫改善
・越谷市検証テストの実施

教育センター

・小学校教科用図書および、道徳を除く中学校
教科用図書採択事務の円滑
使用教科用図書の適正かつ公正な採択事務の
な実施
実施

指導課

・新学習指導要領の移行措置に対応する語学
伝統文化を尊重し ① 小中学校における英
小学校外国語科の実施に向 指導助手（ＡＬＴ）の増員と効果的な活用
国際性を育む教育 語教育の推進と語学指 拡充
けた環境整備
・小学校外国語科の指導力向上を目的とする教
導助手（ＡＬＴ）の活用
の推進 1-1-(4)
員対象研修会の開催

指導課

③ 教科用図書関連事
業の推進

継続
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平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

1−2

（基本目標１） 生きる力を育む学校教育を進める
（施策の方向２） 自立して生きていくための基礎となる健康な心と体を育む
施策

主な取り組み

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

① 防災教育の充実

・「学校防災の日」における、学校や地域の実態
自助・共助の意識を育てる防 に即した防災訓練等の実施
継続
災教育の実施
・小中学校と地域の連携による防災訓練の企
画・実施に向けた支援

指導課

② 交通安全・防犯教育
の充実

・関係する市長部局および越谷警察署との連携
による登下校時における児童生徒の安全確保
学校・保護者および地域の連
に向けた取組の推進
新規 携による通学路の安全確保
・通学路の合同点検に基づく危険箇所の改善に
の実施
向けた学校・保護者および地域の連携による取
組の支援

指導課

安全教育の充実
1-2-(1)

心の教育の充実
1-2-(2)

教育相談の充実
1-2-(3)

・非行問題行動の未然防止に向け、児童生徒
の自己肯定感の高揚を意図した教員研修会の
児童生徒の自己肯定感の高
② きめ細かな生徒指導
開催
継続 揚を図る積極的な生徒指導
体制の充実
・学校と関係諸機関との情報・行動連携を深め
体制の整備
る学校警察連絡協議会および生徒指導主任連
絡協議会の開催

指導課

① 教育相談体制の充
実

・いじめ、不登校、発達の遅れ、集団不適応等
にかかる、４歳児から中学３年生までの子どもと
その保護者を対象とした教育相談の実施
原因や内容が複雑化し、長 ・小中学校と学校相談員・スクールカウンセ
拡充 期化する教育相談への適切 ラー・スクールソーシャルワーカー・学び総合指
な対応
導員等が連携した組織的な教育相談体制づくり
の支援
・幼稚園、保育所、認定こども園との連携による
就学相談の充実

教育センター

② いじめ・不登校の未
然防止、早期発見、早
期解消

・越谷市いじめ問題対策連絡協議会および越
越谷市いじめ防止基本方針
谷市いじめ防止対策委員会の効果的な運営
継続 を踏まえたいじめの防止等に
・予防教育の視点を重視した、教員対象「いじめ
係る事業の実施
対応出前研修会」の開催

指導課

③ 不登校児童生徒へ
の教育的支援

・スクールソーシャルワーカー・学び総合指導員
の学校への派遣およびケース会議の実施
家庭・学校・フリースクール等 ・学校・フリースクール・教育センターの連絡会
継続
と教育センターの連携
の実施
・学び総合指導員を中心とした、適応指導教室
「おあしす」における不登校児童生徒への支援

教育センター
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施策

主な取り組み

① 教職員研修の充実

種別

継続

重点事業

豊かな人権感覚を身に付け
るための研修の実施

重点的に取り組む具体的な内容

・人権教育校長研修会および人権教育教頭研
修会の開催
・人権教育・男女共同参画研修会の開催
・新採用、転入教員人権教育研修会の開催

担当課

指導課

学校教育における
人権教育の推進
1-2-(4)
・パソコンやスマートフォン等の情報通信機器お
よびＳＮＳを正しく有効に活用する力の育成をね
らいとした教職員研修および授業の実施
・家庭、地域を対象とした講演等啓発活動の実
施

教育センター

・学校歯科医等と連携した養護教諭を対象とし
た研修会の開催と学校歯科保健活動の充実

学務課

継続 給食献立の研究

・和の食材「まごわやさしい（まめ・ごま・わかめ・
やさい・さかな・しいたけ・いも）」を取り入れた献
立の導入
・「まごわやさしい」に関するポスターの作成
・伝統的な日本の食文化の紹介

給食課

継続 「和食」についての指導

・担任との連携による「昔から食べられている健
康的な和食の食材」に関する指導の実施
・家庭への「和食」をはじめとした食に関する情
報の提供

給食課

情報化の進展に伴う新たな
③ 情報モラル教育の推
継続 課題に対応する情報モラル
進（再掲）
教育の実施

健康教育の充実
1-2-(5)

② 学校保健の充実

① 栄養管理の充実

学校給食の充実と
食育の推進 1-2(6)

継続

適切な保健管理の実施と研
修会の開催

② 食に関する指導の充
実

拡充

・就学時説明会において家庭へ「朝食」に関す
「朝食」について食育事業の る講座等を新規実施
・児童生徒および家庭への朝食リーフレットの
実施
配布
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給食課

平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

1−3

（基本目標１） 生きる力を育む学校教育を進める
（施策の方向３） 信頼される、質の高い教育環境をつくる
施策

主な取り組み

② 中学校選択制の推
進

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・特色ある学校づくりの推進
・小学校における進路指導の実施
特色ある学校づくりと情報の
継続
・授業、部活動、学校行事を公開する学校公開
発信
日の実施
・学校説明会の実施

学務課

・貸付希望者増加のための、市内中学校３年生
の保護者全員や市内高等学校に対する案内書
入学準備金貸付制度の活用
継続
等の配付などによる制度周知
の促進と適切な運用
・償還金滞納者に対する臨宅催告等の実施に
よる収納対策の強化

教育総務課

・全児童生徒の保護者にリーフレットを配布した
制度周知
就学援助制度の円滑な実施
拡充
・学事システムを活用した制度の円滑な実施
と適切な運用
・新入学児童生徒が小中学校入学前に必要と
する学用品費の入学前支給を拡充し実施

学務課

③ 多様な就学機会への
支援

教育支援体制の
充実 1-3-(1)

・国の基準および市独自による幼稚園就園奨励
費補助金の交付により、保護者の経済的負担
を軽減し幼稚園教育を振興
・教育環境の向上に係る補助金の交付による、
幼稚園・認定こども園の施設整備
・研修会・研究会の経費に係る補助金の交付に
よる、幼稚園・認定こども園の教職員の資質向
上の支援

⑤ 幼稚園教育の振興

継続 幼稚園教育への支援

⑦ 特別支援教育支援
員等の配置

児童生徒の豊かな学校生活
・特別支援教育支援員の増員と効果的な配置
拡充 と円滑な学校運営のための
・日本語指導員の派遣
支援

教育総務課

学務課

・個別的な教育ニーズのある児童生徒に対する
指導力の向上を目的とした教職員研修の実施
・専門家による発達支援訪問指導の実施

教育センター

・特別支援教育に関する専門性の向上を目的と
特別支援教育に関する教職 する、管理職・特別支援学級等担当者・特別支
継続
員研修の実施
援教育コーディネーター等を対象とした研修の
実施

教育センター

継続 発達支援訪問指導の実施

⑧ 児童生徒一人ひとり
のニーズに応じた特別
支援教育の推進
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施策

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

継続 安全な学習環境の確保

・点字ブロック、スロープなどの福祉環境整備
や、古い給水管、雨漏り箇所などの老朽化対策
および緊急性の高い箇所、並びにロッカー等の
施設改修を計画的に実施

学校管理課

拡充 小学校校舎の増築

・児童数増加に伴う教室不足に対応するため、
校舎の増築を実施（川柳小学校）

学校管理課

・小学校校舎の児童用トイレを中心に洋式化を
実施

学校管理課

③ 教育情報の収集・発
信および教育ネットワー
クの管理・運用

・教育の質の向上を目的とした校務支援システ
継続 ＩＣＴを活用した校務の効率化 ムの活用による、教職員の校務の共通化・軽減
化・効率化の支援

教育センター

① 教職員研修の充実

多様な教育課題に対応でき
継続 る豊かな人間性と確かな指
導力をもった教職員の育成

・若手教職員の指導力向上を目指した初任者・
２年次・３年次・５年次研修の充実
・新学習指導要領を踏まえた教職員研修の充
実

教育センター

⑤ 教職員の健康の維
持と管理

継続 教職員の心身の健康管理

・定期健康診断の実施
・メンタルヘルス対策としてストレスチェックの実
施と教職員への勧奨

学務課

・学校運営協議会の新規設置（小学校4校、中
学校2校）
・先行研究の実施（小学校23校、中学校12校）
拡充 コミュニティ・スクールの推進 ・学校運営協議会と学校応援団の連携・協働体
制づくりへの支援
・学校・家庭・地域が一体となった学校運営をめ
ざす学校評価の実施

指導課

主な取り組み

種別

重点事業

① 安全な学校施設の整
備と充実

義務教育施設の
整備と充実 1-3(2)

② 快適な学校環境の整
継続 トイレの洋式化
備と充実

教職員の資質向
上と研修環境の充
実 1-3-(3)

地域に根ざした特
色ある学校づくり ① 学校評価の充実
1-3-(4)
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平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

2−1

（基本目標２） 生涯にわたる学びを充実し、地域の文化を創造する
（施策の方向１） 生涯を通じた学習活動を推進する
施策

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

継続

市民との協働による事業の
実施

・生涯学習フェスティバルの企画運営における
幅広い年齢層の市民参画を促進する広報活動
の実施
・こしがや市民大学企画運営委員充実のため
の広報活動の実施

生涯学習課

継続

・親のニーズにあわせ、就学時および進学時の
家庭教育に関する学習機会 説明会において子育て講座を実施
の提供
・子育て中の親が参加しやすい平日の公民館
で家庭教育学級を実施

生涯学習課

・企画運営に参画する市民の意見を反映させた
多様なプログラムを有する生涯学習フェスティ
バルの開催
・公民館における、市民の多様なニーズにあわ
せた各種学級・講座の開催

生涯学習課

・生涯学習リーダー養成講座実践編および生涯
学習ボランティア養成講座入門編について、電
子申請による応募環境を整備
生涯学習リーダー・ボランティ ・生涯学習事業ボランティアへの参画を促進す
継続
るため、生涯学習ボランティア養成講座入門編
アの活動支援
を開催
・生涯学習リーダー養成講座実践編修了者を各
種学級・講座の講師として活用

生涯学習課

社会教育における
① 人権教育推進事業
人権教育の推進
の充実
2-1-(3)

・人権・同和問題講演会の開催
・家庭内の人権意識の高揚を主眼とする、全公
民館における家庭内人権教育事業の実施
・人権問題の正しい理解と認識を広める指導者
継続 人権・同和教育の普及・啓発
を養成するため、公民館において、人権教育指
導研修事業を実施
・様々な人権問題をテーマにとりあげた、公民
館における人権教育推進事業の実施

生涯学習課

自然体験や科学
② 科学技術体験セン
体験の充実 2-1ター事業の充実
(4)

・子育て世代やシニア世代を対象とした、平日
開催する体験事業の実施
ライフステージに応じた科学 ・プログラミングの基礎を学ぶ体験教室の実施
拡充
体験事業の実施
・高等学校、大学が中心となって行う体験事業
の実施
・幼児を対象とした体験事業の実施

生涯学習課
科学技術体験セ
ンター

主な取り組み

生涯学習推進体 ① 市民との協働による
制の充実 2-1-(1) 推進体制の充実

① 家庭の教育力の向
上

学習活動の充実と ② ライフステージ・ライ
学習成果の活用 フスタイルに対応した学
2-1-(2)
習機会の充実

③ 人材育成の支援

種別

重点事業

継続 各種学級・講座の開催
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施策

図書館の充実 21-(5)

主な取り組み

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・北部図書室における児童書の充実整備
・知的障がいのある方や日本語を母語としない
方などに向けた、やさしい表現方法で作られた
ＬＬブックの収集とコーナーの設置

図書館

① 図書館機能の充実

拡充 資料の計画的な収集

③ 図書館システムの活
用

・新システム移行を考慮し、さらなる機能性向上
図書館システムの活用による に向けての調査・研究の実施
拡充
利便性の向上
・越谷市の貴重な文献のデジタル化公開に向け
ての調査・検討の実施

④ 図書館文化活動の
推進

⑤ 子ども読書活動の推
進

図書館

・子ども古典講座を開催し、若年層の参加を促
す
・郷土歴史講座と市内現地研修の実施
・受講者の多い日本古典文学鑑賞講座におけ
る図書貸出促進
・図書館寄席の開催と関連資料の貸出促進

図書館

・学校図書館運営ボランティアなどの人材育成
各種講座等の開催による家 を目的とする講座等の開催
継続 庭・地域・学校等における読 ・親子を対象とする講座「親子で楽しむ絵本の
世界」を越谷市指定有形文化財旧東方中村家
書活動の推進
住宅にて開催

図書館

・図書館で採れる木の実などについての関連図
書を用いた自然観察教室の実施
・中学生による「おすすめ本紹介」の実施
・調べ学習用の資料提供や、図書館見学の実
学校等との連携と子どもが読
拡充
施
書に親しむ機会の提供
・本館や北部・南部・中央図書室、地区セン
ター・公民館における「おはなし会」の実施
・ブックリストや夏休み図書館利用案内等の配
付

図書館

拡充 市民文化の向上
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平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

2−2

（基本目標２） 生涯にわたる学びを充実し、地域の文化を創造する
（施策の方向２） 芸術文化活動を推進し、伝統文化を継承する
施策

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・「特別賞」を表彰する第２０回越谷市美術展覧
会（市展）の実施
・取り扱い店舗の新規開拓等、文化総合誌「川
のあるまち−越谷文化」の販売促進
・文化総合誌「川のあるまち−越谷文化」の市
民への発行周知や作品応募意欲の促進のた
め、受賞・入選作品や表彰式について記者クラ
ブへの情報提供の実施
・受賞・入選作品及び冊子販売店舗について学
校に周知するため、校長等を通したＰＲの実施

生涯学習課

小ホール系統空調機等の更 ・利用者の利便性向上のため、空調設備等を更
新
新

生涯学習課

① 伝統文化の振興と継
拡充 伝統芸能の普及
承

・第３０回記念こしがや薪能の開催
・こしがや薪能入場数増を目的とした当日券販
売方法等の改善
・能楽養成コースの開催
・郷土芸能体験教室参加者数増を目的とした開
催内容の改善

生涯学習課

② 日本文化伝承の館こ
しがや能楽堂の利用促 拡充 館内設備の改善
進

・乳幼児を連れた利用者の利用環境を改善す
るため、折りたたみベビーベッドを整備

生涯学習課

① 文化財の保存と活用 継続 歴史資料の公開

・民俗資料や考古資料、地域史料等を紹介する
展示や広報活動の実施

生涯学習課

・西大袋土地区画整理事業の進捗に伴う発掘
調査
・中学生社会体験チャレンジ事業等の発掘調査
体験機会の提供
・地区センター・公民館等における考古資料展
示や講習会の開催
・文化財ボランティアの活用

生涯学習課

・郷土資料の整理および展示
・学校の社会科見学、公民館や自治会等の事
大間野町旧中村家住宅の管
継続
業における、郷土に関する学習の場としての公
理運営
開・活用
・昔のくらしを学び、体験できるイベントの開催

生涯学習課

主な取り組み

種別

重点事業

① 市民との連携による
発表機会の充実

拡充 成果発表の場の提供

② 越谷コミュニティセン
ターの利用促進

拡充

芸術文化活動の
推進 2-2-(1)

特色ある地域文化
の振興と普及 22-(2)

文化財の保存と活
② 埋蔵文化財の保護
用 2-2-(3)

③ 大間野町旧中村家
住宅の利活用の促進

継続 大道遺跡発掘調査の実施
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施策

主な取り組み

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

③ 大間野町旧中村家
住宅の利活用の促進

拡充 利用環境の充実

・来館者の利便性向上のため、施設に隣接する
駐車場を整備

生涯学習課

④ 旧東方村中村家住
宅の利活用の促進

・郷土資料の整理および展示
・学校の社会科見学、公民館や自治会等の事
旧東方村中村家住宅の管理
継続
業における、郷土に関する学習の場としての公
運営
開・活用
・昔のくらしを学び、体験できるイベントの開催

生涯学習課

文化財の保存と活
用 2-2-(3)
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平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

3−1

（基本目標３） 生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しめる環境をつくる
（施策の方向１） 健康ライフスタイルづくりを支援する
施策

活動環境の充実
3-1-(1)

主な取り組み

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・親子対象のスポーツ教室等における臨時保育
室の設置
スポーツ振興課
・スポーツ教室等について、電子申請による応
募環境を整備

③ 参加者への支援

継続 参加しやすい環境の整備

① 多様な機会を活用し
た参加促進

継続

・スポーツ活動や各種イベントへの参加を促す
気軽にスポーツを始められる スポーツスタンプラリーの実施
機会の提供
・元荒川緑道・新方川緑道の整備に伴うウォー
キングマップの作成への取組み

スポーツ振興課

⑤ 高齢者の健康づくり
の支援

継続

高齢者のスポーツ推進への
取り組み

スポーツ振興課

・「６５歳からのいきいき元気教室」の実施
・老人福祉施設等の出前講座の実施

活動機会の充実
3-1-(2)
・東京２０２０オリンピック・パラリンピックのＰＲ
東京２０２０オリンピック・パラ
・東京オリンピック聖火リレーに向けた取組み
拡充 リンピックに向けた気運醸成
スポーツ振興課
・東京オリンピック事前キャンプ誘致に向けた取
活動
組み
⑦ スポーツ観戦機会の
充実
・Ｔリーグ（卓球）などのプロスポーツ大会の誘
スポーツ大会やスポーツイベ 致
拡充
ントの誘致
・国際大会や全国大会の誘致
・スポーツイベントの誘致
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スポーツ振興課

平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

3−2

（基本目標３） 生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しめる環境をつくる
（施策の方向２） スポーツ・レクリエーション活動を支援する体制の充実を図る
施策

主な取り組み

種別

重点事業

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・スポーツボランティアの募集および登録者の
ボランティア活動への参加促進
組織の充実 3-2- ③ スポーツボランティア
ボランティア活動推進への取 ・スポーツボランティア活用団体等への制度の
拡充
(1)
の養成と登録
り組み
ＰＲ
・さいたま国際マラソンのボランティア募集
・日常活用への取り組み

スポーツ振興課

・体育施設のモニター広告や広報こしがや、
スポーツリーダーバンクの登 ホームページへの制度の掲載
録の促進と活用
・スポーツ教室等におけるスポーツリーダーバ
ンクの活用促進

スポーツ振興課

指導者の養成と確 ② スポーツリーダーバ
保 3-2-(2)
ンクの充実

継続
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平成31年度 教育行政重点事業一覧表（予算要求段階）

3−3

（基本目標３） 生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しめる環境をつくる
（施策の方向３） スポーツ・レクリエーション施設の充実を図る
施策

主な取り組み

種別

重点事業

継続 総合体育館の修繕等

重点的に取り組む具体的な内容

担当課

・バレーボールおよびバドミントン用床金具修繕
・非常用発電機オーバーホール修繕
スポーツ振興課
・施設建築設備の定期点検

② 総合体育館の利活
用の促進
・プロスポーツ大会の誘致
・国際大会や全国大会の誘致
スポーツ大会やスポーツイベ
継続
・スポーツイベントの誘致
スポーツ振興課
ントの誘致【再掲】
・東京オリンピック事前キャンプ誘致に向けた取
組み

施設の充実と利用 ③ 地域体育館の利用
促進 3-3-(1)
促進

拡充 地域体育館の修繕等

・西体育館雨漏り修繕
・北体育館２階落下防止柵塗装修繕
・地域体育館天井ボード張替え修繕
・地域体育館設備の修繕および改修
・施設建築設備の定期点検
・第１．２体育館基本計画の策定

継続 屋外体育施設の修繕等

・市民球場雨漏り修繕
・市民球場客席壁面ボード交換修繕
・川柳庭球場修繕
スポーツ振興課
・屋外体育施設のナイター照明等の点検および
修繕

スポーツ振興課

④ 屋外体育施設の利
活用の促進
・プロスポーツ大会の誘致
・国際大会や全国大会の誘致
スポーツ大会やスポーツイベ
継続
・スポーツイベントの誘致
スポーツ振興課
ントの誘致【再掲】
・東京オリンピック事前キャンプ誘致に向けた取
組み
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