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１.  はじめに 
 

            教育委員会制度を見直すための地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、 

およそ６０年ぶりに大幅な見直しがおこなわれました。 

 この教育制度改革の大きな柱の一つに、町長が主宰

する総合教育会議の設置と、教育に関する「大綱」の

策定があります。 

 この「教育大綱」は、教育基本法第１７条第１項に

規定する基本的な方針である「国の第２期教育振興計

画」を参酌して、その地域の実情に応じ、町長と教育

委員会により定めることとされました。 

 このたび、教育委員会と協議、調整を行い、教育の振興に関する施策「杉

戸町教育大綱」を策定いたしました。 

この大綱が、本町の教育に関する基本的な計画として尊重されることを期

待するとともに、町民の皆さまのご協力、ご支援をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

                       平成２８年 ３月 

                       杉戸町長 古 谷 松 雄 
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２. 計画の位置づけ 
 

   この大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第 1６２号）第１条の３の規定に基づき、本町の教育に関する基本的な

計画として、策定が義務付けられたものです。 

  また、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第 1 項に規定

する基本的な方針を参酌し、教育の課題が地域によって様々であることか

ら、地域の実情に応じて大綱を策定するものと規定されています。 

  この規定に基づき、「杉戸町教育大綱」は、国が示す「教育振興基本計画」、

「第２期埼玉県教育振興基本計画大綱」、及び「生きる力と絆の埼玉教育プ

ラン」を参酌し、策定するものです。 

※「参酌」とは、比べて参考にすることをいう。 

 

３. 教育大綱策定の背景と趣旨 
 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成

２６年法律第 76 号)が、平成２６年６月２０日に公布され、平成２７年 4

月 1 日から施行されました。 

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地

方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長と教

育委員会の連携の強化、地方に対する国の関与の見直しを図るなど、地方

教育制度の改革を行うためのものです。 

「教育大綱」は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策について、その目標や施策の根本的な方針を定めるものです。 

地方公共団体において、教育振興基本計画その他の計画を定めている場合

には、その中の目標や施策の基本となる方針の部分が大綱に該当すると位

置づけすることができると考えられ、教育大綱を策定する必要はないとさ

れていることから、杉戸町第５次総合振興計画の教育に関する部分を新た

に「杉戸町教育大綱」として策定するものです。 

なお、第５次総合振興計画は、前期基本計画の計画期間が平成２３年度

から２７年度までのものであることから、現在策定中の後期基本計画（計

画期間：平成２８年度から平成３２年度）を基本とし、杉戸町教育大綱と

して策定するものです。 
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４. 教育大綱の計画期間 
 

  この大綱の計画期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間と

します。これは平成２８年度から開始される「第５次杉戸町総合振興計画

後期計画」と整合性を図るためです。 

  なお、必要に応じて、教育大綱の内容を見直すこととします。 

 

 

【関連計画の期間一覧】 

計画     年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

第５次杉戸町 
総合振興計画 

             

基本計画(後期) 
   

 

          

公共施設改築・ 
改修基本方針 

             

杉戸町子ども・子 
育て支援事業計画 

             

次世代育成 
支援行動計画 

  

 

           

第２期埼玉県教育 

振興基本計画 

      
 

       

杉戸町教育大綱 
      

策
定 
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５．大綱の基本目標 
 

  第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画に基づき、以下の目標の実現を図

ります。 
        
 

   （基本目標）     
 

 

 

「知」、「徳」、「体」のバランスのとれた、生きる力を育む学校教育の推進や

地域に密着した特色ある学校づくりを目指します。また、総合的な生涯学習・

生涯スポーツの環境整備を図り、未来の町を担う心豊かで個性と創造性あふれ

る人材の育成と、生涯を通じて学び続け、その成果を活かすことができる生涯

学習のまちづくりを進めます。 

また、住民主体の文化・芸術・スポーツ活動、特色ある文化財や史跡の保護・

活用を積極的に支援・促進していきます。 

 

 

 

施策の体系 

Ⅰ．教育・生涯学習・スポーツ・青少年 

１－１．幼稚園教育・学校教育の充実 

１－２．生涯学習の推進 

１－３．生涯スポーツの振興 

１－４．青少年の健全育成 

Ⅱ．文化・芸術 

２－１．多様な文化・芸術活動の支援 

 

 

  

人を育む、心豊かなまち 
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 基本方針と施策 

 

Ⅰ．教育・生涯学習・スポーツ・青少年 
 

１－１．幼稚園教育・学校教育の充実 
 

目的と方針 

幼・保・小・中の連携を重視し、発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園教育・

学校教育の充実に努めます。 

児童・生徒一人ひとりに「生きる力」が身につくよう、教職員研修の充実・

推進に努めるとともに、それぞれの学校での特色ある教育活動を支援します。 

幼稚園及び学校教育施設・設備の整備・充実を図るとともに、防災対策と犯

罪防止体制を強化し、安心で安全な幼稚園・学校づくりを推進します。 

 

現状と課題 

本町ではこれまで、幼・保・小・中が連携して教育を進めてきており、国際

化、情報化や環境教育等の社会変化に対応した教育内容の充実、子どもの安全

対策、教育環境の整備を積極的に進めています。また、小・中学校については、

耐震補強工事が完了し、幼稚園についても応急耐震化工事や統合を進め、時代

のニーズに対応した設備の充実を図りました。 

さらに、自転車安全運転教育を推進するとともに、万が一の場合の保護者の

経済的負担を軽減するため、加害者賠償保険に加入しました。 

子どもたちが、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力等「生きる力」を身

につけ、「知・徳・体」の調和のとれた未来を担う人材として、心身ともに健や

かに成長していくことができる教育環境づくりが強く求められている中、子ど

もが被害者となる交通事故や子どもを狙った犯罪が多発している状況であり、

子どもの安全確保が課題となっています。 

また、少子化や核家族化が進む中、基本的な生活習慣を養う幼児教育の一層

の充実が求められているほか、これからの変化の激しい社会の中で生きぬいて

いくための生きる力の育成を重視した教育内容の一層の充実が課題となってい

ます。このため、快適で安心・安全な環境づくりに努めるとともに、生きる力

を身につけさせる主体的かつ特色ある教育活動の推進、心の問題への対応、特

別支援教育の充実、安全対策の強化、学校給食体制の充実等、総合的な取組を
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一体的に進めていくことが必要です。 

学校施設のほとんどは、建築後 30 年以上経過した建物が多く、校舎等の老朽

化や機能低下が課題となっていることから、老朽化対策や非構造部材の耐震対

策等、時代のニーズに対応した既存施設の充実を図るとともに、余裕教室の活

用や障がいがある児童・生徒が適切な教育が受けられるよう、バリアフリー化

を推進していくことが必要です。 

また、平成２８年の統合幼稚園・保育園複合施設の開園に伴い、旧中央第二

幼稚園、旧東幼稚園及び旧南幼稚園の３園の跡地の有効活用が課題となってい

ます。 

 

主要施策 

 

（１）学校教育の充実 

基礎的・基本的な学力や体力の向上と個性や創造性を伸ばすことを基本に、

個に応じた指導方法の工夫改善に努めながら、国際化、環境教育やＩＣＴ社会

に対応できる能力を身に付けるため、情報教育の充実等、時代の変化に対応し

た教育内容の充実を図ります。 

また、児童・生徒の健康管理体制や児童・生徒に対する相談体制の充実等、

学校と家族・地域社会との相互理解を深めながら、心身ともに健全な児童・生

徒の育成に努めます。 

さらに、幼・保・小・中の連携により、より行き届いた教育の充実を図りま

す。 

 

（２）特別支援教育の推進 

関係機関との連携のもと、各学校の施設整備や教員配置のほか、支援員・介

助員等を配置するなど、特別支援教育の充実を図るとともに、適切な就学相

談・指導に努めます。 

 

（３）心の問題への対応 

いじめや不登校等の心の問題に対し、教育相談所やさわやか相談員の配置等

に努めるとともに、家庭や地域と一体となった指導体制づくりを進めます。 

 

（４）教職員研修の充実・推進 

教職員の資質向上のため、教職員自らが研究と修養に励む主体的研修に取り

組むことができる体制づくりに努めます。 
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（５）子どもの安全の確保 

子どもの安全確保のため、啓発活動の推進とともに、保護者や学校、地域の

連携による見守り活動の推進を図ります。また、子どもを交通事故から守るた

め、自転車安全運転教育を推進するとともに、万が一の場合の保護者の経済的

負担を軽減するため、加害者賠償保険に加入します。 

 

（６）学校教育施設・設備の整備・充実 

学校教育施設・設備の整備・充実を図るほか、施設の老朽化対策、防災対策

に努めるとともに、エアコンの設置やトイレ改修等、時代のニーズに対応した

既存施設の設備の充実を進めます。 

また、幼児教育環境の向上を図るため、幼稚園の施設・設備の充実を図りま

す。 

 

（７）ＩＣＴ教育の充実 

児童生徒のＩＣＴ教育の充実を図るとともに、学習環境の向上を図るため、

校内のＩＣＴ設備やコンピュータ等を定期的に整備し、ネットワーク化を図る

とともに、セキュリティの確保に努めながら、ＩＣＴ教育の充実を図ります。 

 

（８）学校給食の充実 

学校給食の充実に努めるとともに、地産地消や食育の視点に立った取組を進

めます。また、学校給食センターの設備について計画的な更新を行います。 

 

（９）豊かな心の育成 

体験活動や自主的な活動の充実を図り、豊かな感性や自然を大切にする心、

命を大切にする心、助け合いの心など、豊かな心の育成に努めます。 

 

（１０）余裕教室の活用 

各学校の実情や地域のニーズに応じて余裕教室の有効活用を検討します。 

 

（１１）幼稚園による保育サービスの充実 

多様化する社会生活の変化や保護者の要望等に対応するため、幼稚園での延

長保育等、多様な保育サービスについて検討します。 
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１－２．生涯学習の推進 

 

目的と方針 

子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送れるよ

う、学校教育との連携を図りながら、主体的に学ぶ生涯学習の充実に努めます。 

 

現状と課題 

少子高齢化や情報化の進展、教育水準の向上や自由時間の増大等を背景とし

て、心の豊かさや自分らしさの発見等、豊かな生活を送るために、幼児期から

高齢期までの生涯を通じて学習を行うことができる社会の実現が求められてい

ます。 

本町ではこれまで、学習情報の提供や広報・啓発活動の推進、社会教育団体

の育成、指導者の確保等に努めてきました。 

また、人権啓発の講演会や町の歴史に関する歴史講座、公民館講座の充実を

図るとともに、町民の学習意欲やまちづくり、地域づくりのリーダーを養成す

るため、すぎと町民大学を開校し、生涯学習環境の充実を図ってきました。 

カルスタすぎとや公民館では、町民の多様な学習要求に応え、各種講座等の

開催や学習活動の場の提供を行い主体的に活動できるよう支援してきました。 

図書館では、幅広い年齢層の学習活動を支援するための蔵書整備や公民館図

書室と連携を図り、利用者が満足できるサービスを提供してきました。 

しかし、少子高齢化・国際化・情報化の一層の進展、環境や安心・安全への

意識の高まり等、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、生涯の各期における学

習ニーズがますます多様化・高度化してきています。これに対応し、すべての

町民が自発的意志に基づいて学習活動を行い、その成果が適切に評価され、地

域社会の発展に活かされるまちづくりの一環としての学習環境づくりが求めら

れています。 

このため、公民館等の社会教育関連施設のハード・ソフト両面の充実に努め

るとともに、町民の学習ニーズを常に把握しながら、生涯学習事業の推進や関

係団体の育成等を行い、総合的な学習環境づくりを進めていくことが必要です。 
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主要施策 

 

（１）社会教育関連施設の充実 

生涯学習活動の拠点となるカルスタすぎとや公民館等の施設の充実ととも

に、利用者ニーズに応じた運用を検討するなど、施設の有効活用を図ります。 

 

（２）図書館の充実 

子どもから高齢者まで幅広い年齢の様々な生涯学習活動を支援するため、利

用者のニーズや社会情勢に沿った蔵書整備と利用しやすい図書館づくりを行

います。 

 

（３）生涯学習事業の推進 

常に各世代の学習ニーズの的確な把握に努め、カルスタすぎとや公民館にお

いては、民間との協働による講座・活動を中心とした生涯学習事業の推進を図

ります。 

また、広報紙や町ホームページをはじめ、多様な情報提供の充実を図ります。 

さらに、子どもの学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域の子どもを

育てる仕組みを創るため、包括的連携協定を締結している日本工業大学等と連

携し、子ども大学の開校を推進します。 

 

（４）指導者の育成と団体等の活動支援 

様々な分野における指導者やボランティアの育成・確保に努めるとともに、

生涯学習活動への支援、各種の社会教育団体、学習団体・グループの育成・支

援に努め、自主的な生涯学習活動を促進します。 

 

（５）学習成果の活用 

町民の学習活動を支援し、学習の成果をまちづくり・人づくりに活かす生涯

学習社会の実現のために、すぎと町民大学の実施と、その学習成果を活用する

場の確保を図ります。 

また、生涯学習事業の充実により、まちづくりや地域づくりのリーダーを育

成します。 
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１－３．生涯スポーツの振興 

 

目的と方針 

すべての住民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境づ

くりを支援します。 

 

現状と課題 

スポーツは、健康づくりや体力の向上に役立つだけでなく、人々の親睦や交

流を深め、豊かな地域社会を育むものとして、大きな役割を担っています。 

本町では、町営グラウンドやテニスコート等の町内体育施設をはじめ、町内

小中学校の学校体育施設を地域に開放し、より多くの人が利用できる環境整備

に努め、町民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点として有効に活用され

ています。 

近年、健康に対する関心がますます高まる中、スポーツ活動のニーズは増大・

多様化の傾向にあり、生涯にわたって誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、

興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができる環境づくりが一層求められています。 
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主要施策 

 

（１）スポーツ施設の整備・充実・有効活用 

既存の社会体育施設等について、老朽化の状況や利用ニーズに即した整備・

充実を計画的に進めていくとともに、町民との協働による管理運営体制の整備、

施設の有効活用に努めます。 

さらに、平成２７年にリニューアルオープンしたエコ・スポいずみの有効活

用に努めます。 

 

（２）多様なスポーツ活動の普及促進 

スポーツの必要性や重要性に関する広報・啓発活動を推進するとともに、

様々なスポーツ情報の収集・提供に努め、町民のスポーツへの関心や健康管理

意識を高めていきます。 

また、スポーツと健康づくりの連携強化の視点に立ち、健康づくりプログラ

ムの企画・実施を図ります。 

さらに、総合型地域スポーツクラブの活動を支援し、身近な地域で「いつで

も・どこでも・だれでも」スポーツを楽しめる環境づくりに努めます。 

 

（３）スポーツ団体、指導者の育成 

体育協会をはじめ、各種スポーツ団体・クラブの育成・支援に努めるととも

に、地域と一体となった指導者やボランティアの育成・確保を進め、町民の自

主的なスポーツ活動の一層の活発化を促します。 

また、誰もが参加できるスポーツ活動の場として、総合型地域スポーツクラ

ブの育成を図ります。 

 

（４）軽スポーツの普及による健康づくりの推進 

町民の健康・体力づくりを推進するため、「だれでも・どこでも・ひとりで

も」気軽に取り組むことができるウォーキングや健康運動などの軽スポーツの

普及に努めます。 
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１－４．青少年の健全育成 

 

目的と方針 

青少年の健全育成を目指し、関係機関、家庭等が一体となって取り組む体制

を確立し、青少年のまちづくり活動等への参画促進や青少年団体の育成・支援

を推進します。また、みんなで青少年を守り育てる社会環境の整備を図ります。 

 

 

現状と課題 

社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻く環境は大きく変化し、

家庭と地域社会の教育機能の低下や学校教育への依存傾向が全国的にみられま

す。また、いじめ・不登校・無気力等が生じているとともに、体験活動の場の

不足、異年齢の集団における活動の不足等が指摘され、青少年をめぐる様々な

問題が表面化しています。 

さらに、インターネットやスマートフォン端末の普及等、情報化社会の進展

に伴い、性や暴力に関する情報が氾濫するなど、青少年を取り巻く課題が増加

しています。本町ではこれまで、青少年健全育成連絡協議会を構成する団体を

中心にして、地域の教育力を結集し、放課後や週末における様々な体験活動や

地域住民との交流活動を支援してきました。 

また、非行対策・環境浄化活動・街頭パトロール活動等、青少年の非行防止

を積極的に推進してきました。 

今後も、青少年健全育成連絡協議会で掲げる基本理念「子どもがのびのび育

つまち、みんなだいじなすぎとの子」及び基本方針「家庭でしつけ、学校で教

え、地域で育てる」を推進していくとともに、青少年が安全で安心して活動で

きるよう支援体制を整備し、各種の健全育成活動を推進していくことが必要で

す。 
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主要施策 

 

（１）青少年団体の活動促進 

各種青少年団体・グループ活動への支援を充実するとともに、活動への参加

を促進します。 

また、青少年育成推進員・子どもにやさしい街づくり推進会議委員・青少年

相談員等の関係機関・団体と連携強化に努めます。 

 

（２）青少年のまちづくりへの参画促進 

町の各種まちづくり活動等への参画やイベント、ボランティア活動、伝統芸

能の継承活動等への自主・自発的な参加を促進します。 

また、放課後子ども教室など、子どもたちの居場所を確保し、体験活動、ボ

ランティア活動、世代間交流、地域間交流等、青少年が様々な体験ができる機

会の提供に努めます。 

 

（３）青少年を取り巻く環境の浄化 

青少年団体・関係機関等との連携により、有害図書・広告の排除、街頭指導、

パソコンやスマートフォン等による有害サイトの閲覧や有害アプリの使用等

の防止・抑制に向けた指導等、地域ぐるみによる社会環境の浄化をより一層進

めます。 

また、青少年の問題行動を早期に発見し、適切な指導・助言により問題行動

の防止に努めます。 
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Ⅱ．文化・芸術  

 

２－１．多様な文化・芸術活動の支援  

 

目的と方針 

町民主体の文化・芸術活動を支援するとともに、史跡の保存・整備や無形民

俗文化財の伝承に努め、魅力あるまちの資源とするなど総合的な活用を推進し

ます。 

 

現状と課題 

人々の価値観がますます多様化する中で、人生に愉しみと潤いをもたらすも

のとしての文化活動に、一層の関心が寄せられています。 

本町は、古くから人が生活していた痕跡が確認できる地域であり、貴重な歴

史遺産を多数有する町です。これらの歴史や文化は、本町の特性の中でも誇る

べきものであり、未来へ継承する遺産であるとともに、地域活性化につなげる

交流資源としても活用していくことが必要です。また、文化財は、町民の郷土

に対する理解と関心を高めるとともに、本町の歴史や文化、風土を内外に発信

する上で大きな役割を担っていることから、本町ではこれまで、有形・無形の

貴重な文化財の調査等を進めてきました。 

また、国や県と連携し、貴重な財産である文化財を後世に伝えるため、町の

区域内の文化財について、重要なものを指定文化財とし、適正な保護に努めて

きました。 

文化・芸術は、地域の個性や独自性を生み出すとともに、地域活性化と密接

な結びつきがあることから、今後とも、各種文化・芸術団体の自主的な文化・

芸術活動を一層促進していくとともに、文化・芸術の鑑賞機会や発表機会の充

実等に努め、文化の香り高いまちづくりを進めていくことが必要です。 

また、適切な調査や保存・活用等に努め、より多くの人々が本町の歴史や文

化に親しめる場や機会を増やしていくことが必要です。 

さらには、平成27年にリニューアルオープンしたエコ・スポいずみを活用し、

泉地域を中心とした地域の歴史・文化・産業などに関する情報発信に努めてい

くことが必要です。 
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主要施策 

 

（１）文化・芸術団体、指導者の育成 

町民との協働による魅力ある文化・芸術行事の企画・運営を進めるとともに、

様々な行事の開催を通じながら、地域の文化・芸術活動発展の役割を担う指導

者の発掘、育成に努めます。 

 

（２）文化・芸術イベント等の充実 

郷土愛を育む歴史講座・地域の特色を活かした文化祭、講演会や展覧会の開

催等、魅力ある文化・芸術行事の企画・開催を町民との協働のもとに進め、既

存施設を活用した多様な文化・芸術を鑑賞する機会と活動成果を発表する機会

の充実を図るとともに、生涯を通じて心豊かな生活が送れるよう、郷土の情報

提供に努めます。 

 

（３）文化財の保存 

指定文化財の適正な保護に努めるとともに、その他の文化財や埋蔵文化財に

ついても計画的な調査を推進します。 

また、民俗芸能等の無形文化財についても、保存団体の育成・支援、後継者

の確保を図り、積極的に保存・伝承に努めます。 

 

（４）文化財の活用 

文化財の活用については、町民への地域文化の理解を深めるため、啓発活動

や講座・展示等を行います。 

また、文化財や日光街道杉戸宿などの歴史資源を発掘・再発見し、町民主体

等で魅力を町内外にＰＲ・発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉戸町 

 

〒 345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地２－９-29 

℡ 0480-33-1111（代表） fax 0480-33-1118 

http://www.town.sugito.lg.jp/ 


