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～ はじめに ～ 
上尾市教育委員会では、令和 3(2021)年 3 月に令和 3(2021)年度から令和

7(2025)年度までを計画期間とする「第 3 期上尾市教育振興基本計画(以下、「振

興計画」という。)」を策定し、「夢を育み 未来を創る 上尾の教育」を基本理

念に、「生きる力を育む」「絆を育む」「学ぶ喜びを育む」の 3 つの基本方針を

掲げ、本市の教育の一層の推進・充実に努めているところです。 

この令和 4(2022)年度教育行政重点施策は、振興計画に定めた 10の目標に対す

る令和 4(2022)年度における重点的な取組（重点事業）と主要な事業を定めるも

のです。 

学校教育の分野に関しては、まずは児童生徒等の安全・安心の確保を前提とし

て、持続的な「学びの保障」を継続していくためにも、文部科学省が打ち出した

「GIGAスクール構想」の実現に向けて学習者用端末やネットワーク環境等の充実

を図り、大型モニタやデジタル教科書などの ICT 機器、ICT 機材を積極的かつ効

率的に活用し、教育内容の多様化に対応できる教育環境の維持・充実に取り組む

ほか、ICT に係る教員の指導方法や指導技術の向上を図り、情報モラル教育を推

進するための教員研修等を実施します。 

生涯学習の分野に関しては、振興計画及び第 5 次上尾市生涯学習振興基本計画

(令和 3(2021)年 3 月策定)に基づき、市民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな

暮らしを送ることのできる生涯学習社会の実現のために、すべての市民がどのよ

うな状況下でも、個人の望む学びを継続できるよう、市民の生涯学習活動に対し、

様々な角度から支援を行う体制を整備していきます。 

図書館に関しては、振興計画並びに第 3 次上尾市図書館サービス計画及び上尾

市子どもの読書活動推進計画(令和 3(2021)年 3 月策定)に基づき、多様化・専門

化する市民の資料要求に応えるため、図書館システムによる蔵書や利用者管理を

行うとともに、令和 3(2021)年 9 月に開始した電子図書館サービスの蔵書の拡充

を進めていくほか、レファレンスサービス強化を目的としてレファレンスブック

の収集を積極的に行っていきます。 

スポーツの分野に関しては、振興計画及び第 2 期上尾市スポーツ推進計画(令

和 3(2021)年 3月策定)に基づき、例年どおり、市民体育祭やシティハーフマラソ

ン、市民駅伝など各種大会を実施するほか、健康づくりのために行うスポーツ活

動の推進に取り組んでまいります。 

上尾市教育委員会では、このような重点施策を着実に実施するため、学校・家

庭・地域が一体となった教育を推進するとともに、関係機関との連携を深めなが

ら各種事業を推進してまいります。 

 

令和 4(2022)年 3月 

上尾市教育委員会 
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【10の目標と施策の体系（第３期上尾市教育振興基本計画）】 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施策１ 特別支援教育の推進 

施策２ 学校教育相談の充実 

施策３ 就学支援の充実 

施策４ グローバル化に対応する教育の推進 

〔目標Ⅴ〕多様なニーズに対応した教育の推進 

施策１ キャリア教育の充実 

〔目標Ⅳ〕自立する力の育成 

施策１ 児童生徒の体力向上 

施策２ 学校保健の充実 

施策３ 食育の推進・学校給食の充実 

〔目標Ⅲ〕健やかな体の育成 

施策１ 豊かな心を育む教育の推進 

施策２ 生徒指導の充実 

施策３ 人権教育の推進 

〔目標Ⅱ〕豊かな心の育成 

施策１ 創意工夫を生かした教育指導の実施 

施策２ 各学校種間の連携や小中一貫に向

けた教育の推進 

施策３ ICT教育の推進 

〔目標Ⅰ〕確かな学力の育成 

施策１ 誰もがスポーツを楽しめる環境の充実 

施策２ 誰もがスポーツを楽しめる機会の充実 

施策３ 地域におけるスポーツ活動の活性化

の推進 

〔目標Ⅹ〕健康で活力に満ちたスポーツ活動の推進 

施策１ 文化芸術の振興 

施策２ 文化財の保護 

〔目標Ⅸ〕文化芸術の振興 

施策１ 学び合い、共に支える社会の実現 

施策２ 生涯学習の「場」と「推進体制」の整備 

施策３ 未来へ向けた持続可能な生涯学習 

施策４ 図書館運営の充実 

〔目標Ⅷ〕生涯にわたる学びの推進 

施策１ 学校・家庭・地域が連携した教育活

動の推進 

施策２ 家庭教育の充実 

施策３ 幼児教育の充実 

〔目標Ⅶ〕家庭・地域の教育力の向上 

施策１ 教職員の資質・能力の向上 

施策２ 学校経営の改善・充実 

施策３ 学校環境の整備・充実 

施策４ 学校安全の推進 

〔目標Ⅵ〕質の高い学校教育のための環境の充実 
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【各目標における施策と重点的な取組事業】 

 

 〔目標Ⅰ〕確かな学力の育成  

創意工夫を生かして子供たちの確かな学力を育成します。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 学級支援員派遣事業 (学務) 《施策１》 

学級担任等の補助を行うアッピースマイルサポーターを配置することにより、きめ細かな

指導の充実に取り組みます。 

★ 指導方法改善事業 (指導) 《施策１》 

適切な教育課程の編成・実施及び教員の指導方法を改善するため、各種教員研修会

等を開催します。 

教師用指導資料を購入し、活用することで、教材研究に役立て、教員の指導力向上を

図ります。 

★ 小中一貫教育推進事業 (指導・教総) 《施策２》 

小中一貫に向けた教育の推進に向け、令和 4(2022)年度に、他自治体の状況の視察

等を行い、小学校・中学校 9 年間にわたる児童生徒の学びと育ちの連続性を重視した教

育のあり方について、検討を行います。 

★ 小・中学校コンピュータ整備事業 (教総) 《施策３》 

文部科学省が打ち出した「GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想」

の実現に向けて学習者用端末やネットワーク環境等の充実を図り、大型モニタやデジタル

主要事業担当所属名 略称 
教育総務部 学校教育部 
教総…教育総務課  学務…学務課 
生涯…生涯学習課  指導…指導課 
スポ…スポーツ振興課  教セ…教育センター 
図書…図書館  学保…学校保健課 
  給調…中学校給食共同調理場 

施策１ 創意工夫を生かした教育指導の実施 
① 確かな学力の定着と学力向上の推進 

② 魅力ある学校づくりの推進 

■主要事業 

★学級支援員派遣事業(学務) ○学校教育支援事業(指導) 

★指導方法改善事業(指導) ○学力向上支援事業(指導) 
 

施策２ 各学校種間の連携や小中一貫に向けた教育の推進 
① 小中一貫を見据えた教育課程の編成 

② 各学校種間の協力と連携の推進 

■主要事業 

★小中一貫教育推進事業(指導・教総)  
 

施策３ ICT教育の推進 
① ICT機器を使用した新たな授業の創造 

② 教職員の ICT活用研修の充実 

■主要事業 

★小・中学校コンピュータ整備事業(教総)  

★指導方法改善事業(指導)  
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教科書などの ICT（Information and Communication Technology）機器、ICT機材を積極的

かつ効率的に活用し、教育内容の多様化に対応できる教育環境の維持・充実に取り組み

ます。 

教育委員会と全小・中学校で構成する学校ネットワークシステムの安定的かつ情報セキ

ュリティーを踏まえた運用管理を行います。 

★ 指導方法改善事業 (指導) 《施策３》 

ICTに係る教員の指導方法や指導技術の向上を図るため、各種教員研修会等を実施し

ます。また、情報モラル教育を推進するための教員研修等を実施します。 

学校 ICT支援員の派遣等を実施します。 

 〔目標Ⅱ〕豊かな心の育成  

公共の精神、他者を思いやる気持ちや感謝する心など子供たちの豊かな心を育成します。

いじめや不登校、非行・問題行動の防止などの課題に取り組みます。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ いじめ対策等生徒指導推進事業 (指導) 《施策２》 

いじめの未然防止や解消を目的として、児童生徒の心理検査や学校非公式サイトを調

査し、標語作成を実施します。 

また、いじめの未然防止や情報共有のため、CAP(Child Assault Prevention)研修会や生

徒指導推進協議会を実施し、教員のいじめ対策への指導力向上を図ります。 

 

★ さわやか相談室運営事業 (教セ) 《施策２》 

いじめや不登校等で悩みを抱える児童生徒・保護者の相談に丁寧かつ柔軟に対応する

ため、相談者と教育センター、さわやか相談室の機能的な連携を図り、学校内の教育相談

体制を整えます。 

施策１ 豊かな心を育む教育の推進 
① 道徳教育の充実 ④ 読書活動の推進 

② 特別活動・部活動の充実 ⑤ ボランティア・福祉教育の充実 

③ 体験活動の充実 

■主要事業 

○教科用図書等整備事業(指導)  

○音楽会等開催事業(指導)  
 

施策２ 生徒指導の充実 
① 生徒指導体制の充実 ④ 非行・問題行動防止対策の推進 

② 総合的な不登校対策の推進 

③ いじめ・暴力行為防止対策の推進 

■主要事業 

★いじめ対策等生徒指導推進事業(指導) ★いじめ根絶対策事業（相談事業）(教セ) 

★さわやか相談室運営事業(教セ) ★不登校対策事業(教セ) 
 

施策３ 人権教育の推進 
① 人権教育推進体制の充実 ④ 啓発活動の推進 

② 人権感覚育成プログラムの活用 

③ 人権教育研修の充実 

■主要事業 

★人権教育推進事業(指導)  
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★ いじめ根絶対策事業（相談事業） (教セ) 《施策２》 

いじめホットラインやいじめホットメールによる児童生徒・保護者等からの早急に対応が必

要な相談に対応し、いじめの早期解消を図ります。 

★ 不登校対策事業 (教セ) 《施策２》 

教育センターの来所相談、スクールソーシャルワーカーによるアウトリーチ支援により、不

登校児童生徒の社会的自立を促したり、関係機関につなぐ働きかけをしたりすることで教

育センターの相談機能の充実を図ります。 

令和 4(2022)年度に設置予定の上尾市不登校対策推進委員会では、上尾市不登校

対策基本方針の策定等について調査・検討するなど、不登校児童生徒に対する対策を総

合的かつ効果的に推進していきます。 

★ 人権教育推進事業 (指導) 《施策３》 

教員の人権問題への識見を高め、人権教育の一層の充実・発展を図るとともに、より具

体的な推進を図るために研修会等を実施します。 

人権作文・人権標語を発行します。 

 〔目標Ⅲ〕健やかな体の育成  

健康の保持・増進や体力向上などにより、健やかな体を育成します。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 学校健康診断及び健康管理事業 (学保) 《施策２》 

定期健康診断や日常の健康観察、学校保健委員会などの活動を通じて、児童生徒の

健康保持・増進を図ります。 

施策１ 児童生徒の体力向上 
① 体育授業の充実 ④ 持続可能な運動部活動の運営 

② 児童生徒の体力の向上 

③ 生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する資質の育成  

■主要事業 

○中学校部活動支援事業(指導)  

○児童生徒体力向上推進事業(指導)  
 

施策２ 学校保健の充実 
① 保健教育の推進  

② 保健管理の推進 

③ 学校保健組織活動の推進 

■主要事業 

★学校健康診断及び健康管理事業(学保) ○保健室管理運営事業(学保) 

○学校環境衛生検査事業(学保)  
 

施策３ 食育の推進・学校給食の充実 
① 食に関する指導の充実 

② 学校給食の充実 

③ 学校給食の衛生管理の徹底 

■主要事業 

★調理場備品等整備事業(給調) ○小学校給食室衛生管理推進事業(学保) 

○小学校給食食器更新事業(学保) ○中学校給食調理業務委託事業(給調) 

○小学校給食室設備整備事業(学保) ○中学校給食献立作成事業(給調) 

○小学校給食管理運営事業(学保)  
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食物アレルギー疾患を有する児童生徒への対応については、上尾市学校給食食物アレ

ルギー対応方針に基づき、家庭や関係機関とも連携した管理指導体制や小学校栄養士

の配置等により、統一的な対応を図り、児童生徒の学校生活がより安全・安心なものにな

るよう努めます。 

★ 調理場備品等整備事業 (給調) 《施策３》 

中学校給食共同調理場及び各中学校自校調理場の設備、厨房機器等の整備更新を

行います。令和 4(2022)年度は令和 3(2021)年 2 月に発生した食中毒事案の対策とし

て、二重食缶を当初の更新計画に加えて購入します。 

食器、洗剤、調理用品等の消耗品を購入します。 

 〔目標Ⅳ〕自立する力の育成  

社会や環境の変化に主体的に対応できる自立する力を育成します。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 

 〔目標Ⅴ〕多様なニーズに対応した教育の推進  

障害のある子供の学習環境の整備を計画的に進めるとともに、「多様な学びの場」の充実を

図るなど、障害のある子供への支援・指導の充実を図ります。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 
 

施策１ キャリア教育の充実 
① キャリア教育の推進 

② 中学校での進路指導体制の充実 

■主要事業 

○中学生社会体験チャレンジ事業(指導)  
 

施策１ 特別支援教育の推進 
① 特別支援教育体制の充実 

② 特別支援学校教諭免許状の取得促進 

③ インクルーシブ教育の推進 

■主要事業 

★特別支援学級補助員派遣事業(学務) ★特別支援教育推進事業(指導) 

★中学校特別支援学級設置事業(学務) ○小・中学校特別支援教育就学奨励事業(学務) 
 

施策２ 学校教育相談の充実 
① 教育相談体制の充実 ④ 学校・教育センターの連携推進 

② 学校適応指導教室の充実 

③ 就学相談の充実 

■主要事業 

★教育相談事業(教セ)  
 

施策３ 就学支援の充実 
① 進学に対する支援 

② 就学に対する援助 

■主要事業 

★小・中学校就学援助費補助事業(学務) ○要保護児童生徒医療費援助事業(学保) 

★学校給食費支援事業(学保) ○入学準備金・奨学金貸付事業(教総) 
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〔 重点事業 〕 

★ 特別支援学級補助員派遣事業 (学務) 《施策１》 

特別支援教育については、小・中学校特別支援学級に特別支援学級補助員を配置し、

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導・支援を行います。 

★ 中学校特別支援学級設置事業 (学務) 《施策１》 

中学校に特別支援学級を増設するなど、通常の学級、通級指導教室及び特別支援学

級における学習環境を整備し、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組を充実さ

せます。 

★ 特別支援教育推進事業 (指導) 《施策１》 

特別支援教育の推進・充実を図るため、専門的な知識を習得するための研修会を実施

します。特別支援学校教諭免許状の取得を推進します。 

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して個別の教育支援プランを作成し、計

画的な支援を実施します。 

★ 教育相談事業(教セ) 《施策２》 

不登校や発達等で悩みを抱える市内在住の児童生徒、保護者の教育相談に丁寧かつ

柔軟に対応するため、相談者と教育センター、関係機関等と連携を図り、各ケースのニー

ズに応じた助言を行います。 

★ 小・中学校就学援助費補助事業 (学務) 《施策３》 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、学用品費、

校外活動・修学旅行費、学校給食費など学校生活に必要な費用の援助を行い、児童生

徒が安心して学校に通えるよう支援し、経済的理由による教育格差のない義務教育の実

現を推進します。 

新入学の児童生徒に対しては、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給し、入学時

の保護者負担を軽減します。 

★ 学校給食費支援事業 (学保) 《施策３》 

要保護に準じて生活に困窮していると認めた市内の小・中学校に在籍している児童生徒

の保護者及び小・中学校に在籍する児童生徒を 3 人以上養育する保護者に、第 3 子以

降の学校給食費を援助または補助します。 

★ 英語教育推進事業 (指導) 《施策４》 

上尾市では、令和 2(2020)年度から、文部科学大臣から教育課程特例校の指定を受

け、全小学校 1・2年生で「英語活動」を実施しています。「英語活動」の実施により、小・中

学校 9年間を見通した英語教育を推進します。 

各小・中学校に ALT(Assistant Language Teacher)を配置し、英語教育の充実を図りま

す。中学生英語弁論大会を実施します。 

  

施策４ グローバル化に対応する教育の推進 
① 伝統文化を尊重する教育の推進 ④ 日本語指導が必要な児童生徒への教育支援 

② 外国語教育の推進 

③ 持続可能な循環型社会の実現のための教育の推進  

■主要事業 

★英語教育推進事業(指導) ○中学生海外派遣研修事業(指導) 

○日本語指導職員派遣事業(学務)  
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 〔目標Ⅵ〕質の高い学校教育のための環境の充実  

子供たちの教育環境を整備・充実するとともに、教職員の資質向上を図り、質の高い学校教

育を推進します。 

また、子供たちを災害・犯罪から守るための安全対策を講じます。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 小・中学校業務改善支援事業 (学務) 《施策２》 

学校が抱える教育課題が複雑化・困難化している中、教員の長時間労働勤務が常態

化しており、教員がより一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備しま

す。教員の業務支援を行う多様な地域人材を小・中学校に配置するとともに、「統合型校

務支援システム」の整備による指導要録と通知表の連動等により、働き方改革を推進し、

学校教育活動の一層の充実を図ります。 

★ 学校施設更新計画策定事業 (教総) 《施策３》 

老朽化した学校施設を計画的に更新するとともに、新しい教育に対応した環境整備を目

指し策定した上尾市学校施設更新計画基本計画を見直します。 

計画見直しにあたっては、幅広い対象者から意見聴取できるよう、シンポジウムの開催

のほか、市民アンケートやワークショップなどを実施します。 

学校施設の長寿命化を図る観点から耐用年数を迎える校舎等の健全性調査及び体育

施策１ 教職員の資質・能力の向上 
① 教職員の研修の充実 ④ 教職員の健康管理・メンタルヘルスの推進 

② 人事評価制度の活用 

③ 教職員の服務の厳正と事故防止の徹底 

■主要事業 

○教職員健康管理事業(学保)  
 

施策２ 学校経営の改善・充実 
① 学校評価の活用 ④ 学校における働き方改革の推進 

② 特色ある教育課程の編成・実施 

③ コミュニティ・スクールの充実 

■主要事業 

★小・中学校業務改善支援事業(学務) ○コミュニティ・スクール推進事業(指導) 

○通学区域検討事業(学務)  
 

施策３ 学校環境の整備・充実 
① 施設老朽化対策の推進 

② 学校図書館図書・教材の整備・充実 

■主要事業 

★学校施設更新計画策定事業(教総) ○小・中学校教育教材整備事業(教総) 

★小・中学校図書整備事業(教総)  
 

施策４ 学校安全の推進 
① 生活安全・防犯教育の推進 ④ 学校安全管理の徹底 

② 交通安全教育の推進 ⑤ 通学路安全対策の推進 

③ 防災教育の推進 ⑥ 地域ぐるみの学校安全体制の整備 

■主要事業 

★児童生徒安全推進事業(学保) ○学校安全パトロール事業(学保) 

○通学区見直し区域登下校サポート事業(学務) ○通学路安全対策事業(学保) 
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館の鉄骨部等劣化調査を実施します。 

★ 小・中学校図書整備事業 (教総) 《施策３》 

学校図書館については、引き続き国の地方財政措置を利用し、学校図書館図書標準

100％達成校の拡充を目指します。 

書架の増設や学習しやすい環境づくりに努めるとともに、教育ニーズに沿った蔵書構成と

なるよう、図書や資料の適切な廃棄・更新を行います。 

★ 児童生徒安全推進事業 (学保) 《施策４》 

児童生徒が安全に学校生活を送れるよう、災害や犯罪から身を守るための防災・防犯

教育や交通事故を防ぐための交通安全教育を実施します。児童生徒が自ら危険を予測し、

回避できる能力の育成を目指します。 

救急救命への対応については、全教職員が、緊急時の適切な処置方法を学ぶ校内で

の心肺蘇生法研修会を充実させるため、応急手当普及員講習会を開催し、指導者の育

成を図ります。また、児童生徒を対象とした心肺蘇生法講習会も実施し、正しい知識と処

置を学ぶ機会を設けます。 

 〔目標Ⅶ〕家庭・地域の教育力の向上  

社会全体で教育に取り組む気運を高め、コミュニティ・スクールや学校応援団など、学校・家

庭・地域が一体となった教育を推進します。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 (指導) 《施策３》 

幼児教育の推進を図るため上尾市幼児教育推進協議会を実施します。 

幼児期から児童期への滑らかな接続・移行のため上尾市幼・保・小連携合同研修会を

実施します。 

幼児教育の推進を図るとともに、幼・保・小の連携を推進するため、上尾市私立幼稚園

等に特色ある幼児教育や幼小の接続に係る研究などを委嘱します。 

施策１ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 
① 「学校応援団」の活動の充実 ④ 学校・家庭・地域・関係機関の連携推進 

② コミュニティ・スクールの充実 

③ PTA活動の活性化の推進 

■主要事業 

○放課後子供教室運営事業(生涯)  

○学校家庭連携推進事業(指導)  
 

施策２ 家庭教育の充実 
① 家庭教育推進活動の実施 

② 親の学習の推進 

■主要事業 

○家庭教育推進事業(生涯)  
 

施策３ 幼児教育の充実 
① 幼児教育推進協議会の充実 

② 幼・保・小連携合同研修会の推進 

■主要事業 

★幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業(指導)  
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 〔目標Ⅷ〕生涯にわたる学びの推進  

市民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな暮らしを送ることのできる生涯学習社会の実現

のために、すべての市民がどのような状況下でも、個人の望む学びを継続できるよう、市民の

生涯学習活動に対し、様々な角度から支援を行う体制を整備していきます。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 公民館講座事業 (生涯) 《施策１》 

令和 4(2022)年度に「上尾市スポーツ都市宣言」を「（仮称）上尾市スポーツ健康都市

宣言」とすることにあたり、スポーツを通じた健康づくりに関する講座や様々なスポーツ・体

操を体験する機会をより多くの人に提供します。 

★ 人権教育集会所運営事業 (生涯) 《施策１》 

人権教育集会所では、人権意識の高揚や市民の学習活動を支援するため、講座等の

事業を実施します。 

地域交流の拠点として施設を活用します。 

施策１ 学び合い、共に支える社会の実現 
① 生涯学習機会の提供 ④ 人権教育の推進 

② 地域住民の交流促進 

③ 生涯学習指導者・ボランティアの育成 

■主要事業 

★公民館講座事業(生涯) ○人権教育推進事業(生涯) 

★人権教育集会所運営事業(生涯)  
 

施策２ 生涯学習の「場」と「推進体制」の整備 
① 生涯学習推進体制の整備 

② 生涯学習活動の支援 

③ 生涯学習環境の整備 

■主要事業 

○生涯学習指導者活動推進事業(生涯)  

○学校施設開放（生涯学習）事業(生涯)  
 

施策３ 未来へ向けた持続可能な生涯学習 
① 情報メディアとの連携 

② 産学官民の連携 

③ 未来へつなぐ 

■主要事業 

○大学等との連携による生涯学習推進事業(生涯)  

○成人式事業(生涯)  
 

施策４ 図書館運営の充実 
① 基本的機能の充実 ④ 時代に合わせた環境の整備 

② 多様なニーズに応えるサービスの提供 

③ 市民の学びと活動を支援 

■主要事業 

★図書館運営事業(図書) ○視聴覚ライブラリー事業(図書) 

★図書館施設管理事業(図書) ○ブックスタート事業(図書) 

★図書館資料整備事業(図書) ○セカンドブック事業(図書) 

★子どもの読書活動支援センター運営事業(図書) 
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★ 図書館運営事業 (図書) 《施策４》 

多様化・専門化する市民の資料要求に応えるため、図書館システムによる蔵書や利用

者管理を行うとともに、本館・分館（室）のカウンター業務などを委託し、効率的・効果的な

図書館サービスを提供します。 

コロナ禍においても臨機応変に安定したサービスを展開し、特に、職員の専門技能習得

に向けた研修等へ積極的に派遣するなど、図書館サービスの向上を進めていきます。 

★ 図書館施設管理事業 (図書) 《施策４》 

市内図書館サービス網の核となる本館と地域の窓口である分館（室）について、市民が

安心かつ快適に利用できるよう適切な維持管理を行っていきます。特に、本館開架スペー

スの照明について、LED（Light Emitting Diode)化を漸次進めるほか、学習席等のさらなる

充実など環境整備を図っていきます。 

懸案となっている本館の老朽化対策についても、更新方針の策定を計画的に取り組ん

でいきます。 

★ 図書館資料整備事業 (図書) 《施策４》 

市民の生涯学習を支え、知る自由を保障する施設として、資料や情報の収集、整理を

行っていきます。特に、令和 3(2021)年 9 月に開始した電子図書館サービスの蔵書の拡

充を進めていくほか、レファレンスサービス強化を目的としてレファレンスブックの収集を積

極的に行っていきます。 

情報検索サービスの強化としてオンラインデータベースのコンテンツの拡充を図っていき

ます。 

★ 子どもの読書活動支援センター運営事業 (図書) 《施策４》 

家庭・地域・学校と図書館の連携を図り、子供の読書に関する情報の収集・提供や講師

派遣、講演会・講座の開催、読書ボランティアの育成、子供向け読書イベントの開催など

子供の読書活動の推進を継続して実施します。特に、学校との連携強化に向け、新たに

市内小学校に向けて「学校の授業をきっかけに読書が広がる本のセット」の定期配送を開

始するなどさらなる支援事業を拡充します。 

 〔目標Ⅸ〕文化芸術の振興  

多様な文化芸術活動を支援するとともに、貴重な文化財の保存・活用に取り組みます。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
  

施策１ 文化芸術の振興 
① 文化芸術活動の推進 

② 文化芸術活動の場の充実 

■主要事業 

★美術展覧会事業(生涯) ○市民音楽祭事業(生涯) 

○文化芸術振興事業(生涯)  
 

施策２ 文化財の保護 
① 文化財の調査と指定・登録及び保存 ④ 文化財・歴史資料の活用 

② 歴史資料の収集・保存 ⑤ 「上尾の摘田・畑作用具」の保存・活用 

③ 無形民俗文化財の継承と活動支援 

■主要事業 

★「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業(生涯) ○文化財保護啓発事業(生涯) 

○文化財調査・保存事業(生涯) ○歴史資料調査事業(生涯) 

○埋蔵文化財調査事業(生涯)  
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〔 重点事業 〕 

★ 美術展覧会事業 (生涯) 《施策１》 

市民の美術活動の普及を図り、市民文化の向上に寄与することを目的に市美術展覧会

を開催します。日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真の６部門から成り、毎年多くの作

品が出品されています。令和 4(2022)年度は、改修された上尾市コミュニティセンターで

の開催を予定しており、例年どおり多くの方に訪れていただけるよう、関係団体と調整しなが

ら取り組みます。 

★ 「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業 (生涯) 《施策２》 

令和 3(2021)年 3月に、国指定重要有形民俗文化財となった「上尾の摘田・畑作用具」

について、その保存のため適切な管理を行うとともに、市民への公開や啓発を行うことで文

化財への理解を深め、その普及を図ります。更に、将来に向けた保存や活用を検討してい

くための保存活用検討委員会を運営します。 

 〔目標Ⅹ〕健康で活力に満ちたスポーツ活動の推進  

生涯にわたり心身ともに健康で活力に満ちた生活を営むため、スポーツ・レクリエーションに

親しむことができる機会と場の提供に取り組みます。 

（施策と主な取組） ★は重点事業 

 
 

 
 

 

〔 重点事業 〕 

★ 屋外スポーツ施設管理運営事業 (スポ) 《施策１》 

平方スポーツ広場、平方野球場、平塚サッカー場等の清掃や除草、グラウンド整備、設

備保守点検業務を実施し、利用者が安全・安心に利用できるよう施設の管理運営を行い

ます。 

平方野球場に常設テントを設置し、夏場の熱中症対策と利便性の向上を行い、市民が

より安全で快適に利用できるよう整備します。 

施策１ 誰もがスポーツを楽しめる環境の充実 
① スポーツ施設の整備と効率的な管理運営 

② 学校開放施設の整備 

■主要事業 

★屋外スポーツ施設管理運営事業(スポ) ★学校施設開放（スポーツ振興）事業(スポ) 

★市民体育館管理運営事業(スポ)  
 

施策２ 誰もがスポーツを楽しめる機会の充実 
① 各種スポーツ大会の開催 ④ スポーツ情報の提供 

② スポーツにふれあう機会の創出 ⑤ 共生社会の実現 

③ 「観るスポーツ」の機会の提供 

■主要事業 

★スポーツ大会・教室等開催事業(スポ)  

○スポーツ交流事業(スポ)  
 

施策３ 地域におけるスポーツ活動の活性化の推進 
① スポーツ推進委員活動の充実 

② スポーツ指導者の育成支援 

③ スポーツ団体の活動支援 

■主要事業 

★スポーツ活動推進事業(スポ)  
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★ 市民体育館管理運営事業 (スポ) 《施策１》 

多様化する市民ニーズに、より効果的に対応するため、指定管理者制度により運営しま

す。トレーニング室での器具を使った教室や軽スポーツ教室等を実施し、スポーツや体力

づくりの普及推進に取り組みます。 

剣道場の床を改修し、利用者が安全に利用できるよう整備します。 

★ 学校施設開放（スポーツ振興）事業 (スポ) 《施策１》 

多くの市民が、学校施設（体育館・校庭）を利用し、スポーツ・レクリエーション活動を行

っています。地域スポーツの拠点として安全で快適に利用することができるよう、計画的に

社会体育用トイレの修繕や備品の交換等を行います。 

★ スポーツ大会・教室等開催事業 (スポ) 《施策２》 

令和 4（2022）年度からの「上尾市スポーツ健康都市宣言」を機にスポーツを通じた健

康づくりの取り組みをさらに推進します。市民への生涯スポーツ・レクリエーションの普及、振

興を図るため、各種大会及び講座、教室等の多くの事業メニューの提供し、健康づくりと運

動の習慣化に向けた取り組みに努めます。 

市民体育祭やシティハーフマラソン、市民駅伝などのスポーツ大会を実施するほか、時

代に即した内容を検討し、より多くの市民へ参加の機会を提供します。 

★ スポーツ活動推進事業 (スポ) 《施策３》 

市民への生涯スポーツ・レクリエーションの普及、振興を図ることを目的としたスポーツ推

進委員連絡協議会の活動を支援し、市民のスポーツ活動の推進を図ります。 

地域住民を対象にしたミニバレーやドッジボール大会、ニュースポーツやパラスポーツ普

及の取り組み等に協力していくとともに、スポーツ推進委員の更なる資質向上を図るための

研修会や自主研修などへの参加を支援します。 

 



令和4年度　主要事業一覧 ★・・・重点事業を表す。

目標Ⅰ 確かな学力の育成

施策1 創意工夫を生かした教育指導の実施 主担当： 指導課

★ 1 学級支援員派遣事業 学務課

★ 2 指導方法改善事業 指導課

3 学校教育支援事業 指導課

4 学力向上支援事業 指導課

施策2 各学校種間の連携や小中一貫に向けた教育の推進主担当： 指導課

★ 5 小中一貫教育推進事業 指導課・教育総務課

施策3 ICT教育の推進 主担当： 指導課

★ 6 小・中学校コンピュータ整備事業 教育総務課

★ 7 指導方法改善事業 指導課

目標Ⅱ 豊かな心の育成

施策1 豊かな心を育む教育の推進 主担当： 指導課

8 教科用図書等整備事業 指導課

9 音楽会等開催事業 指導課

施策2 生徒指導の充実 主担当： 教育センター

★ 10 いじめ対策等生徒指導推進事業 指導課

★ 11 さわやか相談室運営事業 教育センター

★ 12 いじめ根絶対策事業(相談事業) 教育センター

★ 13 不登校対策事業 教育センター

施策3 人権教育の推進 主担当： 指導課

★ 14 人権教育推進事業 指導課

目標Ⅲ 健やかな体の育成

施策1 児童生徒の体力向上 主担当： 指導課

15 中学校部活動支援事業 指導課

16 児童生徒体力向上推進事業 指導課

施策2 学校保健の充実 主担当： 学校保健課

★ 17 学校健康診断及び健康管理事業 学校保健課

18 学校環境衛生検査事業 学校保健課

19 保健室管理運営事業 学校保健課

施策3 食育の推進・学校給食の充実 主担当： 学校保健課

★ 20 調理場備品等整備事業 中学校給食共同調理場

21 小学校給食食器更新事業 学校保健課

22 小学校給食室設備整備事業 学校保健課

23 小学校給食管理運営事業 学校保健課

24 小学校給食室衛生管理推進事業 学校保健課

25 中学校給食調理業務委託事業 中学校給食共同調理場

26 中学校給食献立作成事業 中学校給食共同調理場

目標Ⅳ 自立する力の育成

施策1 キャリア教育の充実 主担当： 指導課

27 中学生社会体験チャレンジ事業 指導課
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令和4年度　主要事業一覧 ★・・・重点事業を表す。

目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進

施策1 特別支援教育の推進 主担当： 指導課

★ 28 特別支援学級補助員派遣事業 学務課

★ 29 中学校特別支援学級設置事業 学務課

★ 30 特別支援教育推進事業 指導課

31 小・中学校特別支援教育就学奨励事業 学務課

施策2 学校教育相談の充実 主担当： 教育センター

★ 32 教育相談事業 教育センター

施策3 就学支援の充実 主担当： 学務課

★ 33 小・中学校就学援助費補助事業 学務課

★ 34 学校給食費支援事業 学校保健課

35 要保護児童生徒医療費援助事業 学校保健課

36 入学準備金・奨学金貸付事業 教育総務課

施策4 グローバル化に対応する教育の推進 主担当： 指導課

★ 37 英語教育推進事業 指導課

38 日本語指導職員派遣事業 学務課

39 中学生海外派遣研修事業 指導課

目標Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実

施策1 教職員の資質・能力の向上 主担当： 学校保健課

40 教職員健康管理事業 学校保健課

施策2 学校経営の改善・充実 主担当： 学務課

★ 41 小・中学校業務改善支援事業 学務課

42 通学区域検討事業 学務課

43 コミュニティ・スクール推進事業 指導課

施策3 学校環境の整備・充実 主担当： 教育総務課

★ 44 学校施設更新計画策定事業 教育総務課

★ 45 小・中学校図書整備事業 教育総務課

46 小・中学校教育教材整備事業 教育総務課

施策4 学校安全の推進 主担当： 学校保健課

★ 47 児童生徒安全推進事業 学校保健課

48 通学区見直し区域登下校サポート事業 学務課

49 学校安全パトロール事業 学校保健課

50 通学路安全対策事業 学校保健課

目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上

施策1 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 主担当： 指導課

51 放課後子供教室運営事業 生涯学習課

52 学校家庭連携推進事業 指導課

施策2 家庭教育の充実 主担当： 生涯学習課

53 家庭教育推進事業 生涯学習課

施策3 幼児教育の充実 主担当： 指導課

★ 54 幼稚園･保育所と小学校の連携推進事業 指導課
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令和4年度　主要事業一覧 ★・・・重点事業を表す。

目標Ⅷ 生涯にわたる学びの推進

施策1 学び合い、共に支える社会の実現 主担当： 生涯学習課

★ 55 公民館講座事業 生涯学習課

★ 56 人権教育集会所運営事業 生涯学習課

57 人権教育推進事業 生涯学習課

施策2 生涯学習の「場」と「推進体制」の整備 主担当： 生涯学習課

58 生涯学習指導者活動推進事業 生涯学習課

59 学校施設開放(生涯学習)事業 生涯学習課

施策3 未来へ向けた持続可能な生涯学習 主担当： 生涯学習課

60 大学等との連携による生涯学習推進事業 生涯学習課

61 成人式事業 生涯学習課

施策4 図書館運営の充実 主担当： 図書館

★ 62 図書館運営事業 図書館

★ 63 図書館施設管理事業 図書館

★ 64 図書館資料整備事業 図書館

★ 65 子どもの読書活動支援センター運営事業 図書館

66 視聴覚ライブラリー事業 図書館

67 ブックスタート事業 図書館

68 セカンドブック事業 図書館

目標Ⅸ 文化芸術の振興

施策1 文化芸術の振興 主担当： 生涯学習課

★ 69 美術展覧会事業 生涯学習課

70 文化芸術振興事業 生涯学習課

71 市民音楽祭事業 生涯学習課

施策2 文化財の保護 主担当： 生涯学習課

★ 72 「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業 生涯学習課

73 文化財調査・保存事業 生涯学習課

74 埋蔵文化財調査事業 生涯学習課

75 文化財保護啓発事業 生涯学習課

76 歴史資料調査事業 生涯学習課

目標Ⅹ 健康で活力に満ちたスポーツ活動の推進

施策1 誰もがスポーツを楽しめる環境の充実 主担当： スポーツ振興課

★ 77 屋外スポーツ施設管理運営事業 スポーツ振興課

★ 78 市民体育館管理運営事業 スポーツ振興課

★ 79 学校施設開放(スポーツ振興)事業 スポーツ振興課

施策2 誰もがスポーツを楽しめる機会の充実 主担当： スポーツ振興課

★ 80 スポーツ大会・教室等開催事業 スポーツ振興課

81 スポーツ交流事業 スポーツ振興課

施策3 地域におけるスポーツ活動の活性化の推進 主担当： スポーツ振興課

★ 82 スポーツ活動推進事業 スポーツ振興課
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