
第３章 第３期実施計画

１ 第３期実施計画における基本的な考え方 

これまで、「第１期実施計画」（計画期間：平成27（2015）年度から29（2017）

年度まで）及び「第２期実施計画」（計画期間：平成30（2018）年度から令和３（2021）

年度まで）に基づき、教育施策を着実に推進してきましたが、この間、新学習指導要

領の実施やGIGAスクール構想の推進等、新たに対応すべき教育課題や本市の教育を

めぐる社会環境は大きく変化しています。 

そのため、これまでの取組を着実に継承するとともに、さらに発展させ、教育施策

を総合的かつ計画的に推進し、教育プランの基本理念及び基本目標を実現するため、

今後４年間（令和４（2022）年度から令和７（2025）年度まで）の取組内容を、８

の基本政策、19 の施策、45 の事務事業に体系的に整理した「第 3 期実施計画」を

策定します。 

（１）本市をめぐる国の動向や社会環境の変化  

近年、本市を取り巻く環境は急激に変化しており、こうした変化を的確に捉えた

取組を推進する必要があります。主なものとしては、新型コロナウイルス感染症の

影響、大規模自然災害の発生、脱炭素社会の実現に向けた取組の進展及び社会のデ

ジタル化の進展、その他、「SDGs（Sustainable Development Goals）持続可能

な開発目標」の社会への浸透や、AI やビッグデータ、ロボット等の先端技術を活用

するSociety5.0 の進展等が挙げられます。 

ア 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症の影響は、教育をはじめ社会・経済の多方面に及んで

おり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた取

組が今後も引き続き重要となります。また、感染症の影響による社会変容を踏まえ、

ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた取組が新たに求められています。  

本市においても、国からの要請を受け、令和２（2020）年３月上旬から５月末

までの約３か月間、市立学校全校において臨時休業を行い、学校再開後も、分散登

校を取り入れるなど実施可能な教育活動を段階的に開始していくことで、子どもた

ちの健やかな学びと、学校における感染リスクの低減の両立を可能な限り図りなが

ら教育活動を行ってきました。 
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また、その後も緊急事態宣言が繰り返し発出され、令和３（2021）年８月には、

第５波といわれるデルタ株の感染拡大により、夏季休業期間の延長を行いましたが、

教育活動を再開する際には、感染の不安があり、やむを得ず登校を控える児童生徒

に対し、１人１台端末を活用して授業を配信するなど、オンラインでの授業配信を

実施し、在宅での学習を支援しました。一方で、学校行事については、感染状況を

踏まえ、修学旅行や自然教室等の宿泊行事は延期または中止とし、運動会・体育祭

は開催方法を工夫し実施しましたが、新型コロナウイルス感染症は、子どもたちの

生活や学び、心身の健康状態に大きな影響を与えることになりました。 

こうした状況を踏まえ、今後も、感染対策を徹底した教育活動の実施や ICTを活

用した子どもたちの学びの保障、さまざまな不安やストレスを抱えて日常生活を送

る子どもたちの心のケアに取り組む必要があります。 

イ 大規模自然災害の発生 

近年、大規模自然災害の被害が増大しており、令和元年東日本台 では本市も甚

大な被害を受けました。従前から取り組んできた地震対策に加えて、激甚化する

水害の発生に備えることが求められています。子どもたちが、安全に安心して過ご

せる教育環境を確保するために、学校においては、ハード・ソフト両面から自然災

害への対策を進めるとともに、地域の避難所として、防災機能の強化に取り組む必

要があります。 

ウ 脱炭素社会の実現に向けた取組の進展 

世界的に温室効果ガス削減に向けた取組が急速に進んでいます。本市においても、

令和32（2050）年のCO2排出実質ゼロをめざす、脱炭素戦略「かわさきカーボ

ンゼロチャレンジ 2050＊」を令和２（2020）年 11月に策定したところであり、

日々の行動変容を促すための環境教育の充実や省エネルギーに配慮した学校施設や

社会教育施設の整備など、脱炭素化に向けた取組を積極的に進める必要があります。 

エ 社会のデジタル化の進展 

新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやオンライン会議の利用拡

大など、社会のデジタル化に向けた取組が急速に進んでいます。学校現場において

も、GIGA スクール構想に基づく取組で、高速大容量の通信ネットワーク環境の整

備と児童生徒１人１台端末が整備されたことにより、これまでの実践と ICTの活用

を適切に組み合わせていくことで、学びの質を向上させるとともに、学校教育にお

けるさまざまな課題の解決につなげていくことが求められています。また、社会教
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育においても多様な市民ニーズに応えるべく、ICT の積極的な活用が求められてい

ます。 

オ 「SDGs（持続可能な開発目標）」の社会への浸透 

SDGsは、平成 27（2015）年９月に国連本部において、193の加盟国の全会

致で採択された国際目標です。持続可能な未来をつくるための 17 のゴール（目

標）と 169 のターゲットが掲げられ、「誰 人取り残さない」をキーワードに、  

ゴールの達成に向けてすべての国が行動すること、自治体も事業者も市民も含めて

すべてのステークホルダーが役割を担うこと、社会・経済・環境の三側面の取組を

統合的に進めることなどを特徴としています。 

現在、SDGs は世界の潮流となっており、世界中の国や企業が、貧困や飢餓、水

や保健、教育、医療、平和やジェンダーなど、人々が人間らしく暮らしていくため

の社会的基盤を令和 12（2030）年までに構築するために取り組んでいます。 

また、本市は、公害問題をはじめとしたさまざまな課題を市民、事業者と連携し

て克服してきた歴史と、持続可能な社会の実現に向けた取組が国から評価され、令

和元（2019）年7月に「SDGs 未来都市＊」に選定されました。 

カ Society5.0 の進展 

人工知能（AI）、ビッグデータ、IoT（Internet of Things）＊、ロボティクス等の

先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代

が到来しつつあり、社会のあり方そのものが劇的に変わる状況が生じています。こ

のように急激に変化する時代の中で、学校教育には、一人ひとりの児童生徒が、自

分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重

し、多様な人々と協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、豊かな人生を

切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質・能力を育

成することが求められています

また、社会教育においては、オンラインによる取組を行う等、新しい技術を有効

に活用することで、移動に困難を伴う高齢者等が参加しやすくすることや、若者が

参加しやすいような活動内容に工夫をするなどして、「人づくり」「つながりづくり」

「地域づくり」を進めていく必要があります。 
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（２）対応すべき主な教育課題  

第２期実施計画の策定から４年を経て、新学習指導要領の実施やGIGAスクール構

想の推進など新たに対応すべき教育課題に、機動的に対応していく必要があります。

＜新学習指導要領の全面実施＞ 

社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となっている時代背景を踏まえ、新学

習指導要領では、育成をめざす資質・能力を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表

現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３つの柱に整理しています。新学習指導要

領は小学校では令和２（2020）年度から、中学校では令和３（2021）年度から全

面実施されており、高等学校では令和４（2022）年度に入学した生徒から年次進行

で実施されます。 

新学習指導要領では、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念

を学校と社会とが共有し、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを

明確にしながら、社会との連携及び協働により、その実現を図る「社会に開かれた教

育課程」を重視しています。また、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習

の効果の最大化を図る「カリキュラム・マネジメント＊の確立」が求められています。

各教科等の指導に当たっては、資質・能力がバランスよく育成されるよう、児童生徒

の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めることが必要です。 

＜教職員の働き方・仕事の進め方改革の推進＞ 

教職員の長時間勤務が全国的な課題となる中、本市では、平成 29（2017）年度

に、教職員を対象とした勤務実態調査＊を実施しました。調査結果では、多くの教員が

「授業にやりがいを持ち、もっと授業準備に時間をかけたい」といった意識を持つ一

方で、教職員の長時間勤務の実態が明らかになりました。 

そのような状況を踏まえ、平成 31（2019） 年２月に「教職員の働き方・仕事の

進め方改革の方針」（以下「方針」という。）を策定し、取組を推進してきました。今

後も、取組の効果を検証しながら、教職員が心身ともに健康を維持し、やりがいや誇

りを持ちながら業務を遂行できるように、また、業務の役割分担・適正化を着実に行

い、授業や学級経営、児童生徒指導等の本来的な業務に一層専念できる環境を整えて

いくため、方針に基づく取組を着実に推進していくことが求められています。 
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＜ＧＩＧＡスクール構想の推進＞ 

新学習指導要領において、初めて「情報活用能力＊」が学習の基盤となる資質・能力

として位置付けられました。いわゆる Society5.0 時代を生きる子どもたちの教育に

は、ICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められており、令和元（2019）

年12月には、「個別最適化された学び」を持続的に実現するため、学校に高速大容量

の通信ネットワーク環境（校内無線LAN）を整備し、児童生徒一人ひとりがそれぞれ

に PC 端末を利用しながら学習を進める「GIGA スクール構想」が国から示されまし

た。 

GIGAスクール構想の実現に伴い、これまでの教育実践と ICTの活用を適切に組み

合わせていくことで、これからの学校教育は大きく変容し、さまざまな課題の解決や

教育の質を向上させることが期待されています。また、災害や感染症等による臨時休

業等の緊急時においても、自宅等で端末による学習を継続することで、教職員とのつ

ながりを保ち、子どもたちの学習を保障することが求められています。 

＜子どもの多様化するニーズへの対応＞ 

現在の学校現場には、特別な支援を必要とする子どもが増加しています。第１期実

施計画期間から引き続き特別支援学校や小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生

徒は増加し続けており、また、小・中学校の通常の学級に在籍し、通級による指導を

受けている児童生徒も増加している状況です。さらに、外国につながりのある児童生

徒、日本語指導が必要な児童生徒も増加しており、今後もその傾向は続いていくと予

測されています。 

また、児童生徒の指導上の課題として、近年、いじめの認知件数や不登校の児童生

徒数が増加傾向にあり、特に小学校における不登校の児童の増加数が顕著に表れてい

ます。 

加えて、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる「ヤングケアラー」への支援や「子どもの貧困」への対応が求められており、経

済的困窮等を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会から孤立し、さまざまな

面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。 

このような中で、学校は子どもたちが安心して楽しく通える環境であることや福祉

との連携、家庭や地域と連携・協働し、子どもたちの成長を支えていくことが求めら

れています。そして、子どもの発達や学習を取り巻く個別の教育的ニーズを把握し、

一人ひとりに合った支援を行い、区役所等の子育て支援・福祉関係部署等と連携し、

家庭への支援の実施や子どもの多様化するニーズへ対応する必要があります。 
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＜家庭・地域における教育力の向上＞ 

核家族化や共働き世帯の増加、地域とのつながりの希薄化、身近な人から子育てを

学ぶことや助け合う機会の減少など、子育てや家庭教育を支える地域環境が大きく変

化していることから、子育てに不安や悩みを持つ家庭が増えており、保護者への学び

の機会を提供することが求められています。そのため、地域における家庭教育を推進

し、区役所等の子育て支援・福祉関係部署をはじめ、地域活動団体等と連携した取組

が必要となっています。 

また、GIGA スクール構想の実現や、新学習指導要領の実施をはじめとした学校教

育における大きな変化とともに、学校運営協議会＊の設置が努力義務化され、地域と学

校の連携・協働を一層推進し、より幅広い地域住民や多様な地域活動団体等をネット

ワーク化することで、地域ぐるみで子どもの育ちを支える仕組みづくりを行うことが

求められています。また、人間関係の希薄化や少子高齢化等を背景に、子どもと大人

をつなぐ多様な活動や交流の場の必要性が高まっており、それらをコーディネートす

る担い手の育成や民間事業者の活用等、地域の教育力の向上や持続可能な地域社会づ

くりに活かす取組が必要となっています。 

（３）第３期実施計画の策定  

以上のような教育をめぐる現状に適切に対応していくためには、これまで本市の教育

が積み重ねてきた成果を継承するとともに、さらに発展させながら、現場の実態に目を

向け、新たな課題にも正面から向き合い、多様な主体と連携・協働して、計画的に取組

を進めていくことが重要です。 

教育委員会では、引き続き対応すべき課題並びに教育プランの基本理念及び基本目標

を踏まえ、課題解決に向けて教育施策を着実に推進するため、令和４（2022）年度か

ら令和７（2025）年度までを計画期間とする「第３期実施計画」の策定作業を進めて

います。 
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２ 第３期実施計画とＳＤＧｓの関係 

（１）ＳＤＧｓ達成に貢献する教育の推進 

教育は、SDGs の目標４「質の高い教育をみんなに」として位置づけられ、「教育

が全ての SDGs の基礎である」ともいわれています。目標の中には、「持続可能な開

発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development）を通して持続

可能な開発を促進するために必要な知識等を習得できるようにする」というターゲッ

トが示されています。ESD を基盤にしつつ、SDGs の視点を踏まえた教育を推進す

ることで、多様な問題が絡み合い、解決が困難な現代の課題の重要性について、子ど

もたちが認識し、主体的・協働的に学び、行動するための能力・態度を育みます。 

SDGsの視点が含まれる学習のアプローチとしては、キャリア在り方生き方教育・

環境教育・人権尊重教育・国際教育・情報教育等があります。また、社会教育におい

ては、SDGsの達成に向けて意識の醸成を図るためにも、SDGsについて学習する場

を設定するなど、大人が学ぶ機会を増やすために支援を行う必要があります。 

これらの教育活動によって、子どもたちの成長を促すとともに、持続可能な社会づ

くりの創り手を育んでいきます。さらに、大人も学び、意識と行動の変容につなげる

ことにより、SDGs の幅広い目標への貢献につなげていきます。 

（２）第３期実施計画とＳＤＧｓの関係 

第3期実施計画においては、教員・職員 人ひとりが「持続可能な社会づくり」や、

「誰 人取り残さない」といったSDGs の理念を十分に理解しつつ、将来のあるべき

姿を描きながら各施策・事務事業の取組を進めることを意識します。このような認識

のもと、SDGsの 17の目標のうち、目標４「質の高い教育をみんなに」を共通の目

標とし、基本政策ごとにSDGsの目標を掲げています。 
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２ 第１期実施計画の全体像

■第３期実施計画（令和４（2022）年度 令和７（2025）年度）「８つの基本政策」と

■プランの基本理念・基本目標    

夢
ゆめ
や希望

き ぼ う
を抱
いだ
いて生

い
きがいのある人生

じんせい
を送
おく
るための礎を

いしずえ
築
きず
く

自主
じ し ゅ
・自立

じ り つ
変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、
充実した人生を主体的に切り拓いていくことができるよう、将
来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと

基本理念

基本目標

３ 第３期実施計画の全体像     
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共生・協働
きょうせい きょうどう 個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、

高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を育むこと

「1９の施策」及び「主な取組」 ● 主な取組
★ 主な取組のうちの重点事業
下線 第３期実施計画で新たに位置づけた事業 
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 ４ 第３期実施計画の政策体系 

第１階層 

基本理念 「夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るための礎を築く」 

基本目標 

「自主・自立」 

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り拓いていくことがで

きるよう、将来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと 

「共生・協働」 

個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、高め合える社会をめざし、共生・協働の精

神を育むこと 

★重点事業に位置づける事務事業

第２階層 第３階層 第４階層 

基本政策

（８） 
施策（19） 事務事業（45） ページ 所管課 

Ⅰ 人間として

の在り方生き方

の軸をつくる 

1 キャリア在り方生

き方教育の推進 

1 キャリア在り方生き方教育推進事業 ★ 29 教育政策室 

Ⅱ 学ぶ意欲を

育て、「生きる

力」を伸ばす 

1 確かな学力の育成 1 学力調査・授業改善研究事業 ★ 35 総合教育センター 

2 きめ細かな指導推進事業 ★ 総合教育センター 

3 英語教育推進事業  総合教育センター 

4 理科教育推進事業  総合教育センター 

5 学校教育活動支援事業 指導課 

2 豊かな心の育成 1 道徳教育推進事業 39 総合教育センター 

2 読書のまち・かわさき推進事業 指導課 

3 子どもの音楽活動推進事業 指導課 

4 人権尊重教育推進事業 教育政策室 

5 多文化共生教育推進事業 教育政策室 

3 健やかな心身の育

成 

1 子どもの体力向上推進事業 42 健康教育課 

2 健康教育推進事業 健康教育課 

3 健康給食推進事業  健康給食推進室 

4 教育の情報化の推

進 

1 教育の情報化推進事業 47 総合教育センター 

2 かわさきGIGAスクール構想推進事業 ★ 

5 魅力ある高等学校

教育の推進 

1 魅力ある高校教育の推進事業  50 指導課 

Ⅲ 一人ひとり

の教育的ニーズ

に対応する 

1 共生社会の形成に

向けた支援教育＊の

推進 

1 特別支援教育推進事業 ★ 59 指導課 

2 共生・共育推進事業 教育政策室 

3 児童生徒支援・相談事業 ★ 総合教育センター 

4 教育機会確保推進事業 ★ 総合教育センター 

5 海外帰国・外国人児童生徒相談・支援事業 教育政策室 

6 就学等支援事業 学事課 
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第２階層 第３階層 第４階層 

基本政策

（８） 
施策（19） 事務事業（45） ページ 所管課 

Ⅳ 良好な教育

環境を整備する

1 安全教育の推進 1 学校安全推進事業 67 健康教育課 

2 安全・安心で快適

な教育環境の整備 

1 学校施設長期保全計画推進事業 ★ 70 教育環境整備推進室 

2 学校施設環境改善事業  教育環境整備推進室 

3 学校施設維持管理事業 教育環境整備推進室 

3 児童生徒数・学級

数増加への対応 

1 児童生徒数・学級数増加対策事業 ★ 72 教育政策室 

Ⅴ 学校の教育

力を強化する 

1 学校運営体制の再

構築 

1 学校業務マネジメント支援事業 ★ 79 教育政策室 

2 学校運営の自主

性、自律性の向上 

1 地域等による学校運営への参加促進事業 81 教育政策室 

2 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 指導課 

3 教職員の資質・能

力向上 

1 教職員研修事業 83 総合教育センター 

2 教職員の選考・人事業務 教職員人事課 

3 教育研究団体補助事業 指導課 

Ⅵ 家庭・地域

の教育力を高め

る 

1 家庭教育支援の充

実 

1 家庭教育支援事業 87 生涯学習推進課 

2 地域における教育

活動の推進 

1 地域における教育活動の推進事業 90 生涯学習推進課 

2 地域の寺子屋事業 ★ 生涯学習推進課 

Ⅶ いきいきと

学び、活動する

ための環境をつ

くる 

1 自ら学び、活動す

るための支援の充実 

1 社会教育振興事業 ★ 95 生涯学習推進課 

2 図書館運営事業 生涯学習推進課 

2 生涯学習環境の整

備 

1 生涯学習施設の環境整備事業 ★ 99 生涯学習推進課 

2 社会教育関係団体等への支援・連携事業 生涯学習推進課 

Ⅷ 文化財の保

護・活用と 魅

力ある博物館づ

くりを進める 

1 文化財の保護・活

用の推進 

1 文化財保護・活用事業  105 文化財課 

2 橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業 ★ 文化財課 

2 博物館の魅力向上 1 日本民家園管理運営事業 107 文化財課 

2 青少年科学館管理運営事業 文化財課 
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