第３期埼玉県教育振興基本計画は、１０の目標と３０の施策から構成され、施策ごとに、主な取組が設定されていま
す。教育委員会では、３０の施策のうち、知事部局所管の３施策（「施策２２ 私学教育の振興」、「施策２９ スポー
ツ・レクリエーション活動の推進」及び「施策３０ 競技スポーツの推進」）を除いた２７施策を所管しています。
教育委員会が所管している２７の施策や、施策ごとの第３期計画上の主な取組（計画策定後の新たな行政課題に対応
するための取組を含む。【１】、【２】…で記載。）、令和４年度に教育委員会が実施する主な事業（○印で記載）は、以下
のとおりです。
※ 第３期計画上の主な取組のうち、令和４年度埼玉県教育行政重点施策（５ページ）に関連する取組について
は、主な取組に、関連する重点項目の番号を記載しています。
※ 第３期計画上の主な取組の【１】、【２】…と、事業名の【１】、【２】…は対応しています。

施策１

一人一人の学力を伸ばす教育の推進

【１】「埼玉県学力・学習状況調査」の実施と指導方法の改善 重点項目１-①
【２】児童生徒一人一人を確実に伸ばす教育の実践 重点項目１-①
【３】学習データを活用した個に応じた学びの研究 重点項目１-① 重点項目１-②
【４】少人数指導などのきめ細かな指導の充実
【５】小・中学校９年間を一貫した教育の推進
＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。

○ 学力・学習状況調査実施事業 （２４６，５３９千円） （担当：義務教育指導課）

【１】【２】

小・中学校等において県独自の学力・学習状況調査を実施することで、児
童生徒一人一人の学習内容の定着や学力の伸び、学習意欲等を把握し、「一
人一人の成長を促す視点」から市町村・学校への支援を充実させることによ
り、児童生徒一人一人の理解に応じた指導の一層の充実を図る。
現行の紙媒体による調査から、タブレット端末等を活用したＣＢＴ
（Computer Based Testing）調査への移行を目指し、試行・実証を重ねる。
○ 良い授業を見つけ！広めて！学力ＵＰ事業

【１】 （施策 17 参照）

○ 成長の記録の共有・活用・研究 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課、特別支援教育課）

【２】

小・中学校等で実施する学力・学習状況調査の結果などを、毎年度継続して児童生徒・保護者・学校が共有し活用す
ることにより、児童生徒一人一人の成長を支え、一人一人を確実に伸ばす。
・ 小・中学校等での記録の共有と指導への活用の推進
・ 児童生徒・保護者とともに成長の記録を共有・活用することの推進
・ 高等学校段階における成長の記録の共有・活用等の研究
特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒については、一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に把握し、長
期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した支援を行う。
・ 教育・福祉・医療・労働等の関係機関が連携して支援するための「個別の教育支援計画」の作成
・ 指導目標・内容・支援の方法を盛り込んだ学校における指導・支援のための「個別の指導計画」の作成
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○ ＡＩを活用した学びの実践研究事業 （２３，８３９千円） （担当：義務教育指導課）

【３】

埼玉県学力・学習状況調査の結果をはじめ、小・中学校で得られる様々なデータとＡＩを活用して、よりきめ細かい
個に応じた指導の実現を目指す。
・ 埼玉県学力・学習状況調査のＡＩによる分析
・ 個に応じた指導の実践研究

施策２

新しい時代に求められる資質・能力の育成

【１】「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進
【２】指導内容・指導方法の工夫・改善
【３】高校生の学習意欲・学力向上の取組の推進
【４】読書活動の推進

重点項目１-③

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。

○ 主体的・対話的で深い学びの実現の推進 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課）

【１】【３】

小・中学校等では、児童生徒が学習内容を深く理解し、これからの時代に求
められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることがで
きるよう、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善等の取組を
活性化し、「学びの改革」を推進する。
そのために、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた研修プログラム」
や「埼玉県小・中学校教育課程指導・評価資料」等を周知し、活用を促す。
高等学校では、協調学習による生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業実践を通して、問題解決力等を育成する。また、教員同士が学び
合うネットワークを構築することで継続的な授業改善を図る。
○ 県立高校オンライン講座の実施【新規】 （１，２００千円）
（担当：高校教育指導課）

【３】

県立高校１２校を指定し、全ての県立高校生が参加できる「チーム県立高校
オンライン講座」を夏期講習や放課後の特別講習として新たに開催すること
で、県立高校全体の教育力向上を図る。
○ 埼玉県子供読書活動推進会議の開催
○ 子ども読書支援センターの運営

施策３

【４】 （施策 6 参照）

【４】 （施策 6 参照）

伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進

【１】伝統と文化を尊重する教育の推進
【２】グローバル化の進展に対応する力を育む教育の推進 重点項目１-④ 重点項目１-⑤
【３】世界で活躍できる人材の育成 重点項目１-④ 重点項目１-⑤
【４】持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進
【５】オリンピック・パラリンピック教育の推進
【６】英語をはじめとした外国語教育の充実 重点項目１-④ 重点項目１-⑤
＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。

○ 授業等による取組 （担当：義務教育指導課、高校教育指導課）

【１】

社会科や地理歴史科、音楽科、道徳科等で、我が国や郷土の偉人・歴史・風土等に関する教育を行うとともに、小・
中学校等においては総合的な学習の時間で、高等学校においては総合的な探究の時間で、地域の人々のくらしや文化、
伝統に関する学習活動を学校の実態に応じて行う。
・ 小・中学校では、地域の人々が受け継いできた文化財や芸能に関する学習を学校の実態に応じて実施
・ 高等学校では、伝統や文化に関わる学校設定科目の設置や県教育委員会作成の指導資料の活用、部活動の取組等
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を通じて、我が国の伝統や文化の理解を深める教育の推進
・ 「伝統・文化に関する優れた授業」の映像資料の普及・活用による教員の指導力の向上
○ 文化遺産調査活用事業のうち
●博物館・美術館等を活用した子供パワーアップ事業

【１】 （施策 28 参照）

○ 県立高校グローバル教育総合推進事業のうち
●グローバル人材の育成
・グローバルリーダー育成プロジェクト （１５，２３６千円） （担当：高校教育指導課）

【２】【３】

英語による発信力、交渉力、論理的思考力等を国内研修及び海外大学等でのプログラムを通して身に付けさせ、豊か
な国際感覚を持ったグローバルリーダーの育成を図る。
・埼玉と世界をつなぐハイブリッド型国際交流事業 （７，０００千円）（担当：高校教育指導課）

【２】【３】

学校単位によるオンライン交流と現地訪問を組み合わせた、ハイブリッド型国際交流を実施する。
・社会総がかりで行う高校生留学促進事業 （６，０００千円） （担当：高校教育指導課）

【２】【３】

短期海外研修の支援、留学説明会により留学の機運を醸成する。
・教員の海外派遣及びメキシコ州交流事業 （１，７４５千円）（担当：高校教育指導課）

【６】

双方の教員及び高校生の交流を通じて相互の理解と信頼を深め、恒久的な友好親善関係を進展させるとともに、グロ
ーバル人材の育成を推進する。
●外国語教育の充実
・語学指導等におけるネイティブスピーカー活用事業 （３５３，９１３千円＊）
（担当：高校教育指導課）

【２】【６】

語学指導等を行う外国青年の招致等により、国際理解教育及び外国語教育の改善・充実を図るとともに、地域レベ
ルでの国際化を推進する。
・小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業（英語教育改善プラン） （４２９千円）
（担当：高校教育指導課）

【２】【６】

小・中・高等学校の連携を意識した異校種間の授業参観・研究協議を実施する。
○ 国際バカロレア等特色ある教育検討事業 （３，３３８千円） （担当：高校教育指導課）

【２】【３】【４】【６】

自ら課題を発見し解決する資質・能力を育成するため、他者と協働しながら教科の枠を超えて探究する生徒の育成に
資する教育課程の編成に向け、国際バカロレア等の特色ある教育の研究・検討を行う。
○ 障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業

【５】 （施策 13 参照）

○ 小中学校等英語教育推進事業 （７，４５８千円） （担当：義務教育指導課）

【６】

学習指導要領の円滑な実施に向け、教員を対象とした研修の実施等により、小・中学校等における英語教育の推進を
図る。
・ 小・中学校等教員を対象とした指導と評価に関する指導実践研修等の実施 ３日間
・ 小・中学校等教員を対象としたインターネット配信による研修と集合研修を合わせた指導力向上のための研修
・ 優れた教員の授業に関する資料等の共有
・ 「話すこと」「書くこと」について、小・中学校等、高等学校の各学校段階における学習到達目標を意識した一
貫性のある指導方法の研究 ４市町に研究委嘱

施策４

技術革新に対応する教育の推進

【１】「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進（一部再掲）
【２】科学技術等への関心を高める取組の推進
【３】情報活用能力の育成 重点項目１-⑥
【４】社会の持続的な発展を牽引する人材の育成

重点項目１-③

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。
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○ 主体的・対話的で深い学びの実現の推進

【１】 （施策 2 参照）

○ 世界をリードする科学技術人材育成事業 （６，７０８千円） （担当：高校教育指導課）

【２】

世界で活躍する科学技術人材を育成するため、科学・技術・工学・数学等の様々な分野を横断した研究を行い、課題
解決能力を育成するとともに、ＳＴＥＭ教育の充実を図る。
○ 職業人材を育成する専門高校活性化事業

【２】 （施策 11 参照）

○ 理科教育振興・支援事業 （９８９千円） （担当：義務教育指導課）

【２】

国が実施する「科学の甲子園ジュニア」の県予選会を実施し、科学好きな生徒の裾野を広げる。
○ 国際バカロレア等特色ある教育検討事業のうち
●データサイエンス・ＡＩリテラシーを活用できる高校生育成研究事業【新規】 （２，７３６千円）
（担当：高校教育指導課）

【２】【３】

教科「情報」や総合的な探究の時間を活用し、データサイエンス・ＡＩリテラシーに係る授業実践及び教員の育成を
行うことで、生徒の情報活用能力や問題の発見・解決能力等の育成を図る。
○ 「教育の情報化」基盤整備費

【３】 （施策 21 参照）

○ 児童生徒の情報活用能力の育成
（担当：義務教育指導課、高校教育指導課、特別支援教育課、ＩＣＴ教育推進課）

【３】

小・中学校等において児童生徒の情報活用能力を育成するため、教科横断的で系統的なカリキュラムを開発・実践
し、より効果的な教育の充実を図る。
小・中学校等での端末整備や県立学校でのＢＹＯＤにより、１人１台端末環境が実現したことから、活用の好事例
を周知するなどして、学習活動の中でのＩＣＴの効果的な活用を推進する。

施策５

人格形成の基礎を培う幼児教育の推進

【１】家庭や地域と連携した幼児教育の推進
【２】幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質能力の向上
【３】認定こども園の設置促進
【４】幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続
【５】幼稚園・保育所・認定こども園などを活用した子育て支援の充実

＊が付された予算額は会計年度任用職員給与費を含んでいます。

○ 幼稚園教育振興・充実事業 （６，２８７千円） （担当：義務教育指導課）

【２】

幼稚園教員の資質向上を図るため、研修会の実施及び園内研修への指導者派遣を行う。（新規採用教員研修、中堅
教諭等資質向上研修、主任教諭等研究協議会、公立幼稚園指導者派遣事業など）
○ 小１問題対応非常勤講師の配置 （１９０，９１０千円＊） （担当：小中学校人事課）

【４】

基本的な生活習慣が身に付いておらず、集団生活に対応できない児童などにより授業が成立しない状況（小１プロブ
レム）に対応するため、小学校 138 校に非常勤講師を配置する。
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