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あいさつ 

 

はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて日々御尽力いただいている皆さま

に心より感謝申し上げます。 

さて、成年年齢を１８歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」

が令和４年４月１日から施行され、明治９年より２０歳としていた成年年齢が引き下げられ

ました。これに伴い桶川市では、令和４年度より「成人式典」から「２０歳を祝う会」へ名

称を変更し、２０歳を迎えた方を祝福する予定です。 

桶川市教育委員会では、「生きる力を育み未来へはばたく桶川の教育」を基本理念に６つ

の基本目標を掲げ、学校教育・社会教育・スポーツの各分野で様々な施策を行っております。 

今後も教育を取り巻く諸情勢の変化を的確にとらえ、教育委員会としてあらゆる世代が生涯

にわたって学ぶことのできる環境づくりに引き続き尽力してまいります。 

この「桶川の教育」は、教育委員会が取組む施策をまとめたものです。皆さまに御高覧を

いただきますとともに、桶川市の教育に対しまして一層の御支援と御協力を賜りますようお

願い申し上げます。 
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教  育  長  岩  田   泉 
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基本理念

「生きる力を育み未来へ
はばたく桶川の教育」

Ⅰ 確かな学力の育成と

質の高い教育環境の

充実

Ⅱ  豊かな心の育成と

人権意識の高揚

Ⅲ  健やかな体の育成

Ⅳ  家庭・地域の教育力

の向上

Ⅴ 生涯にわたる学びと

スポーツの支援

Ⅵ 伝統文化・芸術の振

興と文化財の保存・

活用の推進

１ 桶川市教育行政の基本方針の基本理念及び基本目標 

 

 

 

基 

本 

目 

標 
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議会費

233,872

0.9%

総務費

2,800,058

11.1%

民生費

11,505,926

45.6%

衛生費

2,305,227

9.1%
土木費

1,815,491

7.2%

消防費

996,934

4.0%

教育費

2,545,397

10.1％

その他

3,034,095

12.0%

一般会計歳出予算

25,237,000

 

 

■令和４年度教育予算の概要 

 

１ 一般会計歳出予算及び教育費（当初予算）の推移 

 令和４年度当初予算の教育費は、一般会計当初予算額２５２億３，７００万

円のうち２５億４，５３９万７千円となっており、一般会計に占める割合は

１０．１％となっている。また、前年度と比較し４億１,４４９万１千円の増

で、前年度比１９．５％の増となっている。 

（単位：千円） 

年度 一般会計予算 教育費 
一般会計に 

占める割合 

R ２ ２４，６０６，０００ ２，７９６，０５０ １１．４％ 

R ３ ２３，９９４，０００ ２，１３０，９０６ ８．９％ 

R ４ ２５，２３７，０００ ２，５４５，３９７ １０．１％ 

 

 

２ 教育費の構成  

 （単位 : 千円） 

  

教育総務費

388,228

15.3%

小学校費

421,016

16.5%

中学校費

193,166

7.6%

社会教育費

844,569

33.2%

保健体育費

698,418

27.4%

教 育 費

2,545,397

２ 教育予算の概要 
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基本目標Ⅰ 確かな学力の育成と質の高い教育環境の充実 

子供たちが社会において自立して生きていくために、学んだ知識や技能を様々な領域で

活用していく能力と、誰もが互いに認め合える共生社会の大切さを学ぶ環境の整備を目指

していきます。また、学校の教育力の向上のために子供たちの学習環境を整備していきま

す。 

① 学校教育への支援の充実 

入学準備金貸付事業 教育総務課 

 

経済的に不安を抱える保護者に対して、高等学校、

専門学校、大学等への入学準備にかかる費用の貸付

を行う。 

就学援助事業 学務課 経済的な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、就学に必要な費用の一部を

援助する。 

② 学習環境の整備・充実 

小学校整備事業 

中学校整備事業 

教育総務課 学校の教育力の維持向上のため、安心・安全で快適

な学習環境を整備する。 

ＩＣＴ教育推進事業 

 

学校支援課 

教育総務課 

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、ＩＣＴを活用した

「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授

業の推進を図る。 

ＩＣＴ支援員の配置

事業 

学校支援課 令和３年度より本格導入となった端末の活用に向

けて、市内で６人、原則２校に１人配置をし、授業

での支援等を行い、ＩＣＴ教育の推進を図る。 

教育指導補助員の配

置事業 

学校支援課 各小・中学校に教育指導補助員を４～７人配置し、

教科等の学習の支援・補助を行ったり、特別な教育

支援を要する児童生徒の教育指導補助を行ったり

し、きめ細やかな学習指導・生活の支援を充実させ

る。 

学校図書館教育補助

員の配置事業 

学校支援課 各小・中学校に学校図書館教育補助員を１人配置

し、学校図書館での児童生徒の利用の援助や読み聞

かせ等を行い、読書活動の充実を図る。 

日本語指導員の配置

事業 

学校支援課 日本語指導が必要な児童生徒が在籍する各小・中学

校の状況に応じて、日本語指導員を配置し、日本語

指導や学習の支援を行い学校生活への円滑な適応

を図る。 

理科支援員の配置事

業 

 

学校支援課 各小学校に理科支援員を１人配置し、教材準備や授

業支援を行うことで、実験や観察等を円滑に実施

し、理科教育の充実を図る。 

 

３ 「基本目標」に基づく施策ごとの主な事業 
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③ 学校の組織運営の改善 

教職員の管理業務事

業 

学務課 学校教育指導員による学校訪問・巡回相談の実施、

管理職を対象とした教職員事故根絶に向けた研修

の実施等を通じて教職員の管理体制の強化と資質

の向上を図る。 

教職員の配置事業 

 

学務課 各小・中学校の教職員組織の活性化を図るため、本

採用及び臨時的任用教職員の計画的な配置を行う。 

学校運営協議会の設

置事業（コミュニテ

ィ・スクール） 

学務課 令和３年度より学校運営協議会を市内全小・中学校

に設置した。各学校における活動や課題を共有し、

より効果的な運営を行えるよう、桶川市コミュニテ

ィ・スクール連絡協議会を実施し、地域とともにあ

る学校づくりをさらに推進する。 

教職員の業務支援事

業（スクール・サポー

ト・スタッフ） 

教育総務課 

学務課 

教職員の働き方改革の一環として、各小・中学校に

学校事務員を１人配置し、教職員の負担軽減を図

る。 

④ 小・中学校９年間を見通した一貫性のある学校教育の推進 

小・中学校９年間を

見通した一貫性のあ

る学校教育 

学校支援課 児童生徒の進路実現に向けた各小・中学校の一貫性

のある学習指導の推進及び学校運営研究委員会に

よる情報共有や連携強化を図る。 

⑤ 一人一人の確かな学力を育む教育の推進 

学力向上推進事業 学校支援課 各種調査結果分析を活用した学力向上の取組の充

実を図る。 

英語教育推進事業 

 

学校支援課 各小・中学校に英語教育に係る指導助手を配置し、

生きた英語や外国文化・生活に触れる機会を提供す

るとともに、英語によるコミュニケーション能力の

向上等英語教育の充実を図る。 

⑥ 時代の変化に対応する教育の推進 

ＩＣＴ教育推進事業

（再掲） 

学校支援課 

教育総務課 

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、ＩＣＴを活用した

「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授

業を推進していく。そのため、児童生徒の情報活用

能力の育成、教員のＩＣＴ活用指導力等の向上、Ｉ

ＣＴを活用した遠隔教育やオンライン授業の試行

を実施していく。 

英語教育推進事業 

（再掲） 

 

学校支援課 各小・中学校に英語教育に係る指導助手を配置し、

生きた英語や外国文化・生活に触れる機会を提供す

るとともに、英語によるコミュニケーション能力の

向上等英語教育の充実を図る。 
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⑦ 主体的に進路を切り拓く力を育むキャリア教育の推進 

社会的な自立を促す

進路指導・キャリア

教育 

学校支援課 特別活動を要とした全教育活動を通して、児童生徒

が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しな

がら、将来の夢や目標を描き、職業や上級学校につ

いて学び、社会的・職業的自立に必要な基盤となる

資質・能力を育む。 

桶川市中学生社会体

験チャレンジ事業 

学校支援課 地域での社会体験や勤労体験を通して、望ましい職

業観・勤労観や社会性・自立心を養い、豊かに生き

る力を育む。 

進路意識啓発事業 

 

学校支援課 地域の人々との連携による講演会を通して、生徒・

保護者の進路意識を啓発し、中学校の進路指導・キ

ャリア教育の推進を図る。 

⑧ 共生社会を支える特別支援教育の推進 

教育相談事業 

（ことばの教室） 

学校支援課 桶川西小学校内の「ことばの教室」に言語聴覚士を

配置し、ことばの発達に不安のある児童生徒に対し

て、専門的な指導を行う。 

発達障害・情緒障害

通級指導教室事業 

 

学校支援課 桶川西小学校、加納小学校、桶川中学校、桶川東中

学校、加納中学校に通級指導教室「大空」を設置し、

各小・中学校の通常学級に在籍する児童生徒を対象

に、障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・

克服を図る。 

⑨ 教職員の資質能力の向上 

小学校外国語活動研

修会 

学校支援課 外国語、外国語活動等における英語活動を充実さ

せるため、実践的な活動例等に基づいた研修を行

う。 

様々な人権課題につ

いて理解を深める人

権教育研修会 

学校支援課 「人権教育担当者研修会」 

人権課題を正しく理解し、人権意識の高揚を図り、

校内推進者としての力量を高める。 

「管理職等研修会」 

人権教育を推進するための管理職等の役割につい

ての認識を深め、実践力の向上を図る。 

生徒指導・教育相談

中級研修 

学校支援課 生徒指導・教育相談の校内の推進者としての力量を

高め、明るく安心して学べる学級・学年・学校づく

りに積極的に寄与できる実践力の向上を図る。 

各小・中学校初任者

研修に係る育成状況

授業見学 

学校支援課 

 

新規採用教員の授業を見学し、育成状況を確認する

とともに、実際の授業実践を通して、各教員が自己

の課題を発見し、教員として期待される資質、指導

力の向上を図る。 
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学校課題研究推進事

業 

学校支援課 各小・中学校に学校課題研究を委嘱し、学校におけ

る校内研修体制の確立と指導法等の研究の充実を

図る。 

人事評価制度研修会 学務課 人事評価制度の適切な運用に向け、管理職対象の評

価者研修を行う。適切な運用による人材育成・学校

全体の教育力向上を図る。 

学校教育指導員によ

る研修会及び巡回指

導 

学務課 学校教育指導員が、経験の浅い教職員及び臨時的任

用教職員、教育指導補助員を含め全教職員への研修

及び巡回指導を実施し、教職員の資質能力の向上を

図る。 

教育講演会による教

職員の資質能力の向

上 

学校支援課 「ＨＳＣ(※)をはじめとする多様性への対応」を演

題とした講演を、全教職員がオンラインで受講し、

多様な児童生徒への対応について理解を深める。 

                     ※ＨＳＣとは、ハイリー・センシティブ・チャイルドの

略で、生まれつきとても敏感で繊細な感覚や感受性の

ある子供のこと。 

 

基本目標Ⅱ 豊かな心の育成と人権意識の高揚 

思いやりの心や規範意識、学習意欲、目的意識、望ましい職業観などの豊かな人間性や

社会性を育む体験活動を推進します。また、子供たちの発達段階に応じた人権感覚の育成

に努めます。 

① 「桶川市人権教育基本方針」の具現化 

人権教育の推進 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

「桶川市人権教育基本方針」に基づき、市民の人権

感覚の向上を目指し、社会教育、生涯学習の観点か

ら人権教育の啓発と推進を行う。 

② 社会教育における人権教育の推進 

桶川市人権教育推進

協議会 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

人権教育に関する調査研究、人権標語の募集・審査

及び啓発広報誌「ふれあい」発行のため、協議会を

開催する。 

研修会、講演会の開

催 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

市関係部局や関係機関等と連携し、人権教育・啓発

講演会、企業等対象人権問題研修会、憲法・人権市

民のつどい等を企画、開催する。 

桶川市立集会所事業 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

人権教育及び人権啓発の推進並びに地域住民相互

の交流の場として設置されている桶川市立集会所

における各種講座の充実を図る。 

③ 学校教育における人権教育の推進 

自他ともに尊重し合

う人権教育 

学校支援課 道徳・社会科・特別活動を中心に全教育活動におい

て様々な人権課題を正しく学ぶことで、人権感覚を

育み、実践力を養う。 
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人権作文「かがやき」

発行事業 

 

学校支援課 人権意識の高揚を図り、様々な人権問題に正しく対

処できる児童生徒を育成するため、日常生活などに

基づいた人権に関する作文を募集し、作文集「かが

やき」を発行する。 

④ 豊かな心を育む教育の推進 

セカンドブック事業 

 

学校支援課 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

小学１年生の児童に本を贈呈することにより、児童

自身が本に親しむ環境をつくり、児童の読書活動の

推進を図る。 

豊かな人間性を育む

道徳教育 

学校支援課 道徳的な判断力、心情、実践意欲、態度などの道徳

性を養い、好ましい人間関係を確立するために、道

徳の時間や全教育活動を通した取組の充実を図る。 

⑤ 心豊かな児童生徒の育成を目指す生徒指導の充実 

生徒指導担当者連絡

協議会事業 

学校支援課 生徒指導における共通理解と共通行動を図るとと

もに積極的な生徒指導を推進する。 

生徒指導・教育相談

中級研修会（再掲） 

学校支援課 生徒指導・教育相談の校内の推進者としての力量を

高め、明るく安心して学べる学級・学年・学校づく

りに積極的に寄与できる実践力の向上を図る。 

⑥ いじめ・不登校の未然防止の推進 

教育相談事業 

（教育センター） 

 

学校支援課 桶川市教育センターに専任の相談員を３人及びカ

ウンセラーを２人配置し、児童生徒及び保護者のニ

ーズに応じた学校教育相談の充実を図る。 

適応指導事業 

 

学校支援課 桶川市教育センターに指導員を５人配置し、不登校

の児童生徒に対して、学校生活への適応をめざし、

一人一人の状況に応じた適切な指導・支援を行う。 

さわやか相談員・ス

マイル相談員の配置

事業 

 

学校支援課 各中学校にさわやか相談員を、各小学校にスマイル

相談員を１人ずつ配置し、児童生徒及び保護者から

の相談に応じて、学校・家庭・地域と連携をしなが

ら、様々な問題の解決を図る。 

スクールカウンセラ

ーの配置事業 

学校支援課 各中学校にスクールカウンセラーを１人配置し、生

徒・保護者への支援及びカウンセリング、教職員へ

の助言・支援を行い、生徒が抱える問題の解決を図

る。各小学校には月に１回程度配置し、同様の取組

を行う。 

いじめ防止等基本方

針に係る組織設置事

業 

学校支援課 市内におけるいじめの現状を把握し、解決を図るた

めに、いじめ防止連絡協議会及びいじめ対策委員会

を設置し、いじめ防止等に関する施策を推進する。 
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基本目標Ⅲ 健やかな体の育成 

心身の健康の保持・増進とともに、豊かな人間性を育み、体力の向上や生涯にわたって

スポーツに親しむ態度を養います。 

① 体力向上を目指した学校体育の充実 

体力向上推進委員会

の設置 

学校支援課 具体的な目標を定めて児童生徒の体力向上を目指

し、体力づくり活動やその指導方法等の内容の充実

を図る。 

② 食育の推進を通した健康教育の充実 

学校給食事業 教育総務課 学校給食実施基準に準拠し、安全安心な学校給食を

提供する。 

学校保健推進事業 

 

学校支援課 児童生徒の生活環境実態を健康的側面から正しく

把握し、学校保健計画に基づき、教職員、学校医・

学校歯科医・学校薬剤師、保護者及び地域関係者が

一体となり学校保健活動の推進を図る。 

③ 家庭・地域と連携した安全教育・安全管理の推進 

安全教育・安全管理

の推進 

学校支援課 自他の生命を尊重し、安全に配慮した安心・安全な

学校づくりを推進するため、家庭や地域と連携を図

る。 

④ 各種スポーツ団体への支援 

各スポーツ団体に対

する助成金の交付 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

各団体の育成を図り、各種大会及びスポーツ・レク

リエーションの普及のため、助成金を交付し、スポ

ーツの推進を援助する。 

⑤ スポーツ・レクリエーション活動の普及 

各種大会及び教室等

の開催 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

オケちゃん駅伝競走大会、ミニバレー大会、教室等

を開催し、市民のスポーツ・レクリエーションの活

性化を推進する。 

各種スポーツ団体、

スポーツクラブによ

る活動の支援 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

市民があらゆる機会を通して、スポーツ・レクリエ

ーション活動に参加できるよう、各団体や総合型地

域スポーツクラブの活動を支援する。 

学校体育施設の開放 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

より身近なところで、市民のスポーツ・レクリエー

ション活動の場を確保するため、各学校に運営委員

会を組織し、学校の体育施設を有効利用する。 
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基本目標Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

学校と家庭、地域が連携して、子供たちを社会全体で育てていくことを推進していきま

す。また、活気あふれる社会づくりのために地域コミュニティや社会教育団体の自発的な

活動を支える仕組みづくりを目指します。 

① 家庭の教育力の向上 

「親の学習」講座 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

子育てやしつけ等の家庭教育の在り方に関する講

座を小学校、中学校入学を控えた保護者全員を対象

に開催する。 

ＰＴＡへの支援 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

ＰＴＡ役員への研修会や、市内の小・中学校及び高

等学校のＰＴＡとの共催事業の開催を通して家庭

教育力の向上を図る。 

② 青少年健全育成の推進 

青少年問題協議会 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

「桶川市青少年健全育成指針」に基づき、指導、育

成、保護及び矯正に関する総合的施策の調査審議等

を行う。 

青少年健全育成市民

会議 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

青少年の健全育成を目指す市民運動の推進母体で

ある市民会議と一体となり、市民総ぐるみの事業を

展開する。 

青少年育成団体への

支援 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

子ども会育成連絡協議会、青少年相談員協議会、各

小・中学校単位ＰＴＡ及び桶川市ＰＴＡ連合会等の

活動を支援する。 

③ 地域・学校と連携した教育環境の整備 

放課後子供教室 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

放課後の児童の安心・安全な活動拠点（居場所）を

確保し、地域の多くの方々の参画を得て実施する放

課後子供教室を各小学校で行う。 

子ども大学あげお・

いな・おけがわ 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

各市町の小学校５～６年生がなぜ？を追究する「は

てな学」、郷土を知る「ふるさと学」、よりよく生き

る「生き方学」の３分野を学ぶ。 

④ 幼児・家庭教育セミナーの開催 

幼児・家庭教育セミ

ナー 

公民館 幼児・小学生の保護者を対象に、「幼児教育」「家庭

教育」をテーマとする、学び・活かすことができる

セミナー形式の講座を開催する。 

⑤ 学校応援団の充実 

学校応援団推進事業 

 

学校支援課 各小・中学校において児童生徒の学習支援や登下校

時等の安全確保、学校の環境整備等、学校の教育活

動への協力や支援を行うボランティアを組織し、学

校・家庭・地域の連携を充実させる。 
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基本目標Ⅴ 生涯にわたる学びとスポーツの支援 

人生を豊かにする生涯学習社会を実現するために、多様な学びの場を提供するとともに、

学習活動を活かす場づくりを推進します。また、誰もが健康を実感しながら、身近で気軽に

スポーツに親しめる社会づくりを進めます。 

① 学習情報の提供と学習相談体制の充実 

生涯学習情報の提供 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

学習機会・施設等の情報提供のため、市内の講座等

予定をホームページに掲載したり、チラシを配布し

たりする。 

児童・生徒向け学習

情報紙の発行 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

夏休み期間に市内で行われる行事について取りま

とめた情報紙、「今度は何をしようかな？」を発行

し、各小・中学校の児童生徒に配布する。 

パソコンサポートセ

ンターの開設 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

毎週金曜日に総合福祉センター３階にあるパソコ

ンルームにおいて、パソコンに関する様々な疑問に

対してボランティア団体による講師が対応する。 

② 学習機会の整備・推進 

社会教育施設・生涯

学習施設の充実 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育施設に関する調査や視聴覚ライブラリー

を管理・運営する。（視聴覚機器の貸出し、ビデオ等

の管理と貸出し） 

職員出前講座 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

市民の学習環境の向上や行政との対話・交流を目的

に、市職員が学習メニューを用意し、市民の要請に

より講師となって出向き、講座を行う。 

文芸桶川の発行 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

文芸活動を通じて豊かな人間性を養い、市民文化の

創造と地域文化の普及向上を図る。 

③ ライフステージに応じた市民との協働による学習の推進 

桶川市民大学 生涯学習・ 

スポーツ推進課 

生涯学習の一環として、より豊かな教養を身につ

け、自らの生きがいを充実していく場として、「桶川

市民大学」を開講する。 

ボランティア団体と

の共催によるパソコ

ン講習 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

パソコンの基本操作の取得を目的とした初心者講

座、ワード基礎講座・エクセル基礎講座等を実施す

る。 

桶川市み・ら・い塾 

（人財バンク事業） 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

自分のもっている知識や技術を生かして学習活動

を援助できるボランティアを登録し、地域での活

用、学習推進に寄与する。 

２０歳を祝う会 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

実行委員会形式で企画・運営し、２０歳の門出を祝

うとともに、将来の幸福を祈念することを目的とし

て開催する。 
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④ 生涯学習推進体制の整備 

桶川市社会教育委員

会議 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育に関する市民の意思を教育行政に反映さ

せるため、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教

育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の

ある者の中から委員を委嘱し、意見を伺う。 

桶川市生涯学習推進

会議 

 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育関係者等の中から委員を委嘱し、生涯学習

推進指針の策定及び生涯学習に関する総合的な施

策の推進等に関して審議する。 

社会教育団体活動へ

の助成 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育団体活動の振興を図るため、青少年育成団

体、ＰＴＡ連合会等へ助成をする。 

社会教育指導員の設

置 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育の特定分野の直接指導、学習相談及び社会

教育関係団体の育成にあたる。 

社会教育関係委員合

同研修会 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

社会教育委員、公民館運営審議会委員及び生涯学習

推進会議委員合同で社会教育関連の研修を行う。 

⑤ スポーツ推進委員の育成 

スポーツ推進委員に

対する研修及び講習 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

本市のスポーツ・レクリエーションの普及に最前線

で活動しているスポーツ推進委員に対し、幅広い知

識を身に付けてもらうため、市や県主催の研修、審

判員講習会等に参加し、能力向上に努める。 

⑥ スポーツ・レクリエーション指導者の育成 

生涯スポーツ指導者

の育成 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

各種スポーツ団体等の指導者が市や県主催の研修

及び講習会等に参加することにより、安全で楽し

く、正しい知識を持った指導者の育成、確保、活用

を図る。 

⑦ スポーツ・レクリエーション施設の整備 

スポーツ・レクリエ

ーション施設の充実 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

体育施設の適切な維持管理を行い、備品の更新や点

検及び修繕を実施する。 

⑧ 多様な学習や活動の機会の充実 

講座開催 

 

公民館 地域間、世代間の交流を促し、学び、活動を通して

様々な課題を克服するため講座を開催する。 

⑨ 歴史民俗資料館事業の充実 

教育普及事業 

 

歴史民俗資料館 「台地と道」をテーマとする常設展示に加え、企画

展示や講座を開催し、桶川の歴史と文化を紹介す

る。 

資料調査事業 歴史民俗資料館 

文化財課 

桶川の歴史と文化を伝える資料の調査研究を進め、

これを収集する。 
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基本目標Ⅵ 伝統文化・芸術の振興と文化財の保存・活用の推進 

地域の伝統文化に関する活動支援の充実を図るとともに、文化財の保存・活用を推進し

ます。また、学校や地域において、子供たちが文化や芸術に親しむことのできるよう施設

の充実に努めます。 

① 文化財保護事業の推進 

文化財保護審議会及

び文化財調査 

文化財課 文化財の保存・活用に関する教育委員会の諮問機関

として設置され、文化財の指定、保護、保存、活用

に関し、調査や審議を行う。 

市内遺跡発掘調査事

業 

文化財課 個人住宅の建設に伴う埋蔵文化財の記録保存を目

的とした発掘調査について、国庫及び県費補助事業

として実施する。 

埋蔵文化財発掘調査

受託事業 

文化財課 民間事業者による開発行為に伴う埋蔵文化財の記

録保存を目的とした発掘調査を実施する。 

民俗芸能に関する伝

承状況の調査 

文化財課 市内の各民俗芸能伝承団体の現状を把握し、その活

動状況に応じた情報提供や支援を行うために、現況

調査や記録を継続的に行う。 

② 文化財保存事業の推進 

原山古墳群環境整備

事業 

文化財課 市指定史跡である原山古墳群について、見学者の利

便を図るために、下草刈や枯れ枝処理、散策路の整

備等を行う。 

文化財保存事業費補

助金 

文化財課 文化財の管理及び修理等の保存に必要な事業の実

施にあたり、文化財の所有者等に対し、その事業費

の一部を補助金として交付する。 

指定文化財保存管理

交付金・民俗芸能保

存事業交付金 

 

文化財課 

 

市内に所在する指定文化財の適切な管理をするた

め、文化財の所有者等に交付金を交付する。また、

市内に昔より伝えられている民俗芸能の保存及び

後継者の育成のため、民俗芸能伝承団体に交付金を

交付する。 

収蔵管理事業 

 

歴史民俗資料館 指定文化財を含む地域資料を後世に伝えるために

ＩＰＭ（総合的有害生物管理）による資料管理と、

併行して新規受入れ資料の燻蒸殺虫業務を行う。ま

た、資料管理システムを活用し、既存資料並びに新

規資料の収蔵管理を行う。 

記録保存事業 歴史民俗資料館 民俗芸能や伝統行事の記録画像・映像を収集し、地

域の変遷を伝える映像資料の制作を行う。また、収

蔵しているビデオや写真等のアナログ方式の文化

財記録資料をデジタル化したことを踏まえ、長期に

わたる保存環境の整備・充実に努める。 
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③ 郷土文化伝承活動の推進 

体験学習活動 

 

歴史民俗資料館 伝統文化の伝承活動を通して市民相互の交流を図

るため、伝統行事や食文化の体験学習活動を推進す

る。 

紅花関連事業  歴史民俗資料館 

公民館 

桶川の歴史を象徴する紅花について、公民館事業な

どと連携し、染色体験講座や展示を通して、その魅

力を広く伝える。 

④ 博学連携事業の推進 

学校・博物館連携事

業 

学校支援課 

歴史民俗資料館 

各小・中学校と歴史民俗資料館が連携し、社会科や

総合的な学習の時間等において、児童生徒が桶川の

歴史と文化に関する理解を深める。 

社会科及び総合的学

習への支援 

 

歴史民俗資料館 学校教育への支援を教育普及活動の柱として位置

づけ、社会科及び総合的学習における見学受入れや

資料の貸出、教材の提供を行う。 
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基本目標 Ⅰ 確かな学力の育成と質の高い教育環境の充実 

  

 事業 ② ＩＣＴ教育推進事業 

 【No.1】 

  ＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和２年

度に１人１台端末や大型提示装置、高速イン

ターネット環境等のＩＣＴ環境を整備した。   

 ＩＣＴを活用した授業により、児童生徒の

情報活用能力の育成や学力の向上を図ると

ともに、教員のＩＣＴ活用指導力等の向上を

行っている。                   

ＩＣＴを活用した授業  

  

 事業 ③ 学校運営協議会の設置事業（コミュニティ・スクール） 

 【No.2】 

 

 地域とともにある学校づくりを推進する

ために、令和元年度から段階的に学校運営協

議会の設置校数を増やし、令和３年度より市

内全小・中学校に設置した。令和４年度は、

各学校における活動や課題を共有し、より効

果的な運営ができるよう、桶川市コミュニテ

ィ・スクール連絡協議会を実施していく。               

学校運営協議会の様子  

  

基本目標 Ⅱ 豊かな心の育成と人権意識の高揚 

  

 事業 ② 研修会、講演会の開催 

 【No.3】 

 

 市民及び人権教育推進協議会委員並びに

職員の人権感覚の向上を目指すとともに、日

常生活において人権への配慮がその態度や

行動に現れるような人権感覚が身に付くよ

う「人権教育・啓発講演会」を実施している。      

                      

                      

人権教育・啓発講演会  

  

４ ポイントとなる事業の紹介 
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 事業 ② 桶川市立集会所事業 

 【No.4】 

 

 人権意識の高揚を図るとともに、広く地域

住民との交流を図ることを目的として、集会

所において各種講座を実施している。       

 令和３年度は、集会所文化講座（書道教室、

編物教室、デコパージュ教室）の作品を桶川

集会所のホールに展示し、公開した。             

                      

桶川市立集会所文化講座作品展  

  

 事業 ④ セカンドブック事業 

 【No.5】 

 

 市内在住の小学校１年生の児童に本を贈

呈することにより、児童自身が本に親しむ環

境をつくり、児童の読書活動の推進を図って

いる。                         

                      

                      

                      

セカンドブック贈呈の様子  

  

 事業 ⑥ 教育相談事業（教育センター）・適応指導事業 

 【No.6】 

 

 桶川市教育センターに専任の相談員及び

カウンセラーを配置し、児童生徒及び保護者

のニーズに応じた学校教育相談の充実を図

っている。                    

 適応指導教室「けやき教室」においては、

指導員が不登校の児童生徒に対するきめ細

やかな指導・支援を行っている。         

桶川市教育センター  
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基本目標 Ⅲ 健やかな体の育成 

  

 事業 ⑤ 各種大会及び教室等の開催 

 【No.7】 

  令和３年度のミニバレー大会、シルバーレ

クリエーション大会は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止となったが、感染予

防対策を万全に行い、ミニバレー教室、シル

バーニュースポーツ教室を開催した。                   

 ニュースポーツを楽しむだけではなく、仲

間との交流も人気の理由の一つである。    

シルバーニュースポーツ教室  

  

 事業 ⑤ 各種大会及び教室等の開催 

 【No.8】 

  未来ある子供たちが一本のたすきを仲間

同士でつなぐことで、チームワークの大切さ

や、走ることへの楽しさを知ってもらうこと

を目的とした大会。保護者が応援しやすいコ

ースになっており、家族の絆も深まる。    

                     

                     

オケちゃん駅伝競走大会  
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基本目標 Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

  

 事業 ③ 放課後子供教室  

 【No.9】 

  交流の場・体験の場・学びの場を設け、子

供が地域社会で心豊かで健やかに育まれる、

安心・安全な居場所をつくる。今年度は、新

型コロナウイルス感染症の対策を講じたう

えで、５月下旬より各小学校で実施した。    

                     

                     

学習の時間の様子  

  

 事業 ④ 幼児・家庭教育セミナー 

 【No.10】 

  桶川東公民館において、幼児、児童をもつ

親を対象に実技と教養をセットとする講座

を３期６回、保育付きで開催。令和３年度は、

新型コロナウイルス感染症予防として定員

を半数とした。受講申込み者数が定員を割り

込んだが、第１期８名、第２期３名、第３期

５名の申し込みを受け、実施した。     

「産後の骨盤エクササイズ」の様子  

  

 事業 ⑤ 学校応援団推進事業 

 【No.11】 

 

 各小・中学校において学習の支援・安心安

全の確保・学校の環境整備等、学校の教育活

動への協力・支援を行うボランティアとして

「学校応援団」を組織し、学校・家庭・地域

が連携して生き生きとした学校づくりを推

進している。               

                     

                     

安心安全の確保（下校の見守り）  
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基本目標 Ⅴ 生涯にわたる学びとスポーツの支援 

  

 事業 ② 文芸桶川の発行 

 【No.12】 

  文芸作品の発表の機会を広く市民に提供

し、いきいきとした市民文化の創造と市民相

互の交流の場とする「文芸桶川」を刊行して

いる。                  

 今年度は「文芸桶川」第４３号を刊行予定。 

 また、これまでに刊行したものも販売を行

っている。                    

「文芸桶川」  

  

 事業 ③ ２０歳を祝う会 

 【No.13】 

 

 おとなになったことを自覚し、みずから生

き抜こうとする青年を祝い、はげますことを

趣旨として開催する。                  

 企画運営は、主体性を身につける機会とし

て、実行委員会形式で行っている。     

※令和４年度より「成人式典」から「２０歳

を祝う会」へ名称変更。                     

                     

成人式典の様子  

  

 事業 ④ 社会教育関係委員合同研修会 

 【No.14】 

 

 社会教育、生涯学習の事業推進を図るた

め、社会教育委員、公民館運営審議会委員、

及び生涯学習推進会議委員の情報交換や交

流を深める場として、共通のテーマで合同研

修会を開催している。           

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症

拡大予防のため、書面開催となった。    

社会教育関係委員合同研修会の様子  
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 事業 ⑧ 講座開催 

 【No.15】 

  既存サークルの活性化を図るため、【笑来

楽習企画】｢はじめての YouTube 動画作成講

座｣を実施した。参加した１５団体が動画の

作成にチャレンジし、うち１３団体が『もっ

と広がる｢学びの輪｣おけがわＷｅｂ公民館

「動画で街と人を元気にしよう！」』に自分

達の活動を動画でＰＲしている。          

 桶川市チャンネルで現在配信中。                 

「桶川 IT ネット」の活動紹介動画  

  

 事業 ⑨ 教育普及事業 

 【No.16】 

 

 資料調査の成果を踏まえ、テーマを定めて

企画展示を実施している。                   

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症

予防対策を講じたうえで、考古、歴史、民俗

の３分野で６回の展示事業を実施した。ま

た、展示内容の理解を深める関連講座を８回

開催した。                

企画展示「職人は語る―用
もち

いの美

と道具の世界―」 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



20 

 

  

  

基本目標 Ⅵ 伝統文化・芸術の振興と文化財の保存・活用の推進 

  

 事業 ② 文化財保存事業費補助金 

 【No.17】 

 

 指定文化財等の管理、修理、公開、その他

保存に必要な事業のために、文化財の所有者

等に対して、その事業費の一部を補助金とし

て交付している。              

 令和３年度は、市指定文化財「矢部家住宅」

の外壁修繕工事などの計３件について、その

事業費の一部を補助した。         

市指定「矢部家住宅」外壁修繕  

  

 事業 ② 指定文化財保存管理交付金・民俗芸能保存事業交付金 

 【No.18】 

 

 市内に所在する指定文化財の管理に充て

るための費用として交付金を交付している。           

 また、市内に昔から伝わり今なお芸能活動

を伝承している団体へ、その伝承活動に充て

るための費用として交付金を交付している。                  

 市内の指定文化財については、ホームペー

ジにて詳しく紹介している。        

県指定「松原の真言」  

  

 事業 ④ 社会科及び総合的学習への支援 

 【No.19】 

 

 社会科教育においては、地域の博物館等の

活用が求められている。                   

 歴史民俗資料館では、小学校３年次の社会

科における暮らしの移り変わりの学習にあ

たり、各小学校と協議のうえ、体験学習の機

会や教材の提供を行っている。        

                     

昔の道具にふれる児童  
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学校名：桶川市立桶川小学校 

所在地：桶川市西１丁目４番２７号 

校 長：吉 田  元 

教 頭：錦 織  睦 

 

 

（１）学校教育目標 

   「はげまし きたえ 学びあう」 

 

（２）特色ある教育活動 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 新型コロナウイルス感染状況を注視しつ

つ、「桶っ子 命を守る５つの約束」を守り

ながら、以前の教育課程実施を徐々に再開

している。マスクに関しては、体育授業時

及び外での活動時には外すことを励行して

いる。また、職員室には、パーテーション

を設置することで職員同士の感染予防にも

心がけている。 

 保護者の方々と連携し、PTA では全員参

加による係活動を行っている。おやじの会

では、運動会の片付けをしていただいたり、

プール清掃をしていただいたりと校舎内外

の環境整備をしていただいている。学校応

援団では地域の方々の協力の下、登下校の

見守りや授業のゲストティーチャー、読み

聞かせ、環境整備等をしていただいている。 

 

 

 

 

 

 なかよしタイムでは、年間を通して縦割

り班活動を行っている。これは、縦割り班に

おける異学年との交流を通し、豊かな人間

関係をつくることを目的としている。また、

この活動を通し、高学年の児童に高学年と

しての自覚をもち、リーダーとしての力を

育むことを目的としている。 

 

 

 

 

 

５ 各小・中学校の特色ある学習活動の紹介 
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学校名：桶川市立加納小学校  

所在地：桶川市坂田８８３番地  

校 長：杉 山  由 美 子 

教 頭：橋 場  能 成 

 

 

（１） 学校教育目標                        

「自分をみがき ともに生きる かのうっ子」 

 

めざす学校像 

「地域に誇れる加納小学校」 

 

（２） 特色ある教育活動 

 

桶川市立加納中学校との連携 

○ 加納中教師による授業の実施 

○ ６年生の加納中学校訪問 

（上記の２つについて令和４年度は検討中） 

○ 加納小・中学校合同学校運営協議会の開催（年３回） 

○ 加納小児童会、加納中生徒会合同あいさつ運動 

○ 加納中学校生徒の社会体験チャレンジの受入れ 

 

 

 

県立桶川高等学校との連携                       

○ 「加納小やる気ワクワク週間」（８月最後の週）を設定 

桶川高校に学習ボランティアを募り、高校生が児童の         

学習サポートの実施（令和４年度実施予定） 

○ 桶川高校陸上部による桶川市小学校体育大会練習での   

実演および児童への指導                    

○ 桶川高校サッカー部とミニサッカークラブの交流     

            

                  

 

豊かな体験活動                     

○ 学校の敷地北側の「学校ファーム」での栽培作物 

ミニトマト 、きゅうり 、大豆 、じゃがいも、 

さつまいも 、大根  、アブラナ など  

○ 学区内の用水路でのザリガニ釣り（２年生生活科） 

○ 異学年の縦割り活動で遊ぶにこにこタイムの実施 

 

合同あいさつ運動の様子 

２年生 ザリガニ釣りの様子 

桶川高校生による陸上練習指導 

だいおうまつくん 
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学校名：桶川市立川田谷小学校 

所在地：桶川市川田谷４２１３番地 

校 長：須 田  肇 

教 頭：岡 安  栄一 

 

 

（１）学校教育目標 

   「自主的・主体的にやりぬく子」 

〇 かしこい子  〇 思いやりのある子  〇 たくましい子 

 

（２）特色ある教育活動 

「学校課題研究 道徳教育を要として」 

令和４年度から３年間、桶川市教育委員会、桶川市

教育研究会の委嘱を受け、研究主題を「主体的に判断

し、よりよい人間関係を築くことができる児童の育

成」とした。児童が自ら主体的に考え、判断し、行動

できること及び相手のことを思いやり、互いに理解

しながらよりよい人間関係を築けることを目標に研

究している。 

 

「開かれた学校づくりの推進」 

本校はコミュニティ・スクールとして、地域に根差

し、開かれた学校づくりの推進を図っている。学校運

営協議会委員を、学校応援団を中心に構成すること

で、校地内外の環境整備や、学習支援、地域防犯パト

ロールや登下校の児童の見守り活動等の充実を図

り、児童が安心・安全に学校生活を送れるようにして

いる。また、近隣の幼稚園や中学校、高等学校との交

流も行っている。 

 

「心の教育・安全教育の充実」 

本校は、めざす学校像を「笑顔とあいさつ、学びが

あふれるきれいな学校」とし、教育活動を通して「優

しい心、感謝する心をもった思いやりのある子」の育

成を推進している。また、校内において「右側通行・

一時停止」を徹底することで、校外での交通安全への

意識の向上を図っている。さらに、１・３・５年生の

交通安全教室に加え、４年生では、自転車免許講習を

実施し、安全教育の充実を図っている。 
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学校名：桶川市立桶川西小学校 

所在地：桶川市下日出谷８３６番地の１    

校 長：矢 澤  等 

教 頭：田 嶋  貴 子 

 

 

（１）学校教育目標 

   ・かしこく・・・・・自ら考える子              

   ・ゆたかに・・・・・思いやりのある子       

             進んではたらく子 

   ・たくましく・・・・つよい心と体をもつ子         

西子ちゃん 

（２）特色ある教育活動  

昭和４３年に開校した桶川西小学校は、今年度、

開校５５年目を迎えた。 

桶川市の中心からやや南西部に位置し、「子供、

保護者、地域に信頼される学校づくり」を目指して

いる。教職員は児童一人一人の努力や成長を認め、

公平に接し、常に研修に励み、心豊かな児童の育成

に取り組んでいる。 

                                                     

桶川西小学校では、令和３年度より桶川市教育委員

会の委嘱を受け、「国語科における豊かな表現力の育

成～思いや考えを伝え合う活動を通して～」を研究主

題に取り組んでいる。 

社会の状況の変化に応じ、個の能力の伸長や知識の

習得だけではなく、未知の状況にも対応できる思考

力・判断力・表現力等の育成が求められている。 

本校では表現力の育成に焦点を当て、今後の社会に適応できる「表現力」を身

に付けた子供の育成を目指している。 

 

桶川西小学校では、思いやりの心を育てることを

目指して、１～６年生までの子供たちが一緒になっ

て活動し、交流を深めている。「なかよし時間」や

「西っ子フェスティバル」では、高学年の子供たち

は遊びを考えたり、準備や進行をしたりすることで

リーダー性を養い、低学年の子供たちは感謝の心を

もつことができる。 
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学校名：桶川市立桶川東小学校 

所在地：桶川市坂田西１丁目７番地の１ 

校 長：杉 田  勝 弘 

教 頭：清 水  雅 一 

 

 

（１）学校教育目標 

『～未来へはばたけ けやきっ子～ あかるく かしこく たくましく』 

 

（２）特色ある教育活動 

 桶川市の中央、国道１７号線の東側に位置し、開校４４年目の学校である。周辺は

区画整理事業に伴う住宅地の増加により、児童数にも増加傾向が見られる。 

本校は、「児童が輝き 保護者・地域が輝き 職員が輝く学校」を目指し、「和の学

校・なかよしの学校」の醸成に地域と一体となって取り組んでいる。 

今年度も目指す学校像である「先生大好き・友だち大好き・学校大好き 桶川東小

学校」を掲げ、教職員が一丸となり教育活動に取り組んでいる。地域住民は協力的で、

学習ボランティアを始め、環境・安全・図書ボランティアなど積極的に学校応援団活

動を展開してくれている。 

 

徳 人の気持ちを考える子（あかるく） 

 本校では、運動会の色別やなかよし時間の設定など、異

年齢集団での活動を重視している。また学校公開日には道

徳の授業等を保護者に公開し、共に人の気持ちを考えられ

る児童の育成に努めている。 

 
 

知 進んで学ぶ子（かしこく） 

本校では、令和４年度より学校課題研究として、基礎・基

本的な学力の確実な定着、算数科における教師の指導技術

の向上と児童の学力の向上を図るための授業づくりの推進

による「学力向上」の研究を行っている。今年度は、この研

究の１年目である。 
 
 

体 本気でがんばる子（たくましく） 

 本校では、体育の時間において「単元毎に体力向上に有

効な指導法の工夫」を行い、児童の体力向上に努めている

例年、新体力テストの結果を分析し、各学年の体力の傾向

を見極め、体力向上に必要な運動を、日々の授業に取り入

れるなどの工夫も行っている。 

。 
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② ２年生：生活科『めざせ、野菜作り名人。』

において栽培・収穫体験 

学校応援団の環境ボランティアさんにご

協力をいただき、野菜の栽培や収穫を体験す

る。学校ファームを活用し、ミニトマトをは

じめ、ジャガイモやダイコンなど、それぞれ

の野菜に合った栽培方法を学び、栽培から収

穫までを体験する。 

 

① ４～６学年：算数科の学習における 

少人数授業の実施 

 ４年生から６年生までの算数の学習で

は、２学級を３～４つのグループに分け、

少人数・習熟度別の学習を展開している。

１つのグループの人数を少なくすること

で、よりきめ細かな学習支援が可能となり、

児童の「数学的に考える資質・能力」の育成

をより確かなものにしている。 

 

③ 全学年：児童会活動で取り組んでいる

『あいさつ運動』 

 児童会や各学級単位で登校時に実施。全

校児童があいさつをする側、される側を体

験し、あいさつの重要性を再確認。自ら積

極的にあいさつができる児童の育成を目指

して取り組んでいる。 

 

学校名：桶川市立日出谷小学校 

所在地：桶川市上日出谷８８５番地 

校 長：閑 野  千 鶴 

教 頭：恩 田  誠 

 

 

（１）学校教育目標 
   

『明日をつくる日出谷の子』 

  

      

（２）特色ある教育活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかる瞳 でっかい夢 やりぬく力 

が育つ日出谷小学校 
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学校名：桶川市立朝日小学校 

所在地：桶川市朝日２丁目１８番１号 

校 長：内 田  則 子 

教 頭：寶 田  一 聡 

 

 

（１）学校教育目標 

   「思いやりのある子 進んで学習する子 たくましい子」 

 

（２）特色ある教育活動 

 

 令和２年度より「互いの思いを認め合い、自信

をもって表現する朝日っ子」を研究主題として学

校課題研究をスタートし、本年で３年目、本発表

の年を迎える。副題として「気持ちを伝え合う力

を育てる特別活動の工夫・改善」を掲げ、「話す・

聞く・認める」活動を充実させてきた。児童の自

己有用感の向上を目指していく。 

 

 

 異学年との交流を通して思いやりの心を育て

るため、縦割り活動（なかよし班）を行っている。

コロナ禍となってからは例年のあさひっ子まつ

りを見直し、感染拡大防止策を講じて、校庭で「あ

さひっ子クイズ大会」を行った。なかよし班で、

児童会が出題するクイズを協力して解決する姿

から、コロナ禍の教育活動の中でつながりの大切

さを再確認している。 

 

 

 令和３年度より新たに導入された１人１台端末を

活用し、学校としてオンラインでの朝会や集会など

を、年度当初から行ってきた。対面とオンラインの

両方の良さを生かし、コロナ禍前の学習で得られて

いた教育的効果に加え、行事時間の短縮などの新し

い成果があがった。本年はデジタルドリルを運用し、

児童の課題に応じた個別最適の学習を推進している。 
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学校名：桶川市立桶川中学校 

所在地：桶川市泉１丁目５番１０号 

校 長：肥 土  耕 一 

教 頭：小 野  大 雄 

 

（１）学校教育目標 

「学ぼう未来へ 育てよう心と体」 

 

（２）特色ある教育活動 

  

 

 

 

【ゲストティーチャーによる授業】 

授業に地域の方などを講師として迎え

専門的な内容を体験的に学んでいる。普

段の授業とは違った内容を講師から学ぶ

ことで、生徒の意識を高め、学んだ内容

を日常生活や進路へとつなげていくこと

がねらいである。 

【全校二者面談】 

学期に一度、学級担任による放課後の

二者面談を実施。学校生活や進路につい

ての相談、人間関係の悩み等を確認し、

問題の早期発見やその後の迅速な対応に

つなげることがねらいである。生徒との

信頼関係を深める機会となっている。 

 

【ＩＣＴを積極的に活用した授業】 

１人１台端末を積極的に活用した授業

を実践している。学級活動での意見を生

徒が端末に入力し、意見をまとめたり、

教員の作成した教材を大型モニターで提

示して視覚化し、理解を深めるなどの活

用をしている。 
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学校名：桶川市立桶川東中学校 

所在地：桶川市末広３丁目１９番２８号 

校 長：家 德  丈 夫 

教 頭：杉 原  美 和 

 

（１）学校教育目標 

○明るいあいさつ   ○輝くひとみ   ○みなぎる力 

学ぶ意欲と豊かな人間性にあふれ、進んで心と体を鍛える生徒の育成 

変化・発展する社会の中で自主・自立できる生徒を育成するために 

生徒一人一人の可能性を見いだし、よさを伸ばす教育を推進する。 

（２）特色ある教育活動 

① 生徒のよさを伸ばし、地域と協働して愛校心を高める。 

 生徒のよさを認め、伸ばす教育を目指し、互いに認め合う集団に育てる。 

・ＴＴ指導や習熟別指導を積極的に取り入れ、生徒が 

主体的に学習活動を見通して振り返り、課題を解決し 

ようとする学習指導を充実させる。 

・ＩＣＴを効果的に活用した授業実施を工夫し、職員間 

で共有を図る。 

→ 一人一人の学力が向上し、基礎的基本的な  

知識技能が定着する。各種学力調査では県平均を超えることができる。 

 

平成３１年度～令和４年度桶川市教育委員会・桶川市教育研究会委嘱研究 

研究主題「『できた、わかった、楽しい』を味わわせる学習指導の質的改善」 

     ～主体的・対話的で深い学びを通して～ 

 

② 豊かな心を育成するための諸活動 

「歌声響く東中」 

ふるさと桶川を愛し、母校に誇りをもつ東中 

の生徒は、大きな声で校歌を歌う。 

「進んであいさつのできる東中」 

進んで 気持ちのよいあいさつができる。 

あいさつは人より先に、を実践する。 

 

③ 健やかな体を育む行事・部活動 

・伝統ある体育祭:縦割りの応援合戦など、 

全校生徒が一丸となって活動する。 

・活気に溢れた部活動:意欲的に練習し、毎年  

多くの部活が県大会に出場している。 

( 令和３年度県大会出場種目―剣道、陸上、 

水泳、新体操、吹奏楽 ) 

《授業》「主体的・対話

的・深い学び」へ 

《校内音楽会》 

歌声が響く 

 

《生徒総会》 

リモート配信 



 

30 

 

学校名：桶川市立桶川西中学校 

所在地：桶川市川田谷３６８０番地の１ 

校 長：礒 田  輝 昭 

教 頭：竹 花  功 

 

（１）学校教育目標  

「志をもち 自ら学ぶ 健康でたくましい生徒」 

目指す学校像「きれいな環境の中で豊かな心と豊かな学びがある学校」 

 

（２）特色ある教育活動 

① きれいな環境 

生徒・教職員・保護者が連携して美しい環境づくりに勤しんでいる。生徒会（環

境委員会）の主催によるＺＩＰ（Zero Ivy Project）活動や学校応援団（桶川西中

サポーターズ）による環境整備活動を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

         ＺＩＰ活動             桶川西中サポーターズ（ＯＷＳＵＰ！） 

 

② 豊かな学び 

学校課題研究「主体的・対話的で深い学びによる学

習活動の充実」～ＩＣＴの活用を取り入れた授業実践

を通して～（令和３年度～５年度）を受け、「令和の

日本型学校教育」における主体的、対話的で深い学び

を推進している。 

 

③ 安心・安全な学校の実現 

生徒自身が、自らの危険を予測し、自ら考え、実行

する力を養うため、「ショート避難訓練」を実施して

いる。１１月に「避難訓練週間」を設け、生徒への予

告なしで期間中に４回、第 1次避難のみを実施する。

清掃時間や休み時間等、いろいろな場面設定をするこ

とで、状況に応じた避難の仕方を身に付けさせている 。 
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学校名：桶川市立加納中学校 

所在地：桶川市加納１２７９番地 

校 長：相 澤  仁 志 

教 頭：増 田  公 之 

 

（１）校訓     「自主の風」 

学校教育目標 「きらめく心 光る汗」 

 

 

（２）特色ある教育活動 

３年生による新入生校内巡り 

  ３年生が班ごとに新入生を案内します。異年齢

交流により、望ましい上級生、下級生の関係作り

につながります。また、上級生としての自覚が芽

生え学校を引っ張る意識が高まることが期待で

きます。コロナ禍で昨年まで実施できませんでし

たが、今年度は実施することができました。 

 

 

学校課題研究 
「対話を通してより良い生き方を考えることができる生徒の育成」 

今年度は道徳教育の研究を進めて３年目とな

ります。自己を見つめ、物事を多面的・多角的に

考え、自己の生き方についての考えを深める学習

を通して、生徒の道徳的な判断力、心情、実践意

欲の育成を目指した研究の発表を行います。 

  

オンライン学習サービスの導入 

  新たな学力向上対策として、令和４年度から全

校で導入をしました。昨年度全校生徒に１人１台

端末が導入されたことに伴い、より有効に活用す

るための取り組みです。今後は授業や定期テスト

前の朝自習の時間を活用し、学習補助の取り組み

を行っていきます。 

  

学校応援団による除草作業 

  校内の美化や整備を目的に年間４回、学校応援

団による校庭の除草作業、教室のペンキ塗りなど

を行っています。今年度は、体育祭前の５月にＰ

ＴＡや地域の方のご協力により、除草作業を行い

ました。加納中学校がさらにきれいになるよう、

部活動担当にも働きかけ、今後も計画的に実施し

ていきます。 

 

 

 

 

 



■令和3年度

令和3 4 . 22

5 . 7

5 . 7

5 . 7

5 . 18

5 . 25

5 . 28

6 . 24

7 . 5

7 . -

7 . 12

7 . 21

7 . 29

8 26

9 2

9 . 28

10 . 26

11 18

11 . 22

12 . 23

令和4 1 . 11

1 27

2 . 2

2 17

3 15

3 24

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内小・中学校の行事の開催時期や方法を変更しました。

4 8 小中学校入学式 児童生徒及び教職員、保護者（各家庭1名）のみで実施

5 22 小学校運動会 実施（規模は学校により異なる）

中学校体育祭

3 15 中学校卒業証書授与式 生徒及び教職員、保護者（各家庭1名）のみで実施

3 24 小学校卒業証書授与式 児童及び教職員、保護者（各家庭1名）のみで実施

教育委員会第3回定例会 桶川市役所

成人式典 桶川市民ホール

教育委員会第1回定例会 桶川市役所

埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会【書面会議】

東京農業大学連携事業調整 東京農業大学

桶川市役所

桶川市役所

教育懇談会 桶川小学校

教育委員会第11回定例会

総合教育会議 桶川市役所

桶川市役所

教育委員会第12回定例会 桶川市役所

市町村教育委員会オンライン協議会第1回（文部科学省主催） ＊＊＊＊＊

市町村教育委員会オンライン協議会第2回（文部科学省主催）

埼玉県市町村教育委員会連合会総会【書面会議】 本庄市

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会【書面会議】 千葉県市原市

桶川市役所

さいたま市

上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会県外視察研修【中止】 ＊＊＊＊＊

教育委員会第6回定例会

年　月　日 件　名

教育委員会第4回定例会

教育委員会第5回定例会

場　所

上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会理事会及び定期総会【書面会議】 伊奈町役場

桶川市役所

埼玉県南部地区教育委員会連合会総会【書面会議】 和光市

桶川市役所

9月18日に実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため延期

その後、学校ごとに実施（規模は学校により異なる）

点検評価教育委員ヒアリング 桶川市役所

教育委員会第7回定例会 桶川市役所

桶川市役所

教育委員会第8回定例会 桶川市役所

教育委員会第9回定例会

教育委員会第2回定例会

教育委員会第1回臨時会

＊＊＊＊＊

教育委員会第10回定例会 桶川市役所

６ 教育委員の主な活動記録
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◆道徳科を要とした道徳教育の

充実 

◆学校における人権教育の推進 

◆心豊かな児童生徒の育成を目

指す生徒指導の推進 

◆教育相談の充実といじめ・不登

校の未然防止のための組織的

取組の推進 

◆共生社会の形成を目指した特

別支援教育の推進 

 

◆「主体的・対話的で深い学

び」の視点からの授業改善

と各教科等における「指導

と評価の一体化」の推進 

◆一人一台端末等のＩＣＴ

を効果的に活用した授業

実践 

◆T.T.や教育指導補助員の活

用による個に応じた、きめ

細やかな授業支援の推進 

 

◆体力向上を目指した学校

体育の充実 

◆プール民間委託等外部の

専門的な指導方法を取り

入れた体育授業の推進 

◆食育を通した健康教育の

推進 

◆家庭・地域と連携した安

全教育・安全管理の推進 

 

◇生徒指導重点校     桶川東中・桶川西中  ◇コミュニティ・スクールの推進 全小・中学校 

◇プール民間委託モデル校 桶川東中・桶川西中 

桶川市教育委員会・桶川市教育研究会委嘱研究 本年度本発表 
・日出谷小 １０月２８日(金)【学力向上】教師がときめき 児童がきらめく 授業づくり 

・朝 日 小 １１月１０日(木)【特別活動】互いの思いを認め合い、自信をもって表現する朝日っ子 

～気持ちを伝え合う力を育てる特別活動の工夫・改善～ 

・桶川東中 １１月１８日(金)【学習指導】「できた、わかった、楽しい」を味わわせる学習指導の 

質的改善～主体的・対話的で深い学びを通して～ 

・加 納 中 １０月２５日(火)【道徳教育】対話を通してより良い生き方を考えることができる生徒 

の育成 

７ 令和４年度 桶川市学校教育プラン 

 
  

 



〇自らの生き方を考え主体的に進路を選択すること
ができるよう、進路指導・キャリア教育の充実を図る ○ キャリア形成を促進するキャリア・パスポートの活用と蓄積の研究

○ 児童生徒理解に基づく進路指導・キャリア教育の推進

生徒指導 ○ 基本的な生活習慣の育成と生き甲斐のある学校生活の実現

〇心豊かな児童生徒の育成を目指す
心豊かな児童生徒の育成を目指す生徒指導の推
進（Ⅱ）
いじめ・不登校の未然防止の推進（Ⅱ）

○
全教職員の共通理解に基づいた校内指導体制の確立と積極的
な生徒指導の推進

○ 小・中連携を始め、家庭・地域社会、諸機関との連携の推進

○
各種調査（学力・学習状況調査等）結果の分析を活用した学力向
上の取組の充実

○ 児童生徒一人一人のよさや可能性を伸ばす指導の工夫

○
特別な教育的支援を必要とする児童生徒一人一人に応じた指導
や支援の実践

進路指導・キャリア教育 ○
全教職員による協力的指導体制の整備と系統的・組織的なキャリ
ア教育の推進

〇生きる力を育む授業の創造を目指す
主体的・対話的で深い学びの実現の推進（Ⅰ）
ICTを効果的に活用した授業実践（Ⅰ）

学習指導 ○ 各教科・領域における指導と評価の一体化

○ 外国語教育・ICT教育の推進

学校経営 ○ 学校教育目標の具現化

○
地域や各学校、児童生徒の実態に即した教育課題の明示とそれ
を解決するための創意工夫のある教育課程の編成と実施、評価

　　　　　　　　　　　基本目標　　Ⅰ　確かな学力の育成と質の高い教育環境の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ　豊かな心の育成と人権意識の高揚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ　健やかな体の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅳ　家庭・地域の教育力の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅴ　生涯にわたる学びとスポーツの支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅵ　伝統文化・芸術の振興と文化財の保存・活用の推進

〇学校教育目標の実現を目指した全教職員が相
互に協力する教育活動を積極的に展開する
小・中学校９年間を見通した一貫性のある学校教
育の推進（Ⅰ）
学習環境の整備・充実（Ⅰ）
教職員の資質能力の向上（Ⅰ）
学校運営協議会・学校応援団の充実（Ⅳ）

桶川市教育行政基本方針の基本理念　「生きる力を育み未来へはばたく桶川の教育」

○ 全教職員の協力体制の確立

○ 研修の充実と指導力の向上

○ 学校運営協議会を通した地域社会との積極的な連携・協力

学級経営 ○
学校の教育目標の実現を目指し、創意工夫を生かした学級経営の
推進

〇児童生徒理解を深め、信頼関係や好ましい人間
関係を育てるとともに、魅力ある学級づくりに努める ○

児童生徒一人一人が様々な活動に自主的、実践的に取り組む学
級経営の推進

○ 児童生徒の発達を踏まえた計画的・継続的な評価の実践

○ 児童生徒一人一人に応じた指導の充実

８ 令和４年度 桶川市教育委員会 学校教育 指導の重点・努力点
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〇児童生徒が抱える悩みや不安などを解消するた
めに本人又は保護者などへの支援を通じて、より
よい人格の形成を図る
いじめ・不登校の未然防止の推進（Ⅱ）

〇人権問題を正しく理解し、人権感覚を身に付け、
様々な人権課題を解決しようとする児童生徒を育
成する
学校教育における人権教育の推進（Ⅱ）

○ 家庭・地域社会・関係機関等と連携した取組の実践

人権教育 ○ 全教職員の共通理解に基づく推進体制の確立

○
児童生徒の発達段階を踏まえた全体計画や指導計画に基づく着
実な実践

○
指導内容・指導方法の工夫・改善と「人権感覚育成プログラム」の
活用

〇生涯にわたって心身ともに健康で安全な生活を
主体的に実践できる児童生徒を育成する
食育を通した健康教育の充実（Ⅲ）
家庭・地域と連携した安全教育・安全管理の推進
（Ⅲ）

○ 食に関する正しい知識と望ましい食習慣の形成

健康教育 ○
健康の大切さを認識し、健康課題を解決するための資質・能力の
育成

○
自他の生命を尊重し、自他の安全に配慮し行動できる資質・能力
の育成

○ 感染症対策の徹底と心のケアの推進

○ 各種調査結果の分析を活用した児童生徒理解の推進

体育 ○
心と体を一体としてとらえ、児童生徒一人一人が運動の楽しさや
喜びを味わえる指導の実践

〇健やかな体と豊かな心をもった児童生徒を育成
する
体力向上を目指した学校体育の充実（Ⅲ）
外部の専門的な指導方法を取り入れた体育授業
の推進（Ⅲ）

○ 体力向上を目指した体育的活動の実践

○ 体育施設・設備の整備と事故防止の徹底

学校教育相談 ○ 学校教育相談体制の充実（さわやか相談員、スマイル相談員、Ｓ
Ｃ、ＳＳＷの配置、教育センターの運営、適応指導教室の運営、
特別支援教育との連携）

○ 学校教育相談の積極的推進（不登校児童生徒の登校支援）

○ 相談機関等との連携

特別活動 ○ 学校の創意工夫を生かした指導・評価計画の活用と改善

〇様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、
集団や自己の課題を解決することを通して、資質・
能力を育成する。

○ 学級や学校での生活をよりよくするための学級活動の推進

○ 学校行事の（感染症対策を含む）実施方法の検討と精選

総合的な学習の時間 ○ 地域や学校、児童生徒の実態等に応じた全体計画の作成・改善

〇自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的
に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育
成する

○ 指導と評価の計画の改善・充実に向けた組織的・計画的な取組

○ 保護者や地域の人々の教育力を活用した体制づくりの推進

道徳教育 ○
道徳教育の重点目標を明確にした全体計画の活用による、意図
的、計画的な教育活動の充実

〇自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動
し、よりよく生きるための基盤となる道徳性を育成
する
豊かな心を育む教育の推進（Ⅱ）
道徳科における指導と評価の一体化の推進（Ⅱ）

○
「規律ある態度」をはじめとする基本的な生活習慣や社会生活上
のきまり、基本的なモラルの育成に関わる指導の充実

○
道徳科を要とし、教育活動全体を通じた関連的、発展的な指導の
充実
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〇主体的に生きる力を育むため、学習活動の中で
のICTの効果的な活用により、子供達の情報活用
能力の育成をする
時代の変化に対応する教育の推進（Ⅰ）

情報教育 ○ 各教科等の特質に応じた、適切な学習場面でのICT活用の推進

○
誰一人取り残すことのない個別最適化された学びを支援するICT
活用の推進

○
児童生徒が情報社会での行動に責任を持ち、情報を正しく安全に
利用するための情報モラル教育の推進

○ 研修の充実と指導力の向上

国際理解教育 ○ 外国語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の向上

〇グローバル化に対応する人材の育成を推進する
○ 外国人児童生徒、帰国児童生徒の支援

○ 日本や地域の伝統や文化等の認識を深める教育の推進

特別支援教育

○ 交流及び共同学習の実施

○

学校図書館教育 ○ 学校図書館の利用を位置付けた指導計画の作成

〇学校図書館の利用に必要な基礎的な知識や方
法の習得及び自発的な学習の態度の育成に努める ○ 学校図書館を利用した学習の充実、情報活用能力の育成

○ 市内各図書館と連携した子供読書活動の推進

男女平等教育 ○ 教育活動全体を通した組織的・継続的な指導の推進

〇児童生徒一人一人が個性や能力を発揮して、自
らの意思により行動できるよう、男女平等の意識を高
める教育を推進する

○ 発達段階に応じた指導内容・指導方法の工夫・改善

○ 家庭や地域社会との連携

ボランティア・福祉教育 ○ 発達段階に即したボランティア活動・福祉体験の実践

〇社会福祉への関心と理解を深め、互いに支え合
い、豊かに生きていこうとする心と態度を身に付ける ○ 学校や地域の実態に即したボランティア活動・福祉教育の推進

環境教育 ○ 全体計画・年間計画に基づいた指導の充実

〇環境を大切にする心と主体的に行動できる能力
や態度を育てる ○

持続可能な社会の実現のため、環境を守ろうとする心と態度の育
成

○ 地域の自然環境や社会環境等を生かした環境教育の推進

適切な就学相談の充実

○
児童生徒一人一人の実態に応じた教育的支援の充実（ことばの教
室・通級指導教室）

○ 特別支援教育推進を図る校内支援体制の充実

〇個別の教育的ニーズを把握し、一人一人の可能
性を伸ばす教育を推進する
○社会の形成を目指した教育を推進する
共生社会を支える特別支援教育の推進（Ⅰ）
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主な教職員研修会、児童生徒向け行事 

〈確かな学力を育む〉 

担 当 課 事   業   名 目  的  ・  内  容 参加対象者 予定期日 

学校支援課 初任者育成授業研修会 

桶川市及びに桶川市の教育について理解を深める

とともに授業実践を通し、資質・指導力の向上を図

る。 

初任者教員 １・３学期 

学校支援課 ＩＣＴ機器活用研修会 
ＩＣＴ機器を活用した授業や校務での事例、情報モ

ラル教育の実践事例などの実践的な研修を行う。 
情報教育主任 11月実施 

学務課 
臨時的任用・任期付 

教職員・研修会 

小・中学校の臨時的任用教職員を対象に資質向上と

教職員事故等の防止を目的として、服務と学習指導

等についての研修を行う。 

臨時的任用・ 

任期付教職員 
年  間 

学校支援課 わくわく科学体験教室 

科学教育の振興と普及を図るため、児童を対象に、

科学への興味関心を高める科学的な体験を実施す

る。 

小学校４～６年生の児童 ７月下旬 

学校支援課 航空体験学習 
空に対する憧れや科学する心、自然に親しむ心を醸

成する。 
小学校４～６年生の児童 １０月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

桶川市青少年文化活動 

奨励顕彰 

青少年の文化芸術活動に対する意欲の高揚を図る

ため、日ごろの文化芸術の分野における活動におい

て顕著な活動をした人にその功績を讃える。 

小・中学生・高校生 １１月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

令和４年度子ども大学 

あげお・いな・おけがわ 

子供の学ぶ力や生きる力の向上と、大学や市町村、

企業・団体等の連携による地域の教育力向上を図る

ため、大学のキャンパス等を会場に大学教授や地域

の専門家が、子供の知的好奇心を刺激するような講

義を行う。 

小学校５～６年生の児童 ６月～９月 

〈〈〈豊豊豊かかかななな心心心ををを育育育むむむ〉〉〉 

担 当 課 事   業   名 目  的  ・  内  容 参加対象者 予定期日 

学校支援課 
豊かな人間性を育む 

道徳教育研修会 

よりよく生きるための基盤となる道徳的な判断

力、心情、実践意欲、態度などの道徳性を養うた

め、考え議論する道徳科授業の工夫や全教育活動

を通した取組の充実を図る。 

道徳主任 

道徳教育推進教師 
７月下旬 

学校支援課 

様々な人権課題について

の理解を深める人権教育

研修会 

人権教育担当者研修会 

人権課題を正しく理解し、人権意識の高揚を図

る。 

人権教育主任 

社会科主任等 
７月下旬 

管理職等人権教育研修会 

人権教育を推進する上での管理職等の役割につ

いての認識を深め、実践力を高める。 

教頭・教務主任等 ２月 

学校支援課 
生徒指導・教育相談 

中級研修会 

生徒指導・教育相談の校内の推進者として力量を

高め、積極的に寄与できる実践力の向上を図る。 
初級修了者から希望者３名 

８月１日（月） 
  ２日（火） 
  ３日（水） 

学校支援課 
生徒指導担当者 

連絡協議会 

いじめ等の生徒指導上の課題について情報共有

をするとともに、いじめの未然防止や早期解決に

向けた取組について研修を行う。 

生徒指導主任等 ６月、８月、１０月 
１月、２月 

学校支援課 
不登校対策プロジェクト

リーダー連絡会議 

不登校の児童生徒の社会的自立に向けて情報共

有を図り、対応について研修を行う。 
教育相談主任等 ５月、７月、１０月 

２月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

「私たちの主張」 

作文コンクール 

青少年が日ごろ考えていることを作文にして発

表することにより、広い視野で物事を考える力を

養うとともに、自分自身を見つめ直す機会とす

る。 

小学４～６年生の児童 

中学生 
９月 

９ 令和４年度 桶川市教育委員会事業計画 
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生涯学習・ 

スポーツ推進課 

「家庭の日」 

ポスターコンクール 

親子や家族のふれあい、地域の暮らしをテーマに

したポスターを募集し、よりよい家庭環境づくり

について市民の自覚を高め、家庭や地域社会の持

つ機能を再認識してもらい、青少年健全育成を推

進する契機とする。 

小・中学生 ９月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

桶川市立集会所夏休み 

子供教室 

市内の小学生の交流を図り、体験活動や人権学習

を通じて人権意識の高揚を図るとともに、心豊か

な子供を育てる。 

小学生 ７月・８月 

〈健やかな体の育成〉 

担 当 課 事   業   名 目  的  ・  内  容 参加対象者 予定期日 

学校支援課 給食指導研修会 

「生きる力」を育む「食育」の指導方法について

の理解を深め、子供たちの発達に応じた指導力の向

上を図る。 

給食指導担当教員 ８月 

学校支援課 学校保健研修会 
子供たちの心身の健やかな成長に寄与できる資

質の向上を図る。 
養護教諭 各学期 

学校支援課 体力向上研修会 

具体的な目標を定めて児童生徒の体力向上を目

指し、体力づくり活動やその指導方法等の内容の

充実を図る。 

体力向上推進委員 ７・１２月 

学校支援課 桶川市小学校体育大会 
運動に対する興味関心を高めるとともに運動技

能の向上と市内小学校の親睦を図る。 
小学校６年生の児童 

１０月１２日（水） 
予備日１４日（金） 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

親子ふれあいウォーク 

（川田谷地区・加納地区） 

親子で行うウォーキングを通じて、親子のふれあ

いや信頼感等を高めていく機会とし、青少年の健

全育成を推進する。 

小・中学生、保護者 １０月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

おけがわスポーツ 

フェスティバル 

様々なスポーツを体験してもらえる市民参加型

のイベントを開催し、市民の誰もがスポーツに親

しめる場を提供する。 

市内在住、在勤 

または在学する人 
１１月中旬 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 
オケちゃん駅伝競走大会 

未来ある子供たちに走ることの楽しさやチーム

ワークの大切さを学んでもらえるように開催す

る。 

小学生 ２月中旬 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 
桶川市スポーツ功労顕彰 

桶川市のスポーツ推進及び競技力の向上を図る

ため、全国大会、関東大会またはこれらに準ずる

大会に出場し、優秀な成績を収めた人を顕彰し、

その功績を称える。 

市内在住、在勤、 

または在学する人 
１１月上旬 

学校支援課 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

西武ライオンズ連携事業 

（体育事業支援） 

西武ライオンズＯＢが、小学校を訪問し、野球を

通した体育授業支援・運動支援を行う。 
市内小学校教諭 未定 

〈生きる力を育成する学校づくりの推進〉 

担 当 課 事   業   名 目  的  ・  内  容 参加対象者 予定期日 

学校支援課 教育講演会 
全教職員を対象に講演会を実施し、資質の向上を

図る。 
全教職員 ８月２３日（火） 

学務課 学校経営・運営研究協議会 よりよい学校経営・運営のための研修を行う。 校長・教頭・主幹教諭 １０月 

学務課 
学校運営協議会（CS） 

連絡協議会 

学校運営協議会の質の向上を図るため、各協議会

の代表者等が集まり情報交換・協議を行う。 
各協議会の代表者 ６月 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 
桶川市放課後子供教室 

子供たちが地域社会の中で心豊かで健やかに育

まれる安全かつ安心な居場所づくりを目的とし、

市内各小学校の施設を使用して学習活動、体験活

動等を行う。 

小学生 ５月～翌年３月 

 



■学校教育施設の概要

小学校（７校） （単位：㎡）

屋内運動場 プール

学校名 全体面積 運動場面積 鉄筋コンクリート造 鉄骨その他 面　　　　積

桶 川 小 学 校 23,830 16,822 7,553 86 1,003 有

加 納 小 学 校 22,444 14,549 5,022 88 960 有

川田谷小 学校 19,548 12,690 3,807 229 926 有

桶川西小 学校 22,325 10,311 6,372 75 960 有

桶川東小 学校 18,094 9,651 6,441 21 963 有

日出谷小 学校 22,377 8,740 4,861 38 933 有

朝 日 小 学 校 16,194 7,808 4,579 20 878 有（屋上）

計 144,812 80,571 38,635 557 6,623

中学校（４校） （単位：㎡）

屋内運動場 プール

学校名 全体面積 運動場面積 鉄筋コンクリート造 鉄骨その他 面　　　　積

桶 川 中 学 校 30,058 15,625 5,903 56 1,224 有

桶川東中 学校 24,826 16,392 6,779 85 1,123 有

桶川西中 学校 33,673 16,288 6,694 487 1,204 有

加 納 中 学 校 29,782 21,683 5,923 82 1,241 有（屋上）

計 118,339 69,988 25,299 710 4,792

学校敷地 校　　　　舎

学校敷地 校　　　　舎

１０ 教育施設概要及び統計等
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■令和４年度桶川市立小・中学校児童・生徒数及び学級数一覧 
（令和４年５月１日現在） 

 学年 

学校名 

 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合 計 

桶川小学校  

児 童 数 
９１ 

(２) 

９２ 

(２) 

９１ 

(１) 

１１８ 

(２) 

１０７ 

(４) 

１１０ 

(４) 

６０９ 

(１５) 

学 級 数 
３ ３ ３ ３ ３ ３ ２１ 

 (３) 

加納小学校  

児 童 数 
４６ 

 （１） 

５８ 

（１） 

４９ 

(２) 

５５ 

（５） 

６４ 

（１） 

４３ 

（１） 

３１５ 

(１１) 

学 級 数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ １４ 

 (２) 

川田谷小学校 

児 童 数 
３５ 

（０） 

２９ 

（２） 

３９ 

(０) 

３０ 

（０） 

５４ 

（０） 

３５ 

（１） 

２２２ 

(３) 

学 級 数 
１ １ ２ １ ２ １ １０ 

 (２) 

桶川西小学校 

児 童 数 
１０７ 

(１) 

１３９ 

(３) 

１２２ 

(２) 

１２０ 

(０) 

１２１ 

(３) 

１１３ 

(１) 

７２２ 

(１０) 

学 級 数 
４ ４ ４ ３ ３ ３ ２３ 

 (２) 

桶川東小学校 

児 童 数 
１２９ 

（１） 

１４５ 

（２） 

１３４ 

(０) 

１４２ 

(２) 

１２２ 

（０） 

１３９ 

（２） 

８１１ 

(７) 

学 級 数 
４ ５ ４ ４ ４ ４ ２７ 

(２) 

日出谷小学校 

児 童 数 
７６ 

（２） 

７７ 

（１） 

７８ 

(１) 

７９ 

(２) 

８０ 

（３） 

７５ 

（１） 

４６５ 

(１０) 

学 級 数 
３ ３ ３ ２ ２ ２ １８ 

(３) 

朝日小学校  

児 童 数 
５９ 

（０） 

７１ 

（１） 

６６ 

（０） 

６８ 

（２） 

７５ 

（０） 

６３ 

（０） 

４０２ 

(３) 

学 級 数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ １４ 

(２) 

小   計 

児 童 数 
５４３ 

(７) 

６１１ 

(１２) 

５７９ 

(６) 

６１２ 

(１３) 

６２３ 

(１１) 

５７８ 

(１０) 

３，５４６ 

(５９) 

学 級 数 
１９ ２０ ２０ １７ １８ １７ １２７ 

(１６) 

桶川中学校  

生 徒 数 
１５４ 

(２) 

１４６ 

(２) 

１５７ 

(６) 

   ４５７ 

(１０) 

学 級 数 
４ ４ ４ １４ 

(２) 

桶川東中学校 

生 徒 数 
１３５ 

(２) 

１３４ 

(１) 

１３９ 

(２) 

   ４０８ 

(５) 

学 級 数 
４ ４ ４ １４ 

(２) 

桶川西中学校 

生 徒 数 
１６８ 

（５） 

１５１ 

（１） 

１７３ 

（１） 

   ４９２ 

(７) 

学 級 数 
５ ４ ５ １６ 

(２) 

加納中学校  

生 徒 数 
１２８ 

（２） 

１２４ 

（１） 

１４３ 

（１） 

   

３９５ 

（４） 

学 級 数 
４ 

 

４ ４ １４ 

（２） 

小   計 

生 徒 数 
５８５ 

(１１) 

５５５ 

(５) 

６１２ 

(１０) 

   １，７５２ 

(２６) 

学 級 数 
１７ １６ １７ ５８ 

(８) 

合   計 

児童数・生徒数 
      ５，２９８ 

(８５) 

学 級 数 
１８５ 

(２４) 

※（ ）内は内数で特別支援学級の児童・生徒数及び学級数を示す。 



■　スポーツ・レクリエーション施設利用一覧

施　設　名 利 用 時 間
メインアリーナ全面　１時間あたり 市内 3,600円 登録 全施設可

年間 市外 7,200円 予約 アリーナ（３か月先）

　午前9時～午後10時 申請 アリーナ（１か月前）

その他施設及び詳細は施設管理公社HP参照 支払 １か月前

5月～8月 Ａ面全面  １時間あたり 市内 1,000円 登録 アリーナまたは舎人へ

　午前7時～午後7時 市外 2,000円 予約 舎人（３か月先）

9月～4月 Ｂ面全面  １時間あたり 市内 500円 申請 舎人（当日）

　午前8時～午後5時 市外 1,000円 支払 Ａ面利用　当日（小針Ａへ）

Ｂ面利用　当日（舎人へ）　

5月～8月 テニスコート１面 １時間あたり 市内  300円 登録 全施設可

　午前7時～午後7時 市外 600円 予約 舎人（３か月先）

9月～4月 フットサルコート１面 １時間あたり 市内 500円 申請 舎人（当日）

　午前8時～午後5時 市外 1,000円 支払 当日

5月～8月 無料 登録 アリーナまたは舎人へ

　午前7時～午後7時 ただし、利用は市内在住・在勤者 予約 アリーナ（３か月先）

9月～4月 申請 アリーナ（１か月前まで）

　午前8時～午後5時 支払 無料

※年末年始については利用不可。

■　スポーツ・レクリエーション施設利用状況

　運動施設利用状況

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年４月９日から５月３１日は臨時休業

サン・アリーナ利用状況
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利 用 方 法

桶川サン・アリーナ

※「アリーナ」と表記

舎人スポーツ・パーク

※「舎人」と表記

総　合　運　動　場

※「総合」と表記

新小針領家グラウンド

※「小針」と表記

料　金

平成28年度 142 8,185 2,173 12,703 270 22,966
平成29年度 120 9,309 1,753 11,315 300 22,629
平成30年度 128 9,149 1,882 11,291 281 21,812
令和元年度 99 6,536 1,588 9,434 295 20,434

令和２年度※ 103 5,600 1,782 11,156 246 12,676
令和３年度 132 7,289 1,843 11,168 255 16,652

人数 件数 人数
年度

件数 人数 件数

新小針グラウンド 舎人スポーツ・パーク 総合運動場

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数

合計 21,474 273,576 22,260 290,224 22,721 294,341 21,790 283,098 18,374 216,630 21,327 268,613

メイン・アリーナ 6,948 91,835 7,045 98,923 7,136 100,358 7,052 93,321 6,663 69,316 7,400 81,629

サブ・アリーナ 2,133 28,933 1,988 30,347 2,042 28,849 1,970 28,792 1,652 17,729 1,931 23,209

卓球場 6,862 38,022 7,472 39,263 7,551 39,091 6,863 37,840 5,652 29,914 6,316 34,417

柔道場 1,288 24,580 1,349 25,345 1,444 26,750 1,281 21,458 905 13,384 1,326 17,598

剣道場 1,069 28,552 1,162 29,498 1,177 28,987 1,249 33,335 1,004 21,325 1,329 28,210

弓道場 1,649 7,854 1,655 8,138 1,851 8,875 1,914 8,901 1,402 5,796 1,558 7,845

ジョギングコース 159 197 262 381 315 505 187 288 196 467 161 656

会議室 663 10,004 641 10,137 644 10,081 716 12,426 575 7,025 739 8,650

研修室 703 6,356 686 6,650 561 6,215 558 7,174 325 2,752 567 4,305

トレーニング室 - 37,243 - 41,542 - 44,630 - 39,563 - 48,922 - 62,094

平成３０年度平成２９年度平成２８年度 令和３年度

施設名

令和２年度※令和元年度



■公民館施設概要

公民館名

所 在 地

電　   話

ファックス

敷地面積

延床面積
（共有部分含）

100人程度 160人程度

30人程度 60人程度

30人程度 60人程度

18人程度 25人程度

20人程度 40人程度

35人程度

公民館名

所 在 地

電　 　話

ファックス

敷地面積

延床面積

100人程度 260人程度

30人程度 100人程度

25人程度 30人程度

25人程度 20人程度

70人程度 30人程度

40人程度

室名及び
収容人員

研修室（３）

調理室

和　室

1,460.24㎡

690.55㎡（748.61㎡）

4,694.61㎡

563.33㎡（1,024.50㎡）

０４８－７２８－７６８０

展示ホール

大集会室

展示ホール

加　納　公　民　館 川　田　谷　公　民　館

大会議室

会議室

研修室

調理実習室

和　室

研修室（１）

研修室（２）

1,205.00㎡

553.96㎡

5,471.17㎡

1,105.51㎡

桶川市坂田９８２番地の５

０４８－７２８－１０４０

０４８－７２８－２３１１

桶川市川田谷４４０５番地の４

０４８－７８６－４０３３

０４８－７８６－４０３１

スポーツホール

室名及び
収容人員

大会議室

小会議室

研修室

サークル活動室

和室

和　室

調理室

アートスペース

研修室

視聴覚ホール

桶　川　公　民　館

桶川市西１丁目５番２１号

０４８－７７２－３８８８

０４８－７７６－７９９９

桶　川　東　公　民　館

桶川市末広２丁目８番２９号

０４８－７２８－７６２２

 42



■公民館利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計

主催事業 24 40 296 146 120 50 142 61 244 56 62 60 1,301

桶川公民館 サークル 444 395 403 511 272 411 453 415 458 419 283 468 4,932

その他 1,023 1,011 1,128 1,050 388 608 1,229 1,281 1,145 1,066 688 1,017 11,634

計 1,491 1,446 1,827 1,707 780 1,069 1,824 1,757 1,847 1,541 1,033 1,545 17,867

主催事業 0 0 24 121 134 99 186 222 82 11 25 113 1,017

桶川東公民館 サークル 649 769 920 801 333 365 576 696 709 709 167 620 7,314

その他 735 615 851 1,338 517 541 2,610 1,322 1,516 1,021 1,483 1,089 13,638

計 1,384 1,384 1,795 2,260 984 1,005 3,372 2,240 2,307 1,741 1,675 1,822 21,969

主催事業 0 61 91 150 216 76 102 50 104 0 0 37 887

加納公民館 サークル 564 515 511 613 222 352 569 643 493 470 407 490 5,849

その他 258 166 220 225 132 212 454 402 351 363 411 502 3,696

計 822 742 822 988 570 640 1,125 1,095 948 833 818 1,029 10,432

主催事業 18 53 131 73 37 0 119 338 369 47 63 96 1,344

川田谷公民館 サークル 292 308 253 239 174 199 254 316 241 209 125 273 2,883

その他 1,046 850 1,246 1,327 713 724 1,188 976 1,115 875 782 1,046 11,888

計 1,356 1,211 1,630 1,639 924 923 1,561 1,630 1,725 1,131 970 1,415 16,115

合 計 5,053 4,783 6,074 6,594 3,258 3,637 7,882 6,722 6,827 5,246 4,496 5,811 66,383

（１） 令和３年度桶川市公民館利用状況

（２） 公民館年度別利用状況

（単位：人）

（単位：人）

桶川公民館 桶川東公民館 加納公民館 川田谷公民館

令和元年度 23,375 34,311 13,965 19,940

令和2年度 12,132 15,646 7,229 11,668

令和3年度 17,867 21,969 10,432 16,115

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
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■令和３年度 桶川市公民館講座・教室等テーマ別分類表 

 

事業名称に※印のついた事業は新型コロナウイルスによる感染防止のため中止となりました。 

    公民館 

分類 
桶川公民館 桶川東公民館 加納公民館 川田谷公民館 

①くらしと生活 

・｢口福亭カフェ飯クラブ｣料理教室 

・白神酵母パン講座 

・クリスマス･リース講座 

・クッキー･ハウス講座 

・アレンジしめ飾り 

・ファミリー・バレンタイン 

・仏花プリザーブドフラワー体験講座 

・書のある生活×SDGs17 

・手仕事工房１２ 第２回 

・基礎からのそば打ち講座 

・おうちで作るシュトレン 

・王様のお菓子ガレット・デ・ロワ 

・大切な人に手作りバレンタイン 

・手仕事工房１２ 第３回 

・自力整体講座 

・経絡講座 

・心身が喜ぶ講座 

・骨盤体操講座 

・クラフトかご＆リースづくり講座 

・素敵なお正月お花飾りつけ講座 

・川田谷公民館料理講座 

・アイシングで描くバレンタイン 

・和菓子で迎えるおひなまつり 

・手仕事工房１２ 第１回 

・すこやか体操教室 

②趣 味・教 養 

・アロマ講座 

・フラワーアレンジメント教室 

 全３回 

・中国語入門講座 

・ちぎり絵を楽しむ 

・はじめてのレザークラフト 

・パーソナルカラー講座 

・講談で楽しむ桶川の歴史 

・歴史散歩と蛍の見学会 

・一貫張り講座 

・かんざし講座 

・ボールペン字講座 

・暮らしのアロマじかん 

③芸 術・文 化  ・スプリング・ジャズ・ライブ ・子供も大人も！お箏体験講座  

④スポーツ・レク

リエーション 

・Ｓａｔｕｒｄａｙヨガ 

・一日体験！「フラダンス」 

・一日体験！「太極拳」 

・一日体験！「社交ダンス」 

・一日体験！「バランスボール」 

・春のウォーキング 

・春のウォーキング 第 2 弾 

 

⑤児 童・生 徒 

【夏休み子どもワールド】  

・たのしいパステル画 

・どうぶつしょうぎを作って遊ぼう 

・グラスサンドアート 

・サイエンス講座 

・英語で遊ぼう 

・こどもキッチン(ピザ編) 

・"食育ワークショップ 

(梨ジャムづくり)" 

【夏休み子どもワールド】 

・こども押し花教室 

・フラワーアレンジメント 

・キッズヨガ 

・こどもキッチン(パン編) 

・かつお節けずり体験 

・宿題アドバイス(読書感想文) 

・プログラミング講座 

 (小学生１・２年生向け） 

・プログラミング講座 

 (小学生３～６年生向け) 

【クリスマス】 

・こどもフラワーアレンジメント 

【夏休み子どもワールド】  

・おりがみあーと 

・クラフトバンド工作 

・楽しい木工講座 

・マイ T シャツ＆エコバッグを 

染めよう 

・マジック講座 

・ザ・空手 

【夏休み子どもワールド】  

・丸シール講座※ 

・こどもキッチン(うどん編) 

・紅花染体験 

・竹水鉄砲製作 

・木工体験 

・ハートフル桶西水族館見学 

・宿題応援隊(読書感想文) 

⑥現代的課題 

・桶川探検隊≪初級編≫全３回 

・子どものために大人が学ぶ講座 

「子ども食堂のはなし」 

【笑来楽習企画】  

・「作品展示」in 市民ギャラリー 

  桶川切り絵サークル 

   カトレア会 

  桶川紅花切り絵同好会 

・動画配信企画 

  和紙人形シリーズ①② 

  能のお稽古シリーズ①②③ 

・基礎から学べる動画作成･動画配信

講座 

   

そ の 他 

・サークル発表会※ 

・幼児・家庭教育セミナー 

・ふれあい学級 

・サークル発表会※ ・サークル発表会※ ・サークル発表会※ 

・ひなまつりスタンプラリー 
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■桶川市図書館施設概要 
 

図書館名 所在地・電話 開館時間 休館日 

桶 川 市 立 

中央図書館 

桶川市若宮 1丁目 5番 2号 

（おけがわマイン内） 

電話 048－786－6353 

F A X 048－786－7916 

午前 10時～午後 9時 

(土曜日・日曜日も同じ時間) 

年末年始、 

特別整理期間 

桶 川 市 立 

桶川図書館 

桶川市西 1丁目 5番 21号 

電話 048－771－0303 

F A X 048－771－0316 

午前 9時～午後 5時 

(土曜日・日曜日も同じ時間) 

月曜日、年末年始、 

特別整理期間 

桶 川 市 立  

坂田図書館  

桶川市坂田東 2丁目 3番地の 1 

（フレスポ桶川内） 

電話 048－783－2150 

F A X 048－729－0910 

午前 9時～午後 5時 

(土曜日・日曜日も同じ時間) 

年末年始、 

特別整理期間 

桶 川 市 立 

川田谷図書館 

桶川市川田谷 4405番地の 4 

（川田谷生涯学習センター内） 

電話 048－786－8846 

（F A X兼用） 

改修工事の為、令和 4年 7月より長期休館中。 

休館中の電話・FAXは音声ガイダンスになりますので、

桶川図書館へご連絡ください。 

 

 

 



46 
 

■令和 3 年度 図書館統計 

 

１． 利用統計 

ア） 利用登録者数  

今年度新規（人）  

1,965 

イ） 貸出利用状況 

 中央 桶川 川田谷 坂田 合計 

開館日数（日） 354 302 302 354 1,312 

利用者数（人） 99,594 11,867 4,118 25,600 141,179 

 1 日あたり 281 39 14 72 108 

利用点数（点） 306,705 36,685 14,962 97,142 455,494 

 1 日あたり 866 121 50 274 347 

※利用点数内訳 

種別 一般書 児童書 雑誌 紙芝居 CD 合計 前年度 

点数（点） 246,714 186,689 14,394 3,588 4,109 455,494 354,557 

ウ） 館内貸出利用状況 LD・DVD   

種別 LD DVD     

利用者数（人） 67 6     

利用点数（点） 48 4     

エ）団体貸出利用状況  オ）貸出文庫  カ）相互貸借 

 利用状況   利用状況  貸出（冊） 借受（冊） 

利用団体数（団体） 495  利用団体数（団体） 70  2,519 5,957 

利用点数 （点 ）  2,444  利用点数（点） 503    

 

２． 広域利用統計 

市町名 利用者数（人） 利用点数（点） 

上尾市 22,860 76,924 

北本市 5,373 16,308 

鴻巣市 1,184 2,987 

久喜市 540 2,164 

伊奈町 2,052 10,647 

合 計 32,009 109,030 

 

３．資料統計 

種別 一般書 児童書 図書合計 LD DVD CD 紙芝居 雑誌※ 新聞※ 

点数（点） 164,844 73,354 238,198 2,215 300 4,433 1,557 139 10 

※雑誌、新聞はタイトル数 

 



（１） 令和３年度 歴史民俗資料館入館者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

119 129 215 149 193 141 236 381 111 165 116 189 2,144

№ 参観者数

1 210

2 260

3 214

4 296

5 43

6 268

№ 参加者数

1 28

2 31

3 35

4 38

5 20

6 30

7 31

8 15

（２） 教育普及事業－展示事業

開催期間

6月1日～6月27日

12月19日～2月13日

3月19日～4月17日

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

1月16日

3月27日

9月18日～10月31日

6月6日

1月9日

7月10日～8月22日

3月27日

4月4日

1月9日

「桶川宿古絵図から知る桶川宿の姿」

「足立坂東観音霊場参詣大絵馬に見る江戸庶民の信仰」

「瓦屋の仕事」

「大工道具の解説・実演　かんながけの体験」

企画展示

「秋の祭礼とささら獅子舞」

資料展示

「川田谷古墳群出土の埴輪をみる」

企画展示解説講座

資料解説講座

（３） 教育普及事業－講座事業

「速報若宮Ⅰ遺跡―方形周溝墓から古墳へ―」

「暮らしを支える職人たち」

―展示・講座の様子―

■歴史民俗資料館統計

6月13日

分　類 講　座　名

分　類 展　示　名

「新指定文化財展」

「職人は語る―用いの美と道具の世界―」

「川田谷古墳群と栗原司氏の足跡」

「町と村の夏まつり」

開催日

「川田谷古墳群と栗原司氏の足跡」

「地租改正地引絵図に見る桶川」 9月18日～9月20日

特別文化財講座

企画展示「新指定文化財展」 資料解説講座「大工道具の解説・実演

かんながけの体験」
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所　在　地 電　話 ファックス

 泉1-3-28
　(市役所内）

786-3211 786-5043

 西1-5-21 772-3888 776-7999

 末広2-8-29 728-7622 728-7680

 坂田982-5 728-1040 728-2311

 若宮1-5-2
（おけがわマイン内）

786-6353 786-7916

 桶川図書館  西1-5-21 771-0303 771-0316

歴史民俗資料館 786-4030

川田谷公民館 786-4033

川田谷図書館

 坂田図書館  坂田東2-3-1 783-2150 729-0910

 加納81-10

 若宮1-7-21

787-5111 787-4801

 赤堀1-1 728-7510 ――

 小針領家939

 川田谷7528-7

 上日出谷南3-35-12 786-3237 ――

 西1-4-27 771-1259 775-3841

 坂田883 728-3533 728-6004

 川田谷4213 786-1335 786-9303

 下日出谷836-1 786-3760 787-3047

 坂田西1-7-1 728-3886 728-6718

 上日出谷885 786-2880 786-5444

 朝日2-18-1 771-3775 775-4132

 泉1-5-10 787-1311 787-5047

 末広3-19-28 728-4461 728-6053

 桶川西中学校  川田谷3680-1 787-1342 787-3564

 加納中学校  加納1279 728-3061 728-6043

786-4031

川田谷図書館休館中の電話・FAXは桶川図書館へ

 桶川東中学校

川田谷生涯学習センター

 川田谷4405-4
※大規模改修工事のため
令和４年７月１日から休館

 桶川西小学校

 桶川東小学校

 日出谷小学校

 朝日小学校

 桶川中学校

 桶川市総合運動場

 桶川市教育センター

 桶川小学校

 加納小学校

 川田谷小学校

◆小学校

 桶川市立加納集会所（パルレ）

 桶川市立桶川集会所（ユニティ）

 桶川サン・アリーナ

 桶川市舎人スポーツ・パーク

 桶川市新小針領家グラウンド

◆中学校

◆事務局

◆教育・文化・スポーツ施設

  桶川市教育委員会内

  桶川市教育委員会内

（公財）桶川市施設管理公社内

 下日出谷西2-4-1
（公財）桶川市施設管理公社

施　設　名

 桶川市教育委員会事務局

 桶川公民館

 桶川東公民館

 加納公民館

 中央図書館

（公財）桶川市施設管理公社内

１１ 教育施設一覧
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