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第１章 計画の考え方

■１ 策定の趣旨 □■□■□■□

平成18年12月に改正された教育基本法においては、人格の完成や個人の尊厳等これまで

教育基本法に掲げられてきた普遍的な理念を大切にしつつ、公共の精神を尊び、豊かな人

間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を

めざす教育を推進することとされている。

人口減少や少子高齢化、グローバル化*1の進展等、教育を取り巻く環境は大きく変化し

ており、子どもたちが社会を生き抜くためには、自立して未来に挑戦する態度を育成する

ことが一層重要となってきている。

国においては、平成25年６月に、教育基本法第17条第１項に基づき第２期の「教育振興

基本計画」が定められたところである。そこには、「教育立国」の実現に向け、「社会を生

き抜く力の養成」、「未来への飛躍を実現する人材の養成」、「学びのセーフティネット*2の

構築」、「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」から成る４つの基本的方向性、各段階

での成果目標とそれを実現するための具体的方策が示されている。

これを受け、兵庫県では、平成26年３月に、「兵庫が育む こころ豊かで自立した人づ

くり－学び、育て、支えるひょうごの教育－」を基本理念として、第２期の「兵庫県

教育基本計画（ひょうご教育創造プラン）」が策定された。

本市でも、平成27年度から向こう５年間に取り組むべき施策等を総合的・体系的に示す

ことを目的として、国及び県の計画を参酌しながら、本市の実情に応じた教育の基本的な

計画となる第２期の「篠山市教育振興基本計画（篠山きらめき教育プラン）」を策定する。

また、平成27年度からは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により

教育委員会制度が大きく変わることから、より実効性の高い教育行政の運営を指向するこ

ととする。

■２ 計画の性格 □■□■□■□

（１）この計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づく、本市教育施策における最も

基本となるものであり、教育に関する全ての事業に関して尊重されるべき指針を示し

ている。

（２）この計画は、「教育振興基本計画（国）」及び「兵庫県教育基本計画（ひょうご教育

創造プラン）」を参酌し、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本
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的な計画とする。

（３）この計画は、「第１期 篠山市教育振興基本計画（平成22年２月策定）」を踏まえる

ものである。なお、第１期計画の基礎としていた「篠山市教育基本構想（平成14年３

月策定）」は、この計画に切り替えることとする。

（４）この計画は、「篠山市学校教育改革５カ年・10カ年実施計画《最終答申》（平成22年

10月答申）」、「篠山市子ども・子育て支援事業計画（仮称）」との整合を図る。

（５）この計画は「第２次 篠山市総合計画 後期計画（平成28～32年度）」の基本構想・

計画につながるものとする。

○教育基本法（抜粋）

（教育振興基本計画）

第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項

について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければ

ならない。

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団

体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけれ

ばならない。

■３ 計画の期間・運用 □■□■□■□

（１）計画期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間とする。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

（２）この計画の運用にあたっては、毎年度、実施計画（「篠山の教育」）を定めて具体的

に取り組むとともに、結果の検証を行い、次年度の計画に反映していくこととする。

教育振興基本計画（国）

兵庫県教育基本計画（ひょうご教育創造プラン）

篠山市教育振興基本計画（篠山きらめき教育プラン）
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第２章 本市教育の現状と課題

■１ 市の教育をめぐる現状 □■□■□■□

（１）少子高齢化の進展と学校適正配置

兵庫県が平成26年に発表した人口推計に基づくと、篠山市は、平成22年（2010年）に43,

263人だった人口が、15年後（2025年）には36,705人、30年後（2040年）には29,852人と、

３割以上減少する見込みとなっている。特に、年少者（15歳未満）が30年間で2,700人あ

まり減少するのに対して、高齢者（65歳以上）は30年後もほぼ同数であり、人口構成比率

（年少者：12.5％→8.8％、高齢者：28.5％→41.1％）から見ても、少子高齢化が顕著な

状況である。

篠山市が平成21年（2009年）に算出した人口推計（平成32年まで）でも同様の状況が示

されている。地区ごと（旧19小学校区）で見た場合、市の東部を中心に少子高齢化の進展

が著しい。地区によっては、平成32年（2020年）の人口構成比率から、年少者で３％を切

るところや、高齢者で50％を超えるところもある。

このような状況の中、複式学級の解消に向け、平成22年には城東地区の３小学校の統合

を、平成25年には、畑地区・城北地区の２小学校の統合を行った。また、多紀地区の３小

学校については、統合に向けた研究が進んでいる。

【篠山市人口推計〔兵庫県将来人口推計データ（平成26年７月）に基づき作成〕】
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*3 平成22年の国勢調査から算出した核家族率の全国平均は84.6％である。
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（２）保育環境・子育て意識の変容

平成11年、篠山市発足以降、保育所や幼稚園等の教育・施設の統廃合・適正配置に取り

組み、教育・保育施設の整備を進めてきた。平成21年度からは、幼稚園児を対象とした預

かり保育を順次設置した。

平成22年には市内ではじめての公立認定こども園を開園し、その後も、幼保一体化の取

組を進め、私立保育所の認定こども園移行を推進するなど、民間活力を生かした保育環境

の整備に努めた。

平成25年度に実施した子ども・子育て支援にかかるニーズ調査（以下「ニーズ調査」と

いう。）によると、平日定期的に利用したい事業として、「幼稚園」「保育園」「認定こども

園」「幼稚園終了後の預かり保育」が高い割合で示されている。一方で、「利用したいが、

保育・教育の事業に空きがない」「利用したいが、質や場所など、納得できる事業がない」

等の意見も見られ、全ての人の希望が満たされていない状況もある。

（３）家庭・地域を見つめ直す取組

ニーズ調査では、市内の０～５歳児の子どもを持つ親の約70％が祖父母と同居していな

い、との結果が示されており、本市でも核家族化が進んでいる*3と言える。また、少子化

や生活スタイルの多様化もあって、親子の関わりや子育てに不安を感じている家庭もある。

本来、家庭でなされるべき幼児期の生活習慣の確立が十分でなく、家庭教育の充実に向け

た「ふた葉プロジェクト－食育、眠育、あそび（体験）、躾－」を展開している。

地域では、過疎化・少子高齢化により、「地域社会の担い手」が減少傾向にある。田畑

・山林の荒廃が見られるようになり、基幹産業である「農業」の衰退も危惧されている。

長年行われてきた地域の伝統行事や祭礼についても、簡素化・休止を余儀なくされ、技や

伝統・文化の継承が途切れる心配もある。そのような中、「まちづくり協議会」を全市的

に立ち上げ、地域社会の活性化、人材の育成に取り組んでいる。

（４）子どもの学力と生活の実態

平成26年度に文部科学省が実施した全国学力・学習状況調査（小学校６年生と中学校３

年生が対象。以下「全国調査」という。）では、調査教科の国語、算数（数学）ともに、

平均正答率が全国を下回る状況である。領域別では、国語は、小学校６年生で「書くこと」、

算数は、小学校６年生で「量と測定」、数学は、中学校３年生で「資料の活用」「関数」の

平均正答率が低くなっている。

また、平成26年度に篠山市独自で実施した篠山市学力・生活習慣状況調査（小学校５年

生から中学校２年生までが対象。以下「篠山市調査」という。）の領域別では、国語は、

小学校で「書くこと」、算数は、「量と測定」「図形」「数量関係」、数学は、「資料の活用」



・「△」篠山市の正答率が全国の正答率に対して＋５ポイント以上【高い】

・「－」篠山市の正答率が全国の正答率に対して差がない【同程度】

・「▼」篠山市の正答率が全国の正答率に対して－５ポイント未満【低い】
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の平均正答率が低くなっている。

全国調査、篠山市調査に共通して、国語では「複数の情報を整理して考えを構成し書く

こと」に、算数（数学）では「算数・数学的用語の概念理解と、用語・概念を活用した記

述や説明」に課題がある。

学習や生活習慣に関する意識については、平成26年度の全国調査を前年度と比較すると、

「解答を最後まで書こうとする児童生徒」「いじめはどんな理由があってもいけないと思

う児童生徒」が増加傾向にある。また、「１日あたり１時間以上の頻度で携帯電話やスマ

ートフォンを使う児童生徒の割合が、全国平均と比べて高い」といった状況にある。

平成26年度の篠山市調査では、「挨拶の励行や地域行事への参加について高い社会性が

見られる」との一方で、「本をまったく読まない割合が学年が上がるほど高くなる傾向が

ある」「休みの日の学習時間が１時間未満の児童の割合が高い」「インターネットを友だち

などとのやりとりを目的として使用する児童生徒の割合が高い」といった状況があり、学

校・家庭・地域の連携のもと、幼少期からの家庭でのルール作りを含めて学習・生活習慣

を確立させることが必要である。

【平成26年度全国学力・学習状況調査結果より抜粋】

全国 全国 全国 全国

72.1 - 72.9 53.2 - 55.5 79.3 - 79.4 49.5 - 51.0

10.9/15 5.5/10 25.4/32 4.6/9

69.0 - 72.4 49.7 - 51.2 70.6 - 72.3 - - -

65.8 ▼ 72.2 28.4 ▼ 34.4 83.5 - 83.4 37.8 - 41.0

65.3 - 68.5 54.7 - 57.3 82.7 - 82.9 47.9 - 49.2

73.5 - 73.7 68.5 - 69.8 78.9 - 78.7 54.1 - 56.8

国
語

小学校6年生 中学校3年生

A B Ａ Ｂ

篠山市 篠山市 篠山市

教科全体の平均正答率

平均正答数（平均正答数／問題総数） 10.8/15 5.3/10 25.4/32 4.5/9

領
域

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

篠山市

全国 全国 全国 全国

75.2 - 78.1 54.7 - 58.2 65.2 - 67.4 55.6 - 59.8

13.3/17 7.6/13 24.3/36 9.0/15

数と計算 79.5 - 81.8 58.3 - 61.3 数と式 76.8 - 77.4 52.7 - 56.9

量と測定 69.5 ▼ 74.8 52.3 - 56.5 図形 64.7 - 66.4 56.5 - 58.6

図形 69.8 - 71.8 62.8 - 65.7 関数 54.8 - 58.0 56.6 ▼ 64.4

数量関係 77.9 - 81.3 53.9 - 56.2 資料の活用 52.6 ▼ 59.1 55.6 - 55.9

領
域

篠山市 篠山市 篠山市

教科全体の平均正答率

平均正答数（平均正答数／問題総数） 12.8/17 7.1/13 23.5/36 8.3/15

算
数
・
数
学

小学校6年生 中学校3年生

Ａ B Ａ B

篠山市
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【平成26年度篠山市学力・生活習慣状況調査結果より抜粋】

■２ 第１期プランの検証 □■□■□■□

１ 自立的に生きる力を培い、創造性を伸ばす教育に取り組みます

（１）幼児期の教育の充実

《これまでの取組》

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、それを

担う保育士、幼稚園教諭及び預かり保育指導員の合同研修を通して資質向上に取り組んだ。

市内全園の４・５歳児を対象に、豊かな感受性を養うためプロの演奏家による「幼児の

うたまつり」を開催した。

また、特別な支援を要する子どもへの対応としては、臨床心理士や保健師が保育園・幼

目標値 目標値 目標値 目標値

64.5 - 66.4 63.7 - 63.9 68.5 - 65.8 71.0 - 66.7

18.6/28 17.9/28 21.1/32 21.3/32

68.2 - 65.0 71.4 - 68.3 75.5 - 73.8 66.6 - 68.8

51.2 ▼ 56.3 77.2 ▼ 82.5 67.6 - 68.0 78.2 - 77.0

61.1 - 63.9 49.0 - 50.0 63.7 - 60.0 65.8 △ 60.0

70.6 - 72.1 68.3 - 67.1 70.9 - 67.5 74.3 △ 67.9

国
語

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

教科全体の平均正答率

中学校1年生 中学校2年生

篠山市 篠山市 篠山市 篠山市

領
域

平均正答数（平均正答数／問題総数） 18.0/28 17.8/28 21.9/32 22.7/32

小学校5年生 小学校6年生

目標値 目標値 目標値 目標値

62.8 - 66.6 62.6 - 67.4 60.9 ▼ 66.6 60.0 - 58.6

25.3/38 25.6/38 25.3/38 22.3/38

数と計算 70.1 - 72.3 65.5 - 68.5 73.9 - 76.2 数と式 67.4 - 63.1

量と測定 58.1 ▼ 65.0 58.4 ▼ 67.5 61.3 - 64.2 関数 58.2 - 56.4

図形 56.8 ▼ 62.5 63.2 ▼ 69.2 62.3 ▼ 72.1 図形 57.2 - 56.3

数量関係 46.6 ▼ 52.1 48.0 ▼ 55.0 45.7 ▼ 54.2 資料の活用 40.4 ▼ 49.0

篠山市 篠山市 篠山市

小学校5年生 小学校6年生 中学校1年生 中学校2年生

領
域

算
数
・
数
学

23.1/38 22.8/38

教科全体の平均正答率

平均正答数（平均正答数／問題総数） 23.9/38 23.8/38

篠山市

・「△」篠山市の正答率が目標値に対して＋５ポイント以上【高い】

・「－」篠山市の正答率が目標値に対して差がない【同程度】

・「▼」篠山市の正答率が目標値に対して－５ポイント未満【低い】

※目標値････学習指導要領に示された内容について標準的な時間をかけて学んだ場合、設問ごとに正答できるこ

とを期待した児童生徒の割合を示したもの。
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稚園を訪問し、観察・助言・指導を行う発達障害児等巡回相談事業に取り組んだ。

幼保一体化については、保護者の就労状況等に関わらず、４・５歳児が幼稚園教育を受

けられる環境を整えるため、預かり保育施設を順次設置し、公立認定こども園も市内で１

園開設した。

《成果》

保幼合同研修会では、保育士、幼稚園教諭及び預かり保育指導員がともに意見交換を行

うことで、職員意識の改革を図ることができた。

幼児のうたまつりでは、生演奏による音楽のすばらしさ・楽しさを園児に伝えることが

でき、園児たちも合唱練習の成果を発表する機会になった。

また、発達障害児等巡回相談事業では、発達障害児の早期発見や支援の方法を助言する

など適切な対応が可能となった。

平成22年度に市内初となる市立味間認定こども園を設置した。また、平成26年度から私

立ささやま保育園が、平成27年度からは、私立富山保育園が認定こども園へ移行すること

となり、施設整備補助などの側面的な支援ができた。

幼稚園預かり保育事業については、市内５箇所で設置することができた。篠山・たまみ

ず・岡野幼稚園区での預かり保育は、当該地域にある私立認定こども園（２園）に移行す

ることとなった。また、私立認可保育園の保育料と公立幼稚園預かり保育の保育料の整合

を図った。

《課題》

幼稚園では、小学校との連携が図られる反面、現場の職員配置としては小学校長が幼稚

園長を兼ねているため、組織力に脆弱さがある。

保育園では、正規職員の配置が少なく臨時職員の配置が多いため、保育技術の継承が難

しい。

預かり保育施設では、指導員の人材確保が毎年の課題となっている。

《今後の方向性》

職員の資質向上については、施策の方針や現場の課題に対応した研修を継続して実施す

る。職員配置については、幼稚園における専任園長及び主任教諭の配置、保育園における

正規職員の配置数増について検討する。

幼児のうたまつりと発達障害児等巡回相談事業は継続実施する。

平成27年度からの「子ども・子育て支援新制度」へ円滑に移行できるよう努める。

（２）確かな学力の確立

《これまでの取組》

市の学力向上プロジェクトチームでは、全国学力・学習状況調査結果を分析し、「確か

な学力」の確立に向け、より良い学習・生活習慣の構築や教員の指導力について検討・周

知を行った。また、個に応じたきめ細かな指導、学習習慣の定着を図る学習タイム、「こ



*4 Information and Communication Technologyの略。情報処理や通信に関する諸分野における技術・産業・設備・サ

ービスなどの総称。
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とばの力」育成に向けての読書活動の推進に取り組んできた。また、平成24年度には、教

職員に１人１台のパソコンを配置した。

《成果》

学力向上プロジェクト事業においては、篠山市の児童生徒の学力の状況を分析し、小・

中学校９年間を見通した指導方法の工夫・改善や言語活動の充実、教員の指導力向上を目

的としたリーフレット資料を作成した。また、資料をもとに研修会を開催し、教職員の資

質向上に取り組んだ。

教職員にパソコンを導入したことにより、業務の時間短縮や学校間での連絡調整が迅速

になるなど、事務の効率化と情報の共有化が図れた。

《課題》

平成19年度から始まった全国学力・学習状況調査では、篠山市の平均正答率は、文部科

学省の基準からすれば概ね全国と同程度の範囲内であるものの、平成25・26年度調査にお

いては、小・中学校ともに、全国平均を下回る傾向が見られる。

国語では、「思考力・判断力・表現力等を高めるための適切な言語活動を行うこと」、算

数（数学）では、「算数・数学的用語の概念を確実に定着させ、用語を使った説明や事実

・理由・方法の説明、比較検討や複数の説明を見比べる活動を確保した授業を行うこと」

が求められる。

教職員のパソコン運用にあたっては、子ども達に向き合う時間の充実など、導入目的の

徹底と適正な活用を図る必要がある。

《今後の方向性》

確かな学力の確立をめざし、全国学力・学習状況調査等で課題が見られた知識・技能を

活用する力や学習習慣の定着に向けて、校長のリーダーシップ、教員の指導力の向上及び

指導方法の工夫・改善を図る必要がある。また、子どもたちに、基礎的・基本的な知識・

技能と、それを活用する思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む関心・意欲・

態度などの確かな学力を身に付けさせることが重要である。

このため、全国学力・学習状況調査及び篠山市学力・生活習慣状況調査の結果等を踏ま

え、授業改善等に取り組むとともに、学校・家庭・地域が連携して児童生徒の学習・生活

習慣を確立し、さらなる学力向上に取り組む。

ＩＣＴ*4の活用及び教職員のパソコン運用については、活用環境の向上と情報管理の徹

底を図る。
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（３）豊かな心の育成

《これまでの取組》

「心の教育」の取組として、小学校３年生の「環境体験事業」、５年生の「自然学校推

進事業」、中学校２年生の「地域に学ぶトライやる・ウィーク」等、児童生徒の発達の段

階に応じた体系的な「体験教育」や感謝の気持ちを伝える「ありがとう展」、人権作文な

どに取り組んできた。

また、道徳教育では、兵庫県が平成22年に作成した「兵庫版道徳教育副読本」を年間指

導計画に位置付け、地域の特性を生かし、「命の大切さ」や「生きる喜び」を子どもたち

が実感し、「郷土への愛着心」が育まれるよう道徳の時間の充実を図ってきた。

《成果》

毎年、全体計画、年間指導計画の見直しを行い、道徳教育推進教師を中心として、兵庫

版道徳教育副読本を活用した道徳の時間の充実が図れた。

全国学力・学習状況調査結果では、小・中学生とも規範意識に関する質問項目で肯定な

回答がほぼ90％を超えるなど高い傾向にある。

《課題》

全国学力・学習状況調査結果から、質問項目「自分にはよいところがあると思う」では

小学校が77.6％で全国比＋1.9ポイント、中学校が62.8％で全国比－3.6ポイントとなって

いる。また、質問項目「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか」では小学

校が75.7％で全国比＋0.7ポイント、中学校が58.3％で全国比－8.5ポイントとなっている。

質問項目「将来の夢や目標を持っていますか」では、小学校が89.4％で全国比＋1.6ポイ

ント、中学校が69.4％で全国比－4.1ポイントとなっている。小学生よりも中学生の意識

が低くなり、全国と比べても小学生が全国と同程度であるのに対し中学生では全国を下回

る傾向となっている。

豊かな心の育成に向けては、道徳の時間を要として道徳的価値を育むとともに、学校の

実態に応じた実践学習を行うことが必要である。そのため、道徳教育推進教師を中心に、

各教科や体験活動とのつながりを持たせた年間指導計画を作成し、道徳教育を一層充実し

ていく必要がある。

《今後の方向性》

体験教育や学校教育活動全体を通じた道徳教育、命の大切さや共生の心を育む人権教育、

情報化社会に対応する情報モラル教育、郷土愛を育むふるさと教育などの充実を図ること

により、自尊感情・自己有用感を育成する必要がある。

様々な教育活動を通して規範意識をさらに定着させるとともに、他者への思いやりや公

共の精神を養うことが大切である。また、ふるさとへの誇りや愛着を高める体験活動など

「ふるさと意識」の醸成をさらに図る必要がある。
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（４）健やかな体の育成

《これまでの取組》

児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、全国体力・運動能力等調査の結果から、

体力と運動能力等の関係を分析・検証し、児童生徒の基礎体力の向上を図る「運動プログ

ラム2009」の普及、小学校への体力アップサポーター事業による外部講師の派遣、中学校

運動部活動への外部指導者の派遣等、国や県事業の積極的活用を図ってきた。

市内３地区において、小学校・特別支援学校の高学年が、陸上競技、水泳を中心とした

スポーツを通じた交流を行った。また、小学校教員を国や県の研修会に派遣し、本市の体

力向上実技研修会の講師として活用するなど、教員の指導力向上に取り組んできた。

学校での食育については、職員推進体制を整え、栄養教諭を活用しながら「給食試食会」

の実施や「食育だより」の発行等により、保護者への啓発を行い、子どもたちの望ましい

食習慣の形成を図ってきた。

《成果》

兵庫県体力・運動能力調査結果では、児童生徒の体力・運動能力は全体的に向上傾向に

あり、子どもたちの実態に合わせて取り組むことができた。小学校高学年を中心に、陸上

競技、水泳に関心を持たせたり、スポーツを通じ他校と交流したりすることができた。

学校における食育については、ほぼ全ての小・中学校で年間指導計画を作成するなど食

育推進体制を構築した。

《課題》

体力水準の高かった昭和60年と比較可能な22項目（握力、50ｍ走、持久走、ボール投げ

等）において、平成24年の記録が上回っている項目は５項目（小・中・高等学校の男子50

ｍ走及び中学校女子50ｍ走、中学校男子1,500ｍ持久走）で、その他の多くの項目は、昭

和60年の記録より低い。

《今後の方向性》

地域のスポーツ指導者等を活用した体育授業の充実や、学校教育活動全体で体力向上に

取り組む時間の確保など、体力・運動能力の一層の向上を図る必要がある。子どもたちの

体力・運動能力の実態と傾向を捉え、その向上に向けて計画的・継続的な取組を今後も推

進していく必要がある。

学校と教育委員会が連携して大会運営を工夫し、より効果的な陸上記録会を平成26年度

から実施する。また、効果的な食育実践に向けて、学校・家庭・地域の連携体制の構築や、

学校教育活動全体を通した取組を進める。

（５）特別支援教育の充実

《これまでの取組》

「篠山市特別支援教育推進基本計画」に基づき、特別な支援を必要とする子どもたちが

自己の能力・特性を最大限に発揮し、将来の自立と社会参加に向かう成長と発達を支える



*5 Learning Disabilityの略。字を書く・読む、話す・聞く、計算することなどのどれかの習得、使用に目立った障

がいがあること。

*6 Attention Deficit Hyperactivity Disorderの略。幼児期に現れる発達障がいのひとつで、注意欠陥・多動性障害、

注意欠如・多動症ともいう。

*7 障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することに向け、

障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み。
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特別支援教育に取り組んできた。

その内容は、幼稚園、小・中学校における支援体制の整備や特別支援学校の充実、「さ

さやまキッズ発達支援チーム」の組織体制の確立及び活用、研修会・ネットワーク会議の

開催などである。

また、学校生活支援教員により、通常の学級に在籍しているＬＤ*5、ＡＤＨＤ*6等を含め

た特別な支援を必要とする子どもたちに、一人一人の教育的ニーズを把握したきめ細かな

教育的支援を行ってきた。

《成果》

篠山市では、子どもたちの社会的自立と社会参加に向けた特別支援教育を推進している。

中でも幼児期からの一貫した支援システム等の構築については、個別の教育支援計画（サ

ポートファイル）を活用して、多方面からの支援体制を整備することができた。

幼稚園、小・中学校における支援体制整備の充実では、特別支援教育コーディネーター

を中心とした校園内支援体制の確立、サポートファイルの効果的な活用のための支援体制

の整備、通級による指導の充実（学校生活支援教員）、学校指導補助員、幼稚園・学校支

援員の配置及び活用等を行うことができた。

また、地域における特別支援教育のセンター的役割を担う特別支援学校の充実では、医

療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒への対応の強化、教職員の専門性の向上を図るこ

とができた。

さらに、専門家（学校生活支援教員、特別支援学校教育相談コーディネーター、スクー

ルカウンセラー等）でチームを組織し、学校や保護者への教育相談や巡回指導、具体的な

指導助言を行うことができた。

《課題》

特別支援学級在籍者及び通常の学級に在籍しているＬＤ、ＡＤＨＤ等を含めた特別な支

援を必要とする子どもたちの増加に対する支援体制の充実を図っていく必要がある。

また、障がいのある子どもたちの自立と社会参加を見据え、教育的ニーズに的確に応え

指導するインクルーシブ教育システム*7の構築に向けた支援体制の検討を行っていく必要

がある。

個別の指導計画及びサポートファイルについては、作成・活用の充実を図るとともに、

各学校園、関係機関との年度ごとの確実な引継体制の確立が必要である。



- 12 -

《今後の方向性》

幼児期からの一貫した支援システムの構築には、保育園、幼稚園、小・中・特別支援学

校、高等学校のさらなる連携・引継体制づくりが必要である。

また、一人一人の多様な教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供をめざし、特別支援教

育にかかる施設整備及び専門的知識を有したアドバイザー等による総合的な支援体制の確

立に取り組んでいく必要がある。

このため、個別の指導計画、サポートファイルの作成・活用を促進する。また、全ての

教職員の発達障害等に関する指導力の向上を図っていく必要がある。

サポートファイルを活用して保護者、関係機関、就労関係機関との一層の連携を図って

いくことが重要である。さらに、保護者や市民に対しては、特別支援教育への理解の啓発、

支援が必要な幼児・児童・生徒に対しては、適切な支援体制の確立が必要である。

２ 「体験教育」をはじめ篠山の特色ある教育を推進します

（１）体験教育の充実

《これまでの取組》

兵庫県教育委員会の「豊かな心」の育成にかかる兵庫型「体験教育」である「環境体験

事業」、「自然学校推進事業」、「青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～」、「地

域に学ぶトライやる・ウィーク」を全ての学校で実施してきた。

《成果》

小学校３年生の「環境体験事業」では、作物を育てたり生き物を飼育したりすることで、

命の尊さに触れ、本市の自然環境を学ぶことができた。小学校５年生の「自然学校推進事

業」では、海辺での活動を行い、本市とは違った自然環境を学ぶことができた。また、４

泊５日の共同生活を送ることにより協力することの大切さ、仲間を思いやる心の育成に取

り組んできた。

中学校１年生の「青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～」では、本格的な

交響楽団の生演奏を聴き、豊かな情操を養うことができた。中学校２年生の「地域に学ぶ

トライやる・ウィーク」では、社会体験、職場体験などを通して、現状の自分自身を見つ

め直し、将来に向けての自身のあり方を考える機会となった。

《課題》

体験したことをその後の学習や生活に生かすため、事前事後の学習活動の一層の充実を

図る必要がある。その際、活動内容を教科等と関連づけ、計画的に行うことが大切である。

また、「地域に学ぶトライやる・ウイーク」では、生徒の主体性を尊重した体験活動に

なるよう、事業所の確保に努めるとともに、推進協議会を中心とした組織的な取組にする

必要がある。
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《今後の方向性》

環境や生命を大切に思う心を育むため、豊かな自然の中での体験を通して篠山の環境や

地球環境について学ぶ取組を一層進めていく。自然学校・教科等と関連づけ、また、既習

活動とのつながりを生かした指導計画を作成することで、体験活動プログラムの一層の充

実を図る。

家庭・地域の連携のもとに、児童生徒の興味・関心に基づく体験を通して、「生きる力」

を育んでいく。

（２）防災教育の推進

《これまでの取組》

全学校園で、阪神淡路大震災や東日本大震災、また近年の災害状況を踏まえ、様々な災

害から自らの身を守るための避難訓練や防災訓練を実施してきた。また防災計画を絶えず

見直し、より充実したものになるように進めてきた。さらに、震災・学校支援チーム員の

活用により、より専門的な防災訓練や防災教育を推進することができた。

《成果》

全ての学校で防災教育全体計画、年間指導計画を作成し、子どもの防災に対する意識の

高揚を図るとともに、繰り返し避難訓練等を行うことにより災害から身を守る実践力が育

成できた。

《課題》

さらに充実した防災計画の作成、防災教育の実施に向け、様々な場面を想定した防災訓

練を行い、子どもも教職員も災害に対応できる力を身に付けていくことが必要である。

また、地域の消防団等との連携を密にし、より実践的な訓練を実施する必要がある。

《今後の方向性》

各学校の危機管理マニュアルを常に見直し、様々な場面を想定した訓練を継続的に行い、

災害から命を守るための能力や態度を高めていく。また、消防団や自治会やＰＴＡなど地

域の団体と連携した防災訓練の開催に取り組む。

（３）子どもたちの「心」を支えるシステム

《これまでの取組》

「心の専門家」であるスクールカウンセラー（ＳＣ）を全小・中学校に派遣・配置し、

児童生徒や保護者の相談にあたるとともに、教職員に対する相談支援を実施した。

《成果》

平成25年度から全ての小・中学校にＳＣを派遣・配置し、児童生徒やその保護者、教職

員に対する課題解決に向けた相談体制が整った。カウンセリングを通じて、児童生徒の情

報を教職員が共有し、問題の未然防止、早期発見及び早期対応につながっている。



*8 個人のもつ悩みや問題を解決するため、助言を与えようとする人が持つべき態度、考え、心構え。
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《課題》

全ての小・中学校にＳＣを派遣・配置できたが、１校あたりに関われる時間は十分では

ない。そのため、各学校の実情把握に努め、効果的な派遣に努める必要がある。また、教

職員はカウンセリングマインド*8研修などの機会を通じて、不登校生への対応能力の向上

に努めるとともに、ＳＣ自身が不登校生に関われる体制の充実が望まれる。

問題行動への対応についても、教職員が児童生徒の「心のサイン」を的確に把握するよ

うに努め、心に寄り添う指導を行うために、ＳＣとの連携をさらに深める必要がある。

《今後の方向性》

カウンセリングマインド研修等の充実を図り、問題行動等への教職員の対応能力の向上

に努めるとともに、学校の実情に基づき、問題を抱える児童生徒への支援体制が充実する

ようＳＣの配置を実現する。

平成25年６月に成立した「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、必要に応じて、各学校に

設置した「いじめ対応チーム」にＳＣを配置できる体制を整える。また、日頃からＳＣと

連携することで、心に寄り添う児童生徒支援に努めていく。

３ 子どもたちの学びを支援するため、学校・家庭・地域が一体となって取り組みます

（１）連帯意識の再生と地域の教育力の向上

《これまでの取組》

ＰＴＡ、自治会、民生児童委員等から成る学校評議員へ学校運営の状況等を説明し、地

域から幅広く意見を聴取してきた。

学校・家庭・地域が連携して実施した放課後子ども教室、通学合宿、トライしようＤＡ

Ｙを子どもの居場所づくり推進事業と位置付け、社会教育の振興も図った。

また、青少年健全育成関係団体への支援と連携により、研修会等を開催し、青少年を取

り巻く環境整備等の取組を実施した。

《成果》

学校評議員は、学校と地域とをつなぐパイプ役として重要な役割を果たしている。また、

学校教育活動の様子を地域へ伝え、学校園の一番の応援団になるとともに、地域の声を学

校運営に生かすことができている。

子どもの居場所づくり推進事業については、学校・家庭・地域が連携した取組を実施す

ることができた。また、青少年健全育成関係団体への支援と連携を通して、「子どもを守

る家」の点検活動や家庭教育支援等ができた。

《課題》

学校評議員会の開催日数を増やすとともに、日頃から学校の教育活動に参加できる機会
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を設定し、学校教育の改善と地域住民の参画を促進させる。

通学合宿やトライしようＤＡＹに続く新たな事業の展開と、インターネットの普及等、

子どもたちを取り巻く環境の変化に対応した取組を展開する必要がある。

《今後の方向性》

学校評議員会については、コミュニティ・スクールの実現に向けて、その活動が学校地

域運営協議会の素地となるように位置付け、学期に１回は実施する。

子どもの居場所づくり推進事業について、新たな事業の展開を検討し、より魅力あるも

のにする必要がある。また、青少年健全育成関係団体の活動支援と連携を通して、社会環

境の変化に対応した取組を進めていく。

地域とともにある学校づくりをめざして、平成30年度までに保護者や地域住民の参画と

協働による学校地域運営協議会を市内全ての小中特別支援学校に設置する。

（２）家庭の教育力の向上

《これまでの取組》

学力向上プロジェクトチームが全国学力・学習状況調査結果を分析し、家庭での点検５

項目などの指針を明記した「いきいきささやまっ子学力向上プラン」を作成した。

毎年１回、学校・家庭・地域が一体となって「子どもを育む」ことをテーマとした篠山

ＰＴＣＡフォーラムを開催し、子どもたちへの関わり方について参加者と一緒に考え、理

解を深める取組を実施した。

また、平成24年度から全幼稚園で、保護者が自信を持って安心して子育てができるよう、

幼稚園での悩み相談「子育て相談プラザ」に取り組んでいる。また、保育園でも、子育て

の悩みや子どもの生活習慣づくりなど、子育てにかかる相談ができるよう取り組んでいる。

《成果》

学力向上プロジェクトチームが作成した「いきいきささやまっ子学力向上プラン」を小

学校就学家庭に配布し、児童生徒の生活・学習習慣を整えることの大切さについて啓発す

ることができた。

ＰＴＣＡフォーラムについては、講演会や各地域での取組の実践発表を通して、学校・

家庭・地域が連携して子どもを育むことの必要性を伝えることができた。

市内全域で在園児以外の保護者も子育てに関する相談ができる環境づくりができ、臨床

心理士の派遣体制も整備したことで、保護者の子育て不安の解消に努めることができた。

《課題》

これまで以上に、学校・家庭・地域が連携し児童生徒の学習・生活習慣を確立させてい

く必要がある。

地域で子どもを見守り育てる意識を醸成する機会としてのＰＴＣＡフォーラムは、今後、

より多くの地域住民の参加を呼びかける必要がある。

幼稚園子育て相談については、相談申込の実利用人数が少なく、保護者への周知方法に
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課題がある。

《今後の方向性》

子どもを地域で育てる地域社会の実現に向けたＰＴＣＡフォーラムは、地域課題の解決

につながるテーマを設定し、活動事例などを共有しながら、参加者がともに考え、実践で

きる環境づくりに結びつける。

また、子育て相談プラザをさらに市民に周知するとともに、臨床心理士の派遣方法を工

夫するなど、より相談しやすい環境づくりに取り組む必要がある。

４ 子どもたちが安心して学べる環境づくりを進めます

（１）教職員の資質能力の向上

《これまでの取組》

教職員として、豊かな人間性とともに専門性と実践的指導力の向上や、社会の変化に対

応した教育観を培うことをめざして研究と修養に努めた。

市教育委員会主催で教育課程や学力向上、生徒指導等にかかる研修会を実施した。平成

25年度には教育支援センターを新設し、経験年数や職責に応じた研修会を進めた。地域に

信頼される篠山の学校づくりを進めるため、識見と指導力を有した管理職の配置、管理職

候補者の育成、教職員の専門性の向上に努めた。

また、学校業務改善推進校を指定し、教職員が時間的、精神的にゆとりのある環境の下

で児童生徒と向き合えるよう、教育資料の共有化や出席簿の様式統一、パソコン導入によ

るＩＣＴ活用、勤務時間の適正化等の取組を進めた。

《成果》

パソコンの導入や研修に取り組むことで、教職員の指導力の向上を図ることができた。

また、教職員が主体的に研究を進め、新たな指導方法を学び実践する取組を支援すること

ができた。

教職員のメンタルヘルスの現状理解、意識向上、職場環境づくり等が図れた。

《課題》

管理職のリーダーシップを強化して、教育課題や新たな教育の動向をつかみ、教育のあ

り方や課題解決に向けた方策を追求し、指導力の一層の向上を図る必要がある。また、復

職者に対するフォローアップ体制の充実が求められる。

《今後の方向性》

ここ数年、毎年10名あまりの新規採用教職員を迎えている。若手教職員に対する継続的

な研修体制を整えるとともに、相談や支援とサポート体制の充実を図っていく必要がある。

また、子どもたちに質の高い教育を提供するとともに、様々な教育課題に適切に対応す

るため、教職員の資質と実践的な指導力の向上が求めらる。このため、重要課題について

指導的役割を担う教職員に対する研修を実施するとともに、教職員による主体的な研究の
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支援を継続していく。

（２）開かれた学校づくり

《これまでの取組》

地域に開かれ信頼される学校を実現するため、オープンスクールを年間６日以上実施し

て、保護者や地域住民に教育内容や学校運営の状況等を公開し、積極的な情報提供に努め

た。

幼稚園でも、保育活動を保護者や地域住民に公開するオープンスクールに取り組んでい

る。保育園についても、地域住民との交流事業に取り組んでいる。

《成果》

オープンスクールや参観日などの機会を多く設け、学校評議員や地域住民に園児・児童

・生徒の様子や学校環境を見てもらうことができた。このことにより、地域と学校園との

信頼関係をよりよく築くことにつながった。

幼稚園においても、保育内容や園運営の状況を公開し、また、交流事業を行うなどして

開かれた園づくりが進んできた。

《課題》

園児・児童・生徒の安全対策を十分に講じた上で、さらに参観者を増やす方法を検討す

る必要がある。それには、学校行事との組合せの工夫などが考えられ、併せて、保護者、

地域とのつながりを一層深める必要もある。

《今後の方向性》

地域との信頼関係を確立するためにも、オープンスクールは日数にこだわらず、より多

くの機会を持ち、普段から開かれた学校園をめざす。保護者、地域とのつながりを一層深

め、安全安心な学校園づくりをさらに進めていくことが必要である。

（３）安全・安心で、質の高い学習環境の整備

《これまでの取組》

学校園における安全安心の確保を教育委員会の最優先課題として取り組み、「学校園安

全管理マニュアル」「学校園安全教育実践事例集」を作成した。これをもとに学校園安全

安心づくりの調査研究のため指定校やモデル校を指定し、その研究結果を市内の学校園に

広め、安全意識の高揚を図った。また、地域学校園安全委員会を設置し、学校・家庭・地

域が連携して安全安心を確保する体制を整備した。また、教職員の持続した安全意識の高

揚を保つため、安全研修会を実施した。

学校施設の耐震補強については年次計画的に工事を進め、全ての対象施設において整備

が完了した。特に、木造校舎については、平成24年度に八上小学校（校舎２棟）、平成25

年度に篠山小学校（校舎５号棟）及び城北畑小学校屋内運動場の整備を行った。
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《成果》

マニュアルに基づき、各学校の実情に応じて徹底した安全点検を実施することができた。

また、教職員の異動に伴い点検箇所の見落とし等がないよう、毎年度の引継ぎを実施する

仕組みを整えることができた。さらに、地域学校園安全委員会の設置により、複数の視点

で安全点検を実施し、より高い安全点検を実施することができるようになった。

市内学校施設の耐震補強のうち、懸案であった木造施設の整備については、平成25年度

末段階で全11棟のうち５棟が完了した。

《課題》

学校職員だけでなくＰＴＡや学校関係者など複数の視点による安全点検を実施し、さら

なる施設設備の安全確保が求められる。また、年間計画に位置付けた安全教育や安全研修

会を開催するなど、子どもや全職員が継続的に意識の高揚を図り、一層の安全安心な学校

園づくりを進める必要がある。

篠山小学校校舎及び屋内運動場の耐震化については、現在も改修工事を進めており、平

成27年２月の完了に向けて取り組む。

《今後の方向性》

徹底した安全点検を進めるとともに、家庭・地域・関係機関と連携し安全教育を継続的、

計画的に実施する。また、安全に対しての研修や訓練を通して、安全意識の高揚を図り、

実践力を身に付ける指導を進める。

各学校施設の老朽化に伴う大規模改修、吊天井の改修については、計画的に実施してい

く。

（４）学校の適正規模・適正配置

《これまでの取組》

平成20年10月に設置した「篠山市小・中学校適正配置等審議会」では、平成14年３月に

策定した「篠山市教育本構想」に示した基本方針をもとに、教育懇談会等で提起された市

民の意見・意向を踏まえながら審議がなされ、平成22年10月に最終答申「篠山市学校教育

改革５カ年・10カ年実施計画」が示された。

計画に基づき、平成22年４月には城東地区の３小学校（日置、後川、雲部）の統合、平

成25年４月には篠山地区の２小学校（畑、城北）の統合を行った。

《成果》

平成22年４月１日に日置小学校・後川小学校・雲部小学校の統合により城東小学校が開

校し、平成25年４月１日には畑小学校・城北小学校が統合して城北畑小学校が開校した。

多紀地区３小学校においては、統合研究会を設置できた。

《課題》

多紀地区３小学校の統合については、統合研究会が設置され、統合の是非から協議する

かたちとなった。学校適正配置の推進に向け、継続した地道な協議が必要である。
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《今後の方向性》

多紀地区３小学校の統合に向け、継続して協議を行う。また、中学校においても生徒数

の減少から、中学校の適正配置計画の検討が必要となってきている。

（５）教育委員会機能の充実

《これまでの取組》

平成19年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会

行政の執行状況について、点検及び評価を行うことが義務づけられた。

教育行政の執行状況や目標達成の度合いについて、教育委員会自らがチェックし、市民

に対する説明責任を果たすことを行った。

《成果》

「篠山きらめき教育プラン(教育振興基本計画)」で揚げた事業について、見直すことが

でき、次年度の予算要求及び事業実施に生かすことができた。

《課題》

点検・評価結果を市民へ公表するにあたり、より分かりやすい内容となるよう工夫する

必要がある。

《今後の方向性》

全戸配付及びふるさと一番会議において説明を行っている「篠山の教育（主要施策版）」

を基本とした、わかりやすい点検・評価を行い、市民への周知を図る。

５ 新しい時代を担う人材育成と地域とともに歩む教育を推進します

（１）幼保小中高の連携

《これまでの取組》

本市では、従来から小学校長が幼稚園長を兼ねており、円滑に小学校教育へ移行しやす

い体制があった。

保育園と幼稚園の連携については、幼保合同研修会や保育士と幼稚園教諭がお互いの職

場を体験する研修を通じ、意識の共有化を図っている。また、特別な支援を要する園児に

ついては保育園から幼稚園へ情報提供している。

小・中学校では、小中連携心のサポート事業を推進し、９年間で児童生徒を育てるとい

う意識のもと、教職員が連携して生徒の実態把握に努め、適切な指導や支援のあり方につ

いて協議を深めた。各中学校グループごとに問題行動等への対応について協議し、小・中

学校の一貫した指導体制の構築を図った。

《成果》

幼保一体化の推進により、保育士と幼稚園教諭の意識が共有化され、保育園・幼稚園の

連携を促進することができた。また、園児と児童が交流する場を設定することにより、保
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育園・幼稚園・小学校の連携を進めることができた。

小・中学校では、児童生徒の現状把握と、その対応策について協議を深めることで、問

題行動への実践的な指導力の向上が図れた。併せて、異校種間交流による問題行動の未然

防止、早期発見・早期対応策の充実が図れた。また、各学校の生徒指導上の実践に触れ、

日頃から組織的に取り組むことの重要性について認識を深めることができた。

中学校区ごとに、問題行動だけでなく学習規律や学習習慣などにおいても、９年間継続

した指導ができるようになってきた。

《課題》

保育園、幼稚園においては、年間を見通した交流の計画を立て、連携を強化していく必

要がある。私立認定こども園の設置に関する保護者意見交換会では、小学校との連携につ

いて不安視する声が聞かれた。

小・中学校では、情報共有に終わらず、連携した指導体制の確立を図る必要がある。い

じめや不登校の問題など、児童生徒の抱える問題の中には、小・中学校の教職員が一体と

なった取組により解決が図れるものもある。問題行動の未然防止のため、それぞれが果た

すべき役割を明らかにし、早期発見・早期対応に向けた連携をするなど、教職員の主体的

な研究の推進が求められる。

《今後の方向性》

保育園、幼稚園の連携については、今後も継続して実施していく。同時に、認定こども

園と小学校との連携についても研究する必要がある。

「小中連携心のサポート事業」を推進し、児童生徒の発達の段階に応じた指導の研究を

深め、９年間を見越した指導体制を構築する。また、児童生徒の実態に即した実践的な指

導のあり方について、教職員を中心に共通理解を図ることで、各学校における指導力向上

に努める。

（２）国際理解の推進

《これまでの取組》

中学校に配置する外国語指導助手（ＡＬＴ）を小学校、特別支援学校へも派遣し、小・

中学校の円滑な接続を意図した外国語教育を推進した。小学校外国語活動については、小

学校外国語活動指導補助員（ＪＴＥ）として地域人材を活用し、希望校への派遣を行った。

また、篠山国際理解センターとの連携により異国の文化や考え方に触れることができた。

《成果》

外国語活動、英語科の授業におけるＡＬＴの活用、外国語活動におけるＪＴＥの活用に

より、英語で積極的にコミュニケーションをしようとする態度や能力を伸ばすことができ

た。また、ＡＬＴや篠山国際理解センターを通して国際交流にも取り組み、外国の文化に

ついて触れる機会となった。



*9 赤ちゃんの時から本に接してもらい、言葉と心を育てる役に立てようという活動。本市では、４カ月健診に合わせ、

本の読み聞かせや紹介を行っている。
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《課題》

外国語活動や外国語教育の充実を図るため、ＡＬＴやＪＴＥを有効に活用した授業の工

夫・改善や、教職員の英語力を含めた指導力の向上が必要である。

《今後の方向性》

外国語活動を充実させ外国語教育の素地を培うため、ＡＬＴの配置と派遣、ＪＴＥの有

効活用を継続していく必要がある。また、今後の小学校英語科必修の方向性を受けてＡＬ

Ｔの増員（４人→８人）を検討していく。

６ 市民だれもが生きがいをもって地域社会に参画する生涯学習社会づくりを推進します

（１）学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興

《これまでの取組》

学びを通して生きがいの創造や地域づくりに貢献する人材の育成に取り組むとともに、

市民のライフステージに応じた学習機会を提供し、学習活動を支援した。

公民館では、仲間づくりやリーダーシップの育成をめざした「青少年想像力・行動力開

発プログラム事業」、高齢者の生きがいづくりを支援する「高齢者大学」、地域の古文書に

親しむ「古文書入門講座」など、学習機会の提供に取り組むとともに、社会教育関係団体

の活動支援に努めた。

中央図書館では、利用者の知的欲求に応える蔵書整備を進めるとともに、講演会や企画

展を積極的に開催した。また、乳児と保護者へのブックスタート事業*9、教育施設への団

体貸出、ブックトーク事業、図書館見学、１日図書館員の体験事業などにも取り組んだ。

平成24年度には、「図書館ビジョン」を作成した。

視聴覚ライブラリーでは、「機器の貸出・編集室開放」「ビデオ大賞」「インターネット

ＴＶ」「ＩＣＴふれあいサロン」をはじめとして、市民サービス・学習支援に力を注ぎ、

映像・情報拠点としての役割を果たしている。

《成果》

多くの市民が学ぶ機会を活用し、市民の学習ニーズに合った学習機会の提供ができた。

公民館では、「青少年想像力・行動力開発プログラム事業」における高校生チャレンジ

隊が企画運営した「篠山伝建地区まちなみ探訪ツアー」が好評を得たほか、高齢者大学に

おいては、グラウンドゴルフ大会や合同学習発表会など各学園で年８回の講座を行うなど、

学習の成果を地域に発表・還元することができた。

平成24年度に開館10周年を迎えた図書館では、多様なサービスの提供や講演会・企画展



*10 必要な資料や情報を的確に案内・提示すること。

*11 博物館、美術館、図書館などの所蔵資料を電子化して保存・公開するシステムのこと。
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の実施により、市民の文化意識の高揚が図れ、レファレンスサービス*10も利用者に浸透し

つつある。市民センター図書コーナーにおいては、平成25年８月から利用者サービスの一

環として、平日の司書職員駐在時間を１時間延長した。

視聴覚ライブラリーでは、機器のハイビジョン化が完了し、映像の資産化に向けて、現

行放送規格での映像制作環境が整い、地域の伝統行事・祭礼を中心に取材活動が展開でき

ている。ビデオ大賞は、平成25年度に節目となる第25回記念大会を実施することができ、

映像文化の蓄積に大きな成果を残せた。

《課題》

社会教育全体を通して、学びの機会の提供や学びの成果を発揮できる場の充実が求めら

れている。社会の動向や住民のニーズを的確にとらえ、事業内容がマンネリ化しないよう

に事業計画を進めていく必要がある。

公民館では、社会教育関係団体の高齢化や加入者数の減少により、活動や組織が弱体化

しつつある。また、たんなん味覚まつりについては、秋季の様々なイベントと重なってお

り、開催時期を含め内容を検討する必要がある。

中央図書館では、レファレンスサービスの拡充に向け、司書職員のスキルアップを図る

必要がある。市民センター図書コーナーでは、新刊本の導入に制約があることから、利用

者が減少傾向にある。

視聴覚ライブラリーでは、取材活動やＩＣＴふれあいサロンの運営に市民ボランティア

等の協力が不可欠なことから、人材の育成と確保を進める必要がある。また、ビデオ大賞

は決勝大会での観客数の伸び悩みが大きな課題であり、より市民が親しめ参画できる大会

運営に取り組む必要がある。

《今後の方向性》

市民の新たな学習ニーズを捉え、より多くの市民が学びたいと思える学習機会の提供と、

地域活動の中で学べる環境づくりを進めていく必要がある。

公民館においては、新たな参加者・受講生の獲得に向け、魅力ある講座メニューの設定

や積極的な情報収集、事業ＰＲに取り組むとともに、地域のコーディネーターとして公民

館の組織・機能強化を図っていく。

中央図書館では、「図書館ビジョン」に基づき、郷土資料や地域行政資料を中心として、

生涯学習に必要な資料を積極的に収集し提供するとともに、レファレンスをはじめとした

図書館サービスの一層の充実、子どもの読書活動の積極的な推進に取り組む。また、丹波

市との連携による広域利用サービスの実現に向けた取組を進める。市民センター図書コー

ナーでは、よりよい運営が展開できるよう、今後のあり方を検討していく。

視聴覚ライブラリーでは、デジタルアーカイブ*11の視点による地域映像のデータ蓄積を
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段階的に進めるとともに、市民への映像制作の支援を積極的に行っていく。また、「丹波

篠山インターネットＴＶ」などを活用して、篠山の魅力を発信していく。

（２）生涯スポーツの充実

《これまでの取組》

スポーツ活動の機会を提供し、振興を図るため、市広報による各種スポーツ大会の情報

提供を行うほか、スポーツクラブ21、体育協会、体育振興会等、スポーツ団体に対して事

務的、財政的支援を行った。

また、スポーツ推進委員会による体力年齢測定会やミニ駅伝大会のほか、篠山ＡＢＣマ

ラソン大会、篠山城武道大会、夏期巡回ラジオ体操及び水泳教室等の事業を実施した。さ

らに、スポーツ環境の充実に向け、体育施設の改修などの施設整備にも力を注いだ。

その他、スポーツ団体が円滑に活動できるよう、社会体育施設の優先利用計画の調整会

を実施した。体育協会事業である「スポーツの日」の大会運営を支援するなど、各種団体

間の連携が図れる取組を行った。

《成果》

スポーツ団体の協力を得ながら、年間を通じて市民にスポーツの活動機会を提供するこ

とができた。また、スポーツを通じた健康づくり、仲間づくり、地域交流が図れた。

西紀運動公園については、平成25年度からの新たな指定管理者により、利用者の安全安

心を確保しながら市民のニーズに沿った管理運営を行うことができ、利用者数が過去２年

と比べて増加した。

《課題》

今後も、スポーツ団体と連携を図りながら、スポーツの機会を提供できるよう取り組ん

でいかなければならない。

第34回篠山ＡＢＣマラソン大会では、ランナーが心肺停止状態となる事案が発生したが、

メディカルランナーや医師会、消防署、警察署及びボランティア等多くの方々の協力によ

り、迅速に適正な救命措置が行われ、命を守ることができた。今後もマラソン大会等各種

スポーツ大会の実施にあたっては、安全安心な大会運営となるよう引き続き力を注いでい

く必要がある。

《今後の方向性》

だれもが生きがいをもって参画する社会づくりを推進するため、引き続き、スポーツ活

動の振興と機会の提供に努める。
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７ 文化遺産と自然遺産を生かした教育とまちづくりを推進します

（１）文化財と町並みの保存と活用

《これまでの取組》

日本古来の伝統芸能の振興と重要文化財の活用を図るため、篠山春日能を継続して開催

した。

親しまれる史跡篠山城跡とするため、整備工事の説明会や、城の講座を開催した。また、

史跡を未来に伝えるため、石垣の復元整備や、草刈り、倒木処理、堀の清掃作業などの維

持管理を行い、適切な史跡の保護・管理・活用を図った。

重要伝統的建造物群保存地区（伝建地区）内における建造物等の保存修理を地区住民と

連携しながら進めた。保存地区における住環境整備や歴史的景観の向上に伴い、地区住民

の保存と活用意識も高まりを見せている。

《成果》

篠山春日能では、多くの市内外からの参加者に加え、市内中・高校生ボランティアが参

加し、伝統芸能への知識と関心を高めるとともに、篠山の歴史文化への顕彰を行うことが

できた。また、篠山城跡では、石垣の復元整備を実施し、史跡としての価値を高め、歴史

学習や観光等の交流拠点として活用を促進することができた。

伝建地区の保存修理事業では、建造物の修理・修景にかかる補助を実施し、地区の魅力

と価値を高め、住民意識の向上を図ることができた。

《課題》

篠山春日能では、市外の鑑賞者と比較して市内が少ないため、今後、市民の鑑賞を促進

するような方策を検討する必要がある。また、篠山城内堀を往時の姿に復元するためには、

市民の継続的な理解と協力が必要である。

伝建地区の保存修理事業を継続し、地区内の伝統的建造物などによる活発な活用を推進

するとともに、福住地区では、道路整備、防災計画の策定など地区住民の安全と来訪者の

ための環境整備を進める必要がある。

《今後の方向性》

重要文化財の能舞台及び伝統芸能の市民に向けた顕彰をさらに推進する。篠山城跡につ

いては、継続して石垣の復元整備を行い、史跡としての価値を高めていくとともに、市民

と篠山城とのつながりを深めるような方策を検討していく。伝建地区の価値をさらに高め

るため、保存修理事業を推進する。また、地区住民による様々な活性化の取組と連動した

町並み整備を推進する。

（２）文化･芸術の振興

《これまでの取組》

篠山城大書院、歴史美術館、青山歴史村、安間家史料館（文化施設４館）について、篠

山の文化の発信を継続して行うため、指定管理者による管理・運営を継続実施した。歴史
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美術館では、特別展・企画展を開催した。また、篠山市の芸術文化の振興と発展を目的に

篠山市展を開催した。

たんば田園交響ホールでは、兵庫県から移譲されるにあたり、運営に関する基本的な考

え方や運営方針、篠山らしいホールのあり方を定めた「たんば田園交響ホール運営計画」

を策定した。多彩な主催公演の実施や市民オペラ・市民ミュージカルをはじめとした市民

参加型事業の運営を積極的に進めるとともに、市民の文化芸術活動の練習・創造・発表の

場として、芸術文化の向上と地域文化の振興に取り組んだ。

《成果》

文化施設４館において、篠山の歴史文化の発信を行った。また、歴史美術館では、特別

展および企画展を実施し、篠山を中心とする文化について市内外の多くの人に顕彰・周知

することができた。また、篠山市展の開催により、市民の芸術文化に対する関心や理解を

深め、伝統文化の発信や文化の交流を図ることができた。

たんば田園交響ホールでは、平成25年度に開催した佐渡裕芸術監督プロデュースのオペ

ラにおいて、初めて市民による前夜祭を開催するなど、開館25周年を記念した魅力ある事

業を実施することができた。

「ステージオペレーター養成講座」については、新しい会員（第13期生）が増え、市民

力による運営が図れている。市民ミュージカルについては、出演者の日々の練習による団

結力とスタッフによる舞台運営が一体となり、観客とともに感動の舞台を創り出すことが

できた。

《課題》

文化・芸術のさらなる振興に向けては、活発で魅力ある催しを企画・計画し、市民・Ｎ

ＰＯ・ボランティア団体とも積極的に連携を強化する必要がある。篠山市展については、

作品の水準向上と市民に親しまれる開催運営について検討を進める必要がある。

たんば田園交響ホールでは、集客数増加が大きな懸案である。事業によっては「もっと

多くの人に観て欲しい」とのアンケート意見もあり、ＰＲなど集客方法を検討する必要が

ある。

《今後の方向性》

文化施設４館では、それぞれの館の特徴を生かし、市内外の来館者にとって魅力のある

企画運営を実施し、市内の歴史文化の発信拠点としての役割を果たしていく。

篠山市展については、開催意義を高めるため出品作品の質の向上に向けた運営を進める。

たんば田園交響ホールでは、ホールでしか味わえない感動を知ってもらうために、集客

向上に向けたＰＲ方法等を検討し、広く市民に文化芸術の提供を図りたい。市民ボランテ

ィアで組織するステージオペレーターについては、継続して専門技術の向上に努め、質の

高いホール運営に取り組む。市民ミュージカルについても、市民参画の文化活動として継

続して推進していく。
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（３）伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実

《これまでの取組》

学校で篠山層群や化石について学習できるように、学習プログラムの開発や教職員の指

導力の向上を図った。また、市民を対象としたプログラムの実施により、篠山層群や化石

に対する市民の興味・関心の持続につなげた。

公民館では、「ちびっ子伝統産業体験交流事業」において、今田小学校にある「あけぼ

の窯」などを利用した陶芸活動を行い、伝統文化を継承に取り組んだ。

中学校では、吹奏楽部、美術部、家庭部等、文化部活動に積極的に取り組んだ。

《成果》

市内５小学校が学習プログラムとして石割体験を実施し、篠山層群や化石について学習

を深めた。教職員研修の中に篠山層群と化石についての内容を取り入れ実施した。また市

民を対象とした化石発掘体験イベントを年間８回開催した。

化石発掘等の活動を支援する市民ボランティアの技術が向上し、調査研究に貢献できた。

また、化石発掘体験イベントや校外学習プログラムの指導にも携わり、市民の篠山層群や

化石に対する関心を高めることにつながった。

中学校においては、文化部活動を通じ、生徒それぞれの興味・関心に応じて芸術や文化

に親しむ態度を養うことができた。

《課題》

校外学習プログラムなど、より多くの学校が篠山層群や化石を活用した体験学習に取り

組めるよう努める必要がある。ボランティアの育成には時間がかかるため、長期的な視点

で育成を考えていく必要がある。

中学校の文化部活動については、それぞれの生徒にとってやりがいを感じることができ

るよう一層の工夫が必要である。

《今後の方向性》

学校における学習の中で、積極的に篠山層群や化石を取り扱えるよう、教職員の知識・

指導力の向上と併せて、子どもたちの興味・関心を高めることで、篠山層群や化石を生か

した教育の推進を図る。また、ボランティアを育成して、石割発掘体験イベントや校外学

習プログラムでの指導・協力を図り、篠山層群や化石への関心を一層高めていく。

中学校では、責任感や連帯感の涵養、互いに協力し合って友情を深め、好ましい人間関

係の形成に資するよう、吹奏楽部、美術部、家庭部等の活動に継続して取り組む。

８ 生命と人権を大切にし､郷土を愛する心と国際社会に通用する人材の育成を推進します

（１）食に関する教育の充実

《これまでの取組》

全ての学校において、全体計画に基づく食育の指導体制が確立している。
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平成25年度は、兵庫県の「地域の特色を生かした食育推進事業（地域食育推進事業）」

の指定を受け、推進を図った。市では食育推進大会を開催し、家庭や地域での食育推進の

取組を伝えた。また、食育推進校（城東小学校）では、栄養教諭等の専門性を生かし、教

科指導に食育の視点を盛り込んだ。

学校給食では、主食に篠山産コシヒカリを100％使用し、米飯を週３回、米粉パンを週

２回提供した。併せて、地元野菜の活用推進にも取り組み、市内で栽培された野菜12品目

（ジャガイモ、玉葱，胡瓜、人参、南京、キャベツ、白菜、大根、水菜、菜の花、ほうれ

ん草、青葱）を主に使用してきた。

公民館では、「郷土味学講座」や「親子クッキング」をはじめとして、食への興味・関

心を深める事業や地元食材を活用する取り組みを行った。

《成果》

食育推進大会を通じて、食育推進に資する様々な機関が連携を深め、本市の食育推進体

制が強化された。また、「給食試食会」の実施により、家庭や地域に取組を広めることで、

学校・家庭・地域の連携を深めることができた。

各学校では、全体計画に基づき、食に関する指導の充実に取り組めた。また、全ての小

学校や特別支援学校では、地域の農業従事者等と連携し、食と農を一体的に学ぶ食農教育

が展開できた。「農」の視点を取り入れることで、食べ物の大切さ、食に感謝する心、農

業の重要性など、体験を通して学ぶことができた。

学校給食においては、子どもたちに安全安心な給食の提供ができた。

地産地消に関して、地元野菜を活用することにより、子どもたちが地元の食べ物や農業

への関心を高めることができた。また、地域に関心を持ち、食材への慈しみや生産者への

感謝の気持ちを深めることができた。

公民館では、親子のふれあいの場を提供でき、食や農への関心を高める事業が展開でき

た。また、食育に関しての啓発や自治体連携にも取り組めた。

《課題》

篠山の豊かな農産物や伝統的な食文化を生かした食育の推進をめざし、家庭や地域との

連携が一層深まるような取組を充実させることが必要である。

米飯給食の回数について、増加に向けた検討の余地がある。地元野菜については、気象

条件や収穫時期等で数量を調達できない場合もあるため、生産者との情報交換及びより綿

密な調整を行っていく必要がある。

《今後の方向性》

学校での食育を家庭や地域と連携して進めることで、子どもたちの望ましい食習慣の育

成を促進する。

学校給食においては、平成27年４月から米飯給食を週３回から４回へ増やす。また、地

元野菜を安定的に使用していくことができるよう、旬の時期を考慮しながら重量使用率25

％を基本的な目標に据え、献立の工夫や生産者との調整を行っていく。また、単年度ごと
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に使用品目数の使用率を目標設定することで、新たな地元野菜の品目増加にも取り組む。

公民館では、「郷土味学講座」を中心に、食育の啓発と郷土料理の伝承に取り組むとと

もに、学校給食センターや自治体との連携を継続し、食に関する事業内容の充実を図る。

（２）環境教育の充実

《これまでの取組》

環境教育については、各教科や道徳において取り組むとともに、総合的な学習において

も環境をテーマとして、本市の自然環境を生かした学習に取り組んできた。また、小学校

３年生を対象とした「環境体験事業」、さらには５年生における「自然学校推進事業」な

ど、体験を通して学ぶ教育活動を推進してきた。

中学校では、理科、社会科、家庭科、総合的な学習の時間等において、国や地球規模の

環境問題を学ぶとともに、新聞づくりや意見交換などの学習活動を工夫し進めている。

《成果》

体験を通して学ぶ環境教育に取り組み、環境について幅広く関心を持ち、理解を深める

とともに、自然に対する感性や命を大切にする心を育むことができている。

《課題》

体験を通した学習を充実させるために、地域資源の教材化、地域人材の確保に努める。

学んだことを整理したり分析したりする科学的な考察を通して、環境教育に関する意識を

高め、主体的に行動する実践力を養うことが大切である。

《今後の方向性》

理科や総合的な学習の時間などを活用して、環境、資源等のエネルギー問題、廃棄物や

リサイクル等の社会的諸問題への関心を高めるとともに、篠山市や兵庫県の豊かな自然環

境を生かした環境教育の充実に取り組んでいく。事業としては、小学校３年生対象の「環

境体験事業」と５年生対象の「自然学校推進事業」を体験活動の柱としながら、計画的な

推進に努める。

（３）人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成

《これまでの取組》

学校の教育活動全体を通した人権教育を推進するため、市内全学校で校内推進体制を確

立し、年間指導計画を立てている。

また、多文化共生社会をめざし、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する学校に

子ども多文化共生サポーターや外国人児童生徒指導補助員を派遣し、教育相談等にも取り

組んできた。

《成果》

発達の段階に応じて、兵庫県の人権教育指導資料を効果的に活用し、自分自身や他者に

対する肯定的な態度の育成、自尊感情の育成、人権尊重の精神を培うことができた。



*12 Social Networking Serviceの略。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援す

るための、インターネットを利用したサービス。
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《課題》

人権意識の高揚が求められる一方で、倫理観の希薄化等が指摘されており、インターネ

ットのＳＮＳ*12による人権侵害といった新たな人権課題が生じている。これらの対応も含

め、計画的な人権教育に係る研修機会の確保が必要である。

《今後の方向性》

人権教育を全ての教育活動の根底に据え、児童生徒の人権意識や人権感覚、自尊感情の

育成を図るために兵庫県の教育資料「ほほえみ」「きらめき」や兵庫版道徳教育副読本の

一層の活用を図る。また、いじめも人権侵害であることの認識のもと、各学校の人権教育

指導計画に位置付ける。

日本語指導が必要な児童生徒に関する研究推進校の実践を広げ、多文化共生社会の実現

に向けた教育の充実をめざす。

（４）郷土を愛する心の育成

《これまでの取組》

篠山市社会科副読本編集委員会を開催し、平成25年度には改訂版の篠山市社会科副読本

「わたしたちの篠山市」を作成し、小学校及び特別支援学校小学部の３・４年生に配布し

活用を図った。また、効果的な活用をめざし、指導の手引きを作成、配布した。

一方、社会教育では、子どもたちの郷土を愛するこころを育成するため、小・中学生を

対象に「うりぼう師範検定」を実施した。受験した児童生徒は郷土への関心を高め、一定

の成果が得られたので、平成25年度に「うりぼう検定問題集」を作成し、事業を終了した。

また、公民館では、「ささやま市民文化講座」や「丹波ささやまおもしろゼミナール」

をはじめとして、丹波篠山に学ぶ楽しさを享受し、歴史、自然、文化に触れることで篠山

の魅力を感じる学習活動を推進してきた。

《成果》

補助教材として社会科副読本や「ふるさとガイドブック」を効果的に活用することによ

り、郷土のすばらしさを知り、我がまち篠山を学ぶことができた。平成25年度には社会科

副読本の改訂に取り組み、平成26年度から改訂版副読本を配布し活用することができた。

うりぼう師範検定を受験した子どもたちは、篠山の文化、自然、文化財等をテーマとし

た問題を通して、篠山に対する知識を深めることができた。また、「ささやま市民文化講

座」では、篠山の歴史・文化を再確認することで、受講生の郷土に対する理解・意識が高

まった。

《課題》

ふるさと教育は、発達の段階に即して系統的に取り組んでいくことが大切である。また、
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郷土を愛する心を育むには、児童生徒を地域の“人・もの・こと”と向き合わせていくこ

とが不可欠であり、地域資源の発掘や教職員が地域について学ぶことが必要である。

平成25年度に作成した「うりぼう検定問題集」の有効活用について、学校や地域との調

整を進める必要がある。

《今後の方向性》

改訂された篠山市社会科副読本「わたしたちの篠山市」の有効活用や、「ふるさとガイ

ドブック」の改訂に取り組み、さらなる地域学習の充実を図る。また、教職員が篠山を理

解する研修に取り組むとともに、ふるさとを愛する心を育む学習のあり方についての指導

研究に努める。

「うりぼう検定問題集」については、子どもたちが郷土のことを楽しく学ぶ副読本とし

て活用を図る。公民館では、「ささやま市民文化講座」「丹波ささやまおもしろゼミナール」

を中心として、篠山の魅力発掘、地域人材の育成に継続して取り組む。

（５）学校給食の充実

《これまでの取組》

食育推進活動については、学校や園で開催される試食会や親子給食、夏休みに実施する

親子クッキング、給食センターの見学などあらゆる機会を通して、市民に対し、学校給食

や食への理解を深めてきた。また、黒豆や山の芋など篠山の特産物を用いた「ふるさと献

立」を取り入れることで、郷土を身近に感じ、篠山の味を伝承してきた。

《成果》

食育推進活動の取組を通して学校給食や食への理解を深め、子どもたちと食習慣や食に

関する意識を高め、篠山茶週間をはじめとして地域の食材をより身近に感じることができ

た。

《課題》

篠山ブランドの良質な食材を使用していく中で、食材の確保や献立を工夫していく必要

がある。また、食育推進活動については、食指導の要望のない学校園もあり、学校の教育

活動の中で食指導を工夫する必要がある。

《今後の方向性》

心身ともに健全な子どもたちを育成する環境をつくるため、学校・家庭・地域と連携し

た食育推進活動を継続する。併せて、学校給食を「生きた教材」として活用し、各学校園

で、全教職員が組織的、計画的、継続的に食育に関われるよう働きかけを行っていく。



*13 物事を命がけですること。もともとは、一カ所の領地を生命にかけて守り生活の頼みとすること、または、その

領地自体のことを指す。「一生懸命」はそれが転じたもの。

*14 もともとは、松尾芭蕉の俳諧理念のひとつ。不易（変わらないこと）と流行（時々に応じて変わること）とは根

元において結合すべきであるとするもの。教育においては、「不易の教育」と「流行の教育」の調和を図ると理解され

る。
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第３章 篠山の教育のめざす姿

■１ 基本理念 □■□■□■□

一人一人が光り輝き、生きがいをめざす

～子どもが一所懸命に学び、地域とともにある学校づくり～

～学びの機会を充実し、学習の成果が実感できるまちづくり～

本市では、平成16年度から「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」を教育理念とし、

篠山らしい特色ある教育の実現に向けて着実に前進を続けてきた。第１期計画（平成22年

度～平成26年度）の実績を踏まえ、これからの５年間についても、引き続き「一人一人が

光り輝き、生きがいをめざす」を教育理念とする。なお、教育基本法では、“国民一人一

人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あ

らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければならない。”と理念が謳われている。

副題については、これまでの「子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校づくり」「学

びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり」を検証し、「楽しく学び」

を「一所懸命*13に学び」に、「地域に信頼される学校」を「地域とともにある学校」に、「学

習の喜び」を「学習の成果」に改めた。

「一所懸命」は、学力向上や知識基盤社会の考え方をはじめとした国民全体の学力観を、

「地域とともにある学校」は、篠山市が今後５年間で具体的に取り組もうとするコミュニ

ティ・スクールのあり方を、そして「学習の成果」は、生涯学習社会における教育基本法

の根本理念を踏まえたものである。

教育は「不易流行*14」と言われている。この第２期プランにおいても、根本理念はその

まま大切にし、取組の方向性を国と篠山市の時勢に合わせた。全ての市民がこの基本理念

を共有し、次代に向けた「篠山の教育」を築いていくこととする。
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■２ めざす人間像と培う力 □■□■□■□

基本理念「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」の具現化に向けた教育の視点とし

て「自立」「愛郷」「公共尊重」「国際社会」の４点を掲げ、篠山市民としてあるべき“め

ざす人間像”と“培う力”を次のとおり設定する。

めざす人間像

培う力

めざす人間像

培う力

自立
知・徳・体の調和がとれ、生涯にわた

って楽しみながら自らの夢や志の実現

に努力する人

健やかな身体とともに幅広い知識や教養を身に付け、豊かな

情操や道徳心、命や自然を大切にする態度を養う。

望ましい勤労観や職業観を育み、生涯にわたって楽しみなが

ら個性や資質能力を磨き、志をもって自らの未来を切り拓く

力を培うこと。

郷土を愛して誇りに思い、互いに支え

合い協力しながら明日の篠山を切り拓

いていく人
愛郷

思いやりや寛容の心をもって、多様な人々と共生する態度を

養う。

先人たちが築いてきた地域に誇りをもち、地域の人々ととも

に生きる喜びを実感しながら、篠山の発展に貢献する力を培

うこと。
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めざす人間像

培う力

めざす人間像

培う力

社会の構成員としての自覚と責任、感

謝の念をもって真摯に自ら学び自ら考

えて行動し、日本の未来を担う人

我が国の自然・伝統・文化を基盤とし

て、世界に通用する力を培い、高い志

をもって国際社会に貢献できる人

自然・伝統・文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷

土を愛し、他国を尊重する態度を養う。

幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力、

コミュニケーション能力を高め、国際社会の平和や発展に貢

献する力を培うこと。

公共尊重

国際社会

一人一人が社会を構成する一員であることの責任を自覚

する。

公共の精神や人権尊重の精神に基づき、よりよい社会づ

くりに向けて自らがすすんで行動する意識や態度を培う

こと。
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■３ 共有する道しるべ □■□■□■□

「めざす人間像」の実現と「培う力」を育むために、篠山市民が共有する道しるべを次

のとおり設定する。教育の基本は人づくりである。私たちは、この“道しるべ”を具体的

な活動の指針として常に心に留め置き、篠山らしい温かく豊かな人づくりを実現する。

「おはよう」「こんにちは」の笑顔あふれるまちづくりと教育を進める。

少子化や核家族化等により人間関係が希薄化していることが教育にも影を落

としている。子ども同士、家族、職場や地域において明るいあいさつが飛び

交うことで、前向きなまちづくり・人づくりを実現していこう。

社会の変化に伴って、基本的倫理観の低下が指摘されている。篠山で暮ら

していること、学べる環境にあること、様々な人間関係等について「ありが

とう」の気持ちを胸に日々生きていこう。

人間関係がうまくいけば全てのことがうまくいくと言われる。子どもたち

は友達に、保護者は子どもや友人に、地域の人は地域住民に、教職員は子ど

もや保護者に気を配り、ちょっとした変化があれば「どうしたの？」と声を

かけるようにしよう。

「ダメなことはダメ」と毅然とした態度をとることや気づいたことに自主

的に関わることが大切である。篠山の教育、篠山の人づくりには市民総がか

りの取組や意識改革が不可欠であり、一人一人が少しずつの勇気と善意を示

すことで一歩ずつ前進させていこう。

人からの指摘や注意を率直に受け入れられる柔軟な心をもつことが大切で

ある。「悪いことをしたな」と思ったとき、まずは素直に謝る心をもとう。

一．「ありがとう」

感謝の気持ちをもとう

一．「どうしたの？」

気づきを大切にしよう

一．「ちょっとまって！」

勇気をもって行動しよう

一．「ごめんなさい」

素直に謝る心をもとう

一．「おはよう！」

人より先にあいさつをしよう
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■４ 教育主体の責任と役割 □■□■□■□

（１）教育行政

○ 平成27年度から、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、

教育委員会制度が大きく変わる。教育行政における責任の明確化や教育委員会活動

の活性化、迅速な危機管理体制の構築、市長との連携強化が一層求められることか

ら、社会情勢を踏まえ、適切かつ実効性のある対策を的確に遂行していく責任があ

る。就学前教育、学校教育、社会教育の振興を推進し、保育園、幼稚園、学校、家

庭、地域、社会教育施設などの教育の主体と連携・協力するとともに、各主体を支

援する中で必要な施策を実施する。

教育委員会は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、各教育委

員がその識見を生かし、合議により教育の基本方針や教育内容を審議する。また、

事務局に対する適切なリーダーシップを発揮し、教育行政を推進する。このため、

教育現場の課題を十分に把握し、保護者、地域住民等の意向が十分に反映されるよ

う、教育行政の状況について適切に評価を行う。

（２）教育機関（保育園、幼稚園、学校、社会教育施設ほか）

○ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであることから、保育

園は「保育所保育指針」、幼稚園は「幼稚園教育要領」に基づき、生きる力の土台

を育くむ教育活動を推進する。

○ 学校は、子どもたちに知・徳・体の調和がとれた「生きる力」を育む場であり、

子どもたちは学習に意欲的に取り組み、培うべき力の基礎を習得する。子ども同士、

子どもと教職員が互いに厚い信頼関係と深い敬愛の念を深める中で、子どもたちの

人格の完成をめざした教育を行う。

また、学校は、家庭や地域から寄せられる期待を真摯に受け止めるとともに、教

育内容・方法、環境がより豊かになるよう、保護者や地域住民に支えられているこ

とを子どもたちとも共有しながら、家庭や地域をはじめ多様な教育の主体と緊密に

連携・協力を行う。

○ 公民館、図書館などの各社会教育施設は、市民に多様な学習の機会と場を提供す

る学習・文化活動の拠点である。地域課題や地域住民の学習ニーズを把握しながら、

施設の機能・特性を生かし、市民団体や社会教育団体などとの連携・協働を進める。

また、市民の学習意欲が高まり、学習活動が円滑に行われるよう必要な支援を行

う。
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（３）家庭、保護者

○ 家庭は、教育について第一義的責任を有し、保護者が子どもたちに愛情を注ぎ、

家族の温かい雰囲気と深い信頼関係の中で互いが強い絆で結ばれていることを実感

しながら、子どもたちの基本的な生活習慣の習得、自立心の育成、心身の調和のと

れた発達が促される場である。

○ 家庭での生活は、学校、地域、ひいては社会へとつながっている。保護者は、子

どもたちの各成長段階において、健全な心身の育成、社会に適応する規範意識の醸

成、進路選択の支援など、学校と連携した教育を行う。

（４）地域（市民）

○ 地域社会は、子どもたちにとって、家庭や学校と同じ大切な生活の場であり、多

様な人間関係や、社会の中での習慣や規範を学び、社会の一員としての自覚を育む

場である。市民は、学校や家庭と相互に連携・協力し、ふるさと篠山を担うととも

に、日本の未来や国際社会に貢献する人づくりを行う。

○ 地域住民は、子育てを行っている保護者に寄り添い、その不安や孤立感を和らげ、

教育活動の場に自身の経験や技能、学習成果を提供するなど、自らできる行動を積

極的に行う役割を担う。

○ 子どもたちにとっての地域は、愛着を感じ、その一員としての自覚を育み、その

地域の発展に尽くしたいという思い入れの生まれる場所である。子どもたちには、

地域の人々や伝統、文化、歴史に積極的に関わり、ふるさとについての理解を深め、

その価値を継承する重要性を認識させることが必要である。その上で、地域の課題

解決に積極的に貢献する態度や、多様な人々と協働して新たな文化や価値を創造す

る態度を育むことが必要である。
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第４章 施策の基本方向

■１ 自立して未来を切り拓く態度の育成 □■□■□■□

変化の激しい時代を生きる子どもたちが、それぞれの個性や能力に応じてこれから

の社会を生き抜いていくためには、自らの生き方を考える中で学びの意義を認識し、

生涯学び続ける姿勢を身に付けることが重要である。その上で、学びの原動力や推進

力となる夢や目標を持つこと、それを実現しようとする意欲・態度を身に付けること、

様々な困難に直面しても状況を主体的かつ的確に判断し行動する力を身に付けること

が不可欠である。

（１）社会的自立に向けたキャリア形成の支援

子どもたちが夢や目標を持ち、計画を立て、それに向かって進んでいく力（キャリアプ

ランニング能力）をはじめ、自己理解・自己管理能力、コミュニケーション能力や課題対

応能力等、社会的自立に必要な能力を育成することが重要である。

小・中学校それぞれの発達の段階に応じ、教育活動全体を通じた組織的・系統的なキャ

リア教育の充実に取り組む。その際、子どもたちが生涯を見据え、学ぶことや働くこと、

生きることの尊さを実感し、将来の生き方・働き方を考えるとともに、社会とのつながり

や社会における自らの役割を考えることができるよう支援する。

成果指標：将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合の増加

（２）体験教育の推進

子どもたちが豊かな人間性や社会性を身に付け、自分の役割を果たす必要性を自覚し、

学ぶ意欲や成長する意欲が喚起されるためには、命を大切にする心や思いやりの心を養う

など「心の教育」の充実を図るとともに、体験活動を通じて自ら感じさせ、気付かせるこ

とが重要である。

このため、自然や社会、芸術文化に触れる「本物に出会う感動体験」や、地域の人々等

との関わりを通した「絆に気付き、感謝する体験」、「ふるさと意識の醸成を図る体験」等

に取り組む。

また、体験活動の実施に伴う事前事後の学習を計画的に行うことで、体験活動の充実を

図る。



*15 自我同一性や個性と訳される。国・民族・組織といったある特定集団への帰属意識。
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成果指標：①「トライやる・ウィーク」の活動で自分の考えや行動に影響があったと

思う生徒の割合の増加

②地域と協働してふるさとの自然のよさに気付く学習プログラムを実施し

た学校の割合の増加

（３）グローバル化に対応した教育の推進

グローバル化が進行する社会において、子どもたちが、将来、国際社会で活躍できるよ

う、語学力やコミュニケーション能力を育むことはもとより、主体性や創造性、チャレン

ジ精神、リーダーシップ、異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ*15など

を培うことが重要である。

このため、英語をはじめとする外国語教育の充実、国際交流の促進等異文化に直接触れ

る機会の充実を図るとともに、郷土の歴史や文化に触れる機会の充実を図るなど、伝統と

文化に関する教育を推進する。

成果指標：外国語活動担当教員とＡＬＴとの研修会の実施

■２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進 ■□

幼児期における教育は、子どもたちの生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

のであり、豊かな心情や物事に自ら取り組もうとする意欲、健全な生活を営むために

必要な態度、基本的生活習慣等の育成が求められている。また、保育環境面・体制面

についても段階的に整備する必要がある。

（１）“子育ていちばん”に向けて

乳幼児の教育を推進するには、施設の充実やサービスの提供だけではなく、保護者が子

どもの健やかな育ちや子育ての喜び・楽しさを実感できることが重要である。また、本市

は、多彩な自然と伝統文化が息づいており、郷土への愛着や誇りを持った豊かな心情を育

むことに取り組む。

施策展開においては、朝日とともに目覚める、四季を感じ取れる、自然の中で夢中に遊
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ぶ、この３つの要素を柱として、乳幼児のあるべき姿をめざす。その上で、ふるさと篠山

で子育てしたいと思えるまちづくりに取り組む。

成果指標：子どもたちが、朝日とともに目覚め、四季を感じながら、自然の中で夢中

になって遊ぶことができること

（２）子どもの根っこを育てる環境づくり

子どもたちが健全に育つためには、保護者が子どもに愛情を注ぎ、家族の温かい雰囲気

と深い信頼関係の中で、基本的な生活習慣づくり、自立心の育成、心身の調和のとれた発

達を促すことが大切である。中でも「躾（しつけ）」が、子どもたちの成長の礎となるこ

とから、乳幼児期に「安心感」「信頼感」を育むとともに、子どもたちの基本的な自律の

確立をめざす。

また、乳幼児の成長は、植物が根付き双葉を広げるまでの時期に例えられることから、

「眠育」「食育」「あそび」や「躾」を総合的に推進する「ふた葉プロジェクト」として展

開し、家庭と連携した子育て環境の確立に継続して取り組む。

成果指標：「眠育」「食育」「あそび」や「躾」を総合的に推進する施策方針に基づい

た子育ち・子育て支援が行えること

（３）幼保一体化の推進と就学前教育の充実

「元気なささっ子 愛プラン（後期行動計画）」の主旨及び「篠山市子育ていちばん条例」

に基づき、幼保一体化の推進や認定こども園の整備をはじめとした就学前教育の体制づく

りを進めており、引き続き保育環境の整備と職員の資質向上に力を注ぐ。

保育園・幼稚園では、子どもの身体・運動能力の低下が懸念されることから、「体幹を

鍛える」ことを柱に据える。また、「ふた葉プロジェクト」の具体実践を踏まえ、篠山の

自然環境や地域性を生かし、「五感」を発達させる保育・教育活動を展開する。

成果指標：①保護者の就労状況等に関わらず、充実した乳幼児期の保育・教育が受け

られる環境を整えること

②味間認定こども園を一体的に整備し平成28年度に供用開始すること

（４）子ども・子育て支援の体制づくり

篠山市では、自治会やまちづくり協議会、各種団体、ボランティアの協力により、子ど
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もたちの健全育成に関する数多くの取組が行われており、子育て・教育環境での良さがあ

る。

この篠山の良さをさらに生かし、保護者が子育てについての責任を果たすことができる

よう、地域社会が保護者に寄り添い、子どもの成長、親自身の成長に対し、喜びや生きが

いを感じることができる体制づくりを進める必要がある。

篠山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、市民全体で子育て・子育ちを支援するま

ちづくりを進める。

成果指標：篠山市子ども・子育て支援事業計画が実施されること

■３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進 ■□■□■□

子どもたちに、心身ともに健康で、幅広い知識と教養や豊かな情操と道徳心を身に

付けさせるため、確かな学力、豊かな心、健やかな体の「生きる力」をバランスよく

育成することが求められている。また、発達の段階に応じた学びの充実を図り、子ど

もたちの個性や能力、可能性を最大限に伸長することが求められている。

（１）確かな学力の確立

子どもたちに、基礎的・基本的な知識・技能と、それを活用する思考力・判断力・表現

力、主体的に学習に取り組む関心・意欲・態度などの確かな学力を身に付けさせることが

重要である。また、全国学力・学習状況調査で課題が見られた知識・技能を活用する力や

学習習慣の定着等を図るための校長のリーダーシップ、教員の指導力の向上及び指導方法

の工夫・改善を図る必要がある。

全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた学力向上方策、各教科等における「ことば

の力」の育成、科学技術の基礎となる理数教育、情報社会を主体的に生きるための情報教

育等を推進する。また、学校・家庭・地域が連携した児童生徒の学習・生活習慣の確立に

も取り組む。

成果指標：①「全国学力・学習状況調査」における学力調査結果の向上

②「篠山市学力・生活習慣状況調査」における学力調査結果の向上
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（２）豊かな心の育成

体験教育や学校教育活動全体を通じた道徳教育、命の大切さや共生の心を育む人権教育、

情報化社会に対応する情報モラルの育成、郷土愛を育むふるさと教育等の充実を図ること

により、人間形成の基盤となる豊かな情操と道徳性を培い、これらに基づいて主体的に判

断し、適切に行動する力を育成することが重要である。

幼児期から培ってきた規範意識を、様々な教育活動を通してさらに定着させるとともに、

他者への思いやりや公共の精神を養っていく。

また、環境の保全・再生に主体的に取り組む態度を育成するとともに、篠山や兵庫の豊

かな自然環境を生かした、小学校３年生対象の「環境体験事業」と５年生対象の「自然学

校推進事業」を体験活動の柱としながら、計画的な環境教育の推進に取り組む。

平成25年６月に成立した「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、全ての児童生徒に「いじ

めは決して許さない」ことへの理解を促し、心の通う人間関係が構築できるよう継続的に

取り組む。

成果指標：①人の気持ちが分かる人間になりたいと思う児童生徒の割合の増加

②いじめは、どんな理由があったとしてもいけないことだと思う児童生徒

の割合の増加

（３）健やかな体の育成

子どもたちの心身の調和的発達を図るため、生涯を通じてスポーツに親しみ継続的に運

動ができる資質や能力を育成するとともに、健康で安全な生活を送るための基礎体力を培

うことが重要である。また、学校・家庭・地域の連携体制の構築や、学校教育活動全体を

通じた効果的な食育実践に取り組む必要がある。

このため、全国体力・運動能力等調査の結果等を踏まえた体力・運動能力の向上、体育

授業の充実や体力向上に取り組む時間の確保をはじめとして、計画的・継続的な取組を推

進していく。また、家庭や地域と連携した食育実践を進めることで、子どもたちの望まし

い食習慣の育成を促進するように努める。

成果指標：児童生徒が運動やスポーツをする時間の増加

（４）特別支援教育の充実

特別な支援が必要な子どもたちの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加す

るために必要な力を培うことが重要である。また、幼児期からの一貫した支援システムの

構築には、各園、各学校の連携・引継体制づくりが必要である。
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就学前から継続した支援の引継ぎができるよう、発達スクリーニング調査や保護者によ

る自己チェックを行いながら、保育園・幼稚園での巡回相談事業、小・中学校での「ささ

やまキッズ発達支援チーム」など、相談機能の充実を進める。

また、一人一人の多様な教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供をめざし、施設整備や

専門的知識を有したアドバイザー等による総合的な支援体制の確立に取り組んでいく必要

がある。このため、インクルーシブ教育システムの構築を見据え、「兵庫県特別支援教育

第二次推進計画」（平成25年度策定）に基づき、早期からの一貫した支援に向け、教育支

援計画（サポートファイル）の作成・活用を促進し保護者や就労関係機関との一層の連携

を進めるとともに、交流及び共同学習、自立と社会参加の促進等に取り組む。

また、教職員の発達障害等に関する指導力の向上を図り、学校園における指導・支援の

さらなる充実に取り組む。併せて、特別支援教育に関する理解啓発に取り組む。

成果指標：校内就学指導委員会の定期的な実施

■４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進 ■□■□■□

学校・家庭・地域は、それぞれが子どもたちの成長にかかわる当事者として、責任

と役割を果たし、互いに連携・協力して、子どもたちの教育に取り組む必要がある。

または、学校・家庭・地域における教育が、効果的に実施され、円滑に連携協力がな

されるよう、総合的な施策の実施が求められる。

（１）安全安心で質の高い学習環境の整備

子どもたちが安心して学校生活を送るため、安全で質の高い学習環境の整備が重要であ

る。家庭・地域・関係機関と連携しながら安全教育を継続的・計画的に実施し、訓練を通

しての実践力を向上させ、安全安心な学校園づくりを進める。また、「学校園安全管理マ

ニュアル」に基づき、子どもの安全確保に向けた体制づくりを継続するとともに、緊急時

の危機管理についても意識強化を図っていく。

各学校施設の老朽化に伴う大規模改修や吊天井の改修を計画的に実施していく。

充実した防災計画の作成、防災教育の実施に向け、様々な場面を想定した防災訓練を行

い、子どもも教職員も災害に対応できる力を身に付けていくことが必要である。また、地

域の消防団等との連携を密にし、より実践的な訓練を実施する。
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成果指標：大規模改修プランに基づき学校設備の整備を図ること

（２）地域とともにある学校づくり

子どもたちが地域の中で豊かな経験と多様な学びができるよう、学校・家庭（保護者）

・地域が一体となって、地域全体で子どもたちの教育に取り組むことが重要である。

学校評議員会制度については、学校と保護者・地域がともに意見を出し合い、協働しな

がら子どもたちの成長を支えるコミュニティ・スクール（学校地域運営協議会）の全校実

施に移行する。

また、学校だよりやホームページ、オープンスクールにより情報を共有し、地域との信

頼関係を確立する開かれた学校園をめざす。保護者、地域とのつながりを一層深め、安全

安心な学校園づくりをさらに進めていく。

子どもの居場所づくり推進事業については、既存の「通学合宿」「トライしようＤＡＹ」

を検討し、より魅力ある事業展開に取り組む。また、青少年健全育成については、関係団

体への活動支援と連携を通して、社会環境の変化に対応した取組を進めていく。

成果指標：学校地域運営協議会の全校設置

（３）家庭の教育力の向上

家庭は教育の原点であり、家族のふれあいの時間を確保し、基本的な“躾”を行い、人

間関係の基礎を形成し、道徳性の芽生えを培い、規則正しい生活習慣を身に付けさせる場

である。

また、子どもの模範となるのは大人であることから、大人が責任を持って子どもの規範

意識や道徳性を高められるよう、啓発に力を注ぐ必要がある。

ＰＴＣＡフォーラムについては、地域課題の解決につながるテーマを設定し、関連する

活動事例などを共有しながら、参加者がともに考え実践できる環境づくりに結びつける。

幼稚園子育て相談については、小さな相談であっても受け付けることができることを周

知するとともに、臨床心理士の派遣方法を工夫するなど、より相談しやすい環境づくりに

取り組む必要がある。

成果指標：ＰＴＡ活動による、保護者間の交流や、相談しやすい環境づくりを通して、

家庭教育の支援が図られること
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（４）教職員の資質能力の向上

子どもの状況の変化や、保護者や社会からの要請が多様化・高度化する中、学校の組織

力を向上させ、教職員が一丸となって機動的かつ的確に教育課題に対応し、地域に信頼さ

れる開かれた学校づくりを進めることが重要である。また、若手教職員に対する継続的な

研修体制を整えるとともに、相談や支援とサポート体制の充実を図る。

校長のリーダーシップのもと、教職員一人一人の力を組織的かつ機動的に生かしていく

協働体制を確立し、いじめや暴力行為等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応等に

取り組む。

また、子どもたちに質の高い教育を提供し教育課題に適切に対応するためには、重要課

題についての研修や教職員による主体的な研究の支援を継続していく。

成果指標：授業研究を伴う校内研修の実施

（５）インターネット社会への対応

インターネットは、日常生活や学習活動に広く浸透しており、携帯電話やスマートフォ

ンの普及によりその利便性は高まっている。一方で、ネット上での誹謗中傷によるいじめ

や出会い系サイトを通じた犯罪被害の増加が、大きな社会問題にもなっている。

情報を活用する能力は、これからの知識基盤社会、グローバル社会で不可欠な能力であ

ることから、子どもがインターネットを適切に利用できる環境づくりを進めることが重要

である。

このため、児童生徒への情報モラル教育や教職員への研修を強化するとともに、保護者

には「青少年インターネット環境整備法」の理解促進を図り、幼少期からの家庭でのルー

ルづくりを基盤として、インターネット依存防止に向けたルールづくりや生活習慣づくり

を啓発していく。

成果指標：①情報モラル授業の実施

②教職員情報教育研修会の実施

（６）保幼小中高大の連携

保育園、幼稚園の連携や認定こども園・幼稚園と小学校との連携について継続して取り

組む。

「小中連携心のサポート事業」を中心に教職員の連携を推進し、義務教育９年間を見据

えた生徒指導体制の確立に向けて、指導体制の構築に取り組む。また、児童生徒の実態の

共通理解を図ることで、実践的指導力の向上に努める。
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インターンシップの受け入れや、大学との事業連携を積極的に進めることで、教育活動

の枠組みを広げ、教育成果の循環に取り組む。

成果指標：小中合同事業の開催

（７）学校の適正規模・適正配置

「篠山市学校教育改革５カ年・10カ年実施計画（最終答申）」に基づき、子どもの状況

や地域の実態を踏まえながら、複式学級の解消が図れ、よりよい教育環境が保障できるよ

う、適正規模・適正配置のあり方を検討する。多紀地区の福住小学校、大芋小学校、村雲

小学校については、統合に向け継続して協議を行う。

成果指標：地域の合意形成をはかり、地域とともにある学校適正配置を実施すること

■５ 市民が主体的に参画する生涯学習社会づくりの推進 ■□

市民一人一人が生涯を通じて、生きがいをもって、様々な学びの機会を得ることや、

社会の一員として必要な学びに取り組み、自らが生きる地域の課題を協働して解決し

ていくことは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に不可欠なものであり、ライフ

ステージに応じた学習機会の創出に努める必要がある。

（１）「生涯学習」＝「３つのライフステージ」という考え方

篠山市では、平成23年度より、教育全体を「０歳からの連続した生涯学習」として捉え、

①就学前、②義務教育、③社会教育の３つのライフステージを基本とした施策展開を図っ

てきた。「まちづくりは人づくりから」と言われるように、市民一人一人の活動が活発で

あれば、まちは元気になる。教育理念にも『学びの機会を充実し学習の成果が実感できる

まちづくり』を掲げており、この「学習の成果が実感できる」ことが、どの世代にとって

も大切と考える。「篠山の教育」が市民一人一人の自信と誇りとなり、その成果と実績が

この篠山の地にしっかりと根付くよう、ライフステージの段階を踏まえた“生涯学習”の

進展をめざす。

成果指標：教育事業におけるアンケート結果の満足度平均値が70％を超えること
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（２）学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興

市民一人一人が、生涯を通じて、様々な学びの機会を得ることは、生きる喜びや感動を

もたらし、豊かな心が育まれると考える。

篠山市の歴史、伝統文化、自然など、豊かな資源や地域性を生かした社会教育・生涯学

習基盤の整備と、地域活動の中で学べる環境づくりを進める。また、市民の学習ニーズを

踏まえ、学んだことが実践につながるよう、公民館、図書館、視聴覚ライブラリー、交響

ホールを拠点として、人づくりと学習情報の提供に取り組む。

公民館では、「高齢者大学」をはじめとして、新たな参加者・受講生の獲得に向けた講

座メニューの設定や積極的な事業ＰＲを進める。中央図書館では、「図書館ビジョン」に

基づき、郷土資料や地域行政資料を中心に、市民の生涯学習に必要な資料を積極的に収集

し提供する。また、広域利用サービスの実現に向けた取組を進める視聴覚ライブラリーで

は、デジタルアーカイブの視点による地域映像のデータ蓄積を段階的に進める。交響ホー

ルでは、市民ミュージカルをはじめとして、市民参画の文化活動を継続して推進する。

兵庫県が進める「くすのき学級」「青い鳥学教」については、障がい者が社会参加する

貴重な機会であり、継続して事業運営を支援する。

成果指標：市民に対して、学習ニーズに応える情報発信を通して、様々な学びの機会

を提供し、学習や文化活動の支援ができること

（３）生涯スポーツの充実

スポーツを通じて楽しさや感動を分かち合い、一人一人が健康で、いきいきと暮らす社

会の実現が求められている。このため、城東グラウンドや篠山総合スポーツセンター、西

紀運動公園等のスポーツ施設を拠点として、生涯スポーツの充実、スポーツ団体と連携・

協働したスポーツ環境の整備に取り組む。

また、「篠山ＡＢＣマラソン大会」については、市民参画による質の高い大会運営をめ

ざす。

成果指標：体力年齢測定において、Ａ・Ｂ判定者数割合を60％以上にすること
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■６ 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進 ■□

篠山市は、多様な自然・風土・伝統のもと、地域独自の歴史と文化を育んできた。

豊かな歴史文化遺産を保存し、後世に伝えるとともに、それらを活用することにより、

伝統の息づく新たな地域文化を創造することが重要である。

（１）文化財と町並みの保存・活用

地域の歴史と文化を伝える文化財の健全な保存と歴史文化遺産を生かした学びや地域づ

くりへの支援を通じて、歴史文化に根ざした地域の活性化に取り組む。特に、重要文化財

の能舞台と伝統芸能の顕彰を市民に向けてさらに推進する。史跡篠山城跡については、継

続して石垣の復元整備を行い、史跡としての価値を高めていくとともに、市民と篠山城と

のつながりを深めるような方策を検討していく。

重要伝統的建造物群保存地区では、地区住民による様々な地区活性化の取組と連動した

町並み整備を推進することで、まちづくりにつなげていく。

成果指標：地域の歴史を活かした取り組みを市域全域で実施すること

（２）文化・芸術の振興

文化施設４館（篠山城大書院、歴史美術館、青山歴史村、安間家史料館）では、それぞ

れの特徴を生かし、市内外の来館者にとって魅力のある企画運営を実施し、篠山市の歴史

文化の発信拠点としての役割を果たしていく。

たんば田園交響ホールでは、集客向上に向けたＰＲ方法等を検討し、広く文化芸術の提

供を図る。また、市民ボランティアで組織するステージオペレーターについては、継続し

て専門技術の向上に努め、質の高いホール運営に取り組む。

篠山市展については、開催意義を高めるため出品作品のグレードアップに向けた運営を

進める。

成果指標：文化施設や市展において、市民が見学・参加して良かったと感じる質の

高い運営を行うこと

（３）伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実

地域を担う人材の育成を考える場合、「地域を知る」ことが欠かせない要素である。篠

山市には多くの地域資源があることから、地域教材の活用と学校教育・社会教育の連携を



- 48 -

積極的に行いながら、学習機会の提供・充実を図る必要がある。

篠山層群や化石を積極的に取り扱えるよう、教職員の知識・指導力の向上と併せて、子

どもたちの興味・関心を高め、篠山層群や化石を生かした教育の推進を図る。また、石割

発掘体験や校外学習プログラムを通して、篠山層群や化石への関心を一層高めていく。

成果指標：地域を知る学習機会を増やすこと

■７ 郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進 ■□■□■□

篠山市では、郷土を愛し、人々が篠山に定着する施策を進めている。

郷土の良さがわかるためには、その伝統や文化に対する理解を深めることが必要で

あり、それらを育んできた歴史的・文化的な共同体としての郷土を心から大切に思い、

その発展を願う心情をもち、それに寄与する姿勢を日ごろからの行動や教育において

身に付けることが重要である。

（１）人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成

篠山市民憲章の第一は、「人権を尊重し、あたたかいまちをつくります」である。また、

「篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例」では、市民の責務として「社会の構成員

としての自覚」「人権意識の向上」が示されている。

人権教育を全ての教育活動の根底に据え、児童生徒の人権意識や人権感覚、自尊感情の

育成を図るために、兵庫県の教育資料「ほほえみ」「きらめき」や兵庫版道徳教育副読本

のより一層の活用を図る。また、いじめも人権侵害であることの認識のもと、生命尊重の

精神や人権感覚の育成を各学校の人権教育指導計画に位置付け、意識の高揚を図る。

市を挙げた人権施策の柱である「あいさつ」については、学校・家庭・地域が連携した

啓発・実践活動に継続して取り組む。また、日本語指導が必要な児童生徒に関する研究推

進校の実践を広げ、多文化共生社会の実現に向けた教育の充実をめざす。

成果指標：人権教育資料を活用した授業の実施

（２）ふるさと篠山を愛する心の育成

篠山市社会科副読本「わたしたちの篠山市」の有効活用や、「ふるさとガイドブック」

の改訂に取り組み、さらなる地域学習の充実を図る。また、教職員がふるさとを愛する心

を育む学習についての研修に取り組み、指導力の向上に努める。
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「うりぼう検定問題集」については、子どもたちが郷土のことを楽しく学べる副読本と

して活用を図る。

公民館では、「ささやま市民文化講座」「丹波ささやまおもしろゼミナール」を中心とし

て、篠山の魅力発掘、地域人材の育成に継続して取り組む。

成果指標：①「わたしたちの篠山市」「ふるさとガイドブック」等のふるさと教材を

活用した授業の実施

②ふるさとを愛する心の育成を図るため、伝統行事等地域の取組に子ども

達が参加すること

（３）学校給食の充実と地産地消の推進

学校給食においては、平成27年４月から米飯給食を週３回から週４回に増やす。地元野

菜を安定的に使用していくことができるよう、旬の時期を考慮しながら重量使用率25％を

基本的な目標に据え、献立の工夫や生産者との調整を行っていく。また、単年度ごとに使

用品目数の使用率を目標設定することで、新たな地元野菜の品目増加にも取り組む。

心身ともに健全な子どもたちを育成する環境を作るため、学校・家庭・地域と連携して、

食育推進活動を継続する。併せて、学校給食を「生きた教材」として活用し、各学校園で、

全教職員が組織的、計画的、継続的に食育に関われるよう働きかけを行っていく。

公民館では、「郷土味学講座」を中心に、食育の啓発と郷土料理の伝承に取り組むとと

もに、学校給食センターや自治体との連携を継続し、食に関する事業内容の充実を図る。

成果指標：重量使用率25％の維持
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