
平成24年度 篠山の教育（概要版）

篠山市教育委員会

　「篠山の教育」とは、平成 22年 2月に策定した「篠山きらめき教育プラン（篠山市教育振
興基本計画）」に基づいた篠山市における単年度の教育実施計画です。
　本年度も教育の基本理念には、「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」を掲げ、“子ど
もが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくり”と“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”の実現をめざします。
　そのための施策は、「就学前教育」「義務教育」「社会教育」の 3つのライフステージごとに
実践目標を設定し、「0歳から連続した生涯学習」という継続性を踏まえた事業や取組を進め
ます。

西紀南小学校　
給食センター見学

丹南中学校　地域ボランティア古市小学校　川探検
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全体的な取組

全体的な取組

Ⅰ安全安心な教育
環境づくりを推
進します。

Ⅱふるさと教育の
充実に取り組み
ます。

Ⅲ子どもが健全に育
つ生活習慣づく
りを応援します。

Ⅳ情報の発信と共有に
基づいた開かれた教
育行政をめざします。

実 践 目 標

教　育　理　念
『一人一人が光り輝き、生きがいをめざす』
～子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくり～
～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～

◎安全・安心な教育環境を構築する
◎生涯にわたって学習する意欲を育み、生きる力を培う
◎豊かな心をもち、創造性にあふれた人材を育てる
◎郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を推進する
◎安心して子育てできる環境を整える

教育目標

☆保育園、幼稚園、預かり保育施設、児童クラブ職員の資質向上に取り組みます。
☆基本的な生活習慣づくりのため、眠育と食育を推進します。
☆幼稚園を対象とした預かり保育の推進に取り組みます。
☆児童虐待など防止に向けた取組を推進します。

ライフステージ１　就学前の子どもたちへ

☆安全で安心な学校園づくりを推進します。
☆これからの社会に生きる子どもたちに、確かな学力・豊かな心・健やかな体をバランスよく育み、自立的
に生きる力を培う教育に取り組みます。

☆学校間の円滑な接続を図り、発達と学びの連続性を踏まえた教育を推進します。
☆地元食材を活用し安全・安心な食の大切さに気づくことのできる学校給食を展開します。

ライフステージ2　生きる力を育んでいくために

☆篠山市歴史文化基本構想に基づき、歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。
☆地域ぐるみで取り組む青少年健全育成と家庭教育を推進します。
☆市民ニーズに即した学習機会の提供や利用者の利便性の向上を図ります。
☆生涯にわたってスポーツ活動に取り組める機会の充実を図ります。
☆図書館における蔵書の整備充実と子どもの読書活動の推進に取り組みます。
☆ハイビジョン撮影による鮮明な臨場感のある地域映像素材を充実します。
☆市民協働による文化芸術の向上と夢ある文化事業に取り組みます。

ライフステージ3　さらなる生きがいづくりに向けて

　教育施設（学校園・社会教育施設）の安全安心を最優先課題として
位置づけ、施設の安全点検や管理の徹底を図るとともに、安全教育
の推進に取り組みます。
　また、学校園の施設の耐震診断や耐震補強については計画的に実
施します。
　スポーツセンターでは耐震診断・耐震補強実施設計を行います。

Ⅰ安全安心な教育環境づくりを推進します

篠山中　交通安全教室

　ふるさと教育の推進を篠山の教育の大きな柱として、ふるさとを愛
し、ふるさとに誇りをもち、将来、篠山を担う人材を育てます。また、
ふるさとの歴史や文化を市民全体で共有し、歴史文化のまちづくりを
推進していきます。
　各小学校において地域学習の補助教材として「篠山ふるさとガイド
ブック」を活用しながら、ふるさと篠山探訪事業など特色ある教育活動
を展開します。また、貴重な化石が眠る「篠山層群」を教育的な資産と

位置づけ、学術的な視点も踏まえながら事業を実施します。今年度新たに、学校給食に地元食材を使った
「篠山まるごと丼」をふるさと献立の一つとして取り入れ、地元の農業や食べ物への関心を高め、食育を通
して篠山への郷土愛を育みます。

Ⅱふるさと教育の充実に取り組みます

城東小　古墳めぐり

　生活習慣が身につく保育園や幼稚園などの時期において、
家庭と連携をして子どもたちの基本的な生活習慣の確立に取
り組みます。また、学校における食育の推進については、家
庭や地域、学校給食センターと連携をしながら、食に対する
理解を深めます。
　今年度は、乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合的に
推進するための施策を庁内プロジェクトチーム（ふた葉プロ
ジェクトチーム）で検討します。また、モデル園を設定し、実
践的な取組の調査と研究を行います。

Ⅲ子どもが健全に育つ生活習慣づくりを応援します

　教育委員会のホームページを刷新し、さらに充実した情報が提
供できるよう取り組みます。また、学校における情報環境の充実
を図るため、教職員にパソコンを導入するとともに、各学校に「学
校ICTサポーター」を派遣します。
　「篠山きらめき教育プラン」の目標や計画の達成をめざし、効果
的な点検や評価を行います。また、教育委員会の活性化に向けて、
議会や市長との懇談の場や市民との対話の機会を設けるなど、開
かれた教育行政を推進します。

Ⅳ情報の発信と共有に基づいた開かれた教育行政をめざします

味間小　あいさつ運動
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１－１　就学前教育の推進と保育環境の整備

2－1　安全安心な学校園づくりの推進

ライフステージ１　就学前の子どもたちへ

ライフステージ2　生きる力を育んでいくために

学校園安全安心づくり事業の実施
　「篠山市学校園安全管理マニュアル」「篠山市学校園
安全教育実践事例集」を活用し、安全管理・安全教育・
組織活動を一層推進します。また、各学校園において、
家庭・地域と連携した地域学校園安全委員会を組織
し、安全安心な学校園づくりに取り組みます。

学校安全安心パトロールの充実
　学校安全指導員（スクールガードリーダー）を配置
し、下校時に巡回パトロールを行うとともに、関係
機関が連携した子ども見守り活動の充実を図ります。
　また、各学校と連携し、学校施設や通学路の安全
点検を行います。

保育、幼児教育の資質の向上
　市内保育園保育士・幼稚園教諭・預かり保育指導員・
児童クラブ指導員が連携し、お互いの資質の向上を
めざすために、各種研修を重ね、指導力の向上に努
めます。

保幼小連携の強化
　小学校へのスムーズな移行をめざし、校園間などの交流を深め、連携
を強化します。また、保育園と幼稚園の就学前教育を推進するため、保
育園と幼稚園の指導方法などの情報交換を行うなど連携を強化します。

預かり保育の推進と充実
　預かり保育は、平成21年度から順次開設していま
す。今年度は、古市・今田校区で預かり保育を開始し、
計５カ所で実施します。未実施地区においても預か
り保育が実施できるよう取組を進めます。

今
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小
・
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1－2　子どもを育む支援体制の充実

要保護児童対策の充実
　虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児
童の早期発見や適切な対応を行います。また、地域
の関係機関などの情報や考え方の共有を図り、適切
な連携による組織的で効果的な対応に努めます。

特別な支援を要する子どもの早期発見・早期支援
　保育園、幼稚園において特別な支援を必要とする子どもの状況を把握
し、就学後などに向けた連続的・効果的な取組ができるよう、臨床心理
士や保健師などによる巡回相談事業を実施するとともに、保育士や幼稚
園教諭による子どもに関する発達スクリーニング検査（発達状況調査）を
実施します。

子育て相談の充実
　保育園や幼稚園が地域での幼児期の教育センター
としての役割を果たします。園庭開放やオープンス
クールを実施し、幼稚園の子育て悩み相談「子育て相
談プラザ」の取組を進めます。
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防災教育・防災体制の充実
　「篠山市学校園安全管理マニュアル」「篠山市学校園安全
教育実践事例集」を活用し、防災についての理解を深める
とともに、火災・水害・地震等を想定した防災訓練を強化
し、災害や事故から身を守るための能力を高めます。

西紀中　安全教育 大山小　まちたんけん

教職員の資質と実践的指導力の向上
　様々な教育課題に適切に対応するため、教職員
の資質の向上をめざした研修会などを企画すると
ともに、校内研修や先進校の公開授業などに積極
的に参加し、実践的な指導力を高めるよう努めま
す。村雲小　外国語活動 篠山小　お城ガイド

～あなたに贈る
「ありがとう」展～の実施
　篠山きらめき教育プランに示す「感謝の気
持ちをもとう」の事業実践として～あなたに
贈る「ありがとう」展～を開催します。

畑小　1年生を迎える会 八上小　外国米を使った調理実習

城北小　算数科の学習 岡野小　ボランティアによる読み聞かせ

2－2　確かな学力の確立

2－3　一人一人を大切にする心の教育の充実

学力向上方策の充実
　学力向上プロジェクトチームによる全国学力・学
習状況調査結果の分析と検証を行い、「篠山の子ども
たちの学力向上」をテーマとした研修会を実施し、小・
中学校9年間を見据えた指導内容・指導方法の工夫改
善に努めます。

基礎学力や「学習タイム・読書タイム」の充実
　子どもたちに学力や読書習慣などを育む「学習タイム・読
書タイム」を朝の時間など週時程表に位置づけるとともに、
学校支援ボランティアなどによる読み聞かせにより、読書
に親しむよう取り組みます。

小中連携心のサポート事業の実施
　学校の組織力を強化し、保護者や地域、関係機関等の連携を図り、問題行
動の未然防止や早期発見・早期対応ができる体制づくりをします。その上で、
学びの連続性を考え、小学校高学年における教科担任制や校種のつながりを
考慮した授業研究、中1ギャップ等の課題に対応する小中連携の実践的な研
究などを効果的に実施します。

指定研究事業の充実
　新学習指導要領の全面実施に伴い、子どもたちに
「生きる力」を育むため、各学校が実情に応じて研究
テーマを設定し、主体的に研究を進め、指導内容や
指導方法の工夫・改善を図る取組を支援します。

篠山東中　小中連携事業
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2－4　健全な心身の育成

体力・運動能力調査の充実
　子どもたちの運動習慣の改善と体力づくりを計画的・継続的に取
り組みます。体力・運動能力調査によって子どもたちの実態と傾向
を把握し、「一日の運動時間が30分以上の児童生徒の割合」を高める
とともに、体育の授業などで「運動プログラム」などを活用した体力・
運動能力の向上に努めます。

西紀北小　体育発表会

2－7　子どもを支える教育環境の充実

読書環境の整備
　学校図書館を読書センター及び学習情報センターとして位置付
け、新学習指導要領の趣旨を生かした教育課程を実現していくため、
蔵書冊数・蔵書内容の充実を図ります。また、学校図書館支援員を
配置し、子どもの読書環境づくりを積極的に推進します。

今田中　トライやるウィーク

2－5　特別支援教育の推進

特別支援教育の推進
　特別な支援を必要とする子ども一人一人が、学校園生活の中で、主体
的に学習や生活を行い、自己の能力や特性を最大限に発揮し、将来の自
立と社会参加に向けた成長と発達をめざす教育を推進します。また、特
別支援教育は、障がいがあり支援を必要としている子どもたちを支える
教育であると同時に、周囲の子どもたちもともに伸びていく教育である
という視点に立った教育を推進します。篠山養護　国際理解教育

2－6　豊かな人間性や社会性を育むふるさと教育の推進

体験学習の充実
　篠山市のすばらしい自然環境を生かし、命
の大切さや命のつながりを学ぶことに視点を
置いた体験型環境学習を継続して実施しま
す。体験活動を通じて子どもの社会性や人間
性を育むため、小学5年生を対象に「自然学校」
を実施します。
　また、「農都篠山」をフィールドとして、特
色ある農業教育を展開する篠山東雲高等学校
や、環境や里山文化の発信に取り組んでいる
篠山産業高等学校丹南校と連携した体験学習
についても取り組みます。

城南小　自然学校福住小　稲刈り

大芋小　老人会の方との昔遊び西紀小　サツマイモ苗植え

ライフステージ3　さらなる生きがいづくりに向けて

3－1　歴史文化遺産を活かしたまちづくり

篠山市歴史文化基本構想の推進
　平成23年3月に策定した篠山市歴史文化基本構想に基づき、「歴
史文化まちづくり資産」の一体的な保存と活用を図り、市民・行政・
専門家が連携して歴史文化を活かしたまちづくりを引き続き推進
します。

河
原
町
の
町
並
み

福住地区における町並みの保存と活用
　宿場町と農村集落が良好な形で残る福住地区にお
いて、歴史的な町並みを活かしたまちづくりを進め
るため、国による重要伝統的建造物群保存地区の選
定をめざします。

地域の歴史文化を活かしたまちづくり事業
　篠山市歴史文化基本構想に基づいて、まちづくり
協議会を対象に、地域の歴史文化の継承や地域の活
性化に関する様々な取組を支援し、歴史文化を活か
した地域主体のまちづくりを推進します。

3－2　生涯にわたって学ぶことができる環境づくりと各種市民団体の支援

生涯学習の推進
　公民館事業を中心に、市民の学習ニーズを把握しながら、文化やスポーツ、
芸術など篠山の市民力を高める活動を展開します。施設整備については、城
東公民館の大会議室の床の張り替えやトイレの一部洋式化などの改修をしま
す。また、「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに高齢者大学の充実を図り、
高齢者一人一人が自ら生きがいを創造することを支援します。

生涯スポーツの振興
　市民誰もがスポーツを楽しむ環境づくりとして、スポーツ推進委員活動の
推進や篠山市体育協会への支援、さらにはスポーツクラブ21の活性化に取り
組みます。篠山市発のニュースポーツ「桶ット卓球」をこんだ薬師温泉「ぬくも
りの郷」と連携しながら継続して開催します。また、篠山ＡＢＣマラソンの市
民参画による大会運営を通した、活力あるまちづくりを進めます。西紀運動
公園の利用促進を指定管理者と連携して図り、市民の健康づくりや高齢者の
介護予防といった取組を行います。

高齢者大学　たき学園

篠山市立西紀運動公園

3－3　文化・芸術による生きがいづくりの創造

たんば田園交響ホール主催事業の充実
　大人も子どもも楽しめる魅力ある公演を実施します。【自主事業】・桂文珍独
演会　・ハンガリープロムジカ女声合唱団公演　・第4回東京国際声楽コンクー
ル西日本准本選　・ふれあいの祭典「ひょうご邦楽の祭典」　ほか

篠山市展の開催
　市民の芸術・文化に対する理解を深め、芸術・文化による人々の交流や情報
交換の場として「篠山市展」を開催し、更なる芸術・文化の活性化をめざします。 篠山市展
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3－5　みんなで本に親しめる知的空間の創造

中央図書館・篠山市民センター図書コーナーの充実
　開館10周年を迎える中央図書館は、各世代に応じた図書館とし
て蔵書の充実をはじめとして、企画展や講演会の開催、夏休み1日
図書館員の体験募集などに継続して取り組みます。
　図書館運営の指針となる「図書館ビジョン」(仮称)を策定し、よ
り充実した図書館となるよう努めます。また、引き続き、市民ボラ
ンティアの協力により篠山市民センター図書コーナを運営します。

中央図書館内の様子

3－4　地域ぐるみで取り組む青少年健全育成の推進

子どもの居場所づくり推進事業の充実
　「通学合宿」や「トライしようＤＡＹ」など地域の各
団体が連携して取り組む事業の充実を図り、地域の
教育力の向上をめざします。

青少年育成センターの充実
　青少年に関する教育相談の充実を図るとともに、
相談者に対して学習機会などの情報の提供を行いま
す。

青少年健全育成団体との連携強化
　青少年健全育成推進連絡協議会、PTA協議会、子ども会連絡協
議会などの関係団体と連携して、青少年の健全な育成を図ります。
「子どもを守る家」の充実や地域ぐるみのあいさつ運動、パトロー
ル活動の強化を図ります。

PTCAフォーラム

全国ビデオコンクール表彰式

3－6　楽しく学べる情報教育等の推進

視聴覚ライブラリー事業と全国ビデオコンクール事業の充実
　視聴覚機材を有効活用した資料の充実を図るとともに、専門的な知識や技術で市民の視聴覚教育を支援します。
さらに、情報通信に関する市民の相談窓口として、市民ボランティアの協力を得て、パソコンの基礎技術の習得を
支援します。
　また、篠山からの映像文化の発信として定着している「全国ビデオ
コンクール」については、本年度も引き続き「生きる」をテーマとした
作品を全国から募集し、映像による人づくり、まちづくりを推進し
ます。


