
平成26年度

篠山の教育
（主要施策版）

篠山市教育委員会

「随
ずい

所
しょ

に主
あるじ

となる、所
ところ

に随
したが

って生きる」《臨済録》
　山に生まれた人は、山のよさに随って生きる、海に生まれた人は、
海のよさに随って生きる。篠山の人は、篠山のよさに随って生きてい
く。このような学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できる
まちづくりを進め、篠山の時代を築いていきます。
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● ● ● ● ● ● ● ●  教 育 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づくりを推進する
☆教職員のあたたかいまなざしや子ども同士の励まし合いなど、安心して学べる環境づくりに努め

ます。
☆「学校園安全管理マニュアル」に基づき定期的な点検を実施するとともに、耐震補強や大規模改修

に計画的に取り組み安全な環境保持に努めます。

生きる力の土台となる子どもの根っこを育てる
☆親子の信頼関係を軸とした「眠育」「食育」「あそび」を総合的に推進する「ふた葉プロジェクト」に取

り組みます。
☆幼保一体化の推進に向けて取り組みます。

学校・家庭・地域の連携のもと、子どもの生きる力を育む教育を推進する
☆子どもの発達と学びの連続性を踏まえ、校種間の円滑な接続のもと、確かな学力とそれを支える

豊かな心、健やかな体を育む教育を推進します。
☆いじめや暴力行為などの問題行動の未然防止と早期発見・早期対応のための体制づくりを推進し

ます。
☆学校と家庭・地域が一体となって子どもを育む、地域とともにある学校づくりを推進します。

生涯にわたって学習する意欲を育み、生きる力を培う
☆生涯にわたってスポーツを楽しむ機会を提供し、健全な心と体の育成に努めます。
☆市民のニーズに即した学習の場を提供し、市民の自主的な学びを支援します。
☆まちの情報発信拠点として、快適で夢ふくらむ図書館づくりに努めます。
☆たんば田園交響ホールにおいて、幅広いジャンルによる多彩な舞台公演の充実を図ります。

豊かな心をもち、創造性にあふれた人材を育てる
☆学校・家庭・地域が連携して、青少年健全育成を推進します。
☆子どもの読書活動を推進するため、学校における読書環境の整備充実を図ります。
☆「丹波篠山まるいのTV」や「丹波篠山ビデオ大賞」を通して、篠山の魅力やメッセージを世界に向け

て発信します。
☆たんば田園交響ホールにおけるボランティアスタッフの育成を通じて、市民協働による舞台の創

造に取り組みます。

郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を推進する
☆地域との連携を図り、歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。
☆地域映像を蓄積し、人づくり・まちづくりにつながる映像活用に取り組みます。
☆地元食材を活用した特色ある学校給食を展開します。
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1-3　子どもを育む支援体制の充実
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による巡回相談事業を実施するとともに、子どもの発達についてマークシートによる自
己チェックを保護者が行い、保育園・幼稚園側でも発達状況を確認する発達スクリーニング調査を実施し、相談業務に
活用します。

保育園・幼稚園における子育て相談の充実
　園庭開放やオープンスクールの実施や幼稚園において、どんな小さな悩みも気軽に相談いただける「子育てなんでも相
談プラザ」の取組など、総合的な子育て支援を進めます。

ライフステージ１　就学前の子どもたちへ

ふた葉プロジェクトの推進
　親子の信頼関係、家庭における「躾

しつけ

」が成長の礎になることから、乳幼児期に「安
心感」や「共感」を育むとともに、子どもたちの基本的な生活習慣の確立に取り組
みます。
　乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合的に推進するため、引き続き、「ふた
葉プロジェクト～ぐっすり眠って、たのしく食べて、たっぷり遊ぼう～」の研究
成果を広め、また、モデル園で実施した「寝顔写真展」の取組を全公立保育園・
幼稚園へ拡大します。

1-1　子どもが健全に育つ生活環境づくりの推進

寝顔写真展（味間認定こども園）

1-2　就学前教育の推進と保育環境の整備
幼保一体化の推進
　私立ささやま保育園が平成26年４月から、私立富山保育園が平成27年４月から認定こども園へ移行することについて、
施設整備補助などの側面的な支援を行います。
　就労家庭の4・5歳児の長時間保育において、私立認定こども園、私立認可保育園及び幼稚園預かり保育の利用料の市
内一元化を図ります。

味間認定こども園の施設整備
　保護者の就労などにより長時間保育が必要となる園児の保育環境を整えるため、また、離れている本園・分園を統合
するため、地域・保護者の皆さんからご意見をいただきながら施設整備の早期実現に向けて取り組みます。

子ども・子育て支援制度
　平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図ります。

ライフステージ２　生きる力を育んでいくために
2-1　安全安心な学校づくりの推進

地域に信頼される安全で安心な学校園づくり
　「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、各学校において、家庭・
地域と連携した地域学校園安全委員会の体制を整備し、
安全安心な学校園づくりに取り組みます。

学校施設の耐震化と老朽化対策
　安全・安心な学校生活が送れる施設改善のため、耐震
補強の工事（篠山小学校）及び大規模改修の実施設計（城
北畑小学校、味間小学校、今田中学校）を行います。学
校施設の耐震化率が平成26年度末で100%となります。
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確かな学力の定着
　子どもたちに育む学力を「学力の樹」としてとらえ、確実に定着させていくための
取組を推進します。学力を個人ではなく集団に属する概念として、学級及び学校の
集団としての力、学校・家庭・地域の力を向上させる「知の森」づくりを通じて子ど
もたちの学力の向上をめざします。

篠山市学力・生活習慣状況調査の実施
　全国学力・学習状況調査に加え、新たに小学５年生から中学２年生までを対象とした国語、算数・数学の学力調査と、
小学５年生から中学３年生までを対象とした学習や生活習慣などについての意識と実態調査を行います。連続した学年
での調査結果分析を専門家を交え行います。学校においては、つまづきやすいところなどを把握して、補充指導や指導
内容・指導方法の改善を図り、家庭とともに好ましい学習・生活習慣づくりに取り組みます。

学力向上方策の充実
　全国学力・学習状況調査結果の分析と検証を行い、学力向上策の提案や情報を発信します。「学力向上に係るフォーラム」
を開催し、学校と家庭・地域との連携を図るとともに、学力向上研修会を実施し、指導内容・指導方法の工夫・改善に
取り組みます。

指定研究事業の充実
　学校の課題を明確化し、各学校の実情に応じた研究テーマを設定し、子どもたちの「生
きる力」を育むため、各学校の主体的な研究を支援するとともに市内教職員の授業改善・
指導力向上等に努めます。

「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等を育む「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て実施します。
また、学校支援ボランティアなどによる読み聞かせなど、学校・家庭・地域の連携を図ります。

効果的な学習形態の工夫
　効果的な少人数授業や小学校高
学年での教科担任制など学習形態
を工夫し、個に応じた学習指導を
展開することにより確かな学力の
定着を図ります。

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、下校時の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を継続します。
　各学校と連携し、通学路の安全点検を行い、対応検討を行う推進機関の設置を進めます。

防災教育・防災体制の充実
　各学校で年間指導計画に基づく防災教育を進め、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、災害から身を守るための能力を高めます。 古市小学校　安全教育

（参考：大阪大学　志
し
水
みず
宏
こう
吉
きち
教授「学力を育てる」）

岡野小学校　国語の研究授業

2-2　確かな学力の確立

今田中学校　篠山市国際理解センターにて交流

大芋小学校　タブレットを活用した体育の授業

城南小学校　車椅子サッカー交流事業西紀小学校　西紀３小学校交流

今田小学校　図工の作品紹介

村雲小学校　外部講師による校内研修

篠山中学校　ALT活用の英語の授業
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小中連携心のサポートシステム開発事業の実施
　発達と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
慮した授業研究や生徒指導体制の確立、中1ギャップ等の課題に対応する小中連携の実
践的な研究を実施します。

丹南中学校　小中連携事業

いじめの防止等への的確な対応
　「篠山市子どものいじめの防止等に関する条例」「篠山市子どものいじめの防止
等に関する行動指針」「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ対応チームを
中核として、組織的にいじめの未然防止・早期発見・早期対応に向けて取り組
みます。

2-3　一人一人を大切にする心の教育の充実

篠山市教育支援センタ－の充実
　いじめや暴力行為などの問題行動を未然に防ぐための校内体制づくリヘの支援を行います。そのため、学校・家庭・
地域の連携を一層強化するための支援を行うとともに、青少年の健全育成団体との一層の連携を図ります。
　センター内に設置する「ゆめハウス」で、不登校児童生徒の学校復帰と自己実現に向けた指導・支援を行います。
　確かな学力の定着に向け、教職員の資質向上や学校の組織力強化を図るための支援を行います。

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、蔵書冊数・蔵書内容の充実を図るとともに学校図書館支援
員を配置し、図書館教育を充実させ、子どもたちの言語能力の向上を図ります。

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
会などを実施するとともに、校内研修の充実や市内の研究指定校や先進校の公
開授業等に積極的に参加することで、実践的な指導力を高め生きる力の育成や
学力の向上に努めます。

市内学校の創立記念日を授業日に
　学校の創立記念日は休業日としていましたが、長期休業中に重なる学校もあり、市内統一した授業日数とするため、
平成26年度より授業日とします。

城東小学校　若手教職員の育成

西紀北小学校　全校生での人権学習

道徳教育の充実・学校における人権学習の充実
　「兵庫版道徳教育副読本」「地域教材」の計画的な活用を図り、思いやりの心、豊かな心を育む道徳教育を進めます。
　学校の教育課程全体をとおして、計画的に人権教育を推進します。また、人権教育推進に係る研修会を実施し、教職
員の人権意識・資質向上を図ります。

感謝の気持ちを届けよう～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、児童生徒が感謝の気持ちを作文に綴る～
あなたに贈る「ありがとう」展～を開催します。

「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」の実施
　平成26年度より、小学校・特別支援学校の第6学年を対象に、市内一会場で一堂に会した陸上記録会を開催し、体力
や運動能力の向上を図るとともに児童の交流の機会とします。

2-4　健全な心身の育成
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体力・運動能力調査の充実
　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、体力・運動能力の向上に向けて各学校で計画
的・継続的に実践する取組を推
進します。

将来の自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進
　特別な支援を必要とする子どもが、自己の能力や特性を最大限に発揮し、教育的ニー
ズに応じた個別の教育支援計画（サポートファイル）による一貫した支援のもと、将来の
自立と社会参加に向けて一人一人の成長と発達をめざす教育を推進します。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。

特別支援学校の充実
　特別支援教育充実及び教室不足解消対策のため、特別教室の増築工事を実施します。

2-5　特別支援教育の推進

地域とともにある学校づくりの推進
　コミュニティ・スクール推進校を指定し、保護者や地域住民で構成する学校地域運営協議会
を組織し、ともに考え意見を出し合い、協働しながら子どもの豊かな成長を支える仕組みづく
りに取り組みます。今後、市内全校でのコミュニティ・スクールの導入推進を図ります。

体験学習の充実
　篠山市の自然環境を生かし、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、地域住民の講師に学んだり、市内高等学校との連携を深めたりしながら環境体験事業の充
実に取り組みます。

2-6　豊かな人間性や社会性を育むふるさと教育の推進

学校給食の充実
　年２回の「篠山まるごと丼」（1回目は5月9日）、地元丹波篠
山茶を1週間使用する「篠山茶週間」（5月26日～ 30日）など特
色ある献立づくりを進め、地元食材の活用による安全で安心
な学校給食の提供と食育推進に取り組みます。米飯給食につ
いて、週３回を週４回実施に向け関係機関との調整を進めます。

少年期における胃がんリスク防止の取組
　胃がん発症原因の一つであるピロリ菌の感染状況を把
握し、適正な治療につなげるため、中学１年生を対象に
ピロリ菌尿中抗体検査を実施し「胃がんゼロのまち」をめ
ざします。

篠山養護学校　集会活動

福住小学校　学校評議員会

学校における食育の推進
　食育の推進体制を整え、家庭や地域と連携した食育を
進めるとともに、保護者への一層の啓発を通して、子ど
もたちの望ましい食習慣の形成を図ります。

篠山東中学校　体育祭 西紀南小学校　田植え体験

八上小学校　黒枝豆の収穫城北畑小学校　畑川水質調査

篠山小学校　愛南町交流ぎょしょく教育

西紀中学校　トライやる・ウィーク味間小学校　茶もみ体験

大山小学校　兵庫県ダンス発表研究大会
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3-3　文化・芸術による生きがいづくりの創造

重要伝統的建造物群保存地区（河原町）

史跡篠山城跡及び八上城の整備
　篠山城跡について、内堀石垣の復元整備を実施し、良質な環境、景観の維持向
上に努めるとともに、篠山城内及び重伝建地区への歩行者の動線を確保するため
に、周遊路の整備を行います。八上城跡においては、登山道等の整備を行います。

篠山城下町と福住地区における町並みの保存と活用　
　保存地区のまちづくりを保存地区住民と連携しながら進め、伝統的建造物（安
間家史料館、篠山地区４件、福住地区４件）の保存修理を行います。選定10周年
となる篠山城下町地区で記念シンポジウムを開催し、福住地区においては、保存
地区の防災計画を策定します。

高齢者大学

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、芸術・文化・スポーツ活
動を展開します。「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、
高齢者一人一人の生きがいづくりを支援します。
　施設整備については、城東グラウンドの野球施設の整備、西紀体育館・今田体育館
の耐震補強工事、城東公民館外壁等改修工事を実施します。

生涯スポーツの振興
　市民誰もがスポーツを楽しむことが出来るよう、体育協会や体育振興会、スポーツクラブ21等への支援を行うほか、
スポーツ推進委員と連携し、体力年齢測定会やミニ駅伝大会、篠山市発のニュースポーツ「全国桶ット卓球大会」を実施
するなど、スポーツの機会の提供と充実を図ります。（※）
　西紀運動公園の利用促進を図り、市民の健康づくりや高齢者の介護予防といった取組を進めます。平成27年３月１日

（日）に実施する第35回篠山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します。

篠山総合スポーツセンター指定管理者制度の導入
　平成25年度に耐震補強工事を完了し、施設も一新しました。住民サービスの向上と効果的・効率的な管理運営をめざします。

ライフステージ３　さらなる生きがいづくりに向けて

3-1　歴史文化遺産を活かしたまちづくり

学校適正配置に向けた取組の充実
　多紀地区において、小学校の統合研究会がスタートします。保護者や地域住民の理解と合意を得ながら学校の適正規模・
適正配置のあり方など具体的な協議を進めます。

2-7　子どもを支える教育環境の充実

たんば田園交響ホール主催事業の充実と市民企画事業の支援
① 子どもから大人まで誰もが楽しめる魅力ある公演を実施します。

【主催事業】佐渡裕プロデュースオペラ｢コジ・ファン・トゥッテええとこどり｣〔4月27日（日）〕、ク
リス・ハートコンサート〔6月21日（土）〕、桂文珍ふるさと独演会〔6月28日（土）〕、八代亜紀コン
サート〔8月30日（土）〕ほか
②市民が文化芸術活動の創造・発表の場として利用しやすい施設の環境づくりに努め、市民自
らが企画する市民企画事業を支援します。

【市民企画事業】丹波篠山手話うた音楽祭〔平成27年3月頃〕、BOND（ヒップホップなどのラ
イブ、ダンスショー）〔9月頃〕、篠山秋の狂言会〔9月頃〕、SmileSoundMallゴスペルコンサート

〔12月21日（日）〕 平成25年度の市民ミュージカル
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視聴覚機器を活用した教育活動の支援（※）
　「視聴覚ライブラリービジョン」を策定するとともに、市民ニーズに対応できる専門性と技術力の向上と、地域の人づ
くり・まちづくりにつながる視聴覚教材資料の作成に取り組みます。

地域映像の収集と活用（※）
　地域行事や伝統行事を中心に地域映像の収集を行うとともに、映像の保存・活用
を支援する「地域映像サポーター」を養成します。また、インターネット動画配信を
活用した地域情報番組「丹波篠山まるいのＴＶ」では、丹波篠山ふるさと大使を起用
し番組の充実を図ります。　
　全国アマチュアビデオコンクールとして実施している「丹波篠山ビデオ大賞」で
は、「映像文化のコラボレーション」をキーワードとしたメッセージ性の高い教育事
業となるよう、親しまれる大会運営に取り組みます。

中央図書館・篠山市民センター図書コーナーの充実
　平成２４年度に作成した「図書館ビジョン」に基づき、各世代に応じた図書館事業を展開するとともに、生涯学習に活
用される多様な蔵書の整備と充実を図ります。子どもの読書活動を積極的に進めるほか、企画展や講演会の開催、郷土
資料等の電子書籍化と修理・保存、障がい者サービスの充実などにも取り組みます。特に本年度からは、地域に出向き
図書館ＰＲなどを行う出張図書館サービスを開始します。市民センター図書コーナーについても、引き続き市民ボラン
ティアの協力を得て運営するとともに、利用形態や蔵書構成などのあり方の検討をはじめます。

平成 26年度　篠山の教育（主要施策版）
	 発　　　行：篠山市教育委員会（兵庫県篠山市北新町 41）
	 問い合わせ：篠山市教育委員会教育総務課　TEL079-552-5709

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」など地域の住民や地域の各団体が連携して子どもを育む事業を展開し、地域の教育
力向上をめざします。

篠山市展の開催
　第10回記念として篠山市展を開催します。芸術文化を通して市内外の人との交流や
情報交換の場を提供するとともに、篠山市の伝統文化の発信と篠山の芸術文化の更な
る発展をめざします。

青少年健全育成団体の運営推進と関係団体の連携強化
　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進めます。
　社会環境の変化に対応して、スマートフォンに関する研修会等を開催し理解を深める取組を進めます。

3-5　みんなで本に親しめる知的空間の創造

3-6　楽しく学べる情報教育等の推進

新しい情報発信「丹波篠山まるいのＴＶ」

（※）印は、平成２６年度より、市民の生涯学習の窓口一本化によるサービスの向上、並びに篠山市を全国・世界に発信
するため、公民館と視聴覚ライブラリーが市長部局に組織再編されました。

市展　写真部門講評


