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平成19年度 篠山の教育

『 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～

【教育目標】

Ⅰ 基礎学力の定着をはかり、個性や創造性を伸ばす
“魅力ある学校環境を創造する”

Ⅱ 郷土愛を育み、地域に誇りがもてる教育を推進する
“地域に学び地域を育む”

Ⅲ 市民総参加による地域振興と

地域総がかりで子どもの健全育成を推進する
“ささやまの子は篠山が育てる”
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一 人 一 人 が 光 り 輝 く た め に

科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、大きく変化する社会情勢にともない様々な

課題が生じる厳しい時代の今日、人は、互いに助け合うこころの豊かさと希望を持って困難に立ち向

かっていけるよう、たくましく生きる力が今こそ求められています。

そのためには、互いを思いやり、互いを尊

重し、命や人権を大切にする心の教育の推

進と子どもから高齢者まで自ら学ぶ意欲の

育成をはかり、一人一人が光り輝き、たくまし

く生きる力の育成をめざす学校づくりと、生

涯にわたって生きがいを実感できる地域づく

りに邁進しなければなりません。

教育をめぐる現状として、子どもの確かな

学力の定着についての関心の高まりや、社

会全体の道徳心や規範意識の低下が大き

な課題として取り上げられています。また、社

会の連帯意識の喪失や家庭・地域の教育力

の低下、いじめや不登校、少年犯罪の凶悪

化等、今日的な教育課題が山積しています。

こうした様々な教育課題が生じている状況を踏まえ、国においては平成１８年１２月に、教育基本

法が全面改正されました。今後、新しい時代にふさわしい教育のあり方をめざし、学校教育法の改正

や学習指導要領の改訂など、関連法令等の整備が進められていきます。また、兵庫県教育委員会

では「“美しい兵庫”をめざすこころ豊かな人づくり」を主題とした基本理念に基づき、平成１９年度に

重点的に取り組むべき教育課題についての指針が示されているところです。

篠山市教育委員会では、社会情勢の移り変わりを踏まえ、平成１５年度よりハード面からソフト面重

視の施策への転換をはかり、こころの教育の充実が最も大切な柱のひとつとして「一人一人が光り輝

く篠山」をめざし、篠山の教育に取り組んできました。特に昨年度は、「のじぎく兵庫国体」のホッケー

競技開催地として、篠山市民総がかりで大会運営に協力・支援し、「元気な篠山」を内外に示したとこ

ろです。本年度は、これまでの積み重ねをいかし、飛躍への新たなステージとして郷土篠山を大切

にし、地域に誇りが持てる「篠山の教育」の更

なる充実をめざします。

学校教育では、子どもたちがよく学びよく

遊び、心身ともに健やかに育つことをめざし、

保護者や地域の人々の教育活動や学校運

営への参画と協働、学校からの積極的な情

報提供や学校評価などの取り組みを通して、

学校が生き生きと活力ある活動を展開する、

そのような魅力ある学校づくりを推進します。

また、高い資質能力を備えた教師が自信

を持って指導に当たり、保護者の期待と地域

の信頼に応える活気あふれる学校の実現に

向けて、学校の教育力すなわち「学校力」と

（ ）のじぎく兵庫国体ホッケー競技の開会式 篠山総合スポーツセンター

ＡＬＴによる授業風景（畑小学校）
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「教師力」を強化し、それを通じて、志を抱き、夢に挑戦する「人間力」豊かな子どもたちを育んでいき

ます。

個性を生かす教育の充実をはかるため、子ども一人一人に「命」と「人権」の大切さを実感させる教

育を柱に教職員が教育の専門家としての意識を高く持ち、常に資質向上に努め、きめ細かな指導に

より基礎・基本を踏まえた確かな学力の定着と、自ら学び自ら考える力の育成に取り組みます。

特に篠山の未来を担う子どもの教育には、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみ・地域社会

総がかりで取り組み、地域の子どもは、地域で育てるという機運の醸成をはかるとともに、地域の良さ

と篠山の豊かな自然にふれる様々な活動を大切にし、子どもたちの生きる力に繋がる「人間力」の基

盤づくりをめざします。

社会教育においては、地域社会の様々な教育・学習システムを総合的に活用し、関係団体、各種

協議会との連携強化もはかり、生涯学習社会の更なる構築をめざしてます。一人一人の学ぶ意欲を

大切にし、学習機会の拡大や情報提供サービスの充実をはかるなど、ライフステージに即した学習

が円滑に行われるよう支援していきます。

こうした学習が市民一人一人の生きがいを創造し、学ぶ人自らが自身を高めながら学習の場を通

しての仲間との出会いや学び合い、励まし合いによって、新たな発想や連帯感が生まれ、家庭や職

場、地域社会の活性化にも繋がるものと考えます。

「出会い、ふれあい、学びあい」を基調とした高齢者大学や、地域の良さや文化の再発見と地域づ

くりへの住民参加となる篠山市民文化講座等の各種講座の開催を通して、あらゆる世代を対象とし、

学習ニーズを踏まえた多様な学習機会を提供します。

地域にあっては、様々な学習情報や地域

の人材の把握・発掘を行い、学習者への積

極的な情報提供と生涯学習の基盤整備に

取り組むとともに、市民の生涯学習の成果が

いかせる仕組みづくりにも努めます。さらに

は、篠山が誇る地域の伝統文化の継承をは

かるため、伝承者の確保育成と次世代のま

ちづくりにいかす文化継承資料の保存作成

等に努力し、郷土を愛し、地域文化を誇りと

する人づくりとまちづくりを進めます。

とりわけ、篠山文化の象徴である篠山城跡

及び周辺の景観地区にあっては、歴史と伝

統が色濃く残る篠山城下町が国の「重要伝

統的建造物群保存地区」として選定されるなど、その歴史的価値は極めて高く、景観の復元、保全

にむけた保存整備事業を市民の参加と支援のもとに進めています。

また、篠山城築城４００年という大きな節目の年を２年後の平成21年（２００９年）に控え、市民総参

加による地域振興に取り組み、篠山に根ざした特色ある歴史文化をいかした活動の展開をはかりま

す。特に、未来を担う子どもたちにとって、豊かな自然とともに篠山文化の素晴らしさを誇りとし、将来

に明るい展望を持って力強い歩みの第一歩が踏み出せるよう取り組んでいきます。

こうした考えのもと、「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」教育の実現に向けて、平成１９年度

に学校教育及び社会教育における取り組むべき教育課題について、その重点的指導目標や実践

上の指針を本書に示しましたので、日々の創造的な教育活動や教育実践の自己点検、評価に際

し、積極的に活用されることを願っています。

復元工事が進む篠山城跡（北内濠）
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学習・生活実態調査に基づく指導内容の改善と指導方法の工夫（１）

過去のデータと比較することによって、児童

生徒の学習生活実態を的確に把握し、より

良い指導内容の改善と指導方法の工夫を推

進します。

平成１６年度から小学５年生と中学２年生を

対象に３年間実施してきた学習生活実態調査

を、平成１９年度も継続して実施します。過去３

年間の結果の概要は次のとおりです。

この３年間の結果と１９年度の結果をさらに分

析して、確かな学力の定着をはかるため、指導

内容・指導方法の工夫・改善をさらに進めま

す。また、平成１９年度から実施される全国学力

・学習状況調査の結果も参考にしていきます。

（２）個に応じた学習指導の推進

個々の子どもたちの達成状況を的確に把握し、

家庭と連携して個に応じた学習指導を推進しま

す。

「新学習システム推進教員」を活用した少人

数指導や「学級運営フォローアップ講師」を活

用し、子どもたち一人一人の多面的理解に基

づいたきめ細かな指導を行い、基礎基本の確

実な習得、基本的な学習・生活習慣の育成、

生徒指導の充実をはかります。

また、「学習指導要領に示された内容」に基

づく評価により、子どもたちの達成状況を的確

に把握し、実態に応じた補充的・発展的な学習

を実施するとともに、家庭と連携しながら、個人

面談の実施や個別教材の作成等により、きめ

細かな指導方法の充実をはかります。

（３）篠山市指定研究事業による教育活動の充実

「学ぶ意欲」「課題解決能力」を育成するための

指導内容の改善と指導方法の工夫を推進しま

す。

国の施策で少人数授業が推進される一方、

篠山市では学級集団が小規模化しています。

一方、グローバル化が進むなか、篠山市にお

いても、国際感覚を磨いていく必要があります。

こうした地域の課題に対して、「複式学級、小

規模学級における効果的指導法」「指導内容・

指導方法の工夫・改善」「特別支援教育の推

進」を重点課題として研究指定校を設定し、研

究を進め、篠山市全体の「個に応じた学習指

導」「教職員の資質向上」を推進します。
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（４）読書活動の推進

「読書タイム」の実施を継続し、本に親しませ、

読解力の向上をはかります。

朝の会や終わりの会等に設定している「読書

タイム」を充実させるとともに、学校図書館の活

用をはかり、子どもたちに読書習慣を身につけ

させることにより、豊かな情操教育を推進しま

す。

また、学校支援ボランティアによる読み聞か

せを実施するなど、学校・地域・社会とが一体と

なった読書活動にも取り組みます。

（５）児童生徒の望ましい生活習慣の確立

児童生徒の生活実態の把握に努め、関係機

関及び教職員が連携しながら、より良い生活

習慣の確立をめざします。

篠山市の児童生徒に付けさせたい生活習慣

として、自分から進んであいさつをすることに重

点を置いて取り組みます。また、家庭、地域と

共通理解をはかりながら、より良い生活習慣の

確立をめざします。

（６）幼稚園教育の充実

幼稚園教育要領を基に個性を尊重しながら、

４、５歳児としてのカリキュラムを立て実践しま

す。

幼児が健やかに成長できるよう、将来を見通

した幼児教育を行います。

２年間の保育のなかで、同年齢だけでなく、

異年齢の幼児がともに生活することにより、豊

幼稚園での新しい発見（古市幼稚園）

かな人間性やたくましく生きるための心と体を

育成します。

また、小学校や保育園とも連携を密にし、保

護者や地域住民の期待に応えられる幼稚園教

育の実践に取り組みます。

（７）幼稚園における教育環境の整備

集団のなかでの「育ち」を充実させるとともに、

保育園や小学校と連携した幼児教育を推進し

ます。

平成１９年度は畑幼稚園と城北幼稚園を統

合し、たまみず幼稚園としてスタートしました。

依然続く少子化に対して、保育園も合わせ

た幼稚園の適正配置など、園児の良好な保育

環境について、引き続き検討します。

（８）生徒指導体制の充実

心身共に健康な児童生徒の育成をめざし、

学校・家庭・地域が連携した取り組みを進め

ます。

問題行動の多様化・低年齢化に対し、以下

の重点目標を設定します。

① 安全安心な学習環境の一層の推進

・複数の視点による教育相談体制（小・中指

導体制の連携と強化）

・規範意識の向上

・学校間、関係機関の行動連携の強化（行

動連携及び未然防止、犯罪抑止教育の推

進）

② いじめ問題への取組の徹底

・早期発見、早期対応の体制の充実

・保護者、地域、関係機関等との連携の強化

③ 情報モラル・マナー教育の推進

対人関係能力、コミュニケーション能力の向上④

・家庭、地域と一体となった体験活動の充実

生命の大切さを実感する教育の推進・

⑤ 家庭教育への啓発

・家庭生活習慣（睡眠、食事）の確立

・有害情報対策への支援
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（９）不登校支援体制の充実

児童生徒一人一人を大切にした支援体制を

確立し、子どもたちの自立を促します。

中学校へのカウンセラーの配置や小学校へ

のカウンセラーの派遣、適応指導教室の設置、

各校での不登校対策委員会の取組等により不

登校支援を進めてきた結果、１８年度の不登校

児童生徒数は、減少傾向を示した１７年度とほ

ぼ同じ数となっています。

しかし、小・中学校ともに子どもたちの課題が

多様化している現状を踏まえ、関係機関等との

連携をはかりながら、よりきめ細かな指導体制

を充実します。

① 適応指導教室（ゆめハウス）

専門のカウンセラーによる相談活動や教

科学習、グループ活動の様々な活動を通じ､

自立への支援や援助を行います。

② カウンセラー事業

高度な専門知識をもつカウンセラーを小

学校へ派遣し、児童の発達相談、教育相談

に対応します。また中学校には、暴力行為、

いじめ、不登校といった問題行動の未然防

止や早期解決をはかるため、臨床心理士を

配置し、保護者や教職員を含めた心の相談

活動に取り組みます。

③ 子どもと親の相談員

小学校に相談員を配置し、学校と地域、

児童と教師、地域と学校の連携を支援すると

ともに、児童、保護者が悩みなどを気軽に話

せ、ストレスを和らげる相談活動を行うことに

より、児童生徒が抱える問題を早期発見し、

問題行動の未然防止に努めます。

④ 中学校区不登校対策連絡会

カウンセラーを講師として教育相談研修会

等を行い、中学校区ごとの不登校対策を協

議します。

（１０）特別支援教育の推進

特別な支援を必要とする子どもたちの自立

や社会参加に向け、篠山市の特別支援教育

を推進します。

特別支援教育体制の構築並びに教師の資質向上①

教師の資質向上をはかるとともに、関係機

関との連携を充実し、特別支援教育実施の

ための体制を整備します。

・校内体制の構築（校内委員会の設置と特

別支援教育コーディネーターの指名）

・研修会並びに連絡会の実施

・篠山養護学校の地域のセンター的機能及

び今後の在り方の検討

・教育、福祉、医療機関及び保護者との連携

・教育相談活動の充実

② 就学指導の充実

本人の教育的ニーズや保護者の意向を

把握し、応えられる就学指導の充実をはかり

ます。

・教育的ニーズを把握し、反映できる就学指

導委員会の構成、開催方法

・教育、福祉、医療機関及び保護者とが連携

した就学指導並びに個別の教育支援計画

の策定及び活用

・就学時並びにそれ以後の教育相談活動の

充実

（１１）体験活動の充実

① ひょうごっこグリーンガーデン実践事業

幼稚園児が環境や生命を大切に思う心を育む

体験活動を実施します。

幼稚園児が自然のなかでの「驚き」「感動」を

通して、生命の不思議さやつながりを体感し、

環境や生命を大切にする心を育む環境学習を

特別支援教育フォーラム（篠山養護学校）
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推進します。

② 環境体験事業

自然の中で五感を使いながら、畏敬の念、命の

大切さを実感する体験活動を実施します。

小学３年生が、地域に出かけて行き、地域の

人々等と協力しながら、自然観察や栽培・飼育

等の自然体験活動を行うことにより、自然に対

する畏敬の念、命の大切さ、命のつながり等を

実感し、自然のすばらしさに感動する豊かな心

を育みます。

③ 自然学校

「自然・人・地域とのふれあい」を通して、子ども

たちの生きる力を育みます。

小学５年生を対象に、５泊６日の設定で豊岡

市竹野町や美方郡香美町に滞在し、地元の人

々や自然とのふれあいを通して、様々な体験

活動を実施します。主体的に考え行動したり、

共に協力することを通して、より良く問題を解決

する力や、生命に対する畏敬の念、生きる力を

育みます。

④ 豊かな体験活動（トライしようＤＡＹ）

学校・家庭・地域・教育行政が一体となり、豊か

な人間性や社会性を育むことをめざし、奉仕活

動・体験活動を実施します。

学校・家庭・地域・教育行政が一体となり、小

学６年生を中心として、人・社会・自然と直接ふ

れあう体験をすることによって、自ら学ぶ心、自

他の生命や故郷を大切にする心などの豊かな

人間性や社会性を育むことをめざし、奉仕活動

や体験活動を実施します。

事業実施にあたっては、地域行事と関連づ

けた活動となるよう改善を進めるとともに、事業

の成果を写真展の開催や体験記集により広く

知らせます。

⑤ 「トライやる・ウィーク」・「トライやる」アクション

学校・家庭・地域の連携のもと、学校を離れ、地

域のなかで行う体験活動を通して、「生きる力」

を身に付けることをめざします。

「トライやる・ウィーク」「トライやる」アクションな

どの体験活動を通して、子どもたちに達成感や

成就感を味わわせ、「生きる力」を身に付けるこ

とをめざします。また、活動の目標、内容を公表

し共有するなかで、学校・家庭・地域が協働し

やすい環境をつくり、地域とともに子どもたちを

育てる条件整備を進めます。

（１２）心に響く道徳教育の推進

より良い生き方を追求する道徳的実践力を

持った児童生徒の育成に努めます。

学校の教育課題を踏まえながら、幼稚園から

小学校、中学校へと発達する段階に応じ、道

徳的価値についての自覚を深めるため、以下

の項目について重点的に取り組みます。

・学校や地域の実態を踏まえた特色ある教

材の開発に努めます。

・地域や家庭と共通理解のもと、一貫性のあ

仕事から学ぶ「生きる力」（トライやる・ウィーク）

「いのち」を考える授業（篠山中学校）
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る指導を進めます。

・地域人材の積極的な活用による生き方の

教育を推進します。

・研究指定校からの発信・・・丹南中学校区

（丹南中学校、大山小学校、大山幼稚園）

が「平成１８・１９年度児童生徒の心に響く道

徳教育推進事業」の調査研究地域であるこ

とを踏まえ、篠山市全体で事業が推進でき

るよう支援体制を確立します。

（１３）人権教育の推進

すべての教育活動を人権教育の視点で捉

え、「自分の大切さとともに他の人の大切さを

認めること」のできる態度や資質を育てるた

めの指導を組織的・計画的に進めます。

人権についての知的理解を継続的に深める

とともに、児童生徒が人権感覚を十分身につけ

るための指導を一層充実させます。

年間指導計画の策定や実践・点検・評価体

制の確立をはかるとともに、教職員の人権意識

を高める校内研修等の充実に努めます。

家庭や地域及び関係機関等との連携をはか

り、人権を尊重した環境づくりを推進し、お互い

の個性を認め合い、生き生きと自己を表現でき

る学校文化の創造に努めます。

（１４）国際理解教育の推進

外国文化についての理解を深め、「使える英

語」教育の充実をはかります。

国際的な視野に立ったグローバル化が進む

なか、篠山市からも外国について理解し、世界

で通用する人材を育成する必要があります。国

際理解教育と多文化共生教育を関連づけなが

ら、シャープな人権感覚を持った児童生徒の育

成をめざします。

また、中学校における英語教育を充実させる

とともに、小学校への外国人指導助手（ＡＬＴ）

の派遣を継続し、小・中学校が連携したなか

で、指導方法の工夫・改善をはかり、「使える英

語」の指導を推進します。

（１５）多文化共生教育の推進

互いに認め合える国際市民の育成をめざした

支援を推進します。

市内在住の外国人が増加するなか、文化

的、社会的に異なった背景を持つ子どもたち

が、互いに認め合える国際市民的な立場に立

った教育を進めます。

そのために、日本語指導が必要な児童生徒

に「外国人児童生徒指導補助員（フォリナーサ

ポート）」「子ども多文化共生サポーター」を派

遣するなど、個々の子どもたちに合った支援策

を展開します。

外国人児童生徒指導補助員の役割

指導補助員は、児童生徒の言葉や学習面での支

援だけではなく、少しでも安心して学校生活を送る

ことができるよう、精神的な支援をすることも大切な

仕事のひとつです。また、家庭と学校との連絡体制

を支えることによって、児童生徒だけでなく、保護者

にも学校を理解してもらえるよう努めています。

（１６）学校における食育の推進

魅力ある食育を推進し、子どもの健全な食生活

の実現と健全な心身の成長をはかります。

生涯にわたって健全な心と身体を培っていく

ために、望ましい食習慣を身に付けていきま

す。また、健康についての意識が持てるよう総

合的な学習の時間をはじめとし、学校の教育活

動全体を通じて、「食育」の充実をはかります。

食育の充実に向けては家庭との連携が重要で

ラオス青年団との交流（日置小学校）
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あることから一層の取組を進めます。

（１７）学校保健の充実

発達段階に応じた保健教育を実施し、生涯に

わたって主体的に健康づくりができる児童生徒

を育成します。

過度の情報が氾濫している現在、子どもたち

が自分たちの発達段階に応じて情報を取捨選

択できるよう、「こころ」と「体」がバランスよく育ま

れた児童生徒の育成をめざします。そのため、

以下のことに重点的に取り組みます。

① 発達段階に応じた適切な性教育の工夫と

実践を進める。

② 薬物に対する正しい知識を深めさせ、心身

ともに豊かな児童生徒の育成をめざす。

（１８）体力・運動能力の向上

心と体を一体としてとらえ、子どもたちの健全な

発育・発達を促します。

体力・運動能力調査をもとに、継続的に篠山

市の体力・運動能力の傾向を把握し、今後の

篠山市における体力・運動能力向上の取組に

活用します。

体力・運動能力向上に向け、さまざまな運動

を通して、体を動かす楽しさを味わうとともに、

運動の達成感を実感できる取組を推進します。

また、意欲・関心の湧く体育の授業を創造す

ることで、積極的に運動に取り組む姿勢や困難

を乗り越えようとする強い精神力、物事の善悪

を判断できる規範意識を育てます。

（１９）教育の情報化の推進

教員のＩCＴスキルを高め、教育の情報化・情報

の共有化を推進します。

教育用コンピュータ更新校から計画的に校

内ＬＡＮの整備を進め、教育の情報化・情報の

共有化をはかります。

教育委員会と学校を一つのグループウェアと

した教育系ネットワークを活用し、確実な情報

の共有・伝達をはかり、電子化による迅速かつ

効率的な事務処理を進めるとともに、学校ホー

ムページの更新を促進し、積極的な学校情報

の公開に努めます。

校内の研修体制づくりを進め､教員のＩCＴス

キル向上に努めます。また、望ましい情報社会

の創造に向け、情報や情報通信技術が果たし

ている役割や影響についての研修を行い､情

報の受発信に伴う責任など情報モラルの育成

に関する適切な指導に努めます｡

ＩＣＴ

「Information and Communication Technology」の

略称で、一般的に「情報通信技術」と訳されます。

従来使われてきた「IT」に替わる表現と て定着しし
つつあります。

（２０）環境教育の推進

環境問題についての関心と知識を深め、環境

教育の充実をはかります。

自然とふれあう活動を通して、子どもたちに

自然のすばらしさを実感させ、環境を大切に思

う心を育成します。また、すべての教育活動を

通じて、環境問題についての理解を深めるよう

努めます。

（２１）特色ある学校づくりの推進

体験的な学習活動を通して、各学校の実態に

応じた特色ある教育活動を推進します。

社会の変化に主体的に対応できる資質や能

力をもった子どもたちを育成するには、時代に

応じた学校づくりを展開する必要があります。

地域や児童生徒の実態を考慮しながら進めて

いる「総合的な学習の時間」等を中心とした体

間伐から環境保全を考える（今田中学校）
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験的な学習活動については、さらに創意を加

え、内容の充実をはかります。

また、学校・家庭・地域社会の連携を一層進

めていくなかで、子どもたちの｢生きる力」を育

み、特色ある教育を推進します。平成１８年度

の具体例としては「高齢者とのふれあい」「里山

での体験活動による自然を愛する心、共存の

心の育成」があります。

学校間連携（スクールブリッジ事業）の推進（２２）

小規模校間の連携により、多様な価値観に

ふれる体験をさせ、学習意欲や豊かな情操

を育みます。

小規模校間の交流を通して、多様な価値観

にふれる体験をさせることで、子どもたちの学

習意欲を一層高め、より豊かな人間関係を築こ

うとする意識の向上をはかります。また、実施に

向けて、学校を越えての研修、交換授業等を

実施することにより、教師の一層の資質向上を

はかります。

（２３）「いきいき学校」応援事業の充実

地域の教育力を活用し、地域と連携した教

育を推進します。

専門的な知識・技能を有する個人や諸団

体、地域の人々や保護者を「いきいき学校応援

団」として、地域と学校の連携を深め、創意工

夫をいかした特色ある教育活動を推進し、子ど

もたち一人一人の良さや可能性を伸ばすととも

に、創造性やチャレンジ精神を育みます。

（２４）開かれた学校づくりの推進

教育活動を地域住民、保護者等に公開し、

開かれた学校づくりを推進します。

オープンスクールなどを通じて、各学校や幼

稚園における教育活動を地域住民、保護者等

に公開することで、学校が説明責任を果たす重

要な機会であるととらえ、地域住民、保護者の

一層の参画と協働の機会とし、開かれた学校

づくりを推進します。

（２５）学校評価システムの定着

地域からの声を学校運営に反映させながら、

地域とともに歩む開かれた学校づくりを進め

ます。

わかりやすい重点目標、評価項目により保護

者・地域住民と課題意識を共有し、学校評議員

から意見を聴取するなど、学校評価を推進しま

す（数値化等により具体的客観的評価を実

施）。

① 学校経営の基本計画を保護者、地域等に

説明します。

各校で特色ある教育実践に取り組みます。②

③ 年度末に学校評価を実施し、次年度の教

育計画に反映させます。

（２６）防犯体制の強化

学校・家庭・地域社会・関係機関が連携し、

防犯体制を強化するとともに、「生命」の教育

を推進します。

青色回転灯パトロールを引き続き実施すると

ともに、校区の実態を考慮しながら地域住民の

参画を促し、学校、家庭、地域、関係機関が連

携した安全安心の地域づくりを進めます。

また、警察、ＰＴＡ、青少年健全育成推進連

絡協議会、篠山少年補導員連絡協議会等と連

携しながら、予防・啓発にあたります。

各学校においては、「不審者対応マニュア

ル」を整備し、防犯体制を確立するとともに、子

どもを守る家ウォークラリーや感謝訪問、安全

マップの作成などの活動を通して、安全教育の

推進に取り組みます。

（２７）防災体制の確立

あらゆるケースを想定し、地域と学校が一体

となった防災体制を確立します。

各学校における「災害対応マニュアル」「避

難所運営マニュアル」を見直し、あらゆるケース

を想定した防災体制を確立します。

「『１．１７は忘れない』地域防災訓練」等に参

加し、地域と学校が連携した防災体制を構築し

ます。併せて、防災教育を通じて、「生命」を大

切にする教育を推進します。
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（２８）通学条件の整備

遠距離通学費の全額補助や学校選択制な

ど、通学条件を整備します。

広い面積を有する篠山市では、遠距離通学

を余儀なくする児童生徒が多くいます。国の示

す「適正な学校規模の条件」の範囲外から通学

する児童生徒に対しては、統一した基準により

通学に要した費用を全額補助し、保護者負担

の軽減をはかります。

また、学校、家庭、地域が連携しながら「安

全で安心」な通学ができるよう、条件整備の推

進に努めます。

（２９）教職員の資質の向上

教育の専門家としての指導力を高め、職場

環境の充実をはかります。

「学校力を高め教師力を高め子どもたちの人

間力を高める」教育が推進されるなか、教師力

の向上をめざして以下の点に取り組みます。

① 教職員の専門性の向上

一人一人の教職員が「教育の専門家」として

の高い志、倫理観等を持ち、自己の指導力を

高めることが重要です。そのため、県教育委員

会と連携しながら課題別研修会を実施します。

また、教職員の自発的な研修や地域と連携し

た研修を推進します。

【教育実践活性化事業及び顕彰】

教職員又は教職員グループが教育方針

及び学校教育目標を具現化する新たな指導

地元消防団の協力による防災教育（大山小学校）

方法を自主的、自発的に企画、立案、実践

する活動を積極的に支援します。また、教育

実践活性化事業実施団体のうち、功績が顕

著なものを表彰します。

【教職員社会体験研修】

教職員が人間性の涵養や資質の向上、地

域との連携協力をはかることを目的に、夏季

休業中の２～３日程度、在勤地校区内を中

心とした民間企業や公的施設等において社

会体験（ミニ・チャレンジ研修）を行います。

② 職場環境の向上

学校における職場環境の実態を把握し、教

職員の相互サポート体制、メンタルヘルス体制

の充実をはかります。また、「Ｎｏ残業ＤＡＹ」「Ｎ

ｏ部活ＤＡＹ」により教職員が心身ともにリフレッ

シュし、家庭・地域の一員として活動する環境

づくりを推進します。

③ 教職員の社会性の向上

教職員は、次世代を担う児童生徒の人格形

成に携わる者として、社会性、常識と教養、礼

儀作法をはじめ、対人関係能力やコミュニケー

ション能力等が求めらています。こうした視点か

ら、学校敷地内完全禁煙化、名札の着用、接

遇や言語環境の向上をはかってきましたが、さ

らに教師に対する揺るぎない信頼を確立する

ため、服装を初めとするマナー、保護者、地域

住民とのコミュニケーションの向上をはかりま

す。

（３０）安全安心で魅力ある学校環境の整備

学習の場にふさわしい環境づくりを進めま

す。

学校全体が学習の場にふさわしく、心やすら

ぐ環境となるよう計画的に整備を進めていきま

す。
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（１）第３回篠山市展の充実

市展としての独自性と質を高めるとともに、篠

山市内での芸術文化活動の活性化をはかり

ます。

“篠山らしさ”を表現し、市内外より質の高い

作品が集まる市展を開催します。あわせて、出

展者・来場者が情報交換のできる交流の空間

をつくります。

（２）子どもの居場所づくり事業の推進

地域で子どもを育むという基本理念のもと、Ｐ

ＴＡや子ども会などの地域団体が中心とな

り、基本事業として「通学合宿」を行います。

平成１８年度は、将来に向けた取組のなか

で、教育的効果の高い「通学合宿」を今田校区

と城南校区で実施しました。城南校区では、小

学校ＰＴＡが主体となり、自治会や地域団体、

ボランティアの協力を得ながら、地域ぐるみの

活動となりました。１９年度は、さらに実施地区

を増やして取り組むことをめざします。

篠山市展ならでは演出（丹波木綿の機織り実演）

通学合宿の感想から（抜粋）

【参加者】

班での交流会が、おもしろかったです。特に楽し

かったことは、料理を作ったことです。私は、料理を

作るのが大好きなので、本当に良かったです。友だ

ちと楽しくできたのも本当に良かったです。

【保護者】

とても楽しかったようで来年もぜひ参加したいと言

っていました。来年も続けてほしいと思います。親元

を離れ、いろいろな方たちと接して、その方たちの

素晴らしいところを見つけ、吸収していってくれれば

最高です。とてもよい機会だと思います。

（３）地域交流事業の充実

地域コミュニティの拠点としての学校づくりを

めざすため、村雲小学校内にて、文化・教養

教室を開催します。

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の様々な

団体の理解と支援を得るなか、１９年２月に開

校しました。平成１９年度においては、パソコン

教室のほか、多種にわたる教室を開催し、多く

の地域の人々が通い、生きがいを求め、地域

の結束と教育力を高める場となるよう取り組むと

ともに、学校と連携して子どもたちの安全と育成

に努めます。特に、将来の地域のあり方として

全市的な手本となる活動をめざします。

（４）まなびすとバンクの充実

市内での団体やグループの学習・教育活動

において、様々な分野で登録をした指導者・

講師が活躍しています。

平成１７、１８年度ともに利用者数は増加傾向

にありますが、需要にやや偏りがあることから、

市広報誌などでのＰＲ活動を積極的に行いま

す。また、地域の指導者の掘り起こしなどを含

めて、関連する県の制度「学校応援団」との連

携もはかります。
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（５）青少年育成センターの整備充実

地域で活動をしている各地区青少年健全育

成推進協議会や、関係機関との連携を円滑

にし、青少年が健全に育つ環境を整備しま

す。

複雑な社会情勢のなか、悩みやストレスを抱

えた青少年は増加しています。業務の柱である

教育・悩み相談のうち、平成１８年度から実施し

ている電子メールでの相談は、徐々に増えつ

つあります。あらゆる機会を捉えて広くＰＲをし、

相談機能を充実させます。

さらに、青少年健全育成推進協議会やＰＴＡ

協議会を中心として、地域が一体となり青少年

健全育成のための取組を展開します。

（６）うりぼう師範の取組

うりぼう師範の本実施に向けて、プレ検定を

実施します。

平成１８年度から準備を進めてきた“ご当地

検定”については、検定内容を小・中学生用に

特化させ、新たに「うりぼう師範」として実施に向

けた取組を進めます。

単なる“ご当地検定”とするのではなく、子ど

もたちが篠山市のことを学習する過程におい

て、地域交流を通し郷土愛を形成するための

素材とできるよう、ＰＴＡや子ども会などの親子

活動でも取り組める問題をつくります。１９年度

末にプレ検定を実施し、２０年度に第１回検定

を実施します。

（１）安全安心な学校給食の推進

安全安心な学校給食事業を推進し、望まし

い食習慣を養います。

日常生活の根幹となる「食」の在り方を見つ

めなおし、子どもたちに望ましい食習慣を身に

付けさせます。

また、健康についての意識がもてるよう、給

食の時間をはじめとする様々な学習機会にお

いて、「食育基本推進計画」に基づく栄養教諭

の指導と栄養職員の連携を強化しながら食育

の充実をはかります。

（２）特色ある学校給食

楽しく魅力ある給食にするため工夫した献立

を提供します。

地元の特産物や郷土食を取り入れた「ふるさ

と献立」、季節の行事を取り入れた「行事食」、

よく噛む習慣をつける「カムカム献立」、まめ料

理の美味しさを伝える「豆まめ献立」、「世界の

味・日本の味献立」などを計画的に取り入れる

とともに、地元野菜を使った魅力ある給食事業

を推進します。

（３）篠山西部学校給食センターの稼働

西紀・丹南・今田地区における新たな学校給

食の拠点として、子どもたちへ「楽しく、美味

しい」給食を届けます。

西紀、丹南、今田の学校給食センターを統

合した篠山西部学校給食センターが完成し、

新たな学校給食の拠点として、大きな期待を寄

せています。

これにより、市内の学校給食センターは、篠

山東部学校給食センターとの２センター体制と

魅力ある学校給食をめざして（ふるさと献立の一例）
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なり、より機能的で効率的な調理環境が整いま

した。また、床を濡らさないフルドライシステムの

採用により、衛生面でも大きな効果が期待でき

ます。

このほか、独自の調理システムにより、停電

の際も炊飯ラインが稼働できることから、非常時

や災害時における対応に向けても取組を進め

ます。

（１）生涯学習の場の提供

みずから学び、生きがいを創造し、豊かな心

を育む生涯学習の場を提供します。

生涯学習を実践することは、生きがいを創造

し学ぶ人自身を高め、その人生を豊かなものに

します。

さらに、学習の場を通した仲間との出会いや

学びあい、励まし合いによって、新たな発想や

連帯感が生まれ、家庭や職場、地域の活性化

にもつながります。

豊かな心を育む交流の場となるよう、各種教

室・セミナー等を開催します。

【高齢者大学】

「であい・ふれあい・まなびあい」の場を提供

することで、高齢者一人一人が、みずからの生

きがいを創造することを支援します。

市内に１３学園を開設し、５月から翌年３月ま

で毎月１回開催します。午前は一般教養講座、

午後は趣味講座を開講し、教養や知識・芸術

文化の習得を進めるとともに、研修旅行、合同

学習発表会も開催します。

受講生の中から運営委員を選出し、自主的

な学園づくりのできる体制を整え、高齢者がい

きいきと学び、様々な出会いやふれあいのなか

で、活力ある人生を得るとともに、その力を明る

い地域づくりにいかせるよう支援します。

【ささやま市民文化講座】

受講生有志によるサポーターを中心として、

市民の学習ニーズを把握し、講演内容等の検

討、企画・立案を行います。

講演会及び現地学習を中心に、市民が主体

となった学習を実践し、篠山をはじめ、丹波地

域の歴史・文化を中心に理解を深め、再認識

することにより、篠山文化の継承と新たな文化

の創造をめざします。

【丹波ささやまおもしろゼミナール】

篠山を中心とした文化・自然を探求するた

高齢者大学の一般教養講座（東雲学園）

完成した篠山西部学校給食センター
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め、テーマ別に受講生の自主性をいかした現

地学習や体験学習を中心に学びを進めます。

【古文書入門講座】

初級者を対象として、地域に伝わる古文書

に親しみながら篠山の歴史を学びます。年間８

回の講座のなかで、地域の歴史に興味を持

ち、地域への関心・愛着心を深めます。

【社交ダンス教室】

社交ダンスを通して、人との出会い、ふれあ

いの場を提供し、心身の健康づくりを支援しま

す。

【人生セミナー】

運営委員会によりニーズを把握し、講師を招

きます。特に「人生体験」の講話を受けながら、

受講生がお互いの体験を話し合い、豊かな生

きがいづくりをめざします。

【ちびっ子伝統産業体験交流事業】

伝統工芸「丹波焼」のすばらしさや作品をつ

くる喜びを味わうとともに、その歴史や伝統に触

れ、郷土に関心を持ち、郷土を愛する心を培い

ます。

また、指導を受ける地元窯元グループなど地

域の方との交流による青少年の健全な育成を

はかります。

【篠山市民俳句ラリー】

市内の景勝地を訪れ、自然に触れながら、

地域の人々や各世代間の交流をはかります。

丹波ささやまおもしろゼミナール（城東公民館）

また、ふれあいの中で感じたことや感動したこと

を言葉で表現することにより、感性や表現力を

高め、俳句の楽しさを広めます。

【メンタルヘルス講演会】

多様化する現代社会の問題を共通理解し、

みんなで解決できるように取り組める講演会を

実施します。

【四季の森食文化センター事業】

「男の料理教室」、「食アラカルト」、「親子クッ

キング」、「郷土味学講座」など、食育に関した

教室を各世代ごとに開催します。食育基本法

の主旨を踏まえ、「食」を通して一人一人が健

全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを、

各教室から家庭・地域へと広めます。

また、「たんば篠山郷土料理友の会」による、

豊かで活力のあるふるさとづくりを進めるための

郷土料理の研究や、食を通じた交流会を支援

します。

（２）芸術活動・文化活動の支援

市民の手で守り育てていく芸術文化の活動

を支援します。

市内には各種の文化団体が多数あり、各団

体の連携を深めるために市文化協会・各地区

文化協会が組織され、市民の手で芸術・文化

を守り育てていく活動が行われています。

また、日頃の成果を発表する「文化祭」は、

各地区の文化団体や、市民有志が中心となっ

て実行委員会を組織し、企画運営がなされて

います。そして、作品展示や芸能発表を通し

男の料理教室（四季の森生涯学習センター）
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て、生きがいづくりを実践する場、活動を普及

啓発する場となっています。

各組織の体制や行事等の内容・運営方法を

ともに検討しながら、市民主体の芸術文化の継

承・普及活動がさらに活発になるよう支援し、心

豊かなまちづくりをめざします。

【関係文化団体について】

篠山市文化協会、篠山文化協会、城東文化

協会、東雲文化協会、西紀文化協会、丹南文

化協会、今田文化協会の活動の支援をはかり

ます。

これらの文化団体は、丹波文化団体協議会

にも加入し、異分野相互の連携と協調を深め、

丹波地域全体の文化活動の活性化、地域文

化の向上・発展をはかることを目的に、「地域文

化を考えるシンポジウム」や「丹波文化活動交

流会」などの活動にも参加しています。

また、篠山市文化協会は、岸和田市文化協

会との交流を深め、情報交換をすることにより、

相互の文化活動の向上をはかることを目的に

交流会事業も行っています。

（３）団体の育成

各種団体の自立した活動が継続できるよう、

育成支援を進めます。

地域に根ざした様々な社会教育団体として、

婦人会や中年婦人会、青年団、文化協会、体

育振興会などがあります。

婦人会や中年婦人会はボランティア活動等

の生活の向上につながる活動を展開していま

す。体育振興会は市民の生きがいのある生

活、活力のあるコミュニティづくりのため、各地

区においてソフトボールやバレーボール、卓球

等の各大会を開催しています。

社会環境の変化や価値観が多様化するな

か、各団体の活動は、地域の活性化、いきいき

としたまちづくり、明るく心豊かなまちづくりのた

めには欠かせません。これらの団体がさらに自

主性・自立性を発揮し、活動の意義が啓発でき

普及するよう支援します。

また、今田地域に自生するサギソウは絶滅危

惧種とされ、その保護と増殖に努めるサギソウ

保存会の活動は大変重要な取組です。同様に

西紀音頭保存会や丹南音頭保存会は、それぞ

れ各地域のイベント等に参加し普及啓発に努

め、地域に伝わる伝統文化を継承しています。

市内特有のこれら有形無形の財産が未来へと

つながるよう、活動を支援します。

（４）青少年の健全育成

青少年が心身ともにたくましく健やかに成長

できる、環境づくりや組織活動を推進しま

す。

青少年を取り巻く環境が変化するなか、非行

や不登校などの問題行動が多様化・低年齢化

し、不審者出没などの青少年を巻き込む事件

も多発しています。

そのようななか、団体及び学校から選出され

た委員を中心に、各地区の青少年健全育成推

進連絡協議会を組織し、未来を担う青少年が

心身ともにたくましく健やかに成長していくこと

をめざした活動の展開、体制の強化をはかりま

す。

また、「地域の子どもは地域で守り育てる」と

の観点に立ち、すでに定着している「子どもを

守る家」の整備・拡充、地域ぐるみで行うあいさ

つ運動やパトロールの強化など、広く市民の協

力を得ながら、あらゆる場面で自主的・自発的

に取り組める体制づくりを推進し、青少年の健

全育成をめざします。

（５）人権教育の推進

日常生活における人権感覚を育み、差別の

ない明るいまちづくりをめざします。

人権意識を高めていくためには、単に人権

問題を知識として学ぶだけではなく、日常生活

において態度や行動に現れるよう、自らの感覚

を養うことが求められます。

人権推進部、各支所、各公民館、人権・同和

教育研究協議会と連携しながら、住民学習など

の人権啓発活動を支援するとともに、「人権尊

重」を基本とした社会教育事業を推進します。
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（６）地域づくりの推進

自らの地域を自らの手で、住みよいものに育

んでいく地域の取組を支援します。

「自分たちの地域は、自分たちで住みよいも

のにしていく」、これが地域づくりの基本といえ

ます。

地域の特性をいかし、地域活性化をはかるこ

とを目的とした校区単位の「コミュニティ活動推

進事業」、また、自治会を単位として、よりきめ

細やかで活力ある地域づくりを目的とした「小

地域活性化事業」があります。

地域の安全安心・環境美化・福祉の増進・教

育文化の振興・健康づくりの推進、その他、地

域課題解決のため地域の特色をいかした活動

を支援し、地域住民の「参画と協働」のもと、自

主性と創意工夫による活力ある地域づくりをめ

ざします。

（７）地域の活性化をはかるイベントの定着

地域主体の地域活性化イベントを支援しま

す。

にしきふるさとまつり、丹波たんなん味覚まつ

り、今田元旦マラソンなど、地域住民主体の実

行委員会により企画・運営されるイベントを支援

するとともに、人々の交流を通して地域の良さ

を再認識し、地域の活性化が自主的・自発的

にはかれるよう支援します。

（８）篠山市成人式の開催

新成人の門出を祝福します。

成人の門出を祝い励まし、より良い社会を築

くため、成人としての自覚を持つ節目となるよ

う、新成人を対象に成人式を開催します。

（１）体育指導委員会の活性化

市民のスポーツ振興に不可欠な「指導者」と

して、体育指導委員の資質向上をはかりま

す。

篠山市では１５名の体育指導委員がスポー

ツの実技指導、助言を行なっています。本年度

は、体育協会・スポーツクラブ２１等の活動に積

極的に参加し、市民スポーツ活動のリーダーと

しての資質向上をめざします。また、市民スポ

ーツの普及・啓発をはかるためニュースポーツ

などの講習会を開催します。

（２）スポーツクラブ２１の充実

地域コミュニティの核として位置づけ、組織の

強化及び活動の活性化をめざします。

スポーツクラブ２１は、地域におけるスポーツ

活動を通じて、３世代交流などの地域コミュニテ

ィづくりに大きく貢献しています。特に昨年度に

開催された「のじぎく兵庫国体」では、クラブ挙

げての協力により、大会の成功に大きな役割を

果たしました。

今年度は、市内１９の各スポーツクラブ２１が

連携した各種イベントや研修会を開催するとと

もに、丹波地域、全県域の交流フェスティバル

にも積極的に参加するなど、各クラブがより自

主的に自立した運営が推進できるよう積極的に

にしきふるさとまつり（西紀公民館）
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支援します。

（３）篠山市体育協会の活性化

競技選手の競技力・技術力向上と地域スポ

ーツの振興を進めます。

篠山市体育協会は６の体育振興会と２１の競

技種目団体で構成されています。教育委員会

では、市民スポーツの振興に向けて協会の活

動を支援し、スポーツに関わる講習会・研修会

等を開催し、競技力・技術力の向上とこれを支

える指導者の育成をはかります。

また、体育振興会の事業推進を支援すること

により、生涯スポーツに取り組むきっかけづくり

と、地域住民の健康維持及び増進に努めま

す。

（４）篠山ＡＢＣマラソン大会の開催

マラソンを通して、健康で明るく活力ある「篠

山づくり」をめざします。

篠山ＡＢＣマラソン大会は、春の丹波路を彩

る西日本でも有数のマラソン大会として、全国

の多くの人に親しまれ定着しています。ランナ

ーが、日頃の練習の成果を発揮する舞台とし

て、また、市民の健康増進と体力づくりの場とし

ても、大きな役割を担っています。

２８回目を迎える今大会は、篠山城築城４００

年に向けて「篠山」を全国に発信する運営を検

討し、より魅力ある大会づくりを進めます。

市内各クラブが連携したウォーキング大会

（５）体育施設運営の充実

体育施設の充実した運営とサービスの向上

に努めます。

「のじぎく兵庫国体」の主会場となった篠山

総合スポーツセンターを拠点施設として、市内

各施設及び備品等が有効に活用できるよう取り

組みます。その上で、市民一人一人の健康及

び体力の増進を基本として、全国に通じる競技

者の輩出もめざしながら、適正な施設運営を進

めます。

（６）ホッケーのまち篠山をめざして

国体開催を契機としたホッケー競技の定着

をはかります。

篠山市より２４名の選手を選出した「のじぎく

兵庫国体ホッケー競技会」を契機として、子ども

から大人に至るまで、ホッケー競技が着実に根

付こうとしています。この盛り上がりが継続して

いくため、市ホッケー協会と連携して各種大会

を誘致するなどの支援策を積極的に進めま

す。また、ホッケー競技の底辺拡大に向けて、

ジュニアホッケークラブや市内小・中学校のクラ

ブ活動を支援します。

白熱した試合風景（のじぎく兵庫国体）
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（１）史跡篠山城跡の整備

築城400年に向け、内堀石垣の復元整備を

計画的に進めます。

篠山城跡では、平成15年度から内堀の復元

整備工事を行っています。築城400年に当たる

平成21年度に向けて、北側を中心に内堀の一

部完成をめざします。さらに内堀の復元整備に

より城跡の歴史的景観を一層向上させ、市民

の憩える空間とするため、今後も史跡整備を進

めます。

（２）篠山城下町における町並みの保存と活用

重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的

建造物の保存修理を地区住民と連携しなが

ら進めます。

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定

されている篠山城下町では、平成17年度から

始めた伝統的建造物等の保存修理事業が3年

目を迎えます。今年で事業実施物件が20件を

超し、徐々にではありますが地区の歴史的景

観の復元と住環境整備が進みつつあります。

今年も篠山まちなみ保存会や地区住民と連携

しながら、歴史的景観をいかしたまちづくりを進

めます。

（３）篠山市東部における町並みの調査

福住地区の町並み保存に向けて、伝統的建

造物群保存対策調査を実施します。

福住地区の旧街道は古代からの山陰道の要

衝で、今も宿場町のたたずまいが残っていま

す。この歴史的な町並みを後世に守り伝えてい

くために、伝統的建造物群の保存状況等の調

査や保存対策の策定を行い、将来に向けて伝

統的建造物群保存地区の選定をめざします。

（４）文化財の保護・管理

指定文化財の修理防災事業の実施や埋蔵

文化財の保護などを継続して行います。

重要文化財に指定されている建造物の防災

設備保守点検など修理防災事業を進めるととも

に、市内にある指定文化財の公開・活用をはか

り、文化財の保護・保存に努めます。また、古墳

や集落跡など貴重な埋蔵文化財を開発等から

守るため、関係機関との連携を強化し、必要に

応じ発掘調査や確認調査を行います。

（５）文化施設４館の運営

文化施設４館において、篠山の文化の発信

を継続して行います。

篠山城大書院、歴史美術館、青山歴史村、

武家屋敷安間家史料館の４文化施設は、歴史

地区内の景観をいかした「まちづくり」に向けて
開館２５周年を迎える歴史美術館

40.2ｈａの面積を有する保存地区
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美術資料の公開、文献史料の公開、文化財の

周知など多くの役割を担っています。特に、今

年度は歴史美術館が開館２５周年を迎えること

から、篠山の歴史と文化のより一層の発信に努

めます。

（６）伝統文化の振興

日本古来の伝統芸能の振興をはかるため、

篠山春日能を開催します。

篠山春日能は国指定重要文化財である春

日神社能舞台の顕彰と篠山文化の発信をめざ

して毎年開催しており、今年で３４回を迎えま

す。今回は４月１４日(土)に能｢屋島｣｢葵上｣と狂

言｢舎弟｣を上演しました。その上で、今後もさら

に魅力ある能の提供をめざします。

（７）三宅剣龍賞の表彰

篠山文化の高揚に寄与した人に対し三宅剣

龍賞を贈ります。

三宅教育文化基金の活用により、学術をは

じめとする篠山文化の高揚に貢献した市民を

顕彰するため、三宅剣龍賞を贈りその功績を称

えています。今年度もみどり賞とともに、２月１１

日の建国記念の日に表彰式を行います。

（８）みどり賞表彰の充実

候補者の推薦方法を改善し、教育的効果を

高めます。

充実したみどり賞にするため、表彰規程や実

施要綱を見直します。具体的には、幅広い分

野から候補者の推薦ができるよう推薦枠を拡大

するとともに、統一した推薦ができるよう推薦基

準の明確化に努めます。

まちなみクリーンキャンペーンへの参画推進（９）

回数及び場所を考慮し活動の定着化と参加

人数の増加をめざします。

「まちの美観」向上をめざすため、平成１７年

度から始まった「まちなみクリーンキャンペーン」

は、市内の文化遺産や天然記念物、景勝地な

どの環境維持を目的として実施しています。

教育委員会職員自らが率先して行うボランテ

ィア作業として定着しつつあり、参画と協働の

社会づくりに向けても大きな意義を見いだすこ

とができています。

今後は、職員のボランティア参加だけでな

く、子どもたちも含めた地域一帯での活動とし

て取り組めるよう努めます。

みんなで「まちの美観」を考えよう

（１）蔵書の整備

市民の読書活動を支援するため、さらなる蔵

書の整備と充実に努めます。

利用者が求める多様な生涯学習の要望に応

えるため、幅広い分野の蔵書の整備と充実を

進めます。さらに、地域の郷土資料、行政資料

の収集についても積極的に行います。

（２）レファレンスサービス（調査相談業務）

利用者の要望に応じて、必要とされる情報や

資料の提供を行います。

レファレンスサービスの周知をはかるととも
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に、参考資料の整備を進め、質の高いサービ

スの提供に努めます。また、独自のレファレンス

データベースの作成に取り組みます。

（３）学習機会の提供

それぞれの年齢層にあった図書館ならでは

の事業を展開します。

「ブックスタート事業」や「映画上映会」、ボラ

ンティアグループとの協働による「おはなし会」

を行なうなど、乳幼児から高齢者まであらゆる

年齢に応じた事業を展開します。また、開館５

周年事業として、図書館利用者の学習意欲を

高めるための記念事業を企画します。

（４）図書館サービスの充実

あらゆる人に対応した、利用しやすい図書館

のサービスに努めます。

点字本、録音資料、大活字本や外国語資料

の整備と利用促進に努め、障害のある人や高

齢者、外国籍の人など誰もが利用できる図書

館をめざします。また、図書館の情報や魅力を

伝えるため、ホームページや定期刊行物の発

行、広報誌への情報掲載など、あらゆる広報活

動に努めます。

（５）子どもの読書活動推進計画の策定

子どもの読書活動を支援し推進するための

計画を策定します。

国の「子どもの読書活動の推進に関する法

律」の施行を受け、篠山市においても子どもが

あらゆる人へのサービスをめざして（点字本）

いつでもどこでも読書のできる環境づくりを進め

るための計画を策定し、関係施設や団体と連

携をはかりながら、計画実現に向けた活動にも

取り組みます。

（６）配本所ネットワークの展開

配本所ネットワークを駆使し、幅広いきめ細

かな図書の貸出を展開します。

公民館など市内６カ所に配本所を設置して

図書の貸出サービスを行っています。また、配

本所で図書の予約ができるなど、遠隔地の市

民が利用しやすい体制づくりをめざすとともに、

各施設と連携しながら、さらなるネットワーク機

能の充実に努めます。

（７）学校との連携

体験学習や学校での読書活動の支援を行

ないます。

全校一斉の読書活動の支援のため、各学校

の全クラスを対象として、５０冊を上限とする図

書の団体貸出を行なっています。また、図書館

見学や調べ学習の支援、中学校のトライやる・

ウィークなどの職場体験学習を積極的に受け

入れるとともに、学校との連携を密にし、児童生

徒の読書活動を推進する取組の充実をはかり

ます。

（８）公共図書館ネットワークの活用

国立国会図書館など全国の公共図書館との

ネットワークシステムの活用を促進します。

中央図書館と市民センター図書コーナーで

は、相互に本の予約や貸出、返却ができます。

また、全国の公共図書館で行なっている資料

の相互貸借により、資料の取り寄せやコピーサ

ービスを受けることができます。これらのサービ

スの周知をはかり、他館との連携の強化に努め

ます。
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（１）情報教育の推進

情報教育の場を提供し自己学習を支援する

とともに、情報モラルの啓発を進めます。

情報教育の学習コーナーとして、中央図書

館内にＩＴサロンを設置しています。専門のイン

ストラクターを中心として市民ボランティアの協

力のもと運営しており、対話型の支援が市民の

情報活用能力・情報モラルの育成に効果を挙

げています。

最近はデジタル写真の加工やＤＶＤへのデ

ータ移行等、高度な相談が増えつつあり、進歩

の著しい情報社会に即応できるよう取組を進め

ます。

（２）地域映像情報の保存・配信

市内の情報や話題を映像を通じて提供し、

地域コミュニケーションの活性化をはかりま

す。

篠山市内の出来事を月に１～２本取材し、そ

の時期でしか入手できない貴重な情報を映像

で記録するとともに、ホームページによる「丹波

篠山インターネットＴＶ」で配信するなど、郷土

資料・地域資料として活用をはかります。また、

光ケーブルテレビ「篠山市コミュニティーチャン

ネル」では、月４本のペースで地域番組を制作

し放送します。

このほか、各自治会や公共機関に対しては

定期的に製作される映像資料（ＤＶＤ）

ビデオ広報「情報ネットささやま」により、自主制

作教材ビデオ等の配布を行います。

（３）映像文化による心豊かな暮らしの充実

全国からアマチュアビデオ作品を公募し、映

像文化の発展に寄与します。

人の生き方をテーマにしたアマチュアビデオ

作品を公募・顕彰することによって、地域を愛し

生きる喜びを育むとともに、「人づくり」「地域づ

くり」の発展、推進に寄与します。また、大会を

開催する事により、篠山市の情報を各地に発

信します。

映像制作の支援・指導及び視聴覚機材の貸出（４）

視聴覚教育を充実させるため、ソフト・ハード

両面から支援を行います。

多様化する情報学習のニーズに対応できる

よう、市民への視聴覚機器の貸し出しや活用方

法の指導をするなど、市民サービスの向上に努

めます。

機器のデジタル化にともない、映像編集はよ

り身近なものとなり、視聴覚教材の活用の場は

ますます増え続けています。

学校や職場、地域でもプロジェクターやパソ

コンを利用しての「プレゼンテーション」の機会

が増え、それに対する技能向上の必要性が求

められています。

様々な編集に対応できる視聴覚ライブラリー
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社会教育の一環としても、市民が積極的に

映像制作に取り組めるよう、ビデオ編集や各種

ＩＴメディア変換といった技術や学習の場の提

供をさらに広めながら、映像制作の支援をさら

に強化します。

（１）ホールを利用した文化活動の推進

ハード・ソフトの両面からホールの特性を活

かした取り組みを行ないます。

ホールを安全に気持ちよく利用できるよう日

々の安全管理を徹底するとともにサービスの向

上に努めます。

特に、たんば田園交響ホールは、一部で老

朽化が進み大規模改修を行う必要があることか

ら、早期改修に向けた対策を協議し、文化の発

信基地としてふさわしい施設環境の整備に努

めます。また、芸術文化団体等及び兵庫県とも

連携をしながら、ホールの特性をいかした文化

活動を推進します。

（２）自主事業の実施

市民参加の市民ミュージカルの実施と魅力

ある自主公演を開催します。

市民参加の市民ミュージカルを実施するとと

もに魅力ある自主公演を開催し、質の高い芸

術文化に触れる機会を設けます。また、プレイ

ガイドやチケット販売ボランティアへの情報提供

を密にして、誰もが気軽にホールに来場できる

イメージづくりを進めます。

一方、「友の会」の会員については、自主事

業の縮小とともに減少傾向にあることから、魅力

回復に向けた対策を検討します。

（３）ボランティアスタッフの育成・連携強化

ボランティアスタッフの技術力向上のための

研修機会の確保に努めます。

出演者が満足する舞台を創り出すには、ボラ

ンティアスタッフの技術・知識・経験、そしてチ

ームワークが欠かせません。この状態を高水準

で維持するためには、日々のトレーニングが必

要です。新規スタッフの募集を進めるとともに、

スタッフが積極的に参加できる研修機会の確

保にも努めます。
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デカンショ祭マスコットキャラクター「デカボー」を図案化したイメージ図

発 行 篠山市教育委員会

（平成１９年７月）篠 山 の 教 育

子どもの育成をみんなで考えよう


