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平成20年度 篠山の教育

『一人一人が光り輝き、生きがいをめざす』『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～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～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、地域を誇りに思う教育を推進する
“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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（１）教育委員会の活性化

教育委員会の責任を明確化し、より主体的

な「篠山の教育」の構築をめざします。

篠山の教育をより円滑に推進していくために

学事課の新設や生涯学習課、地域文化課を統

合するなど組織の再編を行いました。併せて、

抜本的な事務事業の見直しを行うとともに、市

民ニーズに応えられる新しい教育行政の在り方

を検討します。そして、「篠山で子どもを育てた

い」「篠山で学びたい」と思える教育環境づくり

に向けて、幅広い市民の参画と協働を得なが

ら、教育委員会が一丸となった教育活動を展

開します。

（２）新たな教育計画の策定に向けて

教育基本構想の評価を行い、さらに市の実

態や市民意識に沿った新たな教育計画の立

案をめざします。

「教育構想検討委員会（仮称）」を設置し、教

育基本構想の達成項目と、今後の課題を分析

します。その中から新たな教育計画の策定に

向けて、継続すべきところ、改革すべきところを

検証します。

（３）新たな学校適正配置に向けて

学校適正配置計画をたて、児童生徒にとっ

て望ましい、よりよい教育環境を整えます。

幼稚園については幼稚園適正配置計画に

基づき、統合を進めてきたところです。また、一

部の小学校においても適切な学校規模を維持

できない状況にあります。急速に少子化が進む

なか、篠山市の実態にふさわしい学校適正配

置を見定めていかなければなりません。市民を

対象とした教育意識調査を実施するなど、保護

者だけでなく地域住民の声も取り入れ、よりよい

教育環境の整備を進めます。

（４）教育施策評価検討委員会（仮称）の設置

教育委員会独自の視点から施策の有効性と

将来像を検証します。

「篠山の教育」の編集過程において、前年度

事業や施策の点検作業をより具体的に行うこと

により内部評価を実施します。さらに、教育懇

談会で提起された内容を施策に反映していくと

ともに、懇談会等において積極的な広報・広聴

活動に努めます。また、必要に応じて学識経験

者の意見を求めていく体制づくりを整えます。

（５）ふるさと創生奨学金制度の充実

奨学生が主体的に、かつ責任を持って奨学

金を活用できるよう、制度の充実をはかるとと

もに、基金の円滑な運用を進めます。

平成15年度に貸与方式としてから、今年で６

年目を迎えます。申請書類や返済方法等の具

体的な内容を確実に周知するための事前説明

会を実施するなど、奨学生がより責任を持って

奨学金を活用できるよう、手続きや運用方法を

の改善をはかります。

（６）教育表彰の活性化

被表彰者のさらなる飛躍と本市教育の向上

発展に寄与します。

みどり賞・三宅剣龍賞・教育実践功績賞のそ

れぞれの受賞者が、互いの功績をたたえ合

い、努力や喜びを共有できるよう、表彰方法の

改善に取り組むとともに、３つの表彰式の同じ

日開催をめざします。
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（１）全国学力・学習状況調査

児童生徒の学習、生活実態を過去のデータ

と比較することにより把握し、より良い指導計

画及び指導方法を構築します。

平成１６年度から小学５年生と中学２年生を

対象に4年間実施してきた学習生活実態調査

における過去４年間の結果及び平成１９年度小

学６年生と中学３年生を対象に実施した全国学

力・学習状況調査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。

（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指導を推進します。

「新学習システム推進教員」や「スクールアシ

スタント」「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を多面的に理解するな

かで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、個に応

じた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

「学ぶ意欲」「課題解決能力」を育成するための

指導方法の工夫・改善を推進します。

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中、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」「指導方法の

工夫・改善」「学校シラバス研究」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。

（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。

子どもたちに読書習慣を身に付けさせるた

め、朝の時間等に設定している「読書タイム」の

充実、学校図書館の充実・活用、学校支援ボラ

ンティアによる読み聞かせなどの学校・家庭・地

域社会の連携など、読書活動の一層の充実を

はかります。また、言語は知的活動やコミュニケ

ーション、感性・情緒の基盤であるという認識に

立ち、言語活動を充実させます。

（５）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、「大きな声で、自分から、あいさつをしよ

う」を重点目標にした取り組みを推進します。ま

た、この目標を達成するため、地域、家庭と連

携した取組を進めます。

（６）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、中学校へと発達段階に応じ、段階的

に道徳的価値についての自覚を深めるため

に、以下の項目について重点的に取り組みを

推進します。

①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。

②地域や家庭と共通理解のもと、一貫性のある

指導を進めます。

③地域人材の積極的な活用による人生観、生



- 3 -

き方の教育を推進します。

④日々の生活の中で、「命」と「人権」を大切に

する幼児・児童・生徒の育成をめざします。

⑤家庭・地域と連携しながら、情報モラル教育

の充実をはかります。

（７）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、「自分の大切さと共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。

①人権教育の年間指導計画の策定や実践の

点検・評価のとりまとめ等の役割を果たす体

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。

②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作りを推進し、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。

（８）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

中、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・中学校が連携した中で、

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。

特に、研究指定校からの発信として、平成２

０年度は岡野小学校が「小学校国際理解推進

モデル事業」の指定を受けていることから、その

研究成果を市内各学校に広げ、国際理解教育

の充実をはかります。

（９）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中、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）」や「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総合

的な支援策を展開します。

（１０）生徒指導体制の充実

「命」と「人権」を大切にする心身共に健康な

児童生徒の育成をめざし、地域・家庭・学校

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

①複数の視点による教育相談体制（小学校

生徒指導体制の充実）

②規範意識の向上（ゼロ・トレランス方式〈毅

然とした対応〉の充実）

③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

①早期発見・早期対応の体制の充実

②保護者、地域、関係機関等との連携強化

３ 情報モラル・マナー教育の推進

４ 対人関係能力、コミュニケーション力の向

上

①家庭・地域と一体となった体験活動の充実

②自他ともに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

①家庭生活習慣（睡眠、食事）の確立

②有害情報対策への支援

③携帯電話、インターネットの活用の実態把

握と望ましい使い方
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（１１）不登校支援体制の充実

児童生徒一人ひとり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。

スクールカウンセラーの中学校への配置や

小学校への派遣、適応指導教室の設置、各校

での不登校対策委員会等の取組により不登校

支援を進めてきました。

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

一層の連携をはかり、よりきめ細かな指導体制

づくりを進めます。

①適応指導教室（ゆめハウス）

教科学習やグループ活動、専門のカウンセ

ラーによる相談活動などの様々な活動を通

じ、自立への支援を行います。

②スクールカウンセラーの活用

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、中学校

にスクールカウンセラーを配置し、保護者や教

職員を含めた心の相談活動に取り組みます。

また、小学校へスクールカウンセラーを派遣し、

児童の発達相談や教育相談に対応します。

③子どもと親の相談員

小学校に相談員を配置し、児童を中心とした

学校・家庭・地域社会の連携を支援します。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

スクールカウンセラーを講師とした教育相談

研修等を行い、中学校区ごとの不登校対策を

進めます。

（１２）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。

学校と保護者・関係機関が連携した特別支

援教育体制を整備するとともに、教員の専門性

・資質の向上をはかります。また、一人一人の

教育的ニーズを把握し、応えられる就学指導の

充実をはかります。

①校内体制の整備

特別支援教育に係る校内委員会を中心とし

た校内体制の整備をはかるとともに、支援を必

要とする幼児児童生徒の個別の教育支援計画

の策定を進め、一人一人の教育的ニーズに応

える教育的支援を行います。また、篠山養護学

校と幼稚園、小・中学校間等の連携を進めま

す。

②教員の専門性・資質の向上

研修会を実施し、教員の専門性・資質の一

層の向上をはかります。

③各関係機関との連携

サポートファイルを活用した各関係機関との

連携を深め、より充実した教育的支援を行いま

す。就園就学時等、関係機関とより緊密な連携

を行えるようにします。

④就学指導の充実

一人一人の教育的ニーズを把握し、反映す

ることのできる就学指導を行います。

（１３）体験活動の充実 ①環境教育

ひょうごっこグリーンガーデン事業の活用によ

り、就学前幼児の環境学習を推進します。

生涯にわたる人間形成の基盤が培われる幼

児期に、自然体験等環境学習を行うことによ

り、驚きや感動の中から、豊かな感受性や生命

の尊さを学ぶ機会をづくりを提供します。

環境体験事業の活用により、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。

小学３年生を対象に、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。

（１４）体験活動の充実 ②自然学校

「自然・人・地域とのふれあい」を通して、子ど

も達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、学
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習の場を教室から但馬地方の豊かな自然の中

へ移し、人や自然、地域社会とふれあう様々な

体験活動を実施します。自分で考え、主体的

に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力

や、生命に対する畏敬の念、感動する心、共に

生きる心など、「生きる力」を育みます。

（１５）体験活動の充実 ③わくわくオーケストラ

音楽に親しむ機会を設けることにより、子ども

たちの豊かな情操や感性を育みます。

中学１年生を対象に、県立芸術文化センタ

ー管弦楽団によるショー形式での参加型の鑑

賞教室に参加します。

参加・体験コーナー、鑑賞コーナーでの体

験活動を通して、音楽を愛好する心情を育てる

とともに、豊かな情操や感性を身につけた人材

を育成します。

「トライやる・ウィーク」、「トライやる」アクション（１６）体験活動の充実 ④

学校・家庭・地域の連携のもと、学校を離れ、地

域の中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。

学校・家庭・地域・教育行政が一体となり、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

にする心の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。

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。

（１７）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。

小・中学校、保育園との連携や、家庭や地域

との関わり、自然環境とのふれあいなど幼児期

の特性をふまえ、幼稚園生活を通して基本的

な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎

や生きる力等を育成します。

（１８）幼稚園教育の教育環境の整備

適切な集団の中での「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。

少子化の進行に伴い、幼児数が減少してい

る現状で、幼稚園にあっては教育活動が低下

することがないように配慮し、他を思いやり、の

びのびと活動するたくましい体と豊かな感性を

育む環境づくりをめざして保護者や地域の理

解や協力を得ながら環境整備をはかります。

幼保一体化を指向した新しい幼稚園づくりの展開（１９）

共働き家庭等の子育て支援を考慮した、幼児

教育の推進をはかります。

幼稚園教育の資質を高めるとともに、保育に

欠ける幼児に対しても、教育環境整備をはかる

手段として、保育所を所管するこども未来課と

協力しつつ、認定こども園制度の導入や預かり

保育について、具体的な対策を検討します。

（２０）学校における食育の推進

魅力ある食育を推進し、こ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ます。ま

た、健康についての意識が持てるよう給食の時

間をはじめとする様々な機会において「食育」

の充実をはかるとともに、食育の充実に向けて

は、家庭との連携を、より一層はかります。

（２１）学校保健の充実

情報社会に対応できるバランス感覚の良い児

童生徒の育成をめざします。

過度の情報が氾濫している現在、子どもたち

が自らの発達段階に応じて情報を取捨選択で

きるよう、心身ともに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

とを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指導方法

を工夫する。

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。
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（２２）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。

①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。

②体力・運動能力向上に向け、準備運動やな

わとびなどを通して、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。

③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。

（２３）特色ある学校づくりの推進

「総合的な学習の時間」や体験的な学習活

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、時代の

ニーズ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。

学校間連携（スクールブリッジ事業）の推進（２４）

小規模校間の連携により、子どもたちの学習

意欲を高めるとともに、より豊かな人間関係を

体験させる。

小規模校間の連携を通して、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、事業の

実施にあたっては、連携校が合同で行う研修

や交換授業により、教師の一層の資質向上を

はかります。

（２５）「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。

（２６）オープンスクール【学校公開】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

開することは、学校が説明責任を果たす重要な

機会であるととらえ、さらに、地域住民、保護者

の一層の参画と協働の機会となるよう、開かれ

た学校づくりを推進します。

（２７）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、学校評価を定着さ

せ、学校運営に反映させます。

（２８）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。

①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・地域社会・関係

機関が連携した安全・安心の地域づくりを進

めます。

②警察、ＰＴＡ、青少年健全育成協議会、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。

③各学校において「不審者対応マニュアル」を
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整備し、防犯体制を確立します。

④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、未然

防止教育を推進します。

（２９）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。

①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。

②「『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。

③防災教育を通じて、「生命」を大切にする教

育を推進します。

（３０）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。

教育実践活性化事業及び教育実践功績賞（３１）

教職員または教職員グループが主体的に研

究テーマを設定し、研究進めることにより指

導方法の工夫・改善を推進します。また顕著

なものに「教育実践功績賞」を贈ります。

２１世紀をたくましく生きる知徳体の調和のと

れた子どもを育成するためには、学校が主体性

と創意工夫で教育の資を高めることが重要であ

り、教職員の意欲と能力が最大限発揮され生

かされる学校運営が求められています。

そのため、教職員または教職員グループが

学校において、教育方針及び学校教育目標を

具現化する新たな指導方法を企画、立案、実

践する活動を積極的に支援します。

（３２）教職員の資質向上

教職員のマナーとコミュニケーション能力を

高め、教育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」教育が推進される中、教師力の

向上をめざして以下の点に取り組みます。

①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。

②教職員の専門性の向上

一人一人の教職員が「プロ」としての高い

志、倫理観等をもち、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。

また、教職員社会体験研修として実施するの

が「ミニ・チャレンジ研修」です。教職員が、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勤務する

もので、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とします。

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、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図ってきましたが、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。
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（３３）安全安心な教育施設の整備

児童生徒の教育環境の維持、また地域の避

難所としても対応できる安全安心な施設の整

備をはかります。

学校は児童生徒にとって、一日の大半を過

ごす学習と生活の場であるとともに、災害時の

避難所にも指定されていることから、耐震性に

優れた安全安心な施設でなければなりません。

耐震対策がなされていない施設については早

急に耐震診断、耐震補強工事を実施していく

必要があります。将来的な適正配置計画を十

分に考慮し、学校に通う子どもや地域住民の安

全安心が守られるよう整備を進めます。

（１）安全安心な学校給食の推進

地域の食材等を取り入れながら安全で安心

できる学校給食の実施に努めるとともに、望

ましい食習慣を養い、豊かな人間関係を育

てます。

①地元野菜の活用

学校給食に地元野菜を取り入れ献立に生か

すことは、学校給食を通して子どもたちが農業

や食物への関心を高め、作られた人の顔や思

いが伝わり食材への慈しみや生産者への感謝

の気持ちなど心を育てることにもつながります。

また、ふるさとを愛し誇りに思う心を育む良い機

会となるため、学校給食における地元野菜の活

用を推進します。

②望ましい食習慣の育成

「食の教育」が語られるなか、日常生活の根

幹となる「食」のあ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つけさせます。ま

た、健康について意識がもてるよう給食の時間

をはじめ様々な学習機会において、「食育」の

充実をはかります。

（２）特色ある献立づくり

給食の栄養基準と食品構成に基づいて色々

な食品と組み合わせや栄養バランスの取れ

た特色のある献立内容の充実をはかります。

地元の特産物を取り入れた「ふるさと献立」、

かみごたえのある食品を使った「カムカム献

立」、豆料理の美味しさを伝える「豆まめ献

立」、「世界の味」や「日本の味めぐり」、また、地

元産小豆を使用し毎月赤飯を炊いて誕生を祝

う「おたんじょう献立」、その月の行事に合わせ

た料理「行事食」を計画的に取り入れます。ま

た、旬の食材を使って季節感のある献立にも取

り組みます。

（３）学校・家庭・地域との連携による食育推進

「食」が子どもたちの心身の成長に大きな影

響を及ぼすことを認識し、学校・家庭・地域と

連携しながら食育の推進に取り組みます。

学校や園で開催される給食試食会や親子給

食、夏休みに行う親子クッキングを通して学校

給食や食についての理解を深めてもらうように

します。また、生徒や児童、地域の方々による

給食センターの見学等の機会を大切にし、調

理作業や素材の味を生かして調理している様

子などを見ていただき、学校や家庭、地域の方

々と協力しながら子どもたちの健康づくりに取り

組みます。
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（１）子どもの居場所づくり事業の充実

「通学合宿」を拡充し地域ぐるみで子どもを

育む環境づくりを進めます。

小学生から高校生までの児童生徒が、地域

の公民館などで共同生活を行いながら学校へ

通う「通学合宿」に取り組みます。実施にあたっ

ては、ＰＴＡ、子ども会、自治会、地域の各団体

などが連携して企画立案や運営を行い、もらい

風呂や交流活動を取り入れるなど、地域が主

体となり地域に密着したものとなることをめざし

ます。

（２）ひょうご放課後プラン事業の取り組み

放課後や週末等に子どもが安心して活動で

きる場の確保をはかり、次世代を担う児童の

健全育成を支援します。

地域の大人の参画を得て、安全・安心して活

動できる子どもの活動拠点を設け、放課後や週

末における様々な体験活動や地域住民との交

流活動を実施します。本年度は、３校区での実

施を目標として取り組みます。

（３）うりぼう師範の実施

市内の小・中学生を対象とした検定を実施し

ます。

うりぼう師範は、、地域の情報発信やブランド

力の強化とともに、篠山市に関する知識を学習

する過程において、ふるさとへの愛着や誇りを

形成する素材として活用することを目的に実施

します。

（４）青少年健全育成の推進

関係団体と連携して青少年を取り巻く環境を

整備するとともに、健全育成のための取組を

展開します。

「地域の子どもは地域で守り育てる」の観点

に立ち、篠山市青少年健全育成推進連絡協議

会を中心として、青少年関係機関や青少年に

関わる諸団体と連携を密にしながら、心身とも

にたくましく健やかに成長していける環境づくり

・子育て支援に取り組みます。

子どもの安全確保については、「子どもを守

る家」の充実や地域ぐるみでのあいさつ運動・

パトロール活動の強化をはかります。また、青

少年育成センターで行っている青少年や教育

に関わる相談窓口については、相談者が利用

しやすい体制づくりに努めます。

（５）第４回篠山市展の充実

“篠山らしさ”を大切にしながら、篠山市展の

向上をはかります。

「篠山市展」は、芸術文化活動の活性化や、

作品の創作活動をとおして、芸術文化の創造と

資質向上をめざすとともに、より多くの質の高い

作品が集まる市展として、出展者や来場者の

情報交換や学習の場をめざします。

（６）まなびすとバンク事業の充実

市民が学習する場において、様々な分野で

登録のある指導者・講師を紹介します。

「まなびすとバンク」事業は市民の方からの

利用が定着しつつあります。平成２０年度から

は、登録したる指導者・講師を地域・団体等が

有効に活用できるよう、積極的にＰＲし市民の

学習機会を支援します。

（７）地域交流事業の充実

コミュニティの拠点として、学校に地域の人

々が集い、子どもも一緒に活動できる教室づ

くりをめざします。

平成１９年２月より、村雲小学校の教室を開

放し、地域と学校のコミュニティづくりの場として

文化・教養教室を開催しています。平成２０年

度は、校区のまちづくり協議会を中心とした地

域の人々と児童の交流や、子どもの安全を地

域ぐるみで見守る活動等の取組に対して支援
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を行います。

（８）体育指導委員活動の活性化

スポーツを通じた健康づくりをめざして、誰も

が取り組めるようなスポーツの普及・啓発を行

います。

誰もが気軽に取り組めるニュースポーツから

テーマを絞って、体育指導委員が研修を行っ

たのち各地域への普及・啓発をはかるよう、地

域ごとに講習会を実施します。

また、体力測定会を地域ごとに実施し、ひと

りでも多くの市民に参加いただくことで、スポー

ツに取り組めるきっかけづくりとなるよう努めま

す。

（９）スポーツクラブ２１の充実

クラブ組織の強化と活動の活性化をめざし

て、クラブ間の交流事業を積極的に進めて

いきます。

各クラブごとの地域における活動はもちろ

ん、スポーツクラブ２１連絡協議会を中心とし

て、市民が気軽に参加できるクラブ間の交流事

業を開催することで、ひとりでも多くの方がスポ

ーツを通じた健康づくりに取り組めるよう活動を

進めます。

（１０）篠山市体育協会の組織強化

市民スポーツの振興と、種目ごとの競技力向

上・指導者の育成を進めていきます。

体育振興会による全市民を対象とした事業

と、各競技団体による種目ごとの大会開催な

ど、市民が多様な選択肢のなかからスポーツに

ふれあえるような環境づくりを進めます。また、

体育協会として指導者の育成や組織の強化を

目的とした研修会や事業の展開をはかります。

（１１）篠山ＡＢＣマラソン大会の開催

今大会を築城400年祭のプレ大会と位置づ

けて、大会の成功をめざします。

新コースとなって５年目を迎え、参加ランナ

ーに「丹波篠山」の良さを発信するため、常に

創意工夫・改善を加えながら、満足してもらえる

ような大会運営に努めます

また、第29回大会を篠山城築城400年祭の

プレ大会と位置付け、関係機関と連携をはかり

ながら篠山の活性化がはかれるような大会をめ

ざします。

（１２）社会体育施設の有効活用

各体育施設の連携をはかりながら、利用しや

すい施設運営をめざします。

ひとりでも多くの市民がスポーツにふれあうこ

とで健康づくりに取り組めるよう、施設間の連携

をはかりながら各施設が有効活用できるように

取り組みます。また、施設及び備品等の点検を

行い、ニーズに合った適切な運営を行います。

（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。
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【篠山市高齢者大学】

「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、自からの生き

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、また、講座内

容を更に充実させ、高齢者がいきいきと学び、

さまざま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（計７回）を基本に、市

民が主体となった学習を支援し、丹波地域内

外の歴史・文化を再発見、再認識することによ

り、郷土意識を高め、篠山文化の継承と新たな

文化の創造につなげます。

【丹波ささやまおもしろゼミナール】

篠山の歴史・文化・自然・環境問題など、今、

関心のある事柄を講座として企画する市民を

「おもしろゼミ応援団」として公募し、仲間を募っ

て実践する、市民が主役のテーマ型自主研修

講座（１０回程度）を開催します。

【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。

古文書の解読をとおし、年間８回の講座の中

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。

【人生セミナー】

運営委員会メンバーにより、その時代のニー

ズにあった講師を選考し招きます。

「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、お互いの生活を見

直しながら、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

くる喜びを体験し味わうとともに、その歴史や伝

統に触れ、郷土に関心を持ち、郷土を愛する

心を育みます。

また、ＰＴＡや指導を受ける地元窯元グルー

プなど、地域の方々との交流をとおし、青少年

の健全な育成をはかります。

【四季の森食文化センター事業】

「郷土味学講座」、「親子クッキング」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、「丹波ささやま郷土料理友の会」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

芸術・文化活動を身近に感じる環境づくり、

並びに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

（篠山・城東・東雲・西紀・丹南・今田）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。

例えば、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、作品展示や芸能発表を通して、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。

これら各協会の活動を支援し、体制や行事
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等の内容・運営方法をともに検討しながら、市

民が気軽に芸術・文化に触れられるような場を

提供するとともに、市民主体の芸術文化の継承

・普及活動のさらなる活発化、歴史ある篠山文

化の向上・発展をはかり、心豊かなまちづくりを

めざします。

（３）団体の育成

参画と協働のまちづくりをめざし、各種団体

の自主性・自立性を発揮した活動が展開で

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健康増進、地域の親

睦をはかり、いきいきとした活力あるコミュニティ

づくりをすすめるため、各地区においてソフトボ

ールやバレーボール、卓球等の大会を開催し

ています。

また、今田地域に自生し絶滅危惧種とされる

サギソウの保護と増殖に努めるサギソウ保存会

や、各地域のイベント等に参加し、地域に伝わ

る伝統文化の継承・普及啓発に努める、西紀

音頭保存会、丹南音頭保存会の活動は、有形

無形の財産を未来へとつなげる重要な活動で

す。

これら各団体の活動は、地域の活性化、いき

いきとしたまちづくり、心豊かなまちづくりのため

には欠かせません。参画と協働のまちづくりを

めざし、これらの団体がさらに自主性・自立性を

発揮して、活動の意義が啓発できるよう支援し

ます。

（４）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

んでいく地域の取り組みを支援します。

「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・健康づくりの推進など、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。

（５）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、まちづくりをめざします。

関係団体及び学校から選出された委員を中

心に組織された、各地区青少年健全育成推進

協議会の活動をとおし、家庭や地域の教育力

を高め、次代を担う青少年が、安心して暮らす

ことができるまち、豊かな人間性や社会性を育

むことのできるまちづくりをめざします。

（６）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。

市民生活部、各支所、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。

（７）体育施設の充実した運営

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」の主催会場となった篠

山総合スポーツセンターを、市民の皆さんの健

康及び体力の増進と、余暇を有意義に過ごす

ためのスポーツの拠点として、施設及び備品の

充実をはかり、良好な施設運営をおこないま

す。
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（１）史跡篠山城跡の整備

築城400年に向け、内堀の復元整備を計画

的に進めます。

篠山城跡では、平成15年度から内堀の復元

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。内堀の復元整備により城跡の

歴史的景観をより一層向上させ、市民の憩える

空間とするために、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

建造物など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年度から伝

統的建造物等の保存修理事業が始まり、今年

で4年目を迎えます。整備を終えた建物が徐々

に増え、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

活かしたまちづくりを進めます。

（３）福住地区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昔の山陰道の要衝で、

今も往時の宿場町のたたずまいが残っていま

す。この美しい町並みを後世に守り伝えていく

ため、伝統的建造物群の保存状況等の調査や

保存対策の策定を前年度に引き続いて行い、

将来の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共に、市内に所在

す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の保存と活用のため、

必要に応じて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。

大書院、歴史美術館、青山歴史村、安間家

史料館の4文化施設において、歴史美術資料

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。今年は篠山城築

城400年の前年にあたり、篠山城をより広く市民

に知ってもらうために「プレ築城400年展」を開

催します。その他企画展等を実施し篠山の歴

史と文化の発信に努めます。

（６）伝統文化の振興

日本古来の伝統芸能の振興と重要文化財

の活用をはかるため、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、今回で35回目を迎えます。今

年は4月12日(土)に能｢百万｣｢殺生石｣と狂言

｢蝸牛｣の上演を行うなど、今後もさらに魅力あ

る能の提供をめざします。
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（１）子どもの読書活動推進計画の促進

子どもの読書活動を支援し推進するための

環境づくりに努めます。

「篠山市子どもの読書活動推進計画」に基づ

いて、子どもの心の成長にとって、重要な読書

活動を支援し推進します。特に、家庭や地域、

学校など、子どもがいつでもどこでも本に出会

える環境づくりに取り組むため、関係する施設

や団体と連携を十分にはかります。

（２）学校との連携強化（読書活動の支援）

学校での読書活動や学校図書館の支援を

積極的に行います。

全校一斉の読書活動を支援するため、各学

校の全クラスを対象に図書の団体貸出を行っ

ています。さらに、学校との連携協議会で話し

合いの場を持ち、実情に沿った図書の整備や

学校図書館の支援を行うなど、児童生徒の読

書活動の推進と充実を積極的にはかります。

（３）必要とされる蔵書の整備と充実

学校へ貸し出し活用される図書を幅広く収

集し整備します。

図書館では、利用者が求める多様な生涯学

習の要望に応えるため、児童書や一般書、ＣＤ

やビデオのほか、点字本、録音資料、大活字

本、外国語図書など、障害を持つ人や高齢

者、外国籍の人などが利用できるよう幅広い分

野の図書を用意しています。また、地域の郷土

資料や行政資料などの収集も積極的に行うな

ど、よりよい蔵書の整備を図ります。特に、調べ

学習や副読本など、学校で要望の多い図書の

整備と充実を進めます。

図書館の利用啓発をめざした体験学習の受入れ（４）

図書館の活動をよりよく周知し、さらなる利用

啓発に向けた取り組みを行います。

市内学校の児童生徒や教職員に図書館を

よりよく知ってもらうため、小・中学校の図書館

利用教育、中学校のトライやるウイークや高校

生インターンシップ、小・中学校の教職員研修

などの職場体験学習を積極的に受け入れま

す。また、自主事業として、夏休み１日図書館

員体験を小中学生を対象に行います。

（５）世代に応じた学習機会の提供

読書を楽しむ環境づくりのため、あらゆる世

代に応じた事業を展開します。

乳幼児とその両親を対象とした「ブックスター

ト」を推進し、家族で読書を楽しむ環境づくりを

支援します。また、一般向け子ども向けの「映画

上映会」、ボランティアグループと協働で行う

「おはなし会」や「朗読会」など、あらゆる世代に

応じた事業を展開します。

（６）配本所ネットワークの促進

図書館配本所ネットワークの促進による利便

性の向上をめざします。

多紀公民館、ハートピアセンター、城東公民

館、西紀公民館、西紀分室、今田公民館の６カ

所に便利な配本所を設置しています。本の予

約、貸出、返却にご利用いただけます。また、

各配本所に貸出し可能な図書を50冊用意して

います。市内いつでもどこでも広い範囲で利用

できるよう、公民館との連携をさらに密にして図

書館配本所ネットワークの促進による利便性の

向上をめざします。
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（１）情報通信技術（ICT）学習の推進

情報通信技術を活用する事により、コミュニ

ケーション能力の向上を図っていくと同時

に、情報モラルの啓発をします。

図書館に情報学習の場としてＩＴサロンを設

置、専門インストラクターとボランティアが利用

者のサポートを行っています。空いた時間にい

つでも相談に乗ってもらえ教えてもらえる、とい

った特徴があります。また活用と方法を見つけ

られずにいる利用者が、パソコンをマスターしよ

うとするきっかけとなり、日常生活に張りを持ち、

心豊かな生活を送る糧ともなっています。今後

は、 ＩＴ弱者と呼ばれる中高年層にも、ワープ

ロや表計算などの技術習得を含め、日常生活

の利便性を享受できるよう学習の質を深めま

す。

（２）地域映像の記録、公開、保存

市内の特色ある活動を映像として後世に残

し、貴重な地域資料として活用します。

市内の出来事や地域活動など篠山ならでは

の世相を映像で記録し、短編ビデオとしてまと

めます。制作した作品は、ホームページで、「丹

波篠山インターネットテレビ」として全世界に発

信し、誰もが閲覧できるよう公開します。また、

光ケーブルテレビでも、最新の映像から過去の

貴重な映像までを随時放送します。

ビデオコンクール開催による映像文化の発展（３）

全国からアマチュアビデオを公募し、映像を

通した人づくり、地域づくりを考えます

地域づくりや人の生き方をテーマにしたアマ

チュアのビデオ作品を全国から公募し、優秀作

品を顕彰します。一般に上映公開する事によ

り、地域を愛し、共に生きる喜びを育む視聴覚

教育をめざします。さらに本事業を通じて映像

文化に対する意識を高め、生きがいの創出や

自己表現の推進を促します。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、

篠山のよさを再認識してもらう契機とします。

（４）視聴覚教育全般の支援

視聴覚教育の推進のため、ハード・ソフト両

面から支援します

集会や会議などで視聴覚機器の利用が多

様化する中、プロジェクターやビデオカメラ等の

視聴覚機器の利用はますます増えています。

機器の貸し出しや活用に向けたアドバイスを行

うなど、市民へのサービス向上に努めます。ま

た、パソコンによるビデオ編集システムなど視聴

覚メディア制作の環境も整え、一般利用の場を

提供し、誰もが気軽に映像制作が利用できるよ

う支援します。

（１）自主事業の実施

魅力ある自主公演を開催します。

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、各世代が楽しめる事業を

推進します。

「友の会」会員については、自主事業の縮小

と共に減少傾向にあるため、魅力ある情報を発

信して会員の増に努めます。
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《平成20年度自主公演一覧》

月日 公 演 名

7月27日（日） わらび座篠山公演

手塚治虫生誕80周年作品ミュ

ージカル「火の鳥」鳳凰編

8月31日（日） 松井誠

２００８特別公演

9月14日（日） 東京混声合唱団

たんば田園交響ホール特別

演奏会

2月14日（土） 宝くじ まちの音楽会

サーカスとともに

（２）開館20周年記念事業

市民参加型事業の推進をはかります。

平成20年度は交響ホール開館20周年の節

目です。地元の音楽推進会議の協力を得て、

実行委員会を組織し、企画・販売等市民参画

で「東京混声合唱団」のコンサートを実施しま

す。また、２０周年をひとつの契機として、ホー

ルの過去、現在、そして未来への展望としま

す。

（３）ボランティアスタッフの育成と連携

ホールを支えるステージオペレーターの技

術向上と連携、環境整備をはかります。

舞台の裏方及び表方等ホールを支える多く

のボランティアの技術向上と舞台運営に携わる

機会の充実をはかります。また、出演者の満足

度に十分貢献できるよう日々の研鑚、研修機会

の確保をして、高水準な技術を維持します。

（４）市民ニーズに沿った利活用

市民の文化、芸術活動の拠点として有効に

利用できるよう努めます。

市民の主体的な文化・芸術活動の支援や魅力

あるサービスの提供と施設の安全管理に努め

ながら、文化の輪を広げ、暮らしに夢と潤いを

提供します。また、スタインウェイピアノの時間

利用を促進します。
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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です

発 行 篠山市教育委員会

（平成２０年４月）篠 山 の 教 育

子どもの育成をみんなで考えよう


