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平成21年度 篠山の教育
教育理念教育理念

『 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”

分　野 重 点 課 題

子育て支援に配慮した幼児教育の充実

読書環境の充実及び情報教育等の推進

教
育
理
念

文化財の保護・活用の推進

社会教育施設の機能及び事業の充実

社会教育関係団体の支援

教
育
目
標

社会教育 青少年健全育成の推進

安全安心な教育施設の整備と健康な心と
体を育む学校給食の充実

学校教育

教育振興基本計画の策定

自己点検・評価方法の充実
教育改革

教育懇談会等の実施

命と人権を大切にする心の育成

自立をめざす特別支援教育の推進

基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と
活用する力の育成

学校適正規模・適正配置の検討及び策定
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～はじめに～

我が国では科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、教育をめぐる状況は大きく変化

し、様々な課題が生じています。新しい教育基本法では、国民一人一人が豊かな人生を実現し、国

が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な

理念は大切にしながら、今日求められる教育の目的や理念、国及び地方公共団体の責務を明らか

にする教育振興基本計画を定めることなどについて規定されています。

篠山市においては、教育理念「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」に基づき、教育目標を掲

げその実現に向けて教育改革分野、学校教育分野、社会教育分野に大別して、それぞれに重点課

題を設定します。

まず、教育改革分野では、篠山の教育の振興を図るため、改正教育基本法に基づき教育施策の

基本的な方向性を示す教育振興基本計画の策定をめざすほか、教育委員会点検・評価システムの

充実、地域の実情を把握する教育懇談会等の実施、そして、学校適正規模・適正配置の検討と策

定に取り組みます。

学校教育分野では、学校の大きな役割である「確かな学力を身につける場」としての観点から、新

学習指導要領に基づき、第１に基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と活用する力の育成を進

めます。その上で、命と人権を大切にする心の育成、自立をめざす特別支援教育の推進、子育て支

援に配慮した幼児教育の充実、そして安全安心な教育施設の整備と健康な心と体を育む地元産物

を取り入れた学校給食の充実に取り組みます。

社会教育分野では、参画と協働によるまちづくりの観点から、社会教育施設の機能及び事業を充

実するとともに、社会教育関係団体の支援・育成に努めることを第一とします。さらに、青少年健全育

成の推進、本に親しめる環境づくりと情報教育の推進、そして文化財の総合的な保護活用に取り組

みます。

平成２１年度は、篠山の将来を明るくするため、より発展的な「篠山の教育」の推進に努めなけれ

ばなりません。そのためには、保護者や地域の皆さんの参画と協働を基に、教育こそ継続した取組

が大切と考えます。「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」の篠山市の教育理念のもと“子どもが

楽しく学び、地域に信頼される学校づくり”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。

篠山の教育 教育改革の重点課題 ４項目

学校教育の重点課題 ５項目

社会教育の重点課題 ５項目

教育理念 学校・地域課題に応じた取組

教育目標

重点課題

サギソウ保存活動

（今田小学校総合的な学習の時間）

通学合宿（古市校区）
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教 育 改 革 の 重 点 課 題

☆ 篠山市の実情に応じた教育振興基本計画を策定します。

☆ 教育委員会活動の自己点検・評価の充実を図ります。

☆ 地域の実情等を把握するため、校区ごとに教育懇談会

等を実施します。

☆ 児童生徒にとって望ましい教育環境をつくるため、学

校の適正規模及び適正配置を検討・策定します。

教育総務課)(

（１）教育振興基本計画の策定

今後5年間に計画的に取り組む施策と10年

間を通じてめざすべき教育の姿を示します。

①篠山市の実情に即した教育振興のための施

策と基本的な計画を定めます。

②パブリックコメントを取り入れた教育振興基本

計画の策定に努めます。

【参照】･･･教育振興基本計画（平成20年7月1

日文部科学省）

（２）教育委員会活動の自己点検・評価の充実

適正な点検・評価を行い、事務事業の改善

を図ります。

①自己点検のみにとどめず、外部有識者の意

見を取り入れるなど、より適正な点検・評価に努

めます。

②市民の皆さんへの説明責任を果たすため、

広報やホームページで結果を公表します。

（３）教育懇談会等の実施

学校・家庭・地域が集う懇談会等を実施し、

効果的な教育行政を推進します。

①小学校・中学校・特別支援学校単位ごとに開

催します。

②地域の実情を把握するとともに、学校・地域・

家庭が連携し、協力し合える体制の充実を図り

ます。

③本市教育行政の施策や事業を説明するなど

説明責任を果たします。

【参照】・・・教育基本法第13条

（４）新たな学校適正規模・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ていきま

す。

①篠山市小中学校適正配置等審議会の答申

を受けるとともに、地域に入り地域の実情を勘

案しながら、学校の適正配置等を検討・策定し

ます。

②城東地区内にある３小学校の統合を平成２２

年４月を目途に進めます。

【参照】･･･篠山市学校教育改革5カ年・10カ年

計画骨子(平成21年3月23日)
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学 校 教 育 の 重 点 課 題

☆ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るととも

に、活用する力を育成します。

☆ 命と人権を大切にする心を育成します。

☆ 自立をめざす特別支援教育を推進します。

☆ 子育て支援に配慮した幼児教育を充実します。

☆ 安全安心な教育施設の整備と健康な心と体を育む

学校給食を充実します。

(学校教育課)

（１）新学習指導要領等の実施に向けて

新しい学習指導要領の趣旨をいかし、地域

や幼児児童生徒の実態をふまえた教育課程

を編成し、学力の向上を図ります。

①新しい学習指導要領の趣旨をいかし、地域

や幼児児童生徒の実態をふまえた教育課程を

編成します。幼稚園及び特別支援学校幼稚部

においては、新しい教育課程に基づいた教育

を実施します。小中学校及び特別支援学校小

・中学部においては、新しい学習指導要領の

趣旨を十分に理解し、適切に移行措置を実施

します。

②各教科等において、基礎的・基本的な知識・

技能を確実に習得させ、これらを活用する力を

育成するとともに、主体的に学習に取り組む態

度を育成します。

【参照】･･･幼稚園教育要領、特別支援学校幼

稚部教育要領、小学校学習指導要領、中学校

学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部

学習指導要領、特別支援学校高等部学習指

導要領

（２）篠山市学力向上実践推進事業の実施

篠山市学力向上プロジェクトチームを中心とし

て策定した提言を基に学力の向上をめざしま

す。

①平成１９年度から小学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結果を

篠山市学力向上プロジェクトチーム委員会に

おいて検証・分析し、その中で策定した提言を

学校、家庭、地域に啓発します。

②篠山市学力向上プロジェクトチームの提言を

基にしながら、基礎的・基本的な知識の習得と

活用する力の育成を図るため、篠山市学力向

上実践推進校を指定し、研究を深めるととも

に、各学校の実態に応じた特色ある指導内容

の改善、指導方法の工夫を進めます。

（３）個に応じた学習指導の充実

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充実します。

①「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」「教育
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課程支援講師」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、基礎的・基本的な知識・技能の習得と活用

する力の育成、基本的な学習・生活習慣の確

立、生徒指導の充実を図ります。

②新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

します。

③家庭と連携しながら、個に応じたきめ細かな

指導方法の充実を図ります。

【参照】･･･新学習システムの推進に係る実施要

項（兵庫県教育委員会）

（４）小学校外国語(英語）活動の推進

小学校外国語(英語）活動を通して、積極的

にコミュニケーションを図ろうとする態度とコミ

ュニケーション能力の素地を育みます。

①本年度より市内全小学校で小学校外国語（英

語）活動を実施し、年間指導計画の作成及び改

善を進めるとともに、研修会等を通して指導力の

向上をめざします。

②小学校外国語(英語）活動を通して、言語や

文化について体験的に理解させるとともに、積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を

育みます。

③外国語指導助手（ＡＬＴ）及び、地域人材(外

国語活動支援ボランティア＝ＪＴＥ）を活用した

指導を推進します。

（５）篠山市指定研究事業の実施

「学ぶ意欲」「課題解決能力」を育成するための

指導方法の工夫を図ります。

①学校の課題を明確にし、課題解決をめざし

た取組を進める中で、児童生徒の「学ぶ意欲」

の向上をめざすとともに、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。

②平成２１年度は「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」「小学

校外国語(英語）活動の指導方法の工夫」を重

点課題として研究指定校を設定し、研究を進め

ます。

（６）「ことば」の力の向上～読書活動の充実～

「ことば」の力の向上をめざし、「読書タイム」

の実施を継続するなど、読書活動を充実しま

す。

①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。

②子どもたちの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

充実を図ります。

③学校支援ボランティアによる読み聞かせな

ど、学校・家庭・地域の連携を図ります。

④読書センター、学習情報センターとしての学

校図書館の充実を図ります。

【参照】･･･篠山市子どもの読書活動推進計画

（平成20年3月12日）、読書活動実践事例集

（平成21年2月篠山市教育委員会）

(学校教育課)

（１）道徳教育の充実

人権尊重の精神や生命に対する畏敬の念を培

い、具体的な生活の中に生かせるよう、幼児児

童生徒の内面に根ざした道徳性の育成に努め

ます。

①新学習指導要領に基づき、道徳の時間を要

として、学校の教育活動全体を通じて、道徳的

な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳

性を養います。

②道徳の時間においては、道徳的価値及びそ
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れに基づいた人間としての生き方について自

覚を深め、道徳的実践力を育成します。

上記①、②の目標を達成するため、以下の点

を重点的に取り組みます。

・正しいと思ったことは、勇気を持って行う態度

を育てます。

・生活を支えている人々や高齢者に、尊敬と感

謝の気持ちをもって接する態度を育てます。

・生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切に

する心を育みます。

・父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力し

合う態度を育成します。

・いじめや身近な差別や偏見に気付き、公正で

公平な態度を養います。

・道徳の推進を中心となって担う教師（道徳教

育推進教師）を位置づけ、指導体制の充実を

図ります。

・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、一貫性のある

指導を進めます。

・地域人材の積極的な活用による人生観、生き

方の教育を推進します。

・家庭・地域と連携しながら、情報モラル教育の

充実を図ります。

【参照】･･･心に響く道徳教育をめざして（平成1

6年3月兵庫県教育委員会）、「地域教材の開

発」指導資料（平成18年3月兵庫県教育委員

会）、道徳教育実践事例集（平成20年3月兵庫

県教育委員会）、

（２）人権教育の充実

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ます。

①学校としての組織的な取組等について、学

期や年度ごとに点検・評価を行い、人権教育の

指導の充実や年間指導計画の改善を図りま

す。

②学校の教育活動全体を通じて、人権の概念

や歴史について理解を深めるとともに、人権に

関わる課題を主体的に解決しようとする意欲や

態度、技能を育成します。

③インターネット、携帯電話の正しい使い方

等、情報モラル教育の充実を図ります。

【参照】･･･人権教育基本方針（平成10年3月兵

庫県教育委員会）、人権教育指導プログラム

（兵庫県教育委員会平成16年幼稚園・小学校・

中学校用）、男女共同参画社会の実現をめざ

す教育の実践に向けて（平成19年3月兵庫県

教育委員会）、人権教育の指導方法等の在り

方について（平成20年3月人権教育の指導方

法等に関する調査研究会議）、学校における

携帯電話の取扱い等について（平成21年1月3

0日文部科学省）、児童生徒の携帯電話等をめ

ぐる問題への取組の徹底について（平成21年3

月篠山市教育委員会）

（３）国際理解教育の充実

外国文化についての理解を深め、国際的視

野に立って自らの考えや意見を述べ、主体

的に行動する態度や能力を育成します。

①総合的な学習の時間をはじめ、各教科にお

いて自国の伝統や文化について理解を深め、

尊重するとともに異なる文化や歴史に敬意をは

らい、共生する態度を育てます。

②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を深め、世

界で通用する人材の育成をめざします。

（４）多文化共生教育の充実

互いに認め合える国際市民の育成をめざし

た支援を充実します。

①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。

②日本語指導が必要な児童生徒に市の「外国

人児童生徒指導補助員（フォリナーサポート）」

や県の「子ども多文化共生サポーター」を派遣

するなど、個々の子どもたちの実態に応じ総合

的な支援策を展開します。
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（５）花と書物と音楽に親しむ学舎づくりの推進

花や書物、音楽などに満ちあふれた学校・

園の環境づくりを進め、子どもたちの感性を

高めるとともに、豊かな情操を養います。

①花と書物と音楽のある学舎事業実施校を指

定し、子どもたちの感性を高めるとともに豊かな

情操を養います。

②地域と連携し、郷土や伝統文化を大切にす

る心の涵養に努めます。

(学校教育課)

（１）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、学校・家庭・地域

が連携した取組を進めます。

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複数の視点による教育相談体制を充実させ

るとともに、学校間及び関係機関との連携を強

化することにより、問題行動の未然防止に努め

ます。また、児童生徒の規範意識を向上させる

ため、犯罪抑止教育を推進し、安全安心な学

習環境を構築します。

②保護者、地域、関係機関等との連携を強化

し、いじめ問題に即座に対応できる体制を構築

します。

③情報モラル教育を推進し、児童生徒がネット

社会の中で、加害者にも被害者にもならない教

育を推進します。

④家庭・地域と一体となった体験活動を充実さ

せることにより、対人関係能力、コミュニケーショ

ン力の向上を図り、生命の大切さを実感する教

育を推進します。

⑤各学校において、薬物乱用防止教室を年１

回実施するよう努めるとともに、教員の研修の

機会等の工夫を図るなど、教育活動全体を通

じて薬物乱用防止教育を推進します。

⑥平成２１年度３月に通知した携帯電話の取り

扱いについての基本的指導方針をもとに、取

組を強化するとともに、「機械的フィルタリング」

だけでなく、学校、家庭、地域、関係機関と連

携しながら、「子供たちとの対話」を重視した「心

理的フィルタリング」を育てる取組を推進しま

す。

【参照】･･･学校・家庭・地域における暴力防止

プログラム研究-学校における危機対応実践プ

ログラム開発研究-（平成18年3月兵庫県立教

育研修所）、教職員用いじめ早期発見・対応マ

ニュアル（平成19年2月）、インターネット及び携

帯電話の利用状況に関するアンケート集計結

果（平成19年11月篠山市教育委員会）、薬物

乱用防止教室マニュアル（平成20年4月日本学

校保健会）、「ネット上のいじめ」に関する対応

マニュアル・事例集（学校・教員向け）（平成20

年11月文部科学省）、学校における携帯電話

の取扱い等について（平成21年1月30日文部

科学省）、児童生徒の携帯電話等をめぐる問題

への取組の徹底について（平成21年3月篠山

市教育委員会）

（２）不登校支援体制の充実

児童生徒一人一人を大切にする支援体制を確

立し、子どもたちの自立を促します。

①学校内に児童生徒の悩み等を積極的に受

け止められる教育相談体制を整備します。必要

に応じ、カウンセラー等関係諸機関との積極的

な行動連携を図ります。

②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図るため、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。
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③適応指導教室（ゆめハウス）を設置し、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。

④子どもたちの抱える課題が一層多様化して

いる現状をふまえ、学校、家庭、関係機関がよ

り連携できる体制づくりを進めます。

【参照】･･･パンフレット「不登校の対応につい

て」（平成15年6月文部科学省）、不登校への対

応の在り方について（平成15年5月16日付文科

初255号）

(学校教育課)

（１）一人一人の成長を大切にする篠山の特別

支援教育の推進

特別な支援を必要とする子どもたちの将来

の自立や社会参加に向け、「篠山市特別支

援教育推進基本計画」に基づく篠山の特別

支援教育を推進します。

①「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一人一人

が、学校園生活の中での主体的な学習や生活

を通して、自己の能力・特性を最大限に発揮す

るとともに、将来の自立と社会参加のために、

一人一人の成長・発達を大切にする篠山の特

別支援教育を推進します。特別支援教育は、

障害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

も一緒に伸びていく教育であるという視点に立

って進めます。

②篠山養護学校を市内の特別支援教育のセ

ンター的な役割を担う学校として位置付けるとと

もに、市内各学校園及び関係諸機関と、支援

が必要な子どもの自立について、連携をより強

化します。

③障害の状態に応じた適切な就学指導を推進

します。関係機関と密接な連携を図りながら、

障害の状態に応じた就学指導を継続的に行い

ます。

④特別支援教育推進に係るワーキングチーム

を継続設置し、課題解決に向け検討を進めると

ともに、その提言を篠山の特別支援教育推進

にいかします。

⑤各学校園における特別支援教育を支援する

ため、巡回相談等による支援を行います。

【参照】･･･篠山市特別支援教育推進基本計画

（平成20年8月篠山市教育委員会） 、リーフレ

ット「一人一人を支え豊かに育む篠山の特別支

援教育」及び「発育・発達が気になるこどものた

めの相談窓口」（平成20年3月）

(２)一人一人の障害の状態に応じた指導の充実

一人一人の障害の状態や発達段階、特性

等を把握し、課題を明確にした指導を行いま

す。

①特別支援学校学習指導要領等の改訂をふ

まえ、その趣旨を十分に理解し、地域や幼児児

童生徒の実態に合わせた教育課程を編成しま

す。

②幼児児童生徒一人一人の障害の状態や発

達段階、特性等を的確に把握するとともに、課

題を明確にした適切な「個別の指導計画」を作

成します。

③特別支援教育の理解啓発を推進するため、

障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学

習や地域の人々との交流活動を積極的に推進

します。

④個に応じた指導を一層充実させるため、特

別支援教育についての教員の専門性・資質の

向上を図ります。

【参照】･･･特別支援学校学習指導要領など

（平成21年3月）、兵庫県における特別支援教

育の推進について（通知）（平成19年4月1日）、
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公立幼稚園における特別支援教育を行うため

の体制整備について（通知）（平成20年4月1

日）

（３）校園内支援体制の充実と保護者・関係機

関との連携

一人一人の育ちを支えるため、校園内にお

ける支援体制を構築するとともに、保護者・

関係機関との連携を一層充実します。

①特別支援教育に係る校園内委員会を設置

し、特別支援教育コーディネーターを中心とし

た校園内体制の整備充実を図ります。幼児児

童生徒一人一人の障害の状態や発達段階、

特性等を的確に把握し、適切な「個別の指導

計画」を作成します。

②一人一人の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）」を保護者と

ともに策定し、関係機関との連携・協力を密接

に行い、一貫した支援を行います。特に適切な

引継ができるような体制づくりを進めます。

③特別支援教育コーディネーターを中心に学

校園内及び保護者、関係機関との連携を図り

ます。

④自立や社会参加を見通した進路指導を行い

ます。関係機関との連携を深め、就労支援の

充実に努めます。

【参照】･･･「サポートファイル」の活用について

（通知）（平成20年1月10日）、「サポートファイ

ル」の策定及び活用について（依頼）（平成21

年2月12日）

(学校教育課)

（１）ひょうごっこグリーンガーデン事業の実施

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。

①田畑での農作業体験や動物、花木に触れる

などの自然体験等を通じて、「生命の大切さ」

に気づく力を養います。

②専門的な知識を持っている「ひょうごグリーン

サポーター」等を活用して、自然体験の充実を

図ります。

（２）環境体験事業の実施

環境体験事業を通じて、子どもたちに命の大

切さや命のつながりを実感させるとともに、自

然の循環や自然と人とのつながりを知り、自

然と人に優しい感性を育てます。

①市内全小学校の３年生を対象に環境体験事

業を実施し、地域の自然に出かけ自然観察や

栽培・飼育を通して、命の営みやつながり、命

の大切さについて実感させ、自然環境を大切

に思う心を育成します。

②地球温暖化対策をはじめ様々な環境を守る

活動について理解を深め、環境を守ろうとする

態度を育てます。

【参照】･･･兵庫県環境学習環境教育基本方

針、平成19年度環境体験事業実践事例集（環

境体験丹波地域支援委員会）、環境教育副読

本「地球はたからもの」（兵庫県教育委員会）

（３）生きる力を育む自然学校の工夫

自然学校における「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。

①小学５年生を対象に、４泊５日の設定で、学

習の場を教室から但馬地方の豊かな自然の中

に移し、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。

②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。

③年間を通した体験活動の一つとして自然学

校を位置付け、効果的な実施を進めます。
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【参照】･･･20年目の評価検証「生きる力を育む

自然学校」（平成20年3月自然学校評価検証委

員会）

(４)わくわくオーケストラ教室の充実

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。

中学校１年生を対象に、本格的な交響楽団

の演奏に親しむ機会を設け、音楽を愛好する

心情を育て、豊かな情操や感性を育みます。

（５）「トライやる・ウィーク」、「トライやる」アクショ

ンの充実

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。

①学校・家庭・地域が一体となり、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な

ど、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。

②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。

(学校教育課)

（１）幼稚園教育の充実

新幼稚園教育要領を基に、幼児一人一人の発

達の特性を十分に踏まえて、入園から修了まで

の見通しをもち、きめ細かな対応が図れるように

します。

①幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実

態に応じた適切な教育課程を編成します。

②家庭との連携のなかで、健康な生活のリズム

を整え、定着化を図ります。

③地域の人々や自然との関わりを通して、幼児

の豊かな心情の育ちを図ります。

④安全についての理解を深め、危険から身を

守る力の基礎づくりをします。

【参照】･･･幼稚園教育要領（平成20年3月文部

科学省）

（２）小･中学校や保育園との連携

集団の中での｢育ち｣を充実させるとともに、小・

中学校や保育園と連携した幼児教育を推進し

ます。

①幼稚園は義務教育及びその後の教育の基

礎を培うものとして、遊びを通して幼児期の知

的好奇心や探究心を大切にし、知的発達を促

します。

②自然との多様な経験や遊びを通して、豊か

な感情や表現力を育てます。

（３）子育て支援に配慮した幼児教育の充実

共働き家庭等の子育て支援を考慮した幼児教

育の充実を図ります。

①市内の預かり保育について、実施園のさらな

る拡大を検討します。

②預かり保育の実施については、家庭や地域

と連携し、実施方法等を工夫し、よりよい方法を

探ります。

③幼児の心身の負担に配慮した預かり保育の

指導計画を作成し、施設の安全な運営を図りま

す。

④幼児の健やかな成長を図るため、保育園、

幼稚園職員の合同研修会を実施し、幼児教育

に携わる職員の資質向上を図るとともに、相互

の理解を深めます。

【参照】･･･「保育所保育指針」（平成20年厚生

労働省）
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（４）幼稚園教育の教育環境の整備

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基

盤を培う重要なものであることを認識し、幼児

の健やかな成長を図るための環境の整備に

努めます。

①幼児教育における教師の担う役割の重要性

を考慮し、資質の向上に資するための研修の

充実を図ります。

②特別に支援を必要とする幼児等を支援する

支援者等を配置し、全体的な発達を促します。

(学校教育課)

（１）学校における食育の推進

家庭や地域と連携した食育を推進し、子どもの

健全な食生活の実現と健全な心身の成長を図

ります。

①各幼稚園、学校における食育の推進体制を

整え、家庭、地域と連携した食育を進めます。

②「朝から元気・朝食摂取率１００％」の取組等

により、子どもたちの食生活の改善を図ります。

③家庭向け食育リーフレットの活用や食育研究

大会の開催により、保護者の食育に対する関

心を高め、家庭での食育の充実を図ります。

【参照】･･･学校における食育実践プログラム

（平成19年3月兵庫県教育委員会）、食に関す

る指導の手引き（平成19年3月文部科学省）、

食育基本法（平成17年7月15日）、篠山市食育

推進計画（平成20年3月篠山市）

(２)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、継続的に子ど

もたちの体力・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、準備運動や縄

跳びなどを通して、身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

により、積極的に運動に取り組もうとする姿勢や

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。

(学校教育課)

（１）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。

①各学校における体験的な学習活動につい

て、さらに創意工夫を加え、内容の充実を図り

ます。

②学校・家庭・地域社会の連携を一層進め、子

どもたちの「生きる力」を育てるため、特色ある

教育を推進します。

（２）学校間連携の推進～スクールブリッジ事業～

学校間の連携により、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

ます。

①学校規模を弾力的に取り扱うよう工夫するこ

とにより、多様な人間関係や学習集団を形成

し、豊かな人間関係や学力の向上を図ります。

②連携校が合同で行う研修や交換授業を積極

的に実施し、教員の一層の資質向上を図りま
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す。

(３)学校間連携の推進～教育課程研究開発

校指定事業～

新教育課程の実施に向け、近隣の小学校間

の連携を図るとともに、中学校への進学を見

通した教育課程を開発します。

①小学校間の連携を図りつつ、移行措置に対

応した教育課程を開発します。

②一人一人の児童生徒の内面的理解に基づく

生徒指導を地域での連携を密にして進めま

す。

（４）オープンスクール（学校公開）の工夫と充実

教育活動を保護者や地域住民等に公開し、

開かれた学校づくりを推進します。

①各学校や幼稚園における教育活動を保護者

や地域住民等に広く公開し、学校の説明責任

を果たします。

②保護者や地域住民にとって、学校運営への

参画と協働のよりよい機会となるよう、オープン

スクールのあり方を工夫します。

（５）学校評価の充実・改善の推進

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。

①分かりやすい重点目標、評価目標を設定し

たり、評価結果を広く公表するなど、学校自己

評価を工夫し、保護者・地域住民と課題意識を

共有します。

②保護者や地域住民等、学校関係者が学校

自己評価について評価する学校関係者評価を

定着させ、学校運営に反映させます。学校自

己評価と学校関係者評価については１００％の

実施をめざします。

③各学校において、学校関係者評価委員に対

する授業や行事等の参観の機会の確保など、

一層の情報提供に努め、学校関係者評価の充

実を図ります。

④各学校から提出された学校評価の報告書を

もとに、各学校の教育活動や学校運営の状況

を把握し、学校に対する支援や条件整備等の

改善を図ります。

【参照】･･･学校評価ガイドライン改訂版（平成2

0年1月文部科学省）、学校評価ハンドブック追

補版（平成20年3月兵庫県教育委員会）、学校

関係者評価をすすめるために（平成20年3月兵

庫県教育委員会）

（６）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、「命の大切さ」

を実感させる教育を推進します。

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

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。

（７）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市の総務課防災係と各学校との連絡会を開

催し、災害時における避難所開設・運営につい

ての連携・強化を図ります。

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。

【参照】･･･学校防災マニュアル（平成18年3月

兵庫県教育委員会）、避難所運営マニュアル

（平成15年10月篠山市防災会議、篠山市災害

対策本部）
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(学校教育課)

（１）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、教育環境の充実を図ります。

①一人一人の教職員が教育の専門職としての

高い志、倫理観等をもち、自己の指導力を高

めるため、県教育委員会と連携しながら、課題

別研修会を実施するとともに、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。

②平成２０年３月に告示された新学習指導要領

について、一人一人の教職員が、その趣旨及

び内容について研修を深めるとともに、様々な

機会を通じて保護者、地域住民への説明に努

め、理解を図ります。

③教職員は次世代を担う幼児児童生徒の人格

の完成に携わる者として、揺るぎない信頼を確

立するため、服装をはじめとするマナー、保護

者、地域住民とのコミュニケーションの向上を図

ります。

④教職員の相互サポート体制、メンタルヘルス

体制の充実を図るとともに、「ＮＯ残業ＤＡＹ」

「ＮＯ部活ＤＡＹ」により教職員が心身ともにリフ

レッシュし、家族・地域の一員として活動できる

環境づくりを推進します。

【参照】･･･「教職員研修資料『NO！体罰』」（平

成11年）、「子どもが心を開く教師の『まなざし』」

（平成12年）

（２）教育実践活性化事業の実施

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、研究を進めることにより

指導方法の工夫を推進します。また、顕著な

取組に対し「教育実践功績賞」として顕彰し

ます。

①知徳体の調和のとれたたくましい子どもを育

成するために、学校の主体性と創意工夫が重

要であるという見地に立ち、教職員の意欲と能

力が最大限に発揮されいかされる学校運営を

めざします。

②教職員または教職員グループが、教育方針

・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。

(学事課、学校教育課、教育総務課)

（１）学校保健の充実

氾濫する情報に適切に対応できる児童生徒

の育成をめざします。

①発達段階に応じた適切な性教育の工夫と実

践を進めます。

②薬物乱用防止教室の実態等により、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します。

【参照】薬物乱用防止新五か年戦略（平成15年

7月薬物乱用対策推進本部）、第三次薬物乱

用防止五か年戦略（平成20年8月薬物乱用対

策推進本部）

（２）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。

①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

護者負担の軽減を図ります。

②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
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めます。

（３）ふるさと創生奨学金(貸与制度)の充実

向学心に燃えながら経済的理由により就学

が困難な方に対して奨学金を貸与し、教育

の機会均等を図るとともに人材育成に努めま

す。

①制度内容の理解を深めるため、貸与者に対

して事前説明会を実施します。

②奨学金制度を維持するため、平成２１年度返

済金の回収率１００％をめざします。

（４）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

備を図ります。

①耐震診断に基づき、年次計画を策定し、早

急に耐震補強工事を実施します。

②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。

(篠山東部学校給食センター、篠山西部学校給食センター)

（１）安全安心な学校給食の充実

地域の食材を取り入れて安全安心な学校給

食の実施に努め、より良い食習慣を養いま

す。

①農業や食物への関心を高め、食材への慈し

みや生産者への感謝の気持ち、ふるさとを愛し

誇りに思う心を育むために、地元産物の自給率

アップにつなげます。

②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が身に

つくよう育成します。また、健康に対する意識が

深まるよう様々な学習機会において、「食育」の

充実を図ります。

【参照】･･･学校給食法第10条、篠山市食育推

進計画（平成20年3月篠山市）

（２）特色ある献立づくり

学校給食摂取基準と食品構成表に基づき、

栄養バランスの取れた特色ある献立内容の

充実を図ります。

①地元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」、

豆料理のおいしさを伝える「豆まめ献立」、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」、その他「世界の味」や「日

本の味めぐり」の献立を計画的に取り入れま

す。

②環境にも優しく栄養価の高い、地元の旬の

食材を使って季節感のある献立にします。

【参照】･･･学校給食法第8条､食育基本法第20

条

（３）学校・家庭・地域との連携による食育推進

学校・家庭・地域と連携して食育の推進に取

り組みます。

①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、保護

者の学校給食や食についての理解を深めま

す。

②児童・生徒・地域住民による給食センター見

学等の機会を大切にし、調理作業の様子を広

く公開するなど、学校や家庭、地域と協力しな

がら子どもたちの健康づくりに取り組みます。

【参照】･･･学校給食指導の手引き
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社 会 教 育 の 重 点 課 題

☆ 社会教育施設の機能及び事業の充実を図ります。

☆ 社会教育関係団体の支援に努めます。

☆ 地域ぐるみで取り組む青少年健全育成を推進します。

☆ 本に親しめる環境の充実と情報教育等を推進します。

☆ 文化財の総合的な保護と活用の推進に努めます。

(社会教育・文化財課、中央公民館、教育総務課)

（１）公民館機能の充実

地域課題に対応できる公民館機能を構築し

ます。

①四季の森生涯学習センターを中央館とし、事

業と施策の集約化を進めます。

②中央公民館と城東分館の連携を強化し、地

域のニーズにあった社会教育事業を展開しま

す。

【参照】･･･公民館の設置及び運営に関する基

準(平成15年6月6日文部科学省)

（２）高齢者大学の充実

「であい・ふれあい・まなびあい」の場を提供

し、高齢者一人一人が自らの生きがいを創

造することを支援します。

①市内に１２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。

②教養講座と趣味講座を開講し、知識の習得

と芸術文化活動への参加を支援します。

③体験･発表の機会を設けるため、研修旅行、

学習発表会を開催します。

④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、魅力ある講

座内容を企画します。

⑤高齢者が生き生きと学び、その力を明るい地

域づくりにいかせるよう支援します。

（３）篠山市民文化講座の充実

丹波地域内外の歴史・文化を再認識するこ

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。

①受講生有志によるサポーターが中心となり、

市民の学習ニーズを把握し、講演内容等の検

討、企画・立案、学習支援を行います。

②講演会５回・現地学習２回の計７回の講座を

開催します。

（４）丹波篠山おもしろゼミナールの充実

篠山の歴史・文化・自然・環境問題など、現

地学習を通して新たな篠山の魅力を再発見

します。

①「おもしろゼミ応援団」を市民から公募し、市

民のニーズに応えた１０講座の企画・立案を行

い、参加型から参画型の学習支援を推進しま

す。

②新たな講師の発掘と、新たなサークルの立ち
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上げにつながる、人材育成と知識の継承・発展

を視野に入れた学習支援をめざします。

（５）古文書入門講座の充実

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。

①古文書の解読を通し、年間８回の講座の中

で、地域の歴史に興味をもち、地域への関心・

郷土への愛着心を深めます。

②魅力ある講座にするため、講座内容を充実

し、受講生の増加を図ります。

（６）ちびっ子伝統産業体験交流事業の充実

伝統工芸「丹波焼」を通じて歴史や伝統に触

れ、郷土に関心をもち郷土を愛する心を育

みます。

①ＰＴＡ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通し青少年の健全

な育成を図ります。

②地域の伝統産業を理解し、携わることによっ

て郷土愛を育みます。

（７）食文化センター事業の充実

「食」を通して一人一人が健全な心身を培

い、豊かな人間性を育みます。

①地元の素材をいかした郷土料理、伝承料理

の良さを伝えるため「郷土味学講座」「親子クッ

キング」などの教室を開催します。

②イベントの参加を通して、地域や都市との交

流を進めます。

（８）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

活動を支援します。

①市民が活発に芸術・文化活動を行うための

場の提供を行います。

②市民が気軽に芸術・文化に触れられる情報

提供に努めます。

③地域文化を次世代に継承するための人材や

組織の育成を支援します。

④練習の成果や作品を発表する場として、実

行委員会を組織して文化祭を開催します。

（９）第５回篠山市展の充実

篠山市展の充実を図り篠山の芸術文化のさ

らなる向上と発展をめざします。

①優秀作品を選定し、展示することにより、創

作活動の奨励と芸術文化活動の活性化や資

質向上を図ります。

②身近に芸術文化を鑑賞する機会を提供し、

市内外の人々の芸術文化を仲立ちとした、交

流や情報交換、学習の場づくりをめざします。

③応募作品数の増加を図る工夫を行うとともに

開催日数を延ばし、より充実した市展の開催を

めざします。

（１０）まなびすとバンク事業の充実

市民の生涯学習活動の充実と、こころ豊かな

地域づくりを推進します。

①講師・指導者を登録し、市民の学習活動へ

の活用を図ります。

②さまざまな市民の学習ニーズに対応できる講

師・指導者の確保を図ります。

③市民に広く周知し、学校支援地域本部事業

との連携を図るとともに、利用数の増加と制度

の有効活用を促進します。

（１１）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。

①関係団体や関係部署と連携しながら、住民

学習などの人権啓発活動を支援します。

②「人権尊重」を基本とした社会教育事業を推

進します。

（１２）三宅剣龍賞・みどり賞の充実

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。

①被表彰者の受賞内容を広報紙などを通じて

市民に周知し、市全体で功績をたたえられる環

境をつくります。

②より充実した賞にするため、表彰要綱の見直

しを図ります。
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（１３）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。

市民のニーズを把握するため参加者アンケ

ートを行うなど、市民ニーズに適した種目選定

を行い、参加者の増加をめざします。

（１４）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ま

す。

①交流事業の種目決定について、各クラブア

ンケートを行うなど参加者ニーズに適した種目

選定を行い、参加者の増加をめざします。

②積極的な多世代交流をめざします。

（１５）篠山市体育協会への支援

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。

①主催事業の種目決定について、協会員アン

ケートを行うなど、より参加者ニーズに適した種

目選定により参加者の増加をめざします。

②競技種目団体の独自事業を展開します。

（１６）篠山ＡＢＣマラソン大会の充実と市民参画

マラソンを通して健康で活力あるまちづくりを

推進します。

①関係機関との連携を強化し、より安全安心で

魅力ある大会をめざします。

②市民ボランティアスタッフを広く呼びかけ、市

民参画による大会運営を通して、活力あるまち

づくりを行います。

（１７）各種社会教育関係団体の自立支援

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、支援を進めます。

①地域に根ざした社会教育団体が、自主性・

自立性を発揮して、活動の意義を啓発でき、普

及・発展するよう支援します。

②各団体が円滑に自主運営に移行するための

運営事務等に関する支援・指導を行います。

③補助金を交付するとともに、適正に執行され

るよう検査・指導を行います。

（１８）教育プロジェクト助成事業の実施

地域に根ざした教育を推進するため、学校

や地域で行われる教育活動を支援します。

学校づくりや地域づくりを目的とした活性化

を図る創造的な活動に対して、１団体２０万円

を上限に助成します。
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(たんば田園交響ホール)

（１）文化創造の拠点としての施設運営

市民の自主的な文化・芸術活動の発表の場

として支援し、利用者も来場者も感動できる

劇場空間を提供します。

①利用者が使いやすいよう、ハード・ソフト両面

から支えていきます。

②楽屋や世界に数台といわれる楓材を使用し

たスタインウェイ製ピアノについて、新たな利用

形態での貸出事業を行うなど、年間利用率７５

％を達成します。

③ホール行事が常に多くの人にわかるよう、催

し案内・広報丹波篠山等で公開します。

④ホールの年間入館者目標を４５，０００人とし

ます。

（２）市民ニーズに沿った自主事業の実施

市民の要望を常にリサーチし、魅力ある自主

公演の開催と、質の高い芸術文化を提供し

ます。

①大人も子供も楽しめる事業を計画し、感動を

より多くの人に広めていきます。

②公演終了後アンケートをとり、多角的に調査

・研究を行います。

③公演の情報提供を密にして、収支比率７０％

を目標にします。

④魅力ある事業を展開し、友の会会員の目標

を６００人として、増加を図ります。

⑤自主公演予定（平成21年度）

・４月４日 大書院で聴くルネサンス音楽

・４月１６日 ムッシュかまやつ・泉谷しげるト

ーク＆ライヴ

・６月２８日 財津和夫コンサート

・７月５日 演劇 僕達の好きだった革命

・８月９日 桂 文珍 独演会

・１月１７日 爆笑！お笑いバトル

・２月１３、１４日 第４回ささやま市民ミュージ

カル

・時期未定 ニューミュージックコンサート

（３）市民による手作りミュージカルの実施

市民で運営・制作・出演する創作ミュージカ

ルを実施し、心の触れ合う文化創造に取り組

みます。

①公演に係わるスタッフ・出演者を総勢１５０人

以上募ります。

②２月に4回の公演を実施し、収容定数の６５％

（２，０００人）の観客数をめざします。

③アンケート結果で、満足度８０％を目標にしま

す。

④参加した関係者や観客等のすべてが感動で

きる公演を創っていきます。

（４）ボランティアスタッフによる舞台運営

利用者が満足する舞台の創作に市民自らか

かわり、高度な知識・技術・経験を養うこと

で、その力が発揮できるよう取り組みます。

①地域おこし・まちおこしを文化面から盛り上げ

る元気な篠山のリーダー的団体として活躍でき

るよう支援します。

②ホール事業や市民ミュージカルに、チームリ

ーダーとして積極的に支援していきます。

③交響ホール、四季の森多目的ホール、さぎ

そうホールスタッフの協力を得て、利用者に心

から感謝される技術サービスを提供します。

④定期的に研修会を開催し、技術向上に努め

ます。
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(社会教育・文化財課、中央公民館)

（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。

①小学生から高校生までの児童生徒が公民館

等で、集団生活を送りながら学校へ通う「通学

合宿」に取り組みます。

②地域の各団体等が連携して、もらい風呂や

交流活動等を取り入れるなど、地域の教育力を

いかした運営・実施を進めます。

③事業を広く周知し、平成２０年度実施の４団

体の継続実施及び新たな実施団体を募り、支

援します。

（２）ひょうご放課後プラン事業の充実

放課後や週末等に子どもが安心して活動で

きる場の確保を図り、次世代を担う児童の健

全育成を支援します。

①子どもたちが安全で安心して活動できる「放

課後子ども教室」を実施し、児童の健全育成を

支援します。

②異年齢の児童や地域住民等との交流活動を

通して、人間性・社会性を育みます。

③本年度は３校区（西紀、味間、城南地区）で

の実施を目標として取り組みます。

（３）学校支援地域本部事業の充実

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみ

で子どもを育てる体制を整えます。

①学校支援地域本部を設置し、地域住民のボ

ランティアにより、学校の教育活動を応援して

いただく体制を整えます。

②まなびすとバンクとの連携を図りながら、学校

応援ボランティアの登録、人材バンクの整備を

行い、学校の依頼によりボランティアの紹介等

の活動を展開します。

③地域住民の生涯学習の成果をいかす場、自

己実現や生きがいづくりの場へとつなげるととも

に、多様な体験・経験を通して子どもたちの規

範意識やコミュニケーション能力の向上を図り

ます。

（４）うりぼう師範検定の実施

市内の小・中・特別支援学校の児童生徒が

ふるさとへの愛着や誇りをもって育つよう、検

定を活用します。

①第２回うりぼう師範検定を開催し、初段検定

並びに平成２０年度「初段」認定者を対象に準

師範検定を実施します。

②広報紙等を活用し、受検者数の増加をめざ

します。

③ふるさと篠山への関心や郷土愛を育むた

め、例題集の活用を図ります。

（５）青少年健全育成団体との連携

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。

①青少年健全育成推進連絡協議会やＰＴＡ協

議会、子ども会連絡協議会と連携して、子ども

たちが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。

②「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図り、子

どもの安全確保に努めます。

③青少年育成センターで行っている青少年や

教育に関わる相談業務については、相談者が

利用しやすい体制づくりに努めます。

（６）篠山の将来につながる成人式の実施

大人としての門出を祝い、郷土愛を育むため

に成人式を開催します。

①成人の門出を祝い励まし、成人としての自覚

を持つ節目となる成人式を開催します。

②成人有志による実行委員会を組織し、手作り

で心のこもった内容になる企画立案を工夫しま

す。
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(中央図書館)

（１）子どもの読書活動の推進

子どもの心の成長にとって重要な読書活動

を支援するため、「篠山市子どもの読書活動

推進計画」の推進を図ります。

①「篠山市子どもの読書活動推進計画」を進め

るため、関係機関による推進連絡会を開催しま

す。

②家庭・地域、図書館、学校等が一体となっ

て、子どもの読書活動推進に取り組みます。

【参照】･･･篠山市子どもの読書活動推進計画

（平成20年3月12日）

（２）学校との連携強化

学校との連携協議会の活用により、学校での

読書活動や学校図書館の支援を行います。

①学校との連携協議会を開催し、授業に必要

な図書の整備を行います。

②学校の図書館見学や教職員の職場研修を

受入れ、学校との連携を強化します。

③中学生のトライやるウィーク、高校生のインタ

ーンシップを受け入れ、生徒の育成に連携・支

援を行います。

【参照】･･･篠山市子どもの読書活動推進計画

（平成20年3月12日）

（３）蔵書の整備と充実

利用者からのリクエストや郷土資料など、生

涯学習に活用される多様な蔵書の整備と充

実に努めます。

①利用者のリクエスト本や話題の本など需要に

即した蔵書を整備します。

②郷土資料や行政資料などの収集を積極的に

行います。

③点字本や録音資料、外国語資料など障害者

や外国人にも対応した貸出サービスを行いま

す。

④CDやDVDなどの視聴覚資料も揃え、蔵書の

充実を図ります。

【参照】･･･篠山市図書館建設基本計画（平成1

2年3月28日策定）

（４）図書館の利用啓発

夏休み1日図書館員の体験や企画展を開催

し、図書館の利用啓発に努めます。

①小中学生を対象として、夏休みに1日図書館

員の体験者を募集します。

②図書館の自主事業として、図書の利用増進

を図るための企画展を開催します。

③ボランティアグループと共同で、親子で楽し

む催しを開催します。

（５）各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

代に応じた図書館事業を展開します。

①乳幼児とその両親を対象に「ブックスタート」

事業を行います。

②子ども向け「アニメ上映会」や大人向け「映画

上映会」を行います。

③ボランティアグループとともに子どものおはな

し会や大人の朗読会を行います。

（６）市内図書館ネットワーク

市民センター図書コーナーや市内公共施設

の配本所との有機的な連携を図り、利便性

の向上に努めます。

①市民ボランティアの協力を得ながら、市民セ

ンター図書コーナーを運営します。

②市内公共施設に設置している配本所と中央

図書館との連携により、市内どこでも利用できる

利便性の高い図書館ネットワークをめざしま

す。
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(視聴覚ライブラリー)

（１）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ていきま

す。

①２１年度は丹波篠山築城４００年祭の年であ

り、市内各地で繰り広げられる４００年祭イベント

を取り上げ、撮影・編集し公開します。

②市内の出来事を中心に撮影･編集を行い、

併せて視聴者からの投稿によるお便りビデオの

配信を行うなど情報発信の充実を図ります。

③光ケーブルテレビでは、篠山市の過去の貴

重な映像や最新の地域情報を随時放送しま

す。

④丹波篠山インターネットテレビを充実します。

全国ビデオコンクール(丹波篠山ビデオ大賞）の開催（２）

｢生きる」をテーマとしたアマチュアビデオ作

品を全国から公募し、優秀作品を顕彰しま

す。

①多くの市民が映像文化に対して親しみと関

心が高められる大会運営をめざします。

②篠山市民の応募者を増やすため、学校や一

般市民に対して啓発を図ります。

③ビデオ大賞決勝大会入場者数６００人をめざ

します。

（３）映像資料等の作成の支援と充実

利用者の立場に立ったより親しみやすい視

聴覚ライブラリーの運営をめざします。

視聴覚機材の貸し出しや、視聴覚教材制作

支援等情報教育の実践を積極的に進めます。

（４）情報通信技術（ICT）学習の推進

市民誰もがパソコン操作に慣れ親しむことが

できるよう、「ＩＣＴふれあいサロン」を運営しま

す。

①パソコン初心者への指導を行なうサポートス

タッフボランティアを中心とした運営体制づくり

に努めます。

②市民同士が助け合う心の通った「ＩＣＴふれあ

いサロン」の運営をめざします。

(社会教育・文化財課)

（１）史跡篠山城跡の整備

築城４００年を迎え、より適切な史跡の保護・

管理に努めます。

高石垣の保護と景観保全のため、城跡の美

化に努めます。

【参照】･･･文化財保護法、史跡篠山城跡整備

基本構想

（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。

①伝建地区内建築物等６件の保存修理事業を

行います。

②重伝建選定５周年記念講演会を開催しま

す。

③伝建地区防災計画に基づく防災対策整備

事業を実施します。

【参照】･･･文化財保護法、篠山市伝統的建造
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物群保存地区保存条例

（３）福住地区における町並みの保存と活用

地区住民と連携しながら重要伝統的建造物

群保存地区の選定をめざします。

①福住伝建保存対策調査の成果や伝建制度

の内容について、住民向けパンフレットを作成

します。

②準備委員会を組織し、地域住民の合意形成

を図るとともに制度導入の条件整備を行いま

す。

（４）文化財の総合的な保存と活用の推進

市内に残された文化財の総合的な調査を行

い、篠山市歴史文化基本構想及び保存活

用計画の策定を進めます。

①篠山市歴史文化基本構想等策定委員会を

開催します。

②篠山の原風景を構成している文化財群の総

合的な調査を行い、それらの一体的な保存・活

用のあり方を検討します。

③歴史文化基本構想案及び保存活用計画案

の検討を行います。

【参照】･･･篠山市再生計画（まちづくり編）

（５）文化財の保護・管理

指定文化財の修理防災事業を実施するとと

もに埋蔵文化財の保護などを継続して行い

ます。

①指定文化財の保護・管理を行います。

②文化財保護審議会を開催します。

③文化財関係協議会等へ参加し、積極的に情

報収集を行います。

【参照】･･･篠山市文化財保護条例

（６）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。

①文化施設４館（篠山城大書院、篠山歴史美

術館、安間家資料館、青山歴史村）において、

指定管理者による管理・運営を継続して実施し

ます。

②篠山歴史美術館において、丹波篠山築城４

００年祭特別展を開催します。

③篠山歴史美術館・青山歴史村の資料管理と

活用を行います。

（７）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

の活用を図るため、篠山春日能を開催しま

す。

①丹波篠山築城４００年記念能として、４月１１

日に、能「羽衣」「安宅」狂言「千鳥」を上演しま

す。

②篠山春日能を開催することにより、国指定文

化財春日神社能舞台の顕彰と活用を図りま

す。
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篠山市教育委員会管内施設一覧

◇教育委員会事務局◇

事務局各課 係(室)名 〒 住所 電話 ＦＡＸ

教育総務課 552-5709 552-8015669-2397 北新町41

552-5714 552-8015学事課 学事係 北新町41669-2397

学校管理係

学校教育課 552-5653 552-8015指導係 北新町41669-2397

教職員係

590-8111 590-8111適応指導教室ゆめハウス 宮田240669-2734

社会教育・文化財課 552-5769 552-8015生涯学習係 669-2397 北新町41

社会体育係

文化財係

593-1445 593-1445青少年育成センター 宮田240669-2734

◇社会教育施設◇

施設名 〒 住所 電話 ＦＡＸ

中央図書館 590-1301 594-5450669-2206 西吹88-1

視聴覚ライブラリー

市民センター図書コーナー 552-0394 552-4680669-2321 黒岡191

西紀運動公園(指定管理) 590-8118 590-8119669-2721 西谷602

篠山総合スポーツセンター 552-8681 552-2196669-2341 郡家451-4

中央公民館分館（城東公民館） 556-3171 556-3914669-2441 日置385-1

城東分館までお問い合わせ下さい城東体育館(Ｂ＆Ｇ) 669-2441 日置385-1

城東分館までお問い合わせ下さい城東グラウンド 669-2441 日置351

城東分館までお問い合わせ下さい城東多目的広場 669-2441 日置385-1

中央公民館までお問い合わせ下さい西紀体育館 669-2734 宮田110-1

中央公民館（四季の森生涯学習センター内） 594-1180 594-1174669-2205 網掛429

川代体育館 596-0711 596-0711669-2823 大山下347

川代体育館までお問い合わせ下さい丹南テニスコート 669-2823 大山下373-1

川代体育館までお問い合わせ下さい四季の森運動公園グラウンド 669-2205 網掛340

中央公民館までお問い合わせ下さい健康増進センター（釜屋体育館） 669-2143 今田町釜屋16

中央公民館までお問い合わせ下さい今田体育館 669-2153 今田町今田新田14-1

中央公民館までお問い合わせ下さい今田グラウンド 669-2153 今田町今田新田14-1

中央公民館までお問い合わせ下さい今田テニスコート 669-2153 今田町今田新田14-1

篠山城大書院(指定管理) 552-4500 552-5110669-2332 北新町2-3

篠山歴史美術館(指定管理) 552-0601 552-6618669-2322 呉服町53

安間家史料館(指定管理) 552-6933 552-6933669-2334 西新町95

青山歴史村(指定管理) 552-0056 552-0056669-2332 北新町48

篠山東部学校給食センター 556-2901 556-2815669-2441 日置121

篠山西部学校給食センター 593-1751 593-1752669-2727 高屋333

たんば田園交響ホール 552-3600 552-3646669-2332 北新町41

交響ホールまでお問い合わせ下さいさぎそうホール 669-2153 今田町今田新田14-1
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◇小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園◇

小学校 〒 住所 電話 ＦＡＸ

篠山小学校 669-2332 北新町5 552-0069 552-6805

八上小学校 669-2437 糯ケ坪89 552-0598 552-6806

畑小学校 669-2305 畑宮324-2 552-0236 552-6808

城北小学校 669-2321 黒岡89 552-0462 552-6809

岡野小学校 669-2351 東浜谷531 552-0553 552-6960

日置小学校 669-2441 日置162 556-2034 555-2014

後川小学校 669-2422 後川上477 556-2734 556-3998

雲部小学校 669-2404 西本荘西之山2-1 556-3200 556-3995

福住小学校 669-2513 福住342 557-0027 557-0640

大芋小学校 669-2601 中500 558-0014 558-0270

村雲小学校 669-2544 草ノ上108 558-0116 558-0260

西紀南小学校 669-2726 黒田186 593-0028 593-0558

西紀小学校 669-2716 乗竹650 593-0024 593-0249

西紀北小学校 669-2702 本郷123 592-0007 592-0409

大山小学校 669-2827 大山新100 596-0013 596-0447

味間小学校 669-2214 味間新97-3 594-0019 594-3419

城南小学校 669-2461 小枕120 594-0728 590-2187

古市小学校 669-2122 波賀野新田74 595-0019 595-0496

今田小学校 669-2133 今田町下小野原61 597-2019 597-2119

中学校 〒 住所 電話 ＦＡＸ

669-2314 東沢田224 552-1155 552-1156篠山中学校

669-2406 泉若林1-1 556-3781 556-3981篠山東中学校

669-2734 宮田175 593-0032 593-0041西紀中学校

669-2214 味間新192 594-1164 594-1165丹南中学校

669-2153 今田町今田新田11 597-3160 597-2376今田中学校

特別支援学校 〒 住所 電話 ＦＡＸ

669-2300 沢田120-1 552-5237 552-6222篠山養護学校

幼稚園 〒 住所 電話 ＦＡＸ

669-2332 北新町5 552-2437 552-8988篠山幼稚園

669-2437 糯ケ坪89 552-6236 552-6236八上幼稚園

669-2321 黒岡89 552-3171 552-3171たまみず幼稚園

669-2351 東浜谷531 552-6233 552-6233岡野幼稚園

669-2441 日置162 556-2565 556-2565かやのみ幼稚園

669-2513 福住342 557-0112 557-0116たき幼稚園

669-2726 黒田186 593-1600 593-1600西紀みなみ幼稚園

669-2702 本郷159 592-0034 592-0034西紀きた幼稚園

669-2827 大山新99 596-0099 596-0150大山幼稚園

669-2214 味間新64-1 594-2259 594-3772味間幼稚園

669-2461 小枕140-2 594-4193 594-4193城南幼稚園

669-2122 波賀野新田74 595-0889 595-0889古市幼稚園

669-2151 今田町今田1-3 597-2303 597-2303今田幼稚園
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未来にはばたけ！ささやまの子どもたち！

（福住小学校総合的な学習の時間・特別活動より）

篠山市が全国に誇れる魅力あふれるまちとして躍進するには、その基盤としての人づく

り、つまり「教育」こそが極めて重要です。

将来の篠山を見通し、“まちづくりは人づくりから”の視点を基本として、市民の参画と協働

の理念のもと、教育に対する市民の熱い思いと期待に応えるため、我々職員は「行動指針」

を胸に「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」篠山の教育の推進に全力で取り組みま

す。

職員の行動指針

★忘れません！笑顔とあいさつ、プロ意識

★チームワークを大切にします

★困難な仕事にこそ前を向いて取り組みます

★気づきを大切にし新たな課題に挑戦します

★みんなの暮らしのために行動します

平成２１年度

発 行 篠山市教育委員会

（平成２１年４月）篠 山 の 教 育

子どもの育成をみんなで考えよう


