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は じ め に 

 

 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、ライフステージ毎に掲載しています。 

ライフステージ１ 就学前教育 

 保育園、幼稚園、預かり保育施設など、就学前教育と子育て支援のさらなる充実を

図るとともに、幼児期の基本的な生活習慣づくりに取り組みます。 

 

ライフステージ２ 学校教育 

 安全で安心な学校園づくりを推進していくとともに、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。 

 

ライフステージ３ 社会教育 

 篠山市歴史基本構想に基づき、歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。公民

館や図書館を核とした取組を充実、強化し、子どもから高齢者まで、生き生きと学べ

る環境づくりに取り組みます。 

 

 篠山は、緑豊かな山々に囲まれ、里に広がる農地と集落、そこで受け継がれてきた

四季折々の農の営みから生まれた黒大豆、山の芋、丹波茶といった多くの特産物に恵

まれています。私たちの先人は、鍬を振るって土を耕し、種をまき、発芽を待って、

芽が出たなら肥やしを与えて成長を促す。自然の理（ことわり）に学びながら、絶えず手

をかけ、時間をかけ、気長に収穫を待つことを繰り返してきました。流した汗の分だ

け実りの喜びも大きく、手間や愛情をかけた分だけよく育つ、少し手を抜けば、芳し

い育ちは望めなくなってしまいます。 

 教育も、こうした一連の農作業とどこか似ています。 

 明治以来、我が国では、 

  家庭の教えで芽が出て 

  学校の教えで花が咲き 

  世間（社会）の教えで実がなる  という教育の道筋があります。 

 今こそ、この原点に立ち返り、篠山きらめき教育プラン（篠山市教育振興基本計画）

の推進に携わる全ての関係者の皆さんと、本市が持っている活発な市民力・地域力を

活かした教育を進めます。 

 

 

                                              篠山市教育委員会 

                                               教育長 前川 修哉
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教 育 理 念 
 

『『一一人人一一人人がが光光りり輝輝きき、、生生ききががいいををめめざざすす』』 
～～子子どどももがが楽楽ししくく学学びび、、地地域域にに信信頼頼さされれるる学学校校園園づづくくりり～～ 

～～学学びびのの機機会会をを充充実実しし、、誰誰ももがが学学習習のの喜喜びびをを実実感感ででききるるままちちづづくくりり～～ 

 
 
 
    

教 育 目 標 

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 

 

 

  市民が共有する道しるべ（篠山きらめき教育プラン） 

教育の基本は人づくりです。市民が共有する道しるべを具体的な活動の指

針として篠山らしい温かい人づくりを実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が共有する道しるべ 

 

  ★「おはよう！」       人より先にあいさつしよう 

  ★「ありがとう」       感謝の気持ちをもとう 

  ★「どうしたの？」          気づきを大切にしよう 

  ★「ちょっとまって！」    勇気をもって行動しよう 

  ★「ごめんなさい」       素直に謝る心をもとう 
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実 践 目 標 
 

     

全体的な取組 

★安全安心な教育環境づくりを推進します。 

★ふるさと教育の充実に取り組みます。 

★子どもが健全に育つ生活習慣づくりを応援します。 

★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。 

 

 

ライフステージ １  就学前の子どもたちへ 

★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。 

★児童虐待等防止に向けた取組を推進します。 

            ※認定こども園（幼保連携型）は、保育園・幼稚園としての表記に含んでいます。 

 

 

ライフステージ ２  生きる力を育んでいくために 

★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 ３ さらなる生きがいづくりに向けて 

★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。 
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全体的な取組 
 
★安全安心な教育環境づくりを推進します。 

★ふるさと教育の充実に取り組みます。              

★子どもが健全に育つ生活習慣づくりを応援します。      

★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。 

 

（１）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、学校園のさ

らなる安全を図ります。 

①学校園は、子どもたちにとって安全な場所であ

ることを大前提として、さらに認識を深め、安全管

理、安全教育、組織活動をとおして学校園の安全

を図ります。 

②「学校園安全管理マニュアル」「学校園安全教

育実践事例集」を活用し、教育活動全体をとおし

て命の大切さを実感させる教育を進めるとともに、

教職員の意識の向上を図ります。 

③各学校園で「地域学校園安全委員会」を設置

し、学校園・家庭・地域が一体となった教育環境づ

くりを推進します。 

【参照 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山中学校 交通安全教室 

 

 

 

 

 

（２）学校園施設の耐震診断・耐震補強 

安全な教育環境の中で、安心して学校園生活が

送れるよう取り組みます。 

学校園施設の耐震診断・耐震補強を計画的に

実施します。今年度は八上小学校木造校舎の耐

震補強工事を実施し、城北小学校木造屋内運動

場の耐震診断・耐震補強実施設計に着手します。

また、味間保育園舎と預かり保育施設「くすのきク

ラブ」の耐震診断を実施します。篠山小学校木造

校舎については検討委員会の方針に基づき、耐

震診断を実施します。 

 

（３）教育施設の安全性の確保 

安全な教育環境の中で、安心して利用できる施設

管理を行います。 

①学校教育施設では、遊具や消防設備も含めた

施設の安全点検を地域や保護者の方の意見を取

り入れながら、職員や点検業者が定期的に行いま

す。 

②中央公民館などの社会教育施設では職員や点

検業者が行う安全点検のほか、施設利用者に協

力を呼びかけ、利用者の立場にたった安全点検を

実施します。また、スポーツセンターでは今年度に

耐震診断・耐震補強実施設計を行います。 

③各学校園において災害から身を守ることを目的

として、様々な災害を想定した防災訓練を年間計

画に基づき行います。また、それぞれの社会教育

施設においても消防訓練・避難訓練を実施しま

す。 

【参照 1】篠山市学校園安全管理マニュアル(平成 23年 2月作

成) 篠山市学校園安全教育実践事例集(平成 24 年３月作成) 

 

Ⅰ 安全安心な教育環境づくりを推進します 
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（１）園外保育の実施 

園外の身近な篠山の自然に触れる中で、様々な

事象に好奇心や探究心をもって関わり、それらを

生活に取り入れる力を養うとともに、ふるさとへの愛

着を育みます。 

すべての保育園・幼稚園において、安全を確保

しながら園外保育を実施します。 

 

（２）ふるさと篠山探訪事業の実施 

教職員及び児童生徒が地域をより深く知り、地域

の良さやふるさとの恵みにふれる活動を実施しま

す。 

①教職員が校区を巡り、地域の人々の思いにふれ

るとともに、地域素材の教材化を図り、特色ある教

育活動を展開します。 

②児童生徒が校区の名所旧跡、自然、産業等に

ふれることをとおして、ふるさとへの愛着心を育み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城東小学校 古墳めぐり 

 

（３）「わたしたちの篠山市」「篠山ふるさとガイドブ

ック」の活用 

ふるさと篠山についての教材・資料を活用し、郷土

を誇りに思い、愛する心を育みます。 

小学校社会科の副読本や地域学習の補助教材

・資料として、３，４年生では「わたしたちの篠山市」

を、５，６年生では「篠山ふるさとガイドブック」を活

用し、篠山市の様子や自然・歴史・文化について

学ぶ取組の充実を図ります。 

 

 

（４）うりぼう師範検定の実施 

児童・生徒がふるさと篠山への愛着と誇りを醸成す

る機会としてうりぼう師範検定を活用します。 

篠山に関する文章問題と実物や音楽、映像を

活用した体験問題を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うりぼう師範検定の様子 

 

（５）成人式の実施 

成人式を通じて大人としての自覚を促し、篠山へ

の郷土愛を育みます。 

①新成人の門出を祝う式典とお祝いステージから

なる成人式を開催します。 

②篠山在住の新成人だけでなく、篠山で学んだ

り、住まわれたりした方にも案内するとともに、新成

人で組織された実行委員会によって、心のこもっ

た内容になるよう企画立案をします。 

 

（６）篠山層群の化石を生かした取組の推進 

篠山層群や化石に接することにより自然や理科へ

の子どもたちの興味・関心を高めるとともに、教職

員の指導力の向上を図ります。 

①学校において篠山層群や化石について学ぶこ

とができる学習プログラムを実施します。 

②初任者研修等の教職員を対象にした研修の中

に、篠山層群と化石についての内容を取り入れ、 

関心や理解を深めるとともに指導力の向上を図り

ます。 

③化石発掘体験イベント及び市内小学校を対象と

して校外学習プログラムを実施します。 

 

Ⅱ ふるさと教育の充実に取り組みます 
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（７）学校給食メニューに「篠山まるごと丼」の登場 

新鮮な地元食材を学校給食に活用し、地元の農

業や食べ物への関心を高め、ふるさとを愛し誇りに

思う心を育みます。 
 「ご当地グルメ」として推進されている、篠山産コ

シヒカリや篠山産山の芋などの地元の食材を使っ

た「篠山まるごと丼」を本年度より新たに「ふるさと

献立」の一つとして取り入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「篠山まるごと丼」の一例 

 

 

 

（１）眠育と食育の推進 
家庭と連携しながら、子どもたちの基本的な生活 
習慣の確立に取り組みます。 
①近年の保護者の就労形態や生活リズムの変化に

より、子どもの生活リズムは不規則になりがちです。

そこで、乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合

的に推進するため、「ふた葉プロジェクトチーム～ぐ

っすり眠って たのしく食べて たっぷり遊ぼう～」を

庁内及び関係機関で構成し、その施策を検討します。

聞きなれない「眠育」（睡眠に関する教育）という言葉

は、「眠り」の研究から、睡眠が脳の健全な発達を促

すことがわかってきており、睡眠を身体づくりとして位

置づけるものです。 

                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

②現場での実践的な取組について検討するため、

モデル園を１園設定し、調査・研究を行います。 

③親が子どもとのふれあいを楽しみながら、無理なく

生活習慣づくりを始められるよう、基本的な生活習慣

を身につける時期を過ごす保育園及び幼稚園等に

おいて、家庭と連携した取組を進めます。 

④食育に関しては、保育園・幼稚園から「食育だよ 

り」を発行するほか、こども未来課の栄養士及び在

宅栄養士を活用しながら、子どもと保護者への食

育講話等を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養士による食育講話 

（２）学校における食育の推進 

家庭や地域と連携しながら、学校における教育活

動全体を通じた組織的・計画的・継続的な食育を

進めます。 

学校における食育推進体制を整え、栄養の専門

家である栄養教諭を活用しながら、家庭や地域と連

携した食育を進めます。特に、「朝から元気・朝食摂

取率１００％」の取組等により、保護者への一層の啓

発を行い、子どもたちの望ましい食習慣の形成を図

ります。【参照2】 

 

 

Ⅲ 子どもが健全に育つ生活習慣づくりを応援します 

 

 ふた葉プロジェクトチーム 

～ぐっすり眠って たのしく食べて たっぷり遊ぼう～ 

眠育 食育 

あそび 

構成例 ： こども未来課、学校教育課、健康課、子育てふれあいセンター、保育園、幼稚園、小学校 
        中央図書館、公民館 

(親) 

 基本的な生活習慣を身につ

ける乳幼児期において、家庭

（親）との連携の下、「眠育」

「食育」「あそび」を総合的に

推進するための施策を検討

する。 

家庭 
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西紀南小学校 給食センター見学 

 

（３）親子クッキング等の食育推進活動の充実 

学校給食センターと学校・家庭・地域が連携して

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、栄養教諭による食に関する指導、夏休みに行

う親子クッキングをとおし、学校・家庭・地域への食

に対する理解を深めます。 

②児童生徒等による給食センター見学の機会を

大切にし、調理作業の様子を広く公開することや、

給食に関する啓発資料などをとおして、食に関す

る関心を高めます。 

③様々な学習機会をとおして、学校・家庭・地域の

連携をはかり、心身ともに健康な子どもたちの育成

に取り組みます。 

【参照 ２】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―第一次改訂版

―（平成 22 年 3 月文部科学省）、食育基本法（平成 17 年 7

月）、学校給食法（昭和 29 年 6 月）、篠山市食育推進計画（平

成 20 年 3 月篠山市） 

 

 

 

（１）情報発信の充実 

ホームぺージによる充実した情報の発信に取り組

みます。 

今年度篠山市のホームページがリニューアルされ

ます。 教育委員会の各課のホームページも刷新

しながら、さらに充実した情報が提供できるよう取り

組みます。 

 

（２）学校における情報環境の充実 

（３）学校適正規模・適正配置に向けた取組の充 

実 

今年度策定する 「篠山市学校教育改革５カ年・

１０カ年計画」(仮称）に基づき、地域教育トーク等

を実施し、保護者や地域住民の理解を得ながら、

学校適正規模・適正配置の推進に取り組みます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        畑小・城北小統合準備委員会 

 

 

情報社会を主体的に生きる情報活用能力を育成

する環境を整備します。 

①各学校を結ぶネットワークを整備し、これを維

持します。 

②教育用パソコンや学習機材の電子化整備が

進む中で、これらを活用した児童生徒の学力向

上や教育の充実を図るため、教職員への１人１

台パソコンを導入します。 

③「学校ＩＣＴサポーター」を各学校に派遣し、教

育の情報化を図ります。 

 

「篠山市学校教育改革５カ年・１０カ年計画」(仮称)

に基づき、児童生徒により良い教育環境が提供で

きるよう進めます。 

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 
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（５）自己点検・評価の充実 

①次年度の事務事業や予算要求に反映させるた

め、点検・評価を９月に公表します。 

②わかりやすい点検・評価をめざして、評価指標

（市民満足度等）の内容を盛り込みます。【参照 ３】 

 

（６）教育委員活動の充実 

教育委員の責務の明確化と委員活動の活性化を

図ります。 

①教育委員と市長との懇談会を実施し、教育課題

の共有と解決に努めます。 

②教育委員会会議の充実と教育委員は積極的に

教育現場を視察します。 

【参照 ３】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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。 

☆児童虐待等防止に向けた取組を推進します。 

            ※認定こども園（幼保連携型）は、保育園・幼稚園としての表記に含んでいます。 

  

 
 

（１）保育園保育士・幼稚園教諭・預かり保育 

  指導員・児童クラブ指導員の資質向上 

各種職員が連携し、お互いの資質の向上をめざし

ます。 

①保育園保育士及び幼稚園教諭等については、

保育所保育指針及び幼稚園教育要領を理解し、

一人一人の子どもの特性や発達の段階に考慮し

て、個に応じた指導の工夫が図られるよう、資質向

上のための各種研修を実施します。 

②預かり保育指導員や児童クラブ指導員について

は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導及び

特に配慮が必要な児童に対する指導技術に関す

る研修を実施します。     

 

 

 

（２）預かり保育事業の推進と充実 

家庭的な雰囲気で幼児の健康と安全が確保され

る環境のもと、異年齢交流を図りながら健やかな子

育てを支援します。 

①幼稚園教育課程に係る教育時間終了後等に、

希望者を対象に預かり保育を行います。 

②平成２４年度からは、古市・今田校区において預

かり保育を開始し、計５カ所で実施します。 

③篠山・たまみず・岡野幼稚園を対象とした預かり

保育の実施に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

適正な点検・評価を行い、次年度の事務事業の改

善を図ります。 

ライフステージ１     就学前の子どもたちへ 

１－１ 就学前教育の推進と保育環境の整備 

教育委員視察 「太古の生きもの市民研究所」 
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預かり保育「きたっこはうす」開所式 

 

（３）幼児のうたまつりの実施 

就学前教育の一つとして、子どもたちの豊かな感

性や情緒を育てます。 

 市内の私立保育園と公立幼稚園の４・５歳児を対

象に、プロの演奏家による生の音楽にふれる機会

をもち、共に歌う楽しさを経験することで豊かな感

性を養います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            幼児のうたまつり 

（４）保幼小連携の強化 

①小学校へのスムーズな移行をめざし、校園間等

の交流を深め、連携を強化します。 

②保育園と幼稚園の指導方法等の情報交換を行

うなど連携を強化し、就学前教育の推進に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）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、支援を要する園児の状

況を把握し、就学後等に向けた連続的・効果的な

体制づくりを図ります。 

①巡回相談事業により、臨床心理士、保健師等が保

育園・幼稚園を訪問し、観察、助言、指導を行いま 

す。 

②保育園保育士及び幼稚園教諭が、子どもに関する 

発達スクリーニング検査を実施します。 

 

③保育園保育士及び幼稚園教諭等を対象に発達障

害児等の早期支援に関する研修会を開催します。 

（２）要保護児童対策の充実 

要保護児童に関する情報交換や実態把握に努め

支援内容の協議や検討を行い、適切な養育支援

を行います。 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護

児童の早期発見及び適切な保護並びに地域の関

係機関等の情報・考え方の共有及び適切な連携

による組織的効果的な対応を図ります。 

 

 

保育園、幼稚園と小学校の交流を深め、保幼小の連

携を図ります。 

１－２ 子どもを育む支援体制の充実 

今田小学校・幼稚園 交流活動 
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（３）家庭児童相談室の充実 

家庭や児童養育に関する様々な相談に応じるた

め、家庭児童相談室を設置します。 

①家庭や子どもの養育に関して多様化・複雑化す

る相談内容に対応するため、相談員の資質向上を 

図ります。 

②必要に応じて関係機関と連携しながら対応しま 

す。 

 

（４）保育園・幼稚園における子育て相談の充実 

①園庭開放や未就園児訪問（オープンスクール 

等）を実施します。 

②幼稚園を拠点とした子育て悩み相談「子育て 

相談プラザ」の取組を進めます。 

 

☆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。 

 

（１）学校園安全安心づくり事業の実施 

 

 

 

 

 

①「学校園安全管理マニュアル」「学校園安全教

育実践事例集」の活用を進め、安全管理・安全教

育・組織活動の一層の充実を図ります。 

②学校安全安心づくり指定校・モデル校において

実践的な研究を行うとともに、各学校園において

地域学校園安全委員会の体制を整備し、研修等 

 

 

 

 

 

（２）学校安全安心パトロールの充実 

を行うことにより家庭・地域と連携した安全安心な 

学校園づくりを推進します。 

③教職員を対象とした安全研修会を実施し、教職

員の意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

①学校安全指導員（スクールガードリーダー）を配

置し、青色回転灯パトロールカーにより下校時等

に巡回パトロールを実施するとともに、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。 

②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。 

保育園・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。 

ライフステージ２  生きる力を育んでいくために 

「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」の活用を進め、学校園安

全計画に基づいた安全で安心な学校園づくりのさら

なる推進を図ります。 

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、防犯体

制を強化するとともに、安全で安心な教育環境

づくりに努めます。 

２－１ 安全安心な学校園づくりの推進 

西紀中学校 安全教育 
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（３）防災教育・防災体制の充実 

①各学校の年間指導計画に基づき、各教科や道

徳、総合的な学習の時間に位置づけて防災教育を 

進めます。 

②火災・大雨・地震や様々な場面を想定した防災訓

練を行い、自分の身を守るための判断力を養う指導 

③「篠山市学校園安全管理マニュアル」や「篠山市

学校園安全教育実践事例集」を活用し、防災教育

の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

をします。

 

 

 

 

 

 

 

（１）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」をテーマとした学力向上研

修会を実施することで、小学校から中学校への学

びの連続性を踏まえた指導内容・指導方法の工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫・改善に努めます。  

 

（２）指定研究事業の充実 

子どもたちに「生きる力」を育むため、各学校にお

ける主体的な研究を支援します。 

①学校の課題を明確にし、課題解決のための取組 

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、個に応じた学習指導法等、教職員の資

質向上を推進します。 

②各学校の実情に応じて研究テーマを設定し、各

学校における主体的な取組を進めます。 

 

 

 

 

 

（３）兵庫型教科担任制の充実 

①小学校における学習指導や生徒指導を一層充実

させ、小・中学校間の円滑な接続を図るため、「教科

担任制」と「少人数授業」を組み合わせた「兵庫型教

科担任制」に取り組みます。 

②教科担任制を取り入れることで教師の専門性を 

 

 

 

阪神・淡路大震災や東日本大震災を踏まえ、防災

についての理解を深めるとともに、災害から身を守

るための能力を高めます。 

学力向上プロジェクトチームの提言内容等を中心

にして、小・中学校９年間を見据えた学力向上方

策を教職員に啓発します。 

小学５，６年生において、学力の向上や小学校か

ら中学校への円滑な接続を図ります。 

２－２ 確かな学力の確立 

城北小学校 算数科の学習 

大山小学校 まちたんけん 
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生かした指導方法等の工夫改善を図ります。ま

た、複数の教員による多面的な児童理解を図り、

中学校への円滑な接続をめざすために、小・中学

校間の連携を推進する体制づくりを行います。 

 

（４）教育課程研修会の充実 

新学習指導要領の理念をふまえた教育実践につ

いて研修を実施します。 

新学習指導要領の全面実施における教育課程

の効果的な実施や実施に係る評価方法等を研究

し、さらなる充実をめざします。  

探 求活 用習 得

学習形態

学習意欲
基礎的・基本的な

知識・技能

生きる力

学力の重要な要素

思考力・判断力・

表現力等

新しい「 学習指導要領」 に基づく 教育

教育内容の改善事項

○言語活動の充実

○理数教育の充実

○伝統や文化に関する教育の充実

○道徳教育の充実

○体験活動の充実

○小学校段階における外国語活動

  
 

（５）言語活動の充実に関する研修会の実施 

言語活動を充実するための研修会を実施し、教職

員の資質向上を図ります。 

 言語は知的活動、コミュニケーションや感性・情

緒の基盤であるという認識に立ち、各学校の教育

課程における言語活動を充実させるための研修会

を実施します。 

 

（６）発達段階に応じた「書く」活動の充実 

小中学校において、発達段階に応じた作文等を

書くことをとおして、思考力・判断力・表現力を育み

ます。 

 記録・要約・説明・論述等、発達段階に応じ 200

字程度の短作文を書く活動を各教科等の中に取り

入れ、積極的に取り組むことをとおして、子どもた

ちの思考力・判断力・表現力を育みます。 

 

（７）基礎学力や「学習タイム・読書タイム」の充実 

子どもたちに読書習慣を育む「学習タイム・読書タ

イム」を、週時程表に位置付けて実施します。 

①子どもたちに学力や読書習慣等を身に付けさせ

るため、朝の時間等に設定している学習タイムや

読書タイムの充実を図ります。 

②学校支援ボランティアによる読み聞かせ等、学

校・家庭・地域の連携を図ります。【参照 ４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡野小学校 ボランティアによる読み聞かせ 

 

（８）「学びの交差展」の実施 

子どもたちと保護者や地域住民とのコミュニケーシ

ョンを深める中で、子どもの学びの意欲の向上と保

護者への意識啓発を図ります。 

 夏季休業日を利用して、保護者や地域住民との

コミュニケーションを深める中で、子どもたちが自

主的・独創的な自由研究を行い、その学びの成果

を交流しあう学びの交差展事業を実施します。学

びの足あととしての成果物を「学びの交差展」で展

示し、各学校はもちろん市民に広く知らせ、子ども

の学びの意欲のさらなる向上につなげます。 

 
（９）読書環境の整備 

読書センター及び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。また、中央図書館との

連携を図り、読書活動の充実に努めます。 

①読書センター及び学習情報センターとして学校

図書館を位置付け、蔵書冊数、蔵書内容の充実を

図ります。 

②学校図書館支援員を配置し、学校の読書活動

を支援するとともに、学校と中央図書館との連携を

深め、団体貸出・配送の活用、図書館の見学等を

とおして、各学校における図書館教育の充実を図

ります。 

③読書に親しむとともに、自分の思いや考えを感
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想文にまとめる活動などをとおして、子どもたちの

言語能力の向上を図ります。 

 

（１０）ＡＬＴの配置 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を市内中学校に配置し、ま

た、市内小学校、特別支援学校に派遣し、小中の

円滑な接続を意識した外国語教育を推進します。 

 外国語指導助手を授業の中で有効活用し、外国

語をとおして自らの考えや意見を述べる等、コミュ

ニケーション能力の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村雲小学校 外国語活動 

 

（１１）小学校外国語活動指導補助員派遣の実施 

地域人材を活用し、小学校外国語活動の充実を

図ります。 

 小学校外国語活動の実施において、小学校外

国語活動指導補助員として地域人材を活用し、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。 

 あわせて、中学校に向けた外国語学習の素地を

養います。 

 

（１２）教科指導におけるＩＣＴ活用の推進 

子どもたちに生きる力の要素としての「情報活用能

力」を育むとともに、「確かな学力」や学ぶ意欲の

向上を図ります。 

①教職員のＩＣＴ活用指導力を向上させ、児童生

徒がコンピュータや情報通信ネットワーク等の情報

手段を適切に活用できるようにします。 

②学校ＩＣＴサポーターを各学校に派遣し、研修や

教材作成等で活用することにより、教育の情報化

を図ります。 

③家庭や地域と連携を図りながら、情報モラル教

育を推進します。 

 

（１３）スクールブリッジ事業の推進   

学校間の連携により、学習意欲の向上を図るととも

に、豊かな人間関係を築く力を育みます。 

①小規模小学校間の交流（小小連携）による合同授

業や集団活動をとおして、様々な価値観にふれさ

せ、学習意欲を一層高めるとともに、より豊かな人間

関係を築く力を育みます。 

②連携校の教職員が合同で行う研修や交換授業等

をとおして、指導方法の工夫改善に取り組み、学習

指導の充実を図ります。 

 

（１４）教職員の資質と実践的指導力の向上 

教職員の資質や指導力の向上をめざした研修会

等を企画します。 

①様々な教育課題に適切に対応するため、教職員

の資質向上をめざした研修会を実施します。 

②校内での研修や先進校の公開授業等に積極的

に参加し、実践的な指導力を高めるよう努めます。 
【参照 ４】篠山市子どもの読書活動推進計画（平成 20 年 3

月）、読書活動実践事例集（平成 21 年 2 月篠山市教育委員

会） 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

篠山小学校 お城ガイド 
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（１）小中連携心のサポート事業の実施 

児童生徒の問題行動の未然防止や早期発見・早

期対応と中１ギャップ等の課題に向け、小中連携の

在り方について実践的な研究を行い、学校組織力

の強化及び保護者や地域、関係機関等との連携

強化を図ります。 

①教育課程（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

業研究を推進します。 

②問題行動・不登校・いじめ等の諸問題についての

情報の共有と組織的な対応を推進します。 

③オープンスクール等への相互参加及び児童生徒

の交流を推進します。 

④小中等合同保護者会や講演会の実施を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山東中学校 小中連携事業 

（小学校６年生による中学校体験での理科授業） 

 

（２）道徳教育の実践 

人づくりの基盤としての道徳性を養い、豊かな心を

育む道徳教育を進めます。 

①全体計画や年間指導計画を見直し、道徳の時

間の充実を図ります。 

②発達段階に応じ、各教科等との関連や地域や

家庭等の実態を考慮した指導を行い、道徳的実

践力を育成します。 
【参照 ５】 
 

 

 

 

 

 

（３）道徳教育推進教師を中心とした組織づくり 

道徳教育推進教師を中心とした体制を構築し、組

織的に道徳教育を推進します。 

道徳教育の推進を主に担当する教師（道徳教

育推進教師）を中心に、校長の方針の下で組織的

な体制づくりをし、学校全体で道徳教育の推進に

努めます。 

 

（４）学校における人権学習の充実 

学校の教育課程全体を通じて人権教育を推進し

ます。 

①全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ます。 

②人権学習を年間計画に位置付け、年間をとおし

て取り組みます。 
【参照 ６】 
 
（５）人権教育に係る研修の充実 

人権に係る研修を通じて、教職員の資質向上を図

ります。 

①教職員を対象に人権教育推進に係る研修会を

実施することで、教職員の資質向上を図ります。ま

た、学校間の連携についても研修します。 

②インターネット・携帯電話の正しい使い方等の情報

モラル教育をさらに進めるため、校内研修の充実を

図ります。 
【参照 ７】 
 

（６）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の“共有する道しるべ”に

示す「感謝の気持ちをもとう」の事業実践を進めま

す。 

子どもたちが感謝の気持ちを２００字作文に綴る

ことで、心からありがとうの感謝の気持ちを伝えよう

とする意識の醸成を図ります。 

 

（７）校内の生徒指導体制の充実 

校内組織体制を整備し、情報を共有した中で、課

題解決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 
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 生徒指導上の課題を共通認識した中で、いじめ

や暴力行為等の問題行動を未然に防いだり、事

案が発生した場合に即座に対応したりできるよう、

校内組織体制を強化します。 

 また、小学校から中学校への接続を円滑にする

ため、小・中学校間での情報の共有を図り、生徒

指導面での連携を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑小学校 １年生を迎える会 

 

（８）生徒指導研修会の充実 

生徒指導に関する現状を把握するとともに、早期

発見・早期解決をめざした研修会を実施します。 

 生徒指導に関する市内の現状を把握し、情報を

共有する中で、９年間を見据えた小・中学校間や

関係機関との連携を強化し、児童生徒の問題行動

の早期発見・早期解決に向けた取組を推進しま

す。【参照 ８】 

 

（９）不登校支援指導員の配置 

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。 

 不登校対策として、適応指導教室「ゆめハウス」と

学校に不登校支援指導員を配置し、学校復帰や

自己実現のための指導・支援を行います。 

 

（１０）スクールカウンセラーの配置 

子どもの悩み、心の中の課題を受け止め、子ども

たちや家庭を支える体制を充実します。 

 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、また一人一人の

成長・発達を支えるため、「心の専門家」であるスク

ールカウンセラーを配置または派遣し、児童生徒

や保護者、教職員との心の相談や発達相談・教育

相談を行います。 

（１１）人権作文に係る取組の充実 

人権意識が根付くよう、中学校では全生徒が人権

作文に取り組む指導を行います。 

①子どもたちの人権意識の一層の高揚をめざし

て、中学校では全生徒が人権作文に取り組む機

会を設定します。 

②人権について考え、考えたことを書いてまとめる

ことをとおして、子どもたちの人権意識を高めま

す。 

（１２）多文化共生教育の充実 

人権尊重を基盤に多文化共生社会の実現をめざ

す教育を推進します。 

 人権教育の年間指導計画の中に多文化共生分野

を位置付け、文化的・社会的に異なった背景をもつ

子どもたちが互いを認め合い共に生きようとする意欲

や態度を育みます。 

（１３）外国人児童生徒への支援 

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対して、

支援を行います。 

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し

て、子ども多文化共生サポーターや外国人児童生

徒指導補助員（篠山市フォリナーサポーター）を派

遣し、個々の子どもたちの実態に応じた総合的な

支援策を展開します。 

（１４）視察等の受入及び関わりの充実 

各種国際交流団体と連携を図り、視察受入等によ

る国際理解を進めます。 

 海外からの視察、交流団体を学校等へ受け入れ

ることにより、児童生徒の外国文化への理解を深

め、主体的に行動する態度や能力を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八上小学校 外国米を使っての調理実習（パエリア） 
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【参照 ５】心に響く道徳教育をめざして（平成16 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） 
【参照 ６】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（平成 16 年兵庫県教育委員会 
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） 
【参照 ７】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）
【参照 ８】教職員用いじめ早期発見・対応マニュアル（平成 19
年 2 月兵庫県教育委員会）、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） 

                          

 

 

（１）体力・運動能力調査の充実 

子どもの体力の状況を把握・分析し、学校におけ

る体育・健康に関する指導などの改善に役立てま

す。 

①体力・運動能力調査を実施して子どもの実態と傾

向を把握するとともに、「一日の運動時間が３０分以

上の児童生徒の割合」を高めることをめざし、体力づ

くりを計画的・継続的に実践する取組を推進します。 

②体育授業で「運動プログラム」等を活用した実践を

行い、体力・運動能力の向上を図ります。 

 

西紀北小 体育発表会 

 

（２）合同スポーツ大会事業の充実 

体育学習の成果を発揮するとともに、児童の交流

を深めます。 

小学校・特別支援学校の高学年を対象に、スポ

ーツを通じた交流を行い、体力向上への意欲と関

心を持たせます。 

 

（３）学校における食育の推進《再掲》 

家庭や地域と連携しながら、学校における教育活

動全体を通じた組織的・計画的・継続的な食育を

進めます。 

 

 

 

 

学校における食育推進体制を整え、栄養の専門家 

である栄養教諭を活用しながら、家庭や地域と連携し

た食育を進めます。特に、「朝から元気・朝食摂取率１

００％」の取組等により、保護者への一層の啓発を行

い、子どもたちの望ましい食習慣の形成を図ります。 

【参照 2】 

 

（３）薬物乱用防止教育の充実 

子どもたちが心身の発達について正しく理解し、

氾濫する情報に適切に対応できるようにします。 

①薬物乱用防止教室の実施等により、今日的課

題となっている薬物に対する正しい知識を深めさ

せます。 

②薬物乱用防止に関する教職員研修を実施しま

す。 

 

（４）篠山産コシヒカリを使用した学校給食の充実 

   学校給食における地元野菜活用の推進 

安全安心かつ新鮮な地元食材を学校給食に活用

することにより、地元の農業や食べ物への関心を

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みます。 

①学校給食の主食となる米飯や米粉パンには地

元で生産された安全安心な篠山産コシヒカリを

100%使用します。 

②地元食材の活用率向上に努め、子どもたちの地

元食材への関心を高めるとともに、野菜の残留農

薬検査を実施し、より安全で安心な学校給食を実

施します。 

③旬の野菜や、丹波篠山茶、丹波黒大豆、篠山

産山の芋、猪肉など篠山の特産品を使用すること

により、子どもたちが篠山の四季や郷土の良さを感

じる「ふるさと献立」の充実に努めます。 

 

２－４ 健全な心身の育成 
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（５）特色ある献立づくりの充実 

学校給食摂取基準と食品構成表に基づき、栄養

バランスのとれた特色ある献立内容の充実を図り

ます。 

①栄養バランスの取れた献立であることはもとより、子

どもたちが正しい食生活、よりよい食習慣を身につけ

るための生きた教材となるよう、幅広く食品を使用し、

多様な調理法を取り入れるなど、献立内容の充実を

図りながら、さらに子どもたちが「食」の大切さを感じる

献立づくりに努めます。 

 

 

 

（１）「篠山市特別支援教育推進基本計画」に基づ

く取組の推進 

②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」、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」等の献立を計画的に取

り入れ、「食」に関する意識・知識の向上を図ります。 

【参照 ９】 

 
【参照 ９】学校給食法第８条 
 
 
 
 
 
 

平成20年8月に策定した「篠山市特別支援教育推

進基本計画」に基づく取組を推進します。 

①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とおし

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に向けて一人一人の

成長・発達を大切にする特別支援教育を推進しま

す。 

②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て、特

別支援教育を推進します。 
【参照 10】 
 
（２）校園内体制の整備 

各学校園における特別支援教育コーディネーター

を中心とした支援体制、関係機関との連携体制を

整備します。 

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。 

②幼児、児童、生徒一人一人の障がいの状態や

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。【参照 11】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山養護学校 国際理解教育 

 

（３）特別支援学校の充実 

①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、

市内の各保育園、幼稚園、学校及び関係諸機関

と支援が必要な子どもの自立について連携を強化

します。 

②充実した施設を活用して、子どもたちの進路

や就労に対する支援体制を強化します。 

【参照 12】 

 
（４）サポートファイルを活用した関係機関との連
携強化 

一人一人の教育的ニーズに応じた「個別の教育支

援計画」を策定し、各関係機関との連携を密接に

行い、一貫した支援を行います。 

 

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、市内各学校園及び関係機関と連携

し更なる充実を図ります。 

 ２－５ 特別支援教育の推進 
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①一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）を保護者とともに作成

し、関係機関との連携・協力を密接に行い、一貫し

た支援を実施します。 

②就学前から就学後等において、支援に関わる引

継が効果的に行われるよう体制づくりを進めます。 
【参照 13】 
 

（５）ささやまキッズ発達支援チームの設置 

臨床心理士等により支援チームを結成し、各学校

への巡回相談等を行います。 

①臨床心理士や特別支援学校教育相談コーディ

ネーター、学校生活支援教員等による「ささやまキ

ッズ発達支援チーム」を設置します。 

②小・中学校等の要請に応じ、各学校を訪問し、

支援を必要としている児童生徒の状況を把握する

とともに、具体的な指導支援方法について、各学

校教職員に対し、助言を行います。 
【参照 10】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） 
【参照 11】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」（平成 20 年 3 月篠山市教育委員会）、リーフレット

「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

月篠山市）、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（平成 20 年 4 月通知）、リーフレット「篠山の特

別支援教育」（平成 23 年 3 月篠山市教育委員会） 
【参照12】特別支援学校学習指導要領（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（平成 19 年 4 月通

知） 
【参照 13】「サポートファイル」の策定及び活用について（平成

21 年 2 月依頼）、「サポートファイル（改訂版）」の活用について

（平成 23 年 11 月通知） 

 
 

 

 

 

（１）環境体験事業の充実・拡充 

命の大切さや命のつながりを学ぶことを視点とし、

篠山市のすばらしい自然環境を生かした豊かな体

験型環境学習を行います。 

①小学３年生を対象に「環境体験事業」として校区

内のフィールドにて自然観察や飼育、栽培等の体

験活動を行います。 

②全ての学年にわたり各教科や道徳、特別活動

等における取組を進めます。 

③環境・里山文化の発信の先進校である兵庫県

立篠山産業高等学校丹南校等との連携を図りま

す。 
【参照 14】 
 

 

 

 

 

 

 

（２）自然学校推進事業の充実 

豊かな自然の中で、人・自然・地域社会とのふれあ

いをとおして子どもたちに「生きる力」を育みます。 

①小学５年生を対象に、但馬地方の海岸を拠点に

して、スノーケルや水産加工品づくり等の体験活

動を実施します。 

②豊かな体験活動を通じて子どもの社会性や人

間性を育みます。 

【参照 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城南小学校 自然学校 

 

（３）社会科副読本の編集 

地域学習教材・資料として、小学校３、４年生の社

会科学習の充実に資するため副読本を作成しま

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 

福住小学校 稲刈り 
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 現在使用している社会科副読本を改訂するた

め、編集委員会を設置し、改訂の方針や理念等を

定めます。また、方針に基づき、情報や資料の収

集を行い、原稿作成を進めます。 

（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。 

①中学 1 年生を対象に、本格的なオーケストラの

演奏に親しむ機会を設けます。 

②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とおして「生きる力」を身に

つけます。 

 中学２年生が地域や自然の中で主体的に活動・

体験し、豊かな人間性や社会性を育むことをめざ

したトライやる・ウィークを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今田中学校 トライやる・ウィーク 

（６）「トライやる」アクションの充実 

「トライやる・ウィーク」で培われた地域の教育力を

活用し、地域で様々な体験活動を行うことにより、

地域の良さやふるさとの恵みにふれます。 

 土・日曜日や長期休業日等を利用して、地域行

事の一部や新たな行事を中学生が企画し、主体

的に運営する等の実践的な取組として、「トライや

る」アクションを実施します。 

(７)学校における食農教育の推進 

食育に「農」の観点を取り入れ、「農都篠山」で育

つ子どもたちが食べ物の大切さ、農業の重要性等

について体得する教育を展開します。 

①各学年において農業体験活動を進め、子どもた

ちが食と農を一体的に理解できる指導を行いま

す。 

②農家や兵庫県立篠山東雲高等学校等と食と農

を通じた連携を図り、篠山の四季を感じることので

きる教育を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西紀小学校 サツマイモ苗植え 

 

(８)中学校における文化部活動の充実 

文化部活動をとおして、伝統・文化に対する関心・

理解を深めます。 

 演奏会の実施、文化祭への出品等をとおして伝

統・文化に対する関心や理解を深めるとともに、継

承・発展につなげます。また、我がまち篠山に残る

伝統・文化についての理解を深め、次世代につな

げる取組を進めます。 

 

(９)学校評議員制度の充実 

保護者や地域住民から意見を聞き、特色ある学校

づくりや開かれた学校づくり、信頼される学校づく

りを推進します。 

 校長・園長は、学校評議員から特色ある学校園

づくりや家庭・地域社会との連携等について意見

を聴取し、学校経営に生かします。 

 

(１０)オープンスクールの充実 

学校での教育活動を保護者や地域住民に公開し、

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

地域住民に公開し、学校の説明責任を果たしま

す。また、地域住民にとって学校運営への参画と

協働の機会とします。 
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②小・中学校間でオープンスクールへの教職員の

相互参加や児童生徒の交流を推進し、連携を深

めます。 

【参照 14】兵庫県環境学習環境教育基本方針（平成 18 年 3 月

兵庫県）、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） 
【参照 15】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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大芋小学校 老人会の方との昔遊び 

 

（１）読書環境の整備《再掲》 

また、会議や研修の精選、校務の情報化に努

め、子どもたちと向き合う時間の確保を図りま

す。 

（４）放課後児童健全育成事業の充実 

①読書センター及び学習情報センターとして学校

図書館を位置付け、蔵書冊数、蔵書内容の充実を 

図ります。 

②学校図書館支援員を配置し、学校の読書活動

を支援するとともに、学校と中央図書館との連携を

深め、団体貸出・配送の活用、図書館の見学等を

通して、各学校における図書館教育の充実を図り

ます。 

（２）篠山市学校保健会の開催 

新型インフルエンザをはじめ現代病への対応研

究を進めます。 

（３）教職員のメンタルヘルス 

様々な教育課題への対応が求められる中、スト

レス等により心身に変調を来す教職員がいる状況

を踏まえ、教職員の相互支援体制や心身ともに健

康で能力を発揮できる環境づくりを進めるための

研修を実施します。 

 

 

①小学校の授業終了後に保護者等の就労等によ

り保育を受けることができない児童に対して、安心

できる生活の場を提供します。 

②指導員の指導力向上を図る研修会等を実施す

るとともに、民設民営の放課後児童クラブに対する

側面的支援を行います。 

（５）遠距離通学者への援助 

遠距離通学者の通学に係る費用を補助します。 

 

（６）ふるさと創生奨学金（貸与制度）の充実 

①経済的理由により修学困難な高校生等に対して 

奨学金を貸与します。 

②多くの高校生等が活用できるよう、制度の改善と 

啓発に取り組みます。 

③返済金の円滑な納入の推進に努めます。 

 

  

読書センター及び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。また、中央図書館との

連携を図り、読書活動の充実に努めます。 

遠距離通学の保護者への経済的負担の軽減及び

安全な通学が確保できるよう取り組みます。 安全安心で健康的な学校生活をめざします。 

 

教職員のメンタルヘルス対策を推進し、精神疾患

の未然防止や支援体制を強化します。 

放課後の児童の健全育成を図るため、生活の場を

提供し、仲間づくりや生活指導を行います。 

 

基金の円滑な運用のため、奨学金制度の改善と

啓発活動並びに返済金の回収に努めます。 

２－７ 子どもを支える教育環境の充実 
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ライフステージ３  さらなる生きがいづくりに向けて 

 

☆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。 

 

 

 

  

（１）篠山市歴史文化基本構想の推進 

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

づくりを推進します。 

①「歴史文化まちづくり資産」の調査と研究を行い

ます。 

②文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事

業と連携し、「歴史文化まちづくり資産」の一体的

な保存・活用を図ります。 

（２）史跡篠山城跡及び八上城跡の整備 

国指定史跡である篠山城跡及び八上城跡の適

切な保護・管理及び活用を行います。 

①篠山城跡について、史跡整備として、内掘石垣

の復元整備を計画的に実施します。 

②篠山城跡の良質な環境と景観の維持及び向上

を図るため、定期的な堀のゴミ回収等に努めます。 

③八上城においては、案内標識の整備を行いま

す。 

【参照１6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国指定史跡 篠山城跡内堀整備 

（３）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

物等の保存修理を推進します。 

①保存地区におけるまちづくりを地域住民と連携

しながら進めます。 

②伝統的建造物等６件の保存修理を行います。 
【参照１7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

河原町の町並み 

３－１ 歴史文化遺産を活かしたまちづくり 
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（４）福住地区における町並みの保存と活用 

①重要伝統的建造物群保存地区制度の内容につ

いて、住民の理解が深まるよう取り組みます。 

②地域住民の合意形成を図るとともに制度を導入

するための条件整備を行います。 

（５）篠山春日能の充実 

第３９回篠山春日能を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山春日能 

 

 

 

（１）自主運営に向けた社会教育関係団体への支

援      

社会教育関係団体の活動を次世代に継承するた

め、人材や組織を育成し、団体の自立を促します。 

各社会教育関係団体の運営にかかる業務内容

等を明確化し、自主的な運営に向けて指導を行い

ます。 

（６）脊椎動物化石の保護と活用 

①篠山層群及び脊椎動物化石の調査と研究を行い

ます。 

②化石石割発掘等の市民ボランティアの育成を推進

します。 
 

【参照16】文化財保護法（昭和25年）、史跡篠山城跡整備基本

構想（平成 11 年 3 月）、史跡八上城跡保存管理計画（平成 18

年 3 月） 
【参照 17】篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 15

年 7 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

修を行います。 

（３）学習情報の提供と相談業務の充実 

①より多くの市民の方に参加いただくため、講座の

募集チラシを作成し、あらゆる窓口に配布します。 

                            ②ホームページや四季の森通信を通じて公民館 

事業や各種関係団体活動の周知を図ります。 

（２）公民館活動と機能の充実 

公民館において市民のニーズにあった魅力ある事

業を展開し、利用しやすい施設運営をめざします。 

①市民ニーズを把握するため、事業参加者や公

民館利用者にアンケートを実施します。 

②施設の利便性を考慮し、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 

 

（４）篠山市高齢者大学の充実 

「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１０学園を開設し、合同開校式や各学園年

間８回の教養講座と趣味講座、研修旅行、合同発

福住地区の町並みを保存するため、地域住民と

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。 

日本を代表する伝統芸能である能楽の振興と国

指定重要文化財「春日神社能舞台」の啓発と活

用を図ります。 

篠山市脊椎動物化石保護・活用計画に基づき、篠

山層群及び脊椎動物化石を篠山市の魅力ある貴重

な資源として位置づけ、保護と活用を推進します。 

 

学習機会の充実を図るため、公民館事業や各種

団体の情報提供を行い、相談にも対応します。 

 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
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表会を行い、知識の習得と芸術文化活動への参

加を支援します。 

②合同学習発表会やグラウンドゴルフ大会を実施

し、各学園の趣味講座受講生の交流と発表の場を

提供します。 

③各学園において受講生の中から選出された運

営委員が、高齢者のニーズに合った学園づくりを

行います。 

高齢者大学 たき学園 

 

（５）ささやま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、講演内容等の企画・立

案をし、また、学習の支援も行います。 

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。 

ささやま市民文化講座 現地学習(津山市) 

 

 

（６）丹波ささやまおもしろゼミナールの充実 

篠山の歴史・文化・自然にふれることにより、新た

な篠山の魅力を再発見し、郷土愛を育みます。 

①市民から公募した「おもしろゼミサポーター」７人

とともに市民のニーズに応えた現地学習７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、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。 

 

（７）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年８回の講座の中で、古文書の解読をとおして

地域の歴史に興味と関心をもち、郷土への愛着を

深めます。 

②講座の資料や内容の充実を図り、受講生の学

習意欲の向上に努めます。 

 

 

（８）郷土味学講座の開催 

地元の特産品や旬の食材を生かした新しい郷土

料理を発信するとともに、郷土の伝承料理の普及

に努めます。 

「たんばの春夏秋冬 おいしくからだにやさしく」

をテーマに、地元の特産品や旬の食材を活用し、

年間６回の講座を開催します。その中の１回は研

修旅行を実施します。 

 

（９）かぞく de おいしんぼクッキングの開催 

食をとおして家族がふれあう機会を増やし、地元

食材や郷土料理への興味や関心を高めることに

努めます。 

子どもたちの夏休みや春休みを活用して、親子

など家族で料理をする講座を開催します。 

 

（１０）まなびすとバンク事業の充実 

生涯学習の機会の充実と、学習の成果を適切に

発揮できる事業の促進を図ります。 

①学校や各種団体・サークル等が主体的に行う学

習活動に際し、登録講師の紹介を行います。 

②登録講師が学習の成果を地域での活動に生か
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す機会の充実を図ります。 

③事業を市民に広く周知し、利用者数の増加と事

業の有効活用を促進します。 

 

（１１）スポーツ活動の充実と推進 

市民だれもがスポーツを楽しむことができる体制や

環境を整備します。 

①スポーツを通じた健康づくりとだれもが取り組め

るスポーツの普及・啓発を行うため、スポーツ推進

委員会による活動を促進します。 

②市民にスポーツ活動機会を提供するため、体育

協会、スポーツクラブ２１及び各種スポーツ団体へ

の支援を行います。 

③昨年度開催した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、継続して取り組みます。 

 

（１２）篠山ABCマラソンの充実と市民参画 

マラソンをとおして健康で活力あるまちづくりを推

進します。 

①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とおして、活力あるまちづく

りを進めます。 

②安全安心で魅力ある大会となるよう、関係機関と

の連携を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山ＡＢＣマラソン 

 

 

 

 

 

 

（１３）にしきふるさとまつりの開催 

郷土愛を育むことを目的として地域住民や帰省者

が一同に集うことができる「出会いとふれあいの場」

を提供します。 

①地域主導による実行委員会を組織し、委員会を

年３回開催します。 

③地域住民の参加型事業を展開します。 

 

（１４）丹波たんなん味覚まつりの開催 

秋の味覚を通じて都市住民との交流を深めるとと

もに、地域住民が一同に集うことができる「出会い

とふれあいの場」を提供します。 

①特産品の販売等を通じて篠山の秋の味覚を PR

します。 

②地域間交流につながる事業を展開します。 

③地域が主体となった実行委員会を組織し、運営

します。 

 

（１５）西紀運動公園施設の充実 

西紀運動公園を活用し、市民の健康増進を図りま

す。 

①指定管理による施設の管理運営を行います。 

②施設の利用増進を図るため、積極的な広報活

動を展開します。 

③市内の小中学生を対象とした水泳教室を開催

し、トップアスリートを講師として招くなど、子どもた

ちの水泳技術の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        篠山市立西紀運動公園 
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（１）文化・芸術活動の支援と推進 

文化・芸術を身近に感じる環境づくりに努めなが

ら、市民により守り育てていく文化・芸術を支援し

ます。 

①市民が活発に文化・芸術活動を行うための場の

提供を行います。 

②市民が気軽に文化・芸術活動に触れられる情報

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の提供を行い

ます。 

（２）篠山市立文化施設４館運営の充実 

文化施設４館（篠山城大書院、歴史美術館、武

家屋敷安間家史料館、青山歴史村）において、

篠山の歴史文化について発信を継続して行い

ます。 

①文化施設４館において、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、特別展及び企画展

を実施します。 

③篠山歴史美術館や青山歴史村に収蔵されてい

る資料の適切な管理と活用を行うため、専門の学

芸員と市民学芸アドバイザーを配置します。 

（３）篠山市展の開催 

優れた芸術・文化にふれたり、芸術・文化活動に

参加できたりする機会の充実を図ります。 

①市民の芸術・文化に対する造詣を深めるととも

に、芸術・文化による市内外の人々の交流や情報

交換の場を提供します。 

②優秀作品の選定、展示により創作活動の奨励と

芸術文化の活動の活性化や資質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）たんば田園交響ホール、四季の森ホールを 

  活用した文化芸術活動の振興 

基本理念｢市民協働による文化芸術の向上と夢

ある文化事業の創造｣のもと、「感動」「創造」「交

流」の３つを柱として、文化芸術活動を支援し、

文化力の向上を促進していきます。 

①文化芸術の鑑賞や発表の場として、市民みんな

が“感動”できる拠点にします。 

②市民の参画と協働で、個性ある文化を“創造”で

きる拠点にします。 

③文化芸術を通じて、人と人とが集い“交流”でき

る拠点にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

たんば田園交響ホール 

（５）たんば田園交響ホール主催事業の充実 

市民が鑑賞したいと希望する公演と、質の高い

舞台芸術のバランスを考慮しながら公演事業を

実施します。 

①大人も子どもも楽しめる魅力ある公演を実施し、

心豊かな生活を支援します。 

【平成２４年度自主事業】 
 ・桂 文珍 独演会 
 ・ズーラシアンブラス 
 ・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｣ 
 ・古澤 巌コンサート 
 ・第３回丹波篠山 S-1 グランプリ 
 ・たんば田園交響ホール名画劇場 
 ・ニューミュージックコンサート 
②市民とともに事業を企画し、共同で芸術文化の

発展に努めます。 
 ・風と森のコンサート 
 ・ポピュラーミュージックフェスティバル 
③公演毎にアンケートを実施し、今後の事業の展

開に役立てます。 
 

３－３ 文化・芸術による生きがいづくりの創造 

篠山市展の様子 
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（６）たんば田園交響ホール主催事業の 
  インターネット予約の実施 

インターネットによる座席の空き状況確認と予約の

利用がさらに向上するよう努めます。 

 ホームページでの座席閲覧と E-Mail による座席

予約を活用し、営業時間外でも利用していただけ

る形態を進めます。 

(７)たんば田園交響ホールの市民ニーズに即した 

 利活用の充実 

文化芸術の創造に意欲をもつ市民の力を積極的

に取り入れ、利用者が使いやすいよう支援します。 

①市民の文化芸術活動の発表の場として、設備を

十分に活用できる環境づくりに努めます。 

②ホールの活動や行事が多くの人に伝わるよう、

催し案内・広報・ホームページ等で公開します。 

③楽屋単独貸し、ピアノ時間貸し等ニーズに即し

た利用形態を考慮し、利用率を向上させます。 

（８）たんば田園交響ホールにおけるボランティア 

  スタッフの育成と連携の強化 

利用者が満足する舞台の創作に市民自ら関わり、高

度な技術・経験・知識を養い、発揮していきます。 

①利用者に心から感謝される技術、サービスを提

供します。 

②地域おこしを文化面から盛り上げていきます。 

③定期的に研修会を開催し、技術向上に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（１）ひょうご放課後プランの充実 

地域住民が子どもたちの健全育成活動を積極的

に支援し、参画する取組を推進します。 

①放課後に小学校の施設等を活用し、地域住民

の参画を得て、遊びやスポーツをとおして地域で

子どもを育みます。 

②異年齢の児童や地域住民等との交流活動をと

おして、人間性や社会性を育みます。 

 

（２）子どもの居場所づくり推進事業 

「通学合宿」の充実 

地域住民が参加することにより、地域の教育力の

向上をめざします。 

①通学合宿による地域の小学生から高校生の交

流を通して、地域住民の一層の参加を促します。 

②地域の各団体が連携して、もらい風呂や交流活

動を取り入れるなど、地域の教育力を生かした運

営を進めます。 

③地域住民との交流をとおして、コミュニケーション

能力の向上や豊かな人間関係の醸成を図ります。 
 

（３）子どもの居場所づくり推進事業 

  「トライしようＤＡＹ」の充実 

地域住民が関わり、様々な体験活動等を実施する

ことにより、地域の教育力の向上をめざします。 

各地域で実施される行事や奉仕活動等に小学

生が主体的に参加し、自ら学ぶ心、生命を大切に

する心、故郷を想う心等を感じることにより、豊かな

人間性や社会性を育みます。 

 

（４）青少年育成センターの充実 

青少年に関する教育相談を解決に導くとともに、

相談者に対して学習機会等の情報を提供します。 

①子ども、親、教育関係者等の相談業務を行うとと

もに、相談者が利用しやすい体制づくりに努めま

す。 

②青少年健全育成推進連絡協議会の活動を支援

するとともに、フォーラムや啓発活動など青少年健

 ３－４ 地域ぐるみで取り組む青少年健全育成の推進 

ボランティアスタッフ 
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全育成の推進を図ります。 

 

（５）青少年健全育成団体との連携強化 

関係団体と連携して、青少年を取り巻く環境を整

備し、青少年の健全な育成を図ります。 

①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のより主体的な運営の推

進を図ります。 

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。 

 

（６）青少年創造力・行動力開発プログラム事業 

青少年が自ら考え行動する習慣を身につけ、人生

を自身の力で切り拓く力を育みます。 

①青少年自らが体験したい活動を自ら企画する中

で、行動力や企画力、コミュニケーション能力を育

成します。 

②企画されたものを公民館事業として位置づけ、

企画者が中心となって実施・運営する中で、リーダ

ーシップの育成を図ります。 

 

（７）ちびっ子伝統産業体験交流事業 

伝統工芸「丹波焼」を通じて歴史や伝統に触れ、

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地域学習の一環として伝統産業を体験すること

により、郷土における歴史文化の理解と愛着を育

みます。 

 

（８）ＰＴＣＡフォーラムの充実 

学校、家庭、地域が一体となり、子どもたちの健全

育成を共に考える機会を提供します。 

 ＰＴＡと地域の人々が子どもを見守り育てることを

共に考えるフォーラムを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＣＡフォーラム 

 

（９）家庭教育支援事業の実施 

子育て中の親や親子を対象とした講座を実施しま

す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

（１）中央図書館運営 

今年度策定する「図書館ビジョン」に基づき、あら

ゆる世代に応じた図書館事業を展開し、子どもの

読書活動を推進します。 
①今年度策定する「図書館ビジョン」に基づき、篠山

ならではの図書館運営を行います。 

②企画展や講演会を開催し、市民へ学習機会の提

供と文化意識の高揚に努めます。 

③夏休み 1日図書館員の体験募集や親子で楽しむ 

 

 

 

催し等を行います。 

④乳児と保護者に対する「ブックスタート」や幼児

への「おはなし会」を開催します。 

 

（２）図書館資料の収集及び提供 

生涯学習に活用される多様な蔵書の整備と充実

を行います。 
①子どもの読書を推進するため、児童書の整備に

努めます。 

親が自信と自覚をもって子育てに取り組めるよう、

子育てに関する学習機会の充実を図ります。 

 ３－５ みんなで本に親しめる知的空間の創造 
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②郷土資料や篠山に関する本、行政資料を積極

的に収集します。 

③農業（特産）や太古の生きもの等、篠山をイメージ

する特色ある資料を収集します。 

④デイジー図書など障害者サービスの充実と外国人

に対する蔵書の充実を図ります。【参照 18】 

 

（３）中央図書館レファレンスサービスの充実 

利用者の要望に応じ、必要とされる情報や資料の

提供を行います。 

①幅広い調査相談業務に対応できるよう職員の資

質向上に努めます。 

②調査相談窓口のＰＲにより利用の促進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央図書館館内の様子 
 

（４）市民センター図書コーナーと配本所の運営の充

実 

市民センター図書コーナーと配本所の継続的な

運営を行います。 
①市民ボランティアの協力を得て、市民センター

図書コーナーを運営します。 

②図書館と市内の配本所とのネットワークにより、

図書館の利便性の向上をめざします。 

 

（５）中央図書館と学校等との連携強化 

図書館と学校等との連携を強化し、学校での読書

活動や学校図書館の支援を行います。 
①中央図書館から学校・幼稚園・保育園への図書の

団体貸出を促進します。 

②学校図書館支援員との連携を密にし、学校図書館

の支援を行います。 

③本への関心を高めるため学校等へ出向き「ブックト

ーク」を行います。 

④学校からの図書館見学を受入れ、図書館に対する

理解を深めます。 

⑤トライやる・ウィークやインターンシップによる職

場体験を積極的に受入れます。【参照 19】 

 

（６）郷土資料等の電子書籍化と修理・保存 

郷土資料等を電子書籍化し、ＰＣ端末による閲覧

を進めます。 
①スキャナー等により郷土資料等の電子書籍化を

行います。 

②電子書籍化にあたってはＰＣ端末による閲覧が可

能なシステムを構築します。 

③次代につなげる貴重な財産として、郷土資料や 

行政資料等の修理・保存を計画的に行います。 

 

（７）図書館ビジョンの策定 

図書館利用者の満足度や欲求などを反映させな

がら、図書館運営の指針となる「篠山市立図書館

ビジョン」を策定します。 
①篠山市の図書館サービスの現状を踏まえた身

の丈サイズの指針を策定します。 

②「人と本・知識・情報を結びつける知的空間の創

造」をビジョンの基本理念とします。 

③実践目標を明確にしたアクションプランに基づき計

画的な取組を進めます。 

 

（８）開館１０周年記念事業の実施 

平成２４年で開館１０年目を迎えることから、１０年

の歩みを振り返りながら、未来につながる事業を展

開します。 
①篠山がめざすべき方向の一つである「農都篠

山」をテーマにした特別企画展を開催します。 

②１０年の歩みを振り返る「図書館回顧展」を開催しま

す。 
【参照 18】篠山市図書館建設基本計画（平成 12 年 3 月） 
【参照 19】篠山市子どもの読書活動推進計画（平成20年 3月） 
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（１）視聴覚ライブラリー事業の充実 

視聴覚機材を有効活用した資料の整備を行うとと

もに、視聴覚教育に関する専門的な知識と技術力

で市民の要求に対応します。 

①視聴覚機材を有効活用し、資料の充実を図りま

す。 

②専門的な知識と技術を養い、市民の要求に適切に

対応します。 

③収録した録音・録画データはデジタルデータとし

て整理し、いつでも取り出せるように管理します。 

④資料の広報等を行うことにより、利用促進の啓発

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴覚ライブラリー施設（中央図書館館内） 

 

（２）地域映像配信事業の推進 

地域の出来事やニュース、ドキュメンタリーなどを

収集・配信します。 

①ハイビジョン撮影による地域映像素材の充実を

図ります。 

②インターネットを利用した新しい配信システムのデ

ータを整理します。 

③図書館貸出用の DVD・ﾌﾞﾙｰﾚｲの作成を行いま

す。 

④ライブ放送の在り方について協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報化推進事業の推進 

情報通信に関する市民の相談窓口として、指導ボ

ランティアの協力を得て、円滑な運営を進めます。 

①サービスの向上や課題を解決するため、定期的

に調整会議（月 1回）を開催します。 

②指導ボランティア主催の講習会を実施します。 

③利用者が増加するための啓発活動を展開しま

す。 

 

（４）全国ビデオコンクール事業の充実 

「生きる」をテーマにした作品を全国から募集し、

映像による人づくり、まちづくりを進めるとともに全

国への発信力を高めます。 

①地域や学校との連携を図り、ビデオコンクールを

通じて市全体の制作力を高めます。 

②応募作品を質的に高めるともに、応募本数を増

やすための啓発方法を検討します。 

③決勝大会に集客を高める取組を進めます。 

３－６ 楽しく学べる情報教育等の推進 
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◇教育委員会事務局◇ 

事務局各課  係(室)名 郵便番号 住所 電話 ＦＡＸ 

教育総務課 669-2397 北新町41       552-5709 552-8015 
学事係 学事課 

学校管理係 

669-2397 北新町41 552-5714 552-5764 

幼児教育係 こども未来課 

子育て支援係 

669-2397 北新町41 552-1115 552-5764 

指導係   学校教育課         

     教職員係   

669-2397 
      

北新町41        
          

552-5653 552-8015 

   適応指導教室ゆめハウス 669-2734 宮田240  590-8111 590-8111 

生涯学習係 
社会体育係 

社会教育・文化財課 

文化財・太古の生きもの係 

669-2397 北新町41 552-5769 
 

552-5792 

552-8015 

 青少年育成センター 669-2734 宮田240     593-1445 593-1445 

 

◇社会教育施設◇ 

施設名 郵便番号 住所 電話 ＦＡＸ 
中央図書館 

視聴覚ライブラリー 

669-2206 西吹88-1 590-1301 594-5450 

市民センター図書コーナー 669-2321 黒岡191 552-0394 552-4680 

西紀運動公園(指定管理) 669-2721 西谷602 590-8118 590-8119 
篠山総合スポーツセンター 669-2341 郡家451-4 552-8681 552-2196 

中央公民館城東分館            669-2441 日置385-1     556-3171 556-3914 
Ｂ＆Ｇ 海洋センター（体育館） 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 城東分館までお問い合わせ下さい 

西紀体育館                      669-2734 宮田110-1     中央公民館までお問い合わせ下さい 
中央公民館（四季の森生涯学習センター内） 669-2205 網掛429       594-1180 594-1174 

川代体育館                      669-2823 大山下347     596-0711 596-0711 
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 川代体育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 今田支所597-3111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 同 上 

今田グラウンド                    669-2153 今田町今田新田14-1 同 上 
今田テニスコート                   669-2153 今田町今田新田14-1 同 上 

篠山城大書院(指定管理)                  669-2332 北新町2-3     552-4500 552-5110 
篠山歴史美術館(指定管理)                669-2322 呉服町53      552-0601 552-6618 

安間家史料館(指定管理)                  669-2334 西新町95      552-6933 552-6933 
青山歴史村(指定管理)                    669-2332 北新町48      552-0056 552-0056 

篠山東部学校給食センター            669-2441 日置121       556-2901 556-2815 
篠山西部学校給食センター            669-2727 高屋333  593-1751 593-1752 

たんば田園交響ホール            669-2332 北新町41      552-3600 552-3646 
さぎそうホール            669-2153 今田町今田新田14-1 交響ホールまでお問い合わせ下さい 
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◇幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

 

幼稚園 〒 住所 電話 ＦＡＸ 

篠山幼稚園                   669-2332 北新町5            552-2437 552-8988 

八上幼稚園                   669-2437 糯ケ坪89           552-6236 552-6236 

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

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

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

たき幼稚園                   669-2513 福住342            557-0112 557-0116 

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

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

大山幼稚園                   669-2827 大山新99           596-0099 596-0150 

味間幼稚園（すみよし園）          669-2214 味間新64-1         594-2259 594-3772 

味間幼稚園（おとわ園） 669-2214 味間新315 594-0026 594-0026 

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

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

今田幼稚園                   669-2151 今田町今田1-3      597-2303 597-2303 

 

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 

城東小学校                   669-2441 日置162          556-2034 555-2014 

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 

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

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

西紀中学校                   669-2734 宮田175            593-0032 593-0041 

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

今田中学校  669-2153 今田町今田新田11   597-3160 597-2376 
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特別支援学校 〒 住所 電話 ＦＡＸ 

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

 

◇保育所、認定こども園、預かり保育施設、児童クラブ◇ 

 

保育所 〒 住所 電話 ＦＡＸ 

たかしろ保育園 669-2437 糯ヶ坪甲108-1 552-2402 552-2402 

城東保育園 669-2441 日置445-1 556-2300 556-2300 

にしき保育園 669-2716 乗竹729-1 593-0144 593-0144 

味間保育園 669-2214 味間新315 594-0181 594-0181 

今田保育園 669-2133 今田町下小野原72-1 597-2200 597-2200 

 

認定こども園 構成機関 電話 ＦＡＸ 

味間幼稚園（すみよし園）   594-2259 594-3772 

味間幼稚園（おとわ園） 594-0026 594-0026 

味間認定こども園 

           

味間保育園   594-0181 594-0181 

 

預かり保育施設 〒 住所 電話 ＦＡＸ 

しろたきクラブ 669-2441 日置445-1（城東保育園内） 090-2018-6405  

くすのきクラブ           669-2461 小枕93 594-0201 594-0201 

なつぐりっ子はうす 669-2716 乗竹729-1（にしき保育園内） 090-6328-7556  

きたっこはうす 669-2702 本郷159（しゃくなげ会館内） 090-6328-7506  

うりぼ－はうす 669-2133 今田町下小野原字北山72-1   

 (今田保育園内) 

090-8448-4849  

 

児童クラブ 〒 住所 電話 ＦＡＸ 

篠山児童クラブ 669-2332 北新町5（篠山小学校内） 552-7789  

富山児童クラブ 669-2345 東岡屋703（富山会館） 552-1109  

篠山東児童クラブ 669-2441 日置198-3（JA日置支店跡地） 556-4566  

西紀児童クラブ 669-2715 打坂359（JA北河内支店跡地） 593-0395  

味間児童クラブ 669-2214 味間新97-3（味間小学校内）  090-1952-6125  

今田児童クラブ 669-2151 今田町今田85-3（JA今田支店跡地） 597-2526  

城南児童クラブ 669-2461 小枕130（コミュニティセンター城

南会館内） 

506-0955  
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  平成２４年度 
                                                

           

 

発 行  篠山市教育委員会 
                                           （平成２４年４月） 

 

篠山の教育 


