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◇ ◇ ◇ は じ め に ◇ ◇ ◇

江戸時代にあって、篠山藩校「振徳堂」の教育方針(1767年)は非常に民主的・開明的で
しんとくどう

あったことが、学規(生徒心得)から知ることができます。
が つ き

学規の要点を箇条書きにすると次のようになります。

(1) 学を習う者は、態度端正にして静 粛 、遜 譲であれ。
たんせい せいしゅく そんじょう

(2) 学びは、地位、身分に関係なく平等である。

(3) 学習を受けるときは、地位や身分に気を遣うことなく、入室してきた者から座れば
つか

よい。

(4) 問は大いにしてよい。もしわからない場合は、師に質せばよい。
ただ

(5) 入学は、広く庶民、僧侶、神主、祈祷士、他の藩の者でも希望する者は許可する。
き と う し

(6) 学生はその能力が多様である。個性、能力を的確に把握して書き記せ。

・頭脳明晰な者 ・判断力に秀でた者 ・文才、詩才、よく文を書き、詩を詠ずる者
めいせき えい

・才能は平凡であっても、真面目で、刻苦勉励している者
こつくべんれい

・中には師に従わず、進歩しない者 等

一方、入学は開放的で誰でも入学してよいとしながらも、玄関前には、教育の場に邪気
じゃ き

が入り込むようなことがあっては、安心して学ぶことができないとして「石敢當」が立て
せきかんとう

られ、教育を守ろうとしました。

このように、先人たちは、篠山の未来そのものである子どもたちのために教育をすすめ、

我が篠山は内外から高く評価される町として今日の発展に至りました。いま、私たちは先

人からのバトンを手にし、次代を担う子どもたちに希望のバトンを手渡すことが大きな役

割であり使命でもあります。この篠山を子どもたちに「夢」と「志」を持たせる町とした

いと考えます。

そのため、学校・家庭・地域が連携・協力して、社会総がかりで子どもを育てる体制を構

築し、子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくりを目指します。

人は、誰もが「夢」を抱き、「志」を掲げ、自分の人生を歩んでいきます。道のりは、

決して平坦ではありませんが、自らを叱咤し、仲間を思いやり、社会の中で助け合い、「夢」

や「志」の実現に一歩一歩近づいていきます。

「随所に 主 となる、 所 に 随 って生きる」＜臨済録＞.
ずいしよ あるじ ところ したが

山に生まれた人は、山のよさに随って生きる、海に生まれた人は、海のよさに随って生

きる。篠山の人は、篠山のよさに随って生きていく。このような学びの機会を充実し、誰

もが学習の喜びを実感できるまちづくりを進め、篠山の時代を築いていきます。

篠山市教育委員会

教育長 前川 修哉
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◇ ◇ ◇教育理念◇ ◇ ◇

『一人一人が光り輝き、生きがいをめざす』

～子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくり～

～学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり～

◇ ◇ ◇教育目標◇ ◇ ◇

安全安心な教育環境づくりを推進する

☆教職員のあたたかいまなざしや子ども同士の励まし合いなど、安心して学べる環境づくりに努めます。

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

計画的に取り組み安全な環境保持に努めます。

生きる力の土台となる子どもの根っこを育てる

☆親子の信頼関係を軸とした「眠育」「食育」「あそび」を総合的に推進する「ふた葉プロジェクト」に

取り組みます。

☆幼保一体化の推進に向けて取り組みます。

学校・家庭・地域の連携のもと、子どもの生きる力を育む教育を推進する

☆子どもの発達と学びの連続性を踏まえ、校種間の円滑な接続のもと、確かな学力とそれを支える豊か

な心、健やかな体を育む教育を推進します。

☆いじめや暴力行為などの問題行動の未然防止と早期発見・早期対応のための体制づくりを推進します。

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

生涯にわたって学習する意欲を育み、生きる力を培う

☆生涯にわたってスポーツを楽しむ機会を提供し、健全な心と体の育成に努めます。

☆市民のニーズに即した学習の場を提供し、市民の自主的な学びを支援します。

☆まちの情報発信拠点として、快適で夢ふくらむ図書館づくりに努めます。

☆たんば田園交響ホールにおいて、幅広いジャンルによる多彩な舞台公演の充実を図ります。

豊かな心をもち、創造性にあふれた人材を育てる

☆学校・家庭・地域が連携して、青少年健全育成を推進します。

☆子どもの読書活動を推進するため、学校における読書環境の整備充実を図ります。

☆「丹波篠山まるいの TV」や丹波篠山ビデオ大賞を通して、篠山の魅力やメッセージを世界に向けて発

信します。

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

取り組みます。

郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を推進する

☆地域との連携を図り、歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。

☆地域映像を蓄積し、人づくり・まちづくりにつながる映像活用に取り組みます。

☆地元食材を活用した特色ある学校給食を展開します。
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（１）ふた葉プロジェクトの推進

①乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合

的に推進するため、引き続き、「ふた葉プロジ

ェクト～ぐっすり眠って、たのしく食べて、た

っぷり遊ぼう～」を庁内及び関係機関で構成し、

その施策を検討します。

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園設定して調査・研究を行い、

研究結果を他園に広めます。

③保護者が子どもとのふれあいを楽しみなが

ら、また、親子の信頼関係を軸とした生活習慣

づくりを始められるよう、保育園、幼稚園及び

預かり保育施設等において、家庭と連携した取

組を進めます。

（２）眠育の推進

①睡眠が脳の健全な発達（脳をつくり、守り、

賢くする。）を促すことがわかってきており、

睡眠の重要性を保護者等へ啓発するとともに、

乳幼児期における睡眠について研究を進めま

す。

②全公立保育園・幼稚園において「寝顔写真展」

を開催し、子どもが生まれてきてくれた喜びや

保護者としての自覚をより一層促すとともに、

子育ての楽しさ・難しさについて保護者と共感

できるよう取り組みます。

（３）食育の推進

保育園・幼稚園における食育推進体制を整え、

家庭や地域と連携した食育を進めます。特に、

給食参観、試食会及び献立展示を通し、親子が

共有する食育体験を広めます。また、食育だよ

りの発行や在宅栄養士を活用した食育講話な

ど、子ども・保護者へ一層の啓発を行い、子ど

もたちの望ましい食習慣の形成を図ります。

（４）あそびの推進

①発達においては五感の育ちが大切であり、特

に触覚は他の感覚器官に先駆けて発達するこ

とから、保育園・幼稚園において泥んこ遊びや

水遊びを実施します。

②保育園・幼稚園において、草花あそびや山登

りを行い、地域住民とふれあう機会となるよう

地域散策に出かけます。

③保育園・幼稚園において、追いかけっこやボ

ールあそび、ごっこあそびといった集団あそび

を行います。

ライフステージ１

就学前の子どもたちへ

１－１ 子どもが健全に育つ生活習慣づくりの推進

親子の信頼関係、家庭における「しつけ」

が成長の礎になることから、乳幼児期に

「安心感」や「共感」を育み、また、子ど

もたちの基本的な生活習慣の確立に取り

組みます。

睡眠に関する教育を推進し、睡眠を通じた

身体づくりに取り組みます。

食に関する教育を推進し、子どもが楽しん

で食べることを基本に、様々な食材を食

べ、食事のマナーを身につけ、食の意義に

ついて理解できるよう取り組みます。

幼児期のあそびを通して子どもたちが物、

人、自然と関わり、豊かな感情や表現力、

行動力等を身につけるよう支援します。
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（１）幼児のうたまつりの実施

市内の私立認定こども園、私立認可保育園及

び公立幼稚園の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年１回も

ち、共に歌う楽しさを体験することで豊かな感

性を磨きます。

幼児のうたまつり

（２）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

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ます。

③平成 26 年度から誕生する私立認定こども園

と小学校との連携について研究します。

（３）子ども・子育て支援新制度への移行準備

①平成２５年度に実施したニーズ調査に基づ

き、（仮称）篠山市子ども・子育て支援事業計

画の策定に取り組みます。

②国の動向を見据えながら、子どものための教

育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業実

施に向けた体制整備を行います。

（４）地域に信頼される安全で安心な園づくり

①安全管理、安全教育、組織活動を通して園の

安全を推進します。

②マニュアルや事例集を活用し、教育活動全体

を通して命の大切さを実感させる教育を進め

ます。

③各園において地域園安全委員会の体制を整

備し、情報を共有することで家庭・地域と連携

した教育環境づくりを推進します。

④大雨・地震・不審者侵入など様々な場面を想

定した避難訓練を行い、不測の事態に備えます。

⑤遊具をはじめとした施設の安全点検を地域

や保護者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。

（５）幼保一体化の推進

①幼稚園教育終了後に、希望者を対象に市内６

１－２ 就学前教育の推進と保育環境の整備

子どもたちの豊かな感性を磨き、情緒の安

定を図ります。

認定こども園、保育園、幼稚園と小学校の

連携を図ります。

平成２７年度から施行予定である子ども・

子育て支援新制度に円滑に移行できるよう

準備を進めます。

「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、園安全計画に基づいた安全で安心な

園づくりのさらなる充実を図ります。

就学前２年間においては、就労状況に関わ

らず幼稚園教育要領に基づく教育を受け

られる環境を整えます。

また、私立保育園の認定こども園への移行

を支援します
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か所（認定こども園含む）で預かり保育を行い

ます。

②平成 26 年 4 月から私立ささやま保育園が認

定こども園へ移行することに伴い、移行後の運

営が円滑になされるよう情報提供を行います。

また、平成 27 年 4 月から私立富山保育園が認

定こども園へ移行する予定であり、施設整備補

助や県協議の側面的な支援を行います。

③就労等されている家庭の４・５歳児の長時間

保育において、私立認定こども園、私立認可保

育園及び幼稚園預かり保育の利用料を統一し

ます。

（１）特別な支援を要する子どもの早期発見・

早期支援

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並びに保護者

が、子どもの発達スクリーニング調査を実施し

ます。調査結果により支援を要する子どもを把

握し、相談業務のアプローチを行います。

※発達スクリーニング調査とは…「市内すべての 4 歳児を対

象に、子どもの発達についてマークシートによる自己チェッ

クを保護者が行い、在園児については保育園・幼稚園側でも

発達状況を確認することで、相談業務に活用します。」

（６）味間認定こども園の施設整備

①既存のおとわ園に隣接して整備する案と篠

山口駅西駐車場の市有地を活用して整備する

案の２案について、地域・保護者と意見調整を

重ねます。

②施設整備の方向を固め、迅速に整備に向けて

取り組みます。

（２）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」を「子育てなんでも相談プラザ」

に改称し、小さな悩みも気軽に相談していただ

けるよう周知します。

１－３ 子どもを育む支援体制の充実

保護者の就労等により長時間保育が必要

となる園児の保育環境を整えるため、ま

た、離れている本園・分園を統合するため、

施設整備に向けて取り組みます。

保育園・幼稚園が地域における幼児期の教

育センターとしての役割を担います。

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。
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（１）地域に信頼される安全で安心な学校園づ

くり

①学校は、児童生徒にとって安全であるべきこ

とを十分認識し、安全管理、安全教育、組織活

動を通して安全で安心な学校づくりのさらな

る充実を図ります。

②マニュアルや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

を進めます。

③学校安全安心づくり指定校において実践的

な研究を進めます。また、各学校園の地域学校

園安全委員会を中心に、情報の共有化を図るな

ど家庭・地域と連携した安全・安心な教育環境

づくりを推進します。

④教職員を対象とした安全研修会を実施し、教

職員の資質の向上を図ります。

（２）学校施設の耐震化と老朽化対策

耐震補強が必要な学校施設について、平成２

６年度実施工事の完成をもって終了すること

から、引き続き老朽化の進む学校施設の大規模

改修に着手できるよう実施設計業務を行いま

す。

◎平成 26 年度

①篠山小学校木造校舎・屋内運動場耐震補強改

修工事

②城北畑小学校、味間小学校、今田中学校大規

模改修実施設計業務

（３）学校安全安心パトロールの充実

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を継続

します。

②各学校と連携し、継続的に学校施設や通学路

の安全点検を行います。通学路に関して、安全

点検結果に対する対応検討を行う推進機関の

設置を進めます。

（４）教育施設の安全性の確保

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。

ライフステージ２

生きる力を育んでいくために

２－１ 安全安心な学校づくりの推進

「篠山市学校園安全管理マニュアル」「篠

山市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

学校園づくりの充実を図ります。

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、防

犯体制を強化するなどし、安全で安心な教

育環境づくりに努めます。

安全な環境の中で、安心して学校生活が送

れるよう施設改善に取り組みます。

定期的な点検を実施し、安心して利用できる

施設管理を行います。
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（５）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・地震等の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

を養えるように工夫した指導をします。

③マニュアルや実践事例集を活用し、防災教育

の充実を図ります。

（１）確かな学力の定着

①子どもたちに育む学力を「学力の樹」として

とらえ、確実に定着させていくための取組を推

進します。１枚１枚の「葉」は一つ一つの知識

や技能、地中に広がる「根」は学習習慣や関心・

意欲・態度、「葉」と「根」をつなぐ「幹・枝」

は思考力、判断力や表現力であるととらえ、こ

古市小学校 安全教育

れらの力を総合的につけることをめざします。

②学力を個人ではなく集団に属する概念とし

て捉え、学級及び学校の集団としての力、学

校・家庭・地域の力を向上させる「知の森」づ

くりを通じて子どもたちの学力を向上させる

ことをめざします。

（２）篠山市学力・生活習慣状況調査の実施

①篠山の子どもたちに学力を確実に定着させ

ていくために、全国学力・学習状況調査に加え

て、新たに「篠山市学力・生活習慣状況調査」

を実施します。これにより、小学５年生から中

学２年生までを対象とした国語、算数・数学の

学力調査と、小学５年生から中学３年生までを

対象とした学習や生活習慣などについての意

識と実態調査を行います。連続した学年で実施

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。

２－２ 確かな学力の確立

「篠山市学力・生活習慣状況調査」を実施

することにより、学力の定着状況を継続し

て把握分析するとともに、学力向上に向け

た方策を研究し、学力向上を図ります。

生きる力のもととなる学力を「学力の樹」

としてとらえ、確実に定着させていくため

の取組を進めます。

（参考：大阪大学 志水
し み ず

宏
こう

吉
きち

教授「学力を育てる」）
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することで、学力の定着状況を継続して把握し、

専門家を交えた分析を行っていきます。

②学校においては、つまずきやすいところなど

を把握して、確実に学力を定着させるための補

充指導を行うとともに、指導内容・指導方法の

改善を図ります。また、学力と関係の深い学習

や生活習慣などの意識を把握して、その情報を

家庭に提供し、家庭とともに好ましい学習・生

活習慣づくりに取り組みます。

（３）学力向上方策の充実

①学校の教員を核とした「学力向上プロジェク

トチーム」を設置して、秋田県大館市に派遣し、

実践を学ばせるとともに、「篠山市学力・生活

習慣状況調査」と全国学力・学習状況調査の結

果分析に生かし、指導内容・指導方法の改善方

策を研究します。

②「学力向上に係るフォーラム」を開催し、学

校と家庭・地域が連携した学力向上策を発信し

ます。

③学力向上研修会を実施し、指導内容・指導方

法の工夫など、「確かな学力」を育む授業改善

に取り組みます。

（４）指定研究事業の充実

①確かな学力の定着に向け、学校の課題を明確

にし課題解決を目指した取組を進め、児童生徒

の学ぶ意欲の向上をめざすとともに、個に応じ

た学習指導の充実に努めます。

②研究テーマは、各学校の実情に応じて設定し、

各学校における主体的な取組を進めます。その

中で、学力向上につながる校内研修体制の充実

及び指導方法の工夫改善と指導力向上に取り

組みます。

③授業研究会や研究成果の活用方法を工夫し、

市内教職員が学び高まり合う仕組みづくりを

推進します。

岡野小学校 国語の研究授業

（５）効果的な学習形態の工夫

①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少人数授業では、学習集団や一人一人の課題

分析を行い、習熟度別授業など効果的な指導形

態の工夫により個に応じた指導に努め、確かな

学力の定着を図ります。

③教科担任制を取り入れることで、教師の専門

性を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学校指導補助員、学校支援員を個の状況に応

じて活用し、学びへの支援を行います。

「学力向上プロジェクトチーム」を設置し

て、確かな学力の定着に向けた方策を研究

し推進します。

児童生徒に確かな学力を定着させるため

に、各学校における指導内容、指導方法の

工夫・改善を図るための主体的な研究を支

援します。

習熟度別の少人数授業や小学校高学年での

教科担任制など学習形態を工夫し、個に応

じた学習指導を展開します。
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（６）発達段階に応じた「書く」活動の充実

言語は知的活動やコミュニケーション、感性・

言語は知的活動やコミュニケーション、感

性・情緒の基盤です。記録・要約・説明・論述

等、発達段階に応じて短作文を書く活動を各教

科等で積極的に取り組むことを通して、児童生

徒に確かな思考力・判断力・表現力を育み、学

力向上を推進します。

今田小学校 図工の作品紹介

（７）「学習タイム・読書タイム」の充実

①児童生徒に基礎的な知識技能を定着させた

り、読書習慣等を身に付けさせたりすることを

めざし、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。

（８）学びの交差展事業の実施

児童生徒が、夏季休業日を利用して、それま

でに学んだことを生かし、保護者や地域住民と

のコミュニケーションを深めつつ、自由研究を

行った成果を交流しあう「学びの交差展」を実

施します。「学びの交差展」では、学びの足あ

ととしての成果物を展示し、市民に広く知らせ、

子どもの学びの意欲の向上につなげます。

（９）読書環境の整備

①読書センター及び学習情報センターとして

学校図書館をとらえ、学習指導要領の趣旨を生

かした教育課程を実現していくため、蔵書冊数

の充実を図ります。

②学校図書館支援員を平成２３年度から数校

ずつの小学校へ配置し、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、学

校における読書活動の充実を図りました。本年

度から２巡目の配置を行い、読書環境の整備と

読書活動の充実の取組を継続します。

③読書に親しむとともに、自分の思いや考えを

文章にまとめる活動などを通して、児童生徒の

言語能力の向上を図ります。

（10）外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置

外国語指導助手（ＡＬＴ）を計画的に授業等

で活用し、外国語を通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。小学校等では、外国語活動等を支援し、

中学校等での外国語学習の素地を養います。

小中学校において、発達段階に応じ作文等

を書くことを通して、思考力・判断力・表

現力を育みます。

児童生徒に基礎的な知識技能を定着させた

り、読書習慣等を身に付けさせたりする「学

習タイム・読書タイム」を実施します。

学びの成果を交流し合い、児童生徒の学び

の意欲の向上と保護者への意識啓発を図り

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、

中央図書館の団体貸出・配送を活用し、読

書活動の充実を図ります。

外国語指導助手（ＡＬＴ）を市内中学校に

配置、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。
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篠山中学校 ALT 活用の英語の授業

（11）小学校外国語活動指導補助員（ＪＴＥ）

の派遣

小学校外国語活動において、小学校外国語活

動指導補助員（ＪＴＥ）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。

（12）指導におけるＩＣＴ活用の推進

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。

大芋小学校 タブレットを活用した体育の授業

②学校情報化専門員を各学校に派遣し、授業や

研修等で積極的に活用することを通して、ＩＣ

Ｔを活用した学力向上を研究します。

③情報通信機器の所持・活用状況を把握する調

査を実施し、家庭や地域と連携を図りながら、

専門家を積極的に活用した情報モラル教育を

推進します。

（13）スクールブリッジ事業の推進

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通して、様々な価値観に触

れさせ、人間関係を築く力を育むとともに、学

習意欲の一層の向上を図ります。

②連携校の教職員が合同で行う研修や交換授

業等を通して、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。

西紀小学校 西紀３小学校交流

（14）教職員の資質と実践的指導力の向上

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生きる力の

育成や学力の向上に努めます。

地域人材を活用し、小学校外国語活動の充

実を図ります。

児童生徒の情報活用能力を育むとともに、

情報モラル教育を推進します。

学校間の児童の交流を通じて、人間関係を

築く力を育むとともに、学習意欲の向上を

図ります。

教職員の資質や指導の向上をめざした研修

会等を企画します。
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（１）いじめの防止等への的確な対応

①いじめ対応チームを中核として、いじめ防止

に係る年間計画を整備し、組織的、計画的にい

じめの未然防止・早期発見に努める体制づくり

を推進します。

②学校がいじめを発見、またはいじめの疑いを

認めたときには、「学校いじめ防止基本方針」

に基づいて、適切かつ迅速な対処を行います。

西紀北小学校 全校生での人権学習

（２）校内の生徒指導体制の充実

①生徒指導上の課題を共通認識し、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

発生した場合に迅速に対応したりすることが

できるよう、校内組織体制を強化します。

②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

指導分野での連携を深めます。

（３）篠山市教育支援センターの充実

①いじめや暴力行為などの問題行動や不登校

を未然に防ぐための校内体制づくりへの支援

を行います。そのため、学校・家庭・地域の連

携を一層強化するための支援を行うとともに、

青少年の健全育成団体との一層の連携を図り

ます。

②確かな学力の定着に向けて、学校の組織力強

化を図るため、教職員の資質向上を支援します。

③センター内に設置する「ゆめハウス」と学校

に児童生徒支援指導員を配置し、不登校児童生

徒への学校復帰や自己実現のための指導・支援

を行います。

④スクールソーシャルワーカーを配置し、学校

でのケース検討や保護者との教育相談を行い、

関係機関との連携を支援します。

（４）小中連携心のサポートシステム開発事業

の実施

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。

①発達と学び（教育課程）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間のつ

ながりを考慮した授業研究を推進します。

②いじめなどの問題行動や不登校、学習規律や

家庭との連携等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小中保護者合同講演会や合同事業の実施を

推進します。

２－３ 一人一人を大切にする心の教育の充実

校内組織体制を整え、情報を共有したうえ

で、課題解決に向け取り組みます。

「篠山市子どものいじめの防止等に関す

る条例」「篠山市子どものいじめの防止等

に関する行動指針」に基づき、いじめの防

止等に取り組みます。

「篠山市教育支援センター」の充実を図り、

課題のある児童生徒への支援や学校支援に

取り組みます。

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

研究を行います。



12

丹南中学校 小中連携事業

（５）生徒指導研修会の充実

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

題行動の未然防止と早期発見・早期対応に向け

た取組を推進します。

（６）スクールカウンセラーの配置

いじめや暴力行為などの問題行動や不登校

の未然防止や早期解決を図るため、「心の専門

家」であるスクールカウンセラーを配置または

派遣します。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。

（７）道徳教育の充実

①全体計画や年間指導計画の見直しを行い、取

①全体計画や年間指導計画の見直しを行い、取

組の充実を図ります。また、「兵庫版道徳教育

副読本」や「地域教材」を計画的に活用します。

②発達段階に応じ、各教科等や体験活動との関

連及び地域や家庭等の実態を考慮した指導を

行います。

③主題の設定や資料分析、指導方法等の工夫に

より、道徳の時間における指導の充実を図りま

す。

（８）道徳教育推進教師を中心とした組織的な

校内推進体制の確立

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、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。

（９）学校における人権学習の充実

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も認める

ことができる態度や資質を育成します。

②人権学習を年間計画に位置付け、年間を通し

て取り組みます。

城南小学校 車椅子サッカー交流事業

生徒指導に関する現状を把握するととも

に、問題行動の未然防止と早期発見・早期

対応による解決を目指した研修会を実施

します。

児童生徒の悩み、心の中の課題を受け止め、

児童生徒や家庭を支える体制を充実させま

す。

人づくりの基盤としての道徳性を養い、社

会性や規範意識、思いやりの心などの豊か

な心を育む道徳教育を進めます。

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。

学校の教育課程全体を通じて、人権教育を

推進します。
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（10）人権教育に係る研修の充実

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、教職員の人権意識・資質向

上を図ります。

②新たな課題に対応した人権教育を進め、イン

ターネット・携帯電話の正しい使い方等の情報

モラル教育の充実を図るため、校内研修を充実

するとともに、専門家を計画的に活用します。

村雲小学校 外部講師による校内研修

（11）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

児童生徒が感謝の気持ちを作文に綴ること

を通して、感謝の気持ちを伝えようとする意識

の醸成を図ります。

（12）人権作文に係る取組の充実

①児童生徒の人権意識の一層の高揚を目指し

た取組を推進します。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

めることを通して、児童生徒の人権意識を高め

ます。

（13）多文化共生教育の充実

①人権教育の視点を大切にした多文化共生教

育を計画的に推進します。

②日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対

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（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

的な支援を展開します。

（14）海外からの視察等の受入及び関わりの充

実

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。

今田中学校 篠山市国際理解センターにて交流

人権に係る研修を通じて、教職員の資質向

上を図ります。

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。

人権意識が高めるため、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。

多文化共生教育を推進するとともに、日本

語指導が必要な外国人児童生徒にたいする

支援を実施します。

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。
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（１）「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」

の実施

①小学校・特別支援学校の第６学年を対象に、

陸上競技の記録会を実施します。より多くの児

童と競い合うことにより、一層の体力や運動能

力の向上を図ります。また、スポーツを通じて、

市内６年生が交流する機会とします。

②「陸上記録会」への参加が自らの体力・運動

能力の向上や生涯にわたりスポーツを楽しも

うとする意欲の向上につながるよう、指導内

容・指導方法の工夫改善を図ります。

大山小学校 兵庫県ダンス発表研究大会

（２）体力・運動能力調査の実施

①児童生徒の体力・運動能力の実態と傾向の把

握や分析を行い、体力・運動能力の向上に向け

て計画的・継続的に実践する取組を推進します。

②体育の授業改善及び日常的な運動習慣の確

立を通じ、自らの体力・運動能力の向上や生涯

にわたりスポーツを楽しもうとする意欲の向

上を図ります。

篠山東中学校 体育祭

（３）学校における食育の推進

幼稚園、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等を活用し、家庭

や地域と連携した食育を進めます。特に、「給

食試食会の実施」や「食育だよりの発行」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。

篠山小学校 愛南町交流ぎょしょく教育

２－４ 健全な心身の育成

児童生徒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

改善を図ります。

学校の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。

「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」を

実施し、運動能力の向上と体力づくりへの

意欲と関心を高めます。
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（４）少年期における胃がんリスク防止の取組

平成 26 年度より学校で実施する尿検査に胃

がん発症原因の一つであるピロリ菌尿中抗体

を測定する検査を加え、市内中学校（特別支援

学校中等部を含む）1 年生を対象に実施します。

ピロリ菌感染者については、検査結果を市保健

福祉部健康課より通知を行い、市内医療機関で

精密検査及び除菌治療につなげます。

（５）薬物乱用防止教育の充実

①今日的課題となっている薬物に対する正し

い知識を身につけるため、薬物乱用防止教室を

実施します。

②薬物乱用防止に関する教職員の知識を啓発

する取組を実施します。

（６）親子クッキング等の食育推進活動の充実

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。

（７）篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した

学校給食の充実

①学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米

粉には、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

留農薬検査や学校給食一食全体についての事

後検査を行う学校給食放射性物質検査を行い、

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」の充実にさらに努めます。

④本年度も「篠山まるごと丼」を年間２回、献

立に取り入れます。

⑤本年度も地元丹波篠山茶を１週間使用する、

「篠山茶週間」を行います。

⑥現在の週３回米飯給食を、週４回実施に向け

て関係機関との調整を行います。

篠山まるごと丼献立

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。

ピロリ菌抗体検査の実施により感染状況

を把握するとともに、保護者及び生徒自身

の予防意識を高める機会づくりに努めま

す。

心身の発達について正しく理解し、薬物に

ついての興味本位な情報に適切に対応でき

るようにします。

学校給食センターと学校・家庭・地域とが

連携して食育の推進に取り組みます。
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（８）特色ある献立づくりの充実

①栄養バランスのと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。

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。

（１）将来の自立と社会参加に向けた特別支援

教育の推進

①特別な支援を必要とする子ども一人一人が、

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・発達を大切にする篠山の特別支援教育を推

進します。

②障がいがあり支援を必要としている子ども

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、篠山の特別支援教育を推進します。

西紀南小学校 田植え体験

（２）校園内体制の充実

①特別支援教育に係る校園内委員会を設置し、

校園内支援体制による個に応じた指導・支援の

充実をめざし、特別支援教育コーディネーター

を中心として、定期的に校園内委員会を実施し

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、対象幼児児童

生徒の適切な個別の指導計画を作成します。

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。

２－５ 特別支援教育の推進

一人一人の教育的ニーズに応じて、将来の

自立と社会参加を見通した特別支援教育を

推進します。

各学校園における支援体制、関係機関との

連携体制を整備します。
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（３）特別支援学校の充実

①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。

②市立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、支援が必要な子どもの自立に向け

て、市内の各保育園、幼稚園、学校及び関係諸

機関との連携を強化します。

③特別支援教育充実及び教室不足解消対策と

して、特別教室（理科、美術及び図工等使用教

室）の増築工事を実施します。

篠山養護学校 集会活動

（４）サポートファイルを活用した関係機関と

の連携強化

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就学前から就学後をはじめとした校種間の

接続時において、支援に関する引継が効果的に

行われるよう引継会を実施します。

（５）ささやまキッズ発達支援チームの設置

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、各学校園を訪問

し、支援を必要としている幼児児童生徒の状況

を把握するとともに、具体的な指導支援方法に

ついて、各学校園教職員等に対し助言を行いま

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、さらなる充実を図りま

す。

「個別の教育支援計画」を策定し、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。

臨床心理士等により支援チームを結成し、

各学校園への巡回相談等を行います。
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（１）地域とともにある学校づくりの推進

①コミュニティ・スクール推進校を指定し、地

域がより主体的に学校運営に参画する新しい

学校運営や効果的な教育活動の実現に向けた

研究に取り組みます。推進校には、保護者や地

域住民等で構成する学校地域運営協議会を組

織し、「地域の中にある学校」として学校と保

護者と地域がともに考え意見を出し合い、協働

しながら、子どもの豊かな成長を支える仕組み

づくりに取り組みます。

福住小学校 学校評議員会

②学校評議員制度を活用し、校園長は、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。

また、学校関係者評価を実施し、学校運営の改

善に生かします。

（２）オープンスクールの充実

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、信頼される学校として説

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。

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。

（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

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）ふるさと篠山探訪事業の実施

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

ふれることを通して、ふるさとへの愛着心を育

みます。

③若手教職員を中心に連を組んでデカンショ

まつりに参加するなど、地域行事に参加するこ

とを通じて、「地域の中にある学校」づくりを

推進します。

２－６ 豊かな人間性や社会性を育むふるさと教育の推進

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。

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。

地域の中にある学校として、地域とともに

ある、地域に信頼される学校園づくりを推

進します。

学校園での教育活動を保護者や地域住民に

公開し、開かれた学校園づくりを推進しま

す。
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味間小学校 茶もみ体験

（５）学校における化石を生かした取組の推進

①全ての小学校において篠山層群や化石につ

いて学ぶ校外学習プログラムを実施します。

②初任教員を対象にした研修に、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。

（６）環境体験事業の充実

城北畑小学校 畑川水質調査

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農業・環境・里山文化の発信の先進校である

市内高等学校との連携を図ります。

（７）自然学校推進事業の充実

①小学５年生を対象に、但馬地方の海岸を拠点

にして、スノーケリングや水産加工品づくり等

の体験活動を実施します。

②児童の社会性や人間性を育めるような集団

生活や体験活動の工夫を行います。

（８）わくわくオーケストラ教室の充実

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、生徒の豊かな情操

を育みます。

（９）トライやる・ウィークの充実

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。

篠山層群や化石を取り扱うことにより、篠

山の自然や理科への子どもたちの興味・関

心を高めます。

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、命の大切さ

や命のつながりを実感させ、自然に対する

豊かな感性や命を尊ぶ心を育みます。

豊かな自然の中で、人・自然・地域社会と

のふれあいを通して、児童に「生きる力」

を育みます。

音楽に親しむ機会を設けることにより、生

徒の豊かな情操を育みます。

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」を身につけます。
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西紀中学校 トライやる・ウィーク

（10）「トライやる」アクションの充実

土・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。

（11）学校における食農教育の推進

八上小学校 黒枝豆の収穫

①学校園において農業体験活動を取り入れ、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。

（12）「うりぼう検定問題集」の活用

小学生が篠山市の歴史、生物、生活や特産な

どを学習する際の教材として活用し、地域学習

の取組の充実を図ります。

「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。

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。

問題集を用いて学習することで、ふるさと

への愛着と誇りを醸成します。
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（１）篠山市学校保健会活動支援

篠山市学校保健会会員である学校医、学校歯

科医、学校薬剤師並びに各学校園保健担当それ

ぞれが学校保健を取り巻く課題について、分析

や研究を行うための必要な活動支援を進めま

す。

（２）教職員のメンタルヘルス

①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。

②新規採用教職員と経験や年代の近い教職員

が相談役となるメンター制度を充実させ、初任

者のサポート体制を整えます。

城東小学校 若手教職員の育成

（３）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奨学金が有効に活用できるよう、制度の改善

に向けた調査・研究を進めます。

③返済金の円滑な納入の推進に努めます。

（４）放課後児童健全育成事業の充実

①小学校の授業終了後に保護者の就労等によ

り保護を受けることができない児童に対し、安

心できる生活の場を提供します。

②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。

③私立富山保育園の認定こども園移行に向け

た施設整備に伴い、富山児童クラブを岡野小学

校内へ移転します。

（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）学校適正配置に向けた取組の充実

学校適正配置の対象校区となる多紀地区に

おいて、保護者や地域住民の理解と合意を得な

がら学校の適正規模・適正配置の推進に取り組

むための具体的な協議を進めます。

２－７ 子どもを支える教育環境の充実

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。

基金の円滑な運用のため、奨学金制度の啓

発活動並びに返済金回収に努めます。

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。

遠距離通学者の保護者への経済的負担の軽

減及び安全な通学ができるよう取り組みま

す。

児童生徒により良い教育環境を提供できる

よう学校適正配置を推進するための協議を

進めます。
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（１）篠山市歴史文化基本構想推進事業の実施

①文化遺産を活かした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地域の歴史文化を活かしたまちづくり事業

助成金を募集し、地域の歴史文化を活用した取

組を支援します。

（２）史跡篠山城跡及び八上城跡の整備

①篠山城跡について、史跡整備として、内堀石

垣の復元整備を計画的に実施します。

②篠山城跡において、定期的に堀のゴミ回収等

を行うなど、良質な環境、景観の維持向上に努

めます。

③八上城跡においては、登山道等の整備を行い

ます。

④篠山城内及び重伝建地区への歩行者の動線

を確保するために、周遊路の整備を行います。

（３）篠山城下町と福住地区における町並みの

保存と活用

①保存地区のまちづくりを保存地区住民と連

携しながら進めます。

②伝統的建造物等 9 件の保存修理を行います。

③選定 10 周年となる篠山城下町地区で記念シ

ンポジウムを開催します。

④福住地区の防災計画を策定します。

重要伝統的建造物群保存地区（河原町）

（４）脊椎動物化石保護・活用事業

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化石発掘体験イベントや市内の小学校を対

象とした校外学習プログラムを実施します。

③市民ボランティア（化石石割発掘等）の育成

を図ります。

ライフステージ３

さらなる生きがいづくりに向けて

３－１ 歴史文化遺産を活かしたまちづくり

篠山市歴史文化基本構想に基づき、歴史文

化を活かした地域づくりを推進します。

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・活用を行います。

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保存地区住民と連携し

ながら進めます。

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の保護・活

用を推進します。
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（５）篠山春日能の充実

①第 41 回篠山春日能を 4 月 12 日（土）に開

催します。

②重要文化財である春日神社能舞台を活用し

た子ども狂言を 4 月 13 日（日）に開催します。

（１）自主運営に向けた社会教育関係団体への

支援（※）

団体運営にかかる業務内容等を明確化し、自

主・自立運営に向けて指導を行います。

（２）公民館活動・機能の充実（※）

①魅力ある事業を展開するため、事業参加者に

アンケートを実施します。

②より良い環境を整えるため、公民館利用者に

アンケートを実施します。

（３）スポーツ活動の充実と推進

①スポーツを通じた健康づくりと誰もが取り

組めるスポーツの普及・啓発を行うため、スポ

子ども狂言

ーツ推進委員会による活動を推進します。

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。

（４）城東グラウンドの野球施設整備（※）

①バックネットやダッグアウトを改修するほ

か、観客席を整備するなど、城東グラウンドの

野球環境の充実を図ります。

②スポーツ振興くじ助成金を活用して施設を

整備します。

（５）篠山総合スポーツセンターの充実

①施設パンフレットの有効活用により利用者

の増加につなげます。

②新たんば荘との連携により利用者を拡大し

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

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」の活用を図ります。

社会教育関係団体の活動を次世代に継承す

るための人材や組織を育成し、団体の自立

を促します。

市民ニーズを把握し、魅力ある事業を展開

するほか、利用しやすい施設運営をめざし

ます。

体力向上、健康増進の場として幅広く情報

提供することにより利用者の拡大をめざし

ます。

城東グラウンドの野球施設の整備を図りま

す。

市民だれもがスポーツを楽しむことができ

る環境を整備します。
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③アンケート実施によるトレーニング室利用

者の拡大を図ります。

（６）篠山総合スポーツセンター指定管理者制

度の導入

指定管理者による管理運営をめざします。

（７）学習情報の提供と相談業務の充実（※）

①ホームページ・四季の森通信にて、公民館事

業や社会教育関係団体の活動を紹介します。

②講座募集チラシを発行します。

③四季の森通信を年４回発行します。

（８）篠山市高齢者大学（※）

①高齢者の元気を応援し、一人一人の生きがい

づくりの場として市内 7 学園を開設し、合同開

講式、各学園年間 8 回の教養講座と趣味講座、

研修旅行、合同学習発表会を行い、知識の習得

と芸術文化活動への参加を支援します。

②学園の趣味講座受講生の交流と発表の場と

して 11 月にグラウンドゴルフ大会、3 月に合

同学習発表会を実施します。

③受講生の中から選出された運営委員により、

高齢者問題やニーズに合った学園づくりを行

います。

高齢者大学

（９）ささやま市民文化講座（※）

①篠山の歴史と文化をもう一度見つめ直し、新

たな文化を創造するため、講演会５回、現地学

習２回の計７回の講座を開催します。

②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、学習支援を行います。

（10）丹波ささやまおもしろゼミナール（※）

①おもしろゼミナールサポーター７人と共に

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。

公民館事業や社会教育関係団体の活動をホ

ームページや公民館だよりに掲載し、学習

機会の情報を提供します。

「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。

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。

篠山の歴史・文化・自然等に触れることに

より、新たな篠山の魅力を再発見し、郷土

愛を育みます。

住民サービスの向上と効果的・効率的な管

理運営の方法を検討します。
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おもしろゼミナール

（11）古文書入門講座（※）

①年８回の講座の中で、「篠山の古文書を読む」

をテーマに、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

習意欲の増進をはかります。

（12）郷土味学講座（※）

郷土味学

①地域で活躍する講師を招き、「丹波・春夏秋

冬」をテーマに伝統料理の継承と新しい料理の

創造をします。

②地域の「味」を作れる人を増やします。

③次世代を育てる人づくりをめざします。

（13）かぞく de おいしんぼクッキング（※）

①子どもの夏休みまたは、春休みを活用して年

３回の講座を開催します。

②「作ってみよう！食べてみよう！」をテーマ

に親と子がクッキングを通し、料理の楽しさ、

食事の大切さを学びます。

③食にかかわる人々、地域の農業に携わる人々

の活動について学びます。

（14）まなびすとバンク事業の充実

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

かす機会の充実を図ります。

③様々な機会を利用して、市民に広く周知し、

利用者数の増加と制度の有効活用を促進しま

す。

（15）施設の安全性の確保（※）

①全施設の点検を実施し、指摘箇所を改善しま

す。

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。

郷土料理・伝統的な食文化の継承と新しい

食文化の創造を通し、地産地消・地域特産

物など地域への愛着を感じる人づくりの

場とします。

子育て世代の健全な食生活の推進と家庭

の食育力を高めます。また、食に関わる

人々の活動と地域農産物の恩恵への理解

を推進します。

生涯学習の機会を充実し、学習成果を適切

に生かすことのできる社会を実現します。

安全な環境の中で、安心して利用できる施

設管理を行います。
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②西紀体育館、今田体育館耐震補強工事を実施

します。

③城東公民館外壁等改修工事を実施します。

（16）成人式（※）

①新成人の門出を祝い励ますため、式典・お祝

いステージを開催します。

②思い出に残る素晴しい成人式となるよう、新

成人による実行委員会を組織し開催します。

（17）篠山ＡＢＣマラソン大会の開催

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通して、活力あるま

ちづくりを行います。

②安全安心で魅力ある大会となるよう関係機

関との連携を図ります。

③申込初日で定員に達する現状を踏まえ、多く

のランナーに納得いただける申込方法につい

て検討していきます。

（18）にしきふるさとまつり（※）

①地域主導による実行委員会を組織します。

②実行委員会を年３回開催します。

③地域住民の参加型事業を組み入れます。

（19）西紀運動公園施設の充実

①指定管理者による施設の管理運営をめざし

ます。

②施設の利用増進を図るため、広報活動の支援

を行います。

（20）丹波たんなん味覚まつり（※）

①特産品の販売等を通じて味覚を PR します。

②地域間交流につながる事業を組み入れます。

地域が主体となった実行委員会組織を立ち

上げ運営します。

（21）青少年を対象としたスポーツ教室の開催

①市内の小学生を対象に水泳教室を開催しま

す。

②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。

③練習の成果や作品を発表する場の提供を行

います。

大人としての自覚と郷土愛を育むため、新

成人の門出を祝い式典を開催します。

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。

郷土愛を育むことを目的に地域住民や帰

省者が一同に集うことができる「出会いと

ふれあいの場」通して地域交流の機会を提

供します。

西紀運動公園を活用し、市民の健康増進を

図ります。

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。

水泳を通じて青少年の健康と体力の増進を

図る。
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３－３ 文化・芸術による生きがいづくりの創造

（１）芸術活動・文化活動の支援、推進（※）

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。

（２）篠山市立文化施設 4 館運営の充実

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、特別展および企画

展を実施します。

③篠山歴史美術館・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います。

④老朽化した安間家資料館の茅葺屋根の全面

葺替を行います。

（３）篠山市展の充実

①第 10 回記念として、篠山市展を開催します。

②市民の芸術文化に対する造詣を深め、芸術文

化を通して、市内外の人々との交流や情報交換

の場を提供します。

③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の活動の活性化や資質

向上を図ります。

④丹波焼をはじめとする篠山市の伝統工芸の

展示を通して篠山市の伝統文化を発信します。

市展 写真部門講評

（４）ホール主催事業の実施

①子どもから大人まで誰もが楽しめる魅力あ

る公演を実施し、心豊かな生活を支援します。

平成２６年度主催事業

・佐渡裕プロデュースオペラ ｢コジ・

ファン・トゥッテ ええとこどり｣

・桂文珍ふるさと独演会

・人形劇団クラルテ｢火の鳥｣

・八代亜紀コンサート

・ふれあいの祭典｢ひょうごブラスフェスティ

バル｣

・第６回東京国際声楽コンクール

西日本准本選

・未来の音楽塾！アキラ塾

・丹波篠山のど自慢

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、篠山の歴史文化の発信を継続して行

います。

篠山市展の開催を通して、篠山市内外の文

化の交流を図り、篠山の芸術文化の振興を

図るとともに、篠山市の伝統文化を発信し

ます。

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。また、市民が自主

的に企画した舞台芸術公演を支援し、市民

力による地域文化の振興を図ります。

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

を支援、推進します。
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・クリス・ハートコンサート

②市民自らが企画する市民企画事業を支援し、

市民の文化芸術活動の創造・発表の場として利

用しやすい施設としての環境づくり、文化芸術

のさらなる発展に努めます。

・丹波篠山手話うた音楽祭

・ＢＯＮＤ（ヒップホップなどのライブ、ダン

スショー）

・篠山秋の狂言会

・SmileSoundMall ゴスペルコンサート

③公演毎にアンケートを実施し、今後の事業展

開に役立てます。

④公演情報の提供を幅広く行い、収支比率を高

めます。

⑤｢ささやま市民ミュージカル｣の実施（平成

27 年度）に向け、ストーリーや舞台づくりの

方向性、予算等の検討を進めます。

（５）主催事業のインターネット予約の実施

ホームページでの座席閲覧とメールによる

座席予約を活用し、より多く利用していただけ

るよう周知を図ります。

（６）市民ニーズに沿った利活用

①公演の運営、舞台・音響・照明技術の両面に

おいて、利用者の要望にこたえていきます。

②ホールの利用状況、行事が多くの人に伝わる

よう催物案内、広報、ホームページ等で公開し

ます。

③利用者のニーズに即した利用形態を行い、利

用率を向上させます。

（７）ボランティアスタッフの育成と連携

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地域の再生を文化面から支えていきます。

③定期的に研修会を開催し、技術向上と連携を

図ります。

ボランティアスタッフ舞台技術研修
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。

文化芸術の創造に意欲を持つ市民の力を積

極的に取り入れ、利用者が使いやすいよう

支えていきます。

高度な技術、経験、知識を養い、利用者が

満足できる舞台の創造に市民自らがかかわ

っていきます。
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（１）ひょうご放課後プランの充実

①放課後や休日に小学校の施設等を活用し、地

域住民の参画を得て、遊びやスポーツを通して

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

通して、人間性・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

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通学し、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

いかした運営を進めます。

②地域住民との交流を通して、コミュニケーシ

ョン能力や、豊かな人間性、社会性の向上を図

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

各地域で実施される行事、奉仕活動等に小学

生が主体的に参加することにより、自ら学ぶ心

や自他の生命や故郷を大切にする心等の豊か

な人間性や社会性を育みます。

（４）青少年健全育成団体の運営推進と関係団

体との連携強化

①青少年健全育成団体と連携して、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。

（５）青少年創造力・行動力開発プログラム事

業（※）

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・運営していき

リーダーシップの育成を図ります。

青少年開発プログラム

３－４ 地域ぐるみで取り組む青少年健全育成の推進

子どもたちが人間関係を学ぶ場とするとと

もに、地域住民の参加を通して、地域の教

育力の向上をめざします。

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。

青少年健全育成団体が行なう主体的な活

動を促進し、関係団体と連携を図りながら

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。

青少年が自ら考え行動する習慣を身につ

け、人生を自身で切り拓く力を育みます。

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。
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（６）ちびっ子伝統産業体験交流事業（※）

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に携わるこ

とにより、郷土の歴史文化への理解と愛着を育

みます

（７）ＰＴＣＡフォーラムの開催

ＰＴＣＡフォーラムを開催し、大人が地域ぐ

るみで子どもたちを育てることの大切さを再

認識し、思いやりと郷土愛をもった子どもたち

の育成をめざします。

（１）「図書館ビジョン」による図書館運営

①「図書館ビジョン」の進行管理を適正に実施

します。

②企画展や講演会を開催し、市民への学習機会

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

幼児へのお話会を開催します。

（８）家庭教育支援事業（※）

どの年齢層にも多くのメリットがある水中

運動を通じ、親子のスキンシップ遊び、親同士

の交流、ストレスの解消を図るため、西紀温水

プールにて親子対象の講座を年1回（3回講座）

行います。

家庭教育支援事業

（２）図書館資料の収集及び提供

①子どもの読書を推進するため、親しみやすい

児童書の整備と常に子どもたちの身近に本が

ある環境づくりに努めます。

②郷土資料や篠山に関する本、行政資料、地域

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。

３－５ みんなで本に親しめる知的空間の創造

伝統工芸「丹波焼」を直接感じることを通

じて歴史や伝統に触れ、郷土を愛する心を

育みます。

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。

親がゆとりを持って、笑顔で子どもと向き

合うことができるよう、子育てをより楽し

む場や親同士の情報交換、仲間づくりの機

会を提供します。

「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ボランティア等と

の協働によって推進します。

蔵書計画（蔵書目標は平成３５年度に２３

万冊）に基づき、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。
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（３）中央図書館レファレンスサービスの充実

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。

③より幅の広いレファレンス・レフェラルサー

ビスが提供できるよう、国立国会図書館等のデ

ータベースを積極的に活用します。

（４）市民センター図書コーナーと配本所の運

営の充実

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より利用しやすい施設となるよう、市民セン

ター図書コーナーの利用形態や蔵書構成など、

そのあり方について検討を始めます。

③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目指します。

④地域に出向き、図書の貸し出しや利用者登録

など出張図書館サービスを行い、図書館利用の

PR を行います。

（５）中央図書館と学校園との連携

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。

司書による絵本の読み聞かせ（図書館見学にて）

（６）地域資料の整理・保存と郷土資料等の電

子書籍化

①「地域資料整理サポーター」の活動場所を館

内に設け、サポーターのスキルアップと資料整

理のスピードアップをめざします。

②スキャナー等により郷土資料等の電子書籍

化を計画的に行います。

③複数のコンテンツを電子書籍化することに

より、パソコン端末・タブレット端末での閲覧

機能の拡充に努めます。

④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。

地域資料整理サポーター活動の様子

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。

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。また、地域に出向い

ての出張図書館サービスも実施します。

図書館と学校園との連携を強化し、学校で

の読書活動や学校図書館の支援を行いま

す。

神戸大学と連携し「地域資料整理サポータ

ー」の育成を行い、地域資料の整理・保存

を進めるとともに、郷土資料等の電子書籍

化を計画的に行います。
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（１）視聴覚機器を活用した教育活動の支援

（※）

①「視聴覚ライブラリービジョン」（指針）を

策定します。

②視聴覚機器と資料（映像・音源）の整備・充

実を図ります。

③市民ニーズに対応できるよう、専門性と技術

力の向上に努めます。

④地域の人づくり・まちづくりにつながる視聴

覚教材資料を制作します。

（２）地域映像の収集と活用（※）

新しい情報発信「丹波篠山まるいのＴＶ」

①地域行事や伝統行事を中心に地域映像の収

集を行うとともに、映像の保存・活用を支援す

る「地域映像サポーター」を養成します。

②インターネットを活用して、旬の地域情報や

教育情報を提供する「丹波篠山まるいのＴＶ」

を継続的に実施します。

③丹波篠山ふるさと大使を活用し、篠山の魅力

を世界に向け発信します。

（３）ＩＣＴふれあいサロンの運営（※）

①図書館開館日に合わせてサロンを開設し、市

民目線での「ふれあいの場」を提供します。

②ボランティアスタッフ主催による初心者向

けパソコン講習会を実施します。

③サロン利用者の多様なニーズに対応するた

め、ＩＣＴ活用の新しい道具としてタブレット

端末を設置します。

（４）第 26 回丹波篠山ビデオ大賞の実施（※）

①市内の事業・イベントとの連携を図りながら、

世界に向けた丹波篠山の魅力発信・情報発信の

場となるよう努めます。

②他市で開催されている映像イベントとの相

互連携を図り、映像文化のコラボレーションを

めざします。

③応募しやすい部門設定、決勝大会の集客向上

など、より親しまれるビデオ大賞づくりに取り

組みます。

３－６ 楽しく学べる情報教育等の推進

地域の出来事やまちづくりの取り組みを

映像で記録し、デジタルデータでの保存・

活用を進めるともに、篠山の魅力を世界に

発信します。

情報通信技術に関する相談窓口「ＩＣＴふ

れあいサロン」を運営し、市民の学びを支

援します。

四半世紀に及ぶ活動の実績を検証しなが

ら、映像作品に込められたメッセージを篠

山市から世界に向けて発信します。

運営指針を策定するとともに、多様な視聴

覚機器を最大限に活用し、教育活動及び視

聴覚資料作成を支援します。
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（１）篠山きらめき教育プラン（篠山市教育振

興基本計画）に基づく教育の推進

①平成２２年２月に策定した篠山きらめき教

育プラン（篠山市教育振興基本計画）に基づき、

教育施策が計画的に実施されるよう、各課に効

果的な促進を図ります。

②第２期篠山きらめき教育プランを策定しま

す。

（２）教育委員活動の充実

①昨年度に続き、教育委員と市長との懇談会を

実施し、教育課題の共有に努めます。

②移動教育委員会や研修会を通して、所管施設

等の現状や課題を共通認識し、教育委員会会議

の充実を推進します。

移動教育委員会時視察

（３）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点検・評価を充実させるため、外部有識者の

意見交換会を実施します。

③今年度から全戸配付している「篠山の教育

(主要施策)」に基づき点検評価を行い、市民に

よりわかりやすい評価を行います。

総括的な取組

開かれた教育行政をめざして

計画に基づき、教育施策を実施します。

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。

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。
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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 郵便番号 住所 電話 ファックス

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 552-8015

幼児教育係

子育て支援係こども未来課

新制度係

669-2397 北新町 41 552-1115 552-5764

指導係

教職員係
669-2397 北新町 41 552-5653 552-8015

学校教育課

教育支援センター 669-2734 宮田 240 593-1445

生涯学習係

社会体育係

文化財係
社会教育・文化財課

文化創造係

669-2397 北新町 41

552-5769

552-5792
552-8015

◇ ◇社会教育施設◇ ◇

施設名 郵便番号 住所 電話 ファックス

中央図書館 669-2206 西吹 88-1 590-1301 594-5450

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

城東公民館 669-2441 日置 385-1

Ｂ＆Ｇ 海洋センター（体育館） 669-2441 日置 385-1

城東グラウンド 669-2441 日置 351

城東多目的広場 669-2441 日置 385-1

556-3171 556-3914

中央公民館（四季の森生涯学習センター内） 669-2205 網掛 429

西紀体育館 669-2734 宮田 110-1
594-1180 594-1174

川代体育館 669-2823 大山下 347

丹南テニスコート 669-2823 大山下 373-1

四季の森運動公園グラウンド 669-2205 網掛 340

596-0711 596-0711

健康増進センター（釜屋体育館） 669-2143 今田町釜屋 16

今田体育館 669-2153 今田町今田新田14-1

今田グラウンド 669-2153 今田町今田新田14-1

今田テニスコート 669-2153 今田町今田新田14-1

今田支所 597-3111 へ

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

さぎそうホール 669-2153 今田町今田新田14-1
552-3600 552-3646

34
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◇ ◇幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校◇ ◇

幼稚園 郵便番号 住所 電話 ファックス

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

八上幼稚園 669-2437 糯ケ坪甲 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

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 74-1 595-0889 595-0889

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

小学校 郵便番号 住所 電話 ファックス

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

城北畑小学校 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 郵便番号 住所 電話 ファックス

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

特別支援学校 郵便番号 住所 電話 ファックス

篠山養護学校 669-2300 沢田 120-1 552-5237 552-6222
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◇ ◇保育所、認定こども園、預かり保育施設、児童クラブ◇ ◇

保育所 設置主体 郵便番号 住所 電話 ファックス

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

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

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

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

富山保育園 私 669-2345 東岡屋 708-2 552-2349 552-3538

認定こども園 郵便番号 住所 電話 ファックス

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

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

味間認定こども園

（公立）

預かり保育キラリ 669-2214 味間新315 090-2018-6447

ささやまこども園（私立） 669-2324 東新町 2 552-5231 552-5232

預かり保育施設 郵便番号 住所 電話

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120（城南小学校内） 080-6119-8663

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72-1(今田保育園内） 090-8448-4849

児童クラブ 設置主体 郵便番号 住所 電話

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

富山児童クラブ 公 669-2345 東岡屋697－1（富山会館） 552-1109

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

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

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

今田児童クラブ 公 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 私 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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市民が共有する道しるべ

（篠山きらめき教育プラン）

篠山市職員の行動指針

平成２６年度

篠山の教育
発行 篠山市教育委員会

（平成２６年４月）

「おはよう！」人より先にあいさつをしよう

「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

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


