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■はじめに 

養父市では、「生きる力を生涯学ぶまち 養父市が育む こころ豊か

で自立した人づくり」を基本理念とする第２期養父市教育振興基本計画

に基づき、０歳からの一貫した教育環境づくりを進めています。 

近年、人工知能（ＡＩ）などの技術革新が急速に進むなど、複雑で予

測困難な社会において、子どもたちが夢と志を持って可能性に挑戦する

ために必要な力を確実に育んでいくことが求められています。 

今から 166年前、鎖国をしていた日本にアメリカの軍艦が訪れて開

国を迫りました。池田草庵先生は、黒船来襲という世の中の混乱を憂え

て、「国を守る決心を固め、人心の安定のために食料を蓄え、騒然とし

た時こそ学問と見識を養い、農地を整え生活を豊かにすることが重要

だ。」と提案しました。これを「時務六策」と名付けています。 

さらに「西洋の国々は貿易で国が成り立っているから、開国をすると

儲けることができる。しかし、国が亡びないためには何の役にもたたな

い。」と青谿書院で塾生に話しました。 

そして、「志を立てて学問を行い、若者を育てることが、国を再興す

るために与えられた自分の役割だ。」と述べています。草庵先生が青谿

書院において世界の動きを見ながら、明日の日本を担う人材を育てるこ

とに真摯に向き合った姿がひしひしと伝わってきます。 

養父市は、現在、将来を担う人材育成の施策として、保育料の軽減、
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学童保育の充実、子どもの医療費無料、小・中学生の通学支援、給食費

の負担軽減、大学進学者への奨学金制度など、各ライフステージに合わ

せた支援策を実施しています。 

また、義務教育９年間を見据えた小中一貫教育の効果的な推進に取り

組みながら、幼・小連携や中・高連携にも取組を拡充し、０歳からの子

どもの学びと成長を一貫して支える教育環境づくりを進めています。 

引き続き、小中一貫教育を効果的に推進するとともに、関宮地域にお

いては、関宮小学校と関宮中学校を新たに 9 年制の義務教育学校とし

て開校するための準備を進めます。 

また、平成 30年度から取り組んでいる建屋小学校の小規模特認校制

を活用した取組においても、学校や地域の魅力・特色を生かした諸活動

を展開し、学校と地域の活性化につなげます。 

さらに、家庭や地域とともに温かくきめ細やかに子どもたちを育んで

きた養父市の教育風土やふるさとの先人に学ぶ教育を大切にしながら、

自主・自律の精神を養う「そうあんくんの日」の取組を推進するなど、

学校・家庭・地域が一体となり、特色と魅力のある学びの場づくりを進

めます。 

 

■「平成 31年度 養父市教育推進の重点」の概要 

次に、平成 31年度養父市教育推進の重点について、その基本事項に
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ついて述べさせていただきます。 

【乳幼児教育】 

はじめに、乳幼児教育について申しあげます。 

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大変重要な時期で、

子どもたちの育ちの環境を整え、子育て支援を適切に行う必要がありま

す。多様な遊び・体験を通して自立と協同の態度を培い、「生きる力」の

基礎を育む乳幼児の教育・保育を展開します。特に子どもたちが、何に

対しても意欲的に取り組むための素地となる自己肯定感を育むことを

大切にします。 

物事をやり終えたときの充実感、その楽しさや上手くいかなかった時

の悔しさに共感し、大丈夫！と励ますことが、子どもたちの向上心を支

え、自分に自信がもて、自分を大切にすることにつながります。同時に、

人も大切にしようという気持ちが育まれます。 

平成 31年度は、平成 27年に策定した養父市子ども・子育て支援事

業計画の計画期間の最終年度となります。これまでの取組を評価・検証

し、社会情勢の変化を捉え、質の高い教育・保育や今後の子育て支援施

策のあり方など将来を見据えた取組について検討してまいります。 

また、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基

づいた遊びを通しての総合的な指導により、知識・技能の基礎、学びに

向かう力を培い、小学校以降の育ちに繋げるよう教育課程の充実・改善
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を図り、質の高い学びを育んでいくよう努めます。 

さらに、家庭や地域と連携しつ、幼児一人ひとりの発達の特性を理解

し、「親子ではぐくむ５つの生活習慣」を基盤とした、基本的生活習慣

の確立を進めます。幼児期の子どもの健康・体力づくり、知的発達を促

す観点から引き続き「運動遊び」に取り組みます。 

 また、真に保護者を支えるきめ細やかな子育て支援事業の推進や、虐

待やいじめの早期発見と予防を目的とした“怒鳴らない、たたかない”

子育て練習法「そだれん」の普及に努め、親子の良好な関係づくりを進

めます。 

幼児期の成長に必要な環境づくりの充実を図るため、関係機関との連

携・協力を進めるとともに、私立認定こども園についても、保育教諭や

保育補助者確保への支援や施設整備など運営面への必要な支援を行い

ます。 

こども園等での質の高い幼児教育の機会を保障するとともに、子育て

支援として、子育て世代の経済的負担感を低減し、さまざまな場で男女

総活躍ができる社会づくりにつなげたいと考えています。 

【学校教育】 

 次に、学校教育について申しあげます。 

児童・生徒は、落ち着いた学校生活を送っており、さまざまな活動に

意欲的に取り組んでいます。平成３０年度においても、子どもたちは素
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晴らしい成績を収めています。 

一例を挙げますと、青少年読書感想文全国コンクールにおいて八鹿小

学校の児童が入賞したり、数学・理科甲子園ジュニア２０１８兵庫県大

会では、関宮中学校のチームが決勝に進出したりするなど、学習面で着

実な成果をあげています。 

また、運動面では、１月に行われた兵庫県中学校総合体育大会スキー

競技大会において、関宮中学校の生徒が優勝し、全国大会への出場権を

得るなど、多くの児童・生徒が但馬大会や県大会で活躍しています。 

研究発表の分野では、広谷小学校を会場に、但馬造形教育研究大会が

開催され、各地から多くの先生方の来校を得て研究を深めました。 

各学校においても、児童・生徒にしっかりと寄り添い、指導方法等を

工夫しながら特色ある教育活動を展開しており、大きな成果をあげてい

るところです。 

ふるさと養父市に根ざして、ふるさと意識を醸成するとともに、自尊

感情や地域参加力を育成する“ひとづくり”は、ふるさと創生において、

中心をなす大切な取組であると考えています。 

本年度に引き続き、平成 31年度も次の３つを柱として教育活動を展

開してまいります。 

 第１の柱は、「自立して未来に挑戦する態度」の育成です。 

子どもたちが主体的に学習に取り組む態度を育成するために、学んだ
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ことの意義を実感できるような学習活動の充実に取り組みます。家庭学

習の手引きなど、家庭との連携による学習習慣の定着に向けた取組を推

進します。 

また、グローバル社会への対応や市民性の完成をめざし、自然学校や

トライやる・ウィークなどの体験教育や、郷土の伝統や文化に触れたり、

国家戦略特区の事業など養父市の地方創生の取組や、先人との対話を通

して得た感動体験や学びを継承したりする「やぶ・ふるさとキャリア教

育」に引き続き取り組みます。 

平成 31年度は、新学習指導要領の移行期間にあたり、小・中学校に

おいては、その着実な実施に向けて、「特別の教科 道徳」や、ＡＬＴ（外

国語指導助手）や地域人材の積極的で効果的な活用等による外国語活

動・英語教育の充実、プログラミング教育の導入などを推進します。 

 第２の柱は、「生きる力を育む教育」の推進です。 

 確かな学力をバランスよく育むため、週４日以上の学習タイムの充実

や、新学習システムを活用した少人数指導等のきめ細かな指導の充実を

図ります。学習活動の中で、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善を図り、学力向上の取組を推進します。 

 次に、人権教育、福祉教育、国際理解教育の効果的な推進です。他者

と協働しながら新たな価値を生み出すことや、学びを自らの生き方や社

会に生かそうとする人間性のかん養に向け、命の尊厳を基盤とした心の
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教育や、多様な人々との共生社会の実現に向けて思いやりや共に生きる

心を育てる教育を推進します。 

さらに、幼児期における運動遊びの成果を引き継ぎ、小・中学校９年

間を通じて運動能力を高める系統的な指導を進めます。家庭と連携しな

がらより効果的な運動習慣の確立や生活習慣・食習慣の改善を図る取組

を通して、子どもたち自らが積極的に健康増進・体力向上に取り組む姿

勢を育成します。 

中学校の部活動については、平成 30年度に策定した「養父市立中学

校における運動部活動の方針」を踏まえ、生徒の多様な学びの場として、

適切に実施されることを目指します。 

第３の柱は、「子どもたちの学びを支える仕組み」の確立です。 

 一つ目は、特別支援教育の充実です。特別な支援が必要な児童・生徒

それぞれの教育的ニーズに応じ、個別の教育支援計画や指導計画を作成

し、適切な見直しと丁寧な引き継ぎを行うとともに計画に基づいた指導

や支援を組織的・継続的に行っていきます。こうした取組を全ての児童・

生徒に広げていくことで、個々の学びの場と学びの質を高めます。 

特別支援学級、通級指導教室での学習では、指導内容や指導方法を工

夫し、きめ細かい教育支援に取り組みます。また、障害者差別解消法に

基づき、学校での基礎的環境整備や合理的配慮にも適切に対応していき

ます。 
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 二つ目は、ＩＣＴ等の学習環境の整備と、安全・安心な学校環境の整

備です。 

高度に情報化していく社会への児童・生徒の主体的かつ自律的なかか

わりを育成しつつ、個別の学びや対話・協働的な学習活動等の質の向上

に資するため、視聴覚機器やパソコン、タブレットなどを年次計画で整

備し ICTなどの活用を積極的に推進します。また、教育環境の充実を図

るため、学校施設の長寿命化計画を策定します。 

児童・生徒の安全確保を図るため、こども園・小中学校に防犯カメラ

を整備するとともに、通学路については、「養父市通学路交通安全プロ

グラム」に基づき関係機関との連携による通学路の状況確認と改善の取

組を進めていきます。危機管理の機関とも連携し、学校防災マニュアル

による防災体制を常に見直し、さらに機動的で実効性のある体制づくり

を行います。 

また、スマートフォンやＳＮＳ等の利用によるトラブル防止に向けて、

家庭や関係機関と連携しながら子どもたちを守る取組を推進します。 

 三つ目は、いじめや問題行動、不登校等、生徒指導上の事態に対する

迅速かつ適切な対応です。 

特に、いじめについては、「養父市及び学校いじめ防止基本方針」に

沿い、未然防止に努めるとともに、引き続き積極的認知による早期発見・

早期対応に取り組みます。不登校については、子どもサポート室の拡充



9  

を図り、児童・生徒と保護者へのさらなる支援に努めるとともに、スク

ール・カウンセラーやスクール・ソーシャルワーカーの活用を図るなど、

「チーム学校」としての実効性のある取組をさらに進めます。 

未来を担う子どもたちをこころ豊かに育んでいくためには、地域と学

校が連携・協働し、地域全体で子どもたちの教育に取り組むことが必要

です。 

地域の方々や事業所など地域の教育力により、子どもたちの学びや成

長を支え伸ばしていただける場や機会ができることは、子どもたちの地

域への愛着や誇りを醸成する上でも意義あるものと考えています。 

そのため、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入し、

学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、一体となって特色あ

る学校運営にあたる取組を進めることにより、「地域とともにある学校

づくり」、「学校とともにある地域づくり」に寄与していきます。 

平成 30年 12月に開催された第 13回全国学校給食甲子園において

養父市学校給食センターが優勝しました。これまで、安全・安心な学校

給食の実施に努め、栄養バランスのとれた献立内容の充実等を図ってき

た成果であると考えます。 

養父市の学校給食の魅力は、多くの市内産の食材を使用し、季節感の

ある献立を提供していることです。野菜はできる限り市内産の旬のもの

を地元生産者等から提供を受けて地産地消を進めていきます。  
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子どもたちが、地元産の食材に関心を持ち、食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身に付けることができるように、学校給食を「生きた

教材」として活用し、地元産食材を活用した献立を考える養父市学校給

食甲子園事業、夏休みクッキング教室の実施など、学校・家庭・地域の

様々な機会を通して、食育の推進を図ります。 

今後も、安全・安心で美味しい学校給食を提供できるように、衛生管

理を徹底し、異物混入の防止など危機管理に努め、保護者や地域、関係

機関の理解と協力を得て、給食センター運営をしてまいります。 

【社会教育】 

最後に、社会教育について申しあげます。 

市民が生きがいや楽しみを持って、健康でこころ豊かな生活を送るこ

とができるよう学びを通じて交流できる環境づくりが重要です。生涯学

習や芸術文化の拠点として公民館やホール、さらには地域の組織の役割

が一層重要となっています。 

そこで、まず人づくりの観点から、市民の自主的・自発的な学習活動

を通した自己実現を支援し、「生きる力」を育む社会の充実に取り組み

ます。また、地域づくりの観点から、家庭・地域・学校が連携して、地

域の教育力を育成し、子ども達に体験学習の場を提供し、青少年の育成

を進めます。さらに、豊かな心をはぐくむ観点から、地域と学校との連

携の充実に向け、PTAの研修活動や子ども会の交流活動を支援します。 
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文化財は、ふるさと養父市の魅力を語る財産です。国指定文化財であ

る名草神社本殿と拝殿の保存修理工事や重要伝統的建造物群保存地区

である大杉地区の整備を推進します。また、樽見の大桜の樹勢回復や史

跡八木城跡の整備を継続し、養父市らしい歴史と文化の掘り起こしを進

めていきます。 

昨年５月には、兵庫県指定文化財である青谿書院を養父市に移管しま

した。池田草庵先生の業績を学び、ふるさとの先人の顕彰を通じて交流

を図り、活性化につなげます。文化財を市民とともに保存し、学校教育

と連携し、ふるさとに愛着を持つ人材の育成と文化の継承に努めます。 

健康・スポーツについての取組については、今年度開催される「ラグ

ビーワールドカップ 2019」と、来年に迫った「2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック」の世界的スポーツイベントが国を挙げて開催

されます。各国のチームと競技者への応援や観戦は、スポーツに対する

関心の高まりと健康への意識発揚など社会的、心理的に機運醸成される

機会になると考えます。子どもから高齢者まで幅広い年齢層に健康づく

りとスポーツの機会を創出し、元気で健康長寿なまちづくりの実現を目

指します。 

平成３１年度は、2 年後の 2021 年５月に開催される「ワールドマ

スターズゲームズ 2021 関西」の開催に向け、本番を見据えた活動が

本格化します。オリエンテーリング競技の実施と参加者等外国人旅行者
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の受入など万全の体制を整えていきます。 

ワークライフ・バランスの取組が浸透する中、個人的な健康・スポー

ツ活動のニーズが高まってきています。市民一人ひとりが、年齢や目的、

体力水準などに応じて、気軽に健康・スポーツができる環境づくりに取

り組みます。つるぎが丘公園などスポーツ施設の改修や備品の更新を進

め、施設を安全で快適に利用していただけるよう維持管理に努めてまい

ります。 

 

■おわりに 

以上、平成 3１年度の養父市教育方針の概要を申し述べました。 

 具体的な内容につきましては、「平成 3１年度養父市教育推進の重点」

のパンフレットを作成して、広く本市教育への理解・協力を求めていく

ことといたします。 

これまでの教育においては、経験や勘が重視され、ＯＪＴや研修にお

いてそれらが伝承されてきました。Society 5.0を迎え、社会の構造が

劇的に変化し、必要とされる知識も急激に変化し続けることが予想され

る中、教育方法や手段を工夫し決定する際の拠り所となるのは、認知科

学やデータの活用等も生かした「教育や学習を科学する視点」であると

言われています。 

むやみに流行の最先端の知識を追いかけることなく、しっかりとした
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根拠に基づく「教育や学習を科学する視点」をもって子どもたちの学び

の基盤を固めていくことに力を尽くしていきたいと改めて認識してい

るところです。 

この姿勢は、冒頭に申し上げた、幕末の動乱期において時代の激情に

流されず、冷徹に時代の流れを見つめ、若者に学問を説いた草庵先生の

姿勢に相通じるところがあるととらえています。 

併せて、養父市の未来を担う子どもたちが、ふるさとへの愛着と誇り、

将来に明るい展望を持ち、笑顔で元気に生き生きと暮らせる、ふるさと

創生に繋がるまちづくりに引き続き全力を尽くしてまいります。 

議員の皆さま並びに市民の皆さまの格別のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申しあげます。 


