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■はじめに 

養父市の教育は、「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。 

今から約５０年前、八鹿小学校の校長をしておられた東井義雄先

生は、「いのちを育てる教育」、「村を育てる教育」を実践され、全国

から注目を集めました。多くの若者が都会に出て行く中で、『「村を捨

てる学力」でなく、「村を育てる学力」を目指したい。「村を育てる学

力」は「町を育てる学力」につながる。それは、「国を育てる学力に

も育ってくれるはずだ。村を育て、町を育て、国を育てる力になる愛

と創造の学力を育てなければならない。」』と話されました。 

こうした提唱を東井先生がされてから半世紀後の今、ふるさと養

父市に愛着を持ち、養父市を担う教育の重要性がますます高まって

います。それは、「生きる力」を育む自立した人づくりにも繋がりま

す。 

養父市は、現在、将来を担う人材育成の施策として、子どもの医療

費無料、保育料の軽減、学童保育の充実、小・中学生の通学支援、給

食費の負担軽減、若者未来応援奨学金制度など、各ライフステージに
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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。 

平成 30 年度からは、建屋小学校に小規模特認校制度を活用し、

通学区域を市内全域に広げ、学校と地域の活性化につなげる特色あ

る取組をスタートさせます。 

また、先般、竣工しました「子育て・移住サポートセンター」を活

用し、子育て相談や日曜日等の学童一時預かり事業などの子育て支

援をさらに推進します。 

このほか、保護者の就労支援として、病児保育への取組や教育・保

育環境整備の一環として私立こども園の園舎増改築への補助、保育

補助者の雇用確保のための支援も行ってまいります。 

■「平成３０年度 養父市教育推進の重点」の概要 

次に、平成３０年度養父市教育推進の重点について、その基本事項

について報告いたします。 

平成 27 年 10 月から文部科学省の指定を受けて取り組んできた

小中一貫教育調査研究事業については、平成２９年度末をもって３
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年間の事業期間を終えることになります。この間、「目指す子ども像」

の設定とその目標共有のもと、小・中学校の教職員が互いに協力、責

任を共有して義務教育９年間の系統性・連続性に配慮した教育活動

の展開に取り組んできました。 

この調査研究事業を通して培われてきた小・中学校の協働性や、授

業をはじめとする様々な教育活動の工夫改善に向けた推進体制を生

かしながら、平成 30 年度以降も引き続き、小中一貫教育のさらな

る充実に向け取組を推進します。 

また、平成 30 年度は、新学習指導要領の全面実施に向けた移行

期間の初年度にあたります。「特別の教科 道徳」はもとより、英語教

育の充実に向けた取組等、新学習指導要領の全面実施への円滑な移

行を着実かつ適切に推進していきます。 

さらに、家庭や地域としっかりとつながり、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を支えとしながら、ふるさ

との先人に学ぶ教育を大切し、自主性を尊重し自立心を養う「そうあ

んくんの日」の取組を積極的かつ効果的に推進し、子どもたち・教職

員・保護者・地域が一体となり、特色と魅力のある学びの場づくりに

つないでいきます。 
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【乳幼児教育】 

はじめに、乳幼児教育について申し上げます。 

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期です。

個々の子どもたちの個性を大切にしながら、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。特に子どもたちには、何に対しても意欲的な素地

となる自己肯定感を育むことを大切にします。 

物事をやり終えた充実感、その楽しさや上手くいかなかった時の

悔しさも共感し、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ができます。同時に、

人をも大切にしようという気持ちが育まれます。 

具体的な事業は、平成 27 年３月に策定した「養父市子ども・子育

て支援事業計画」に基づき、子育て支援施策の充実、保育所・幼保連

携型認定こども園における質の高い教育・保育の充実に努めてまい

ります。 

また、平成３０年度より全面実施となる保育所保育指針、幼稚園教

育要領の中に示された、これからの時代に必要な資質・能力や幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿を見据え、教育課程の充実・改善を図

り、質の高い学びを育んでいくよう努めます。 
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さらに、家庭や地域と連携しつつ、幼児一人一人の発達の特性を理

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。なかでも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。 

 子どもを安心して育てる環境づくりについては、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、さらには虐待やいじめ

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

士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。 

【学校教育】 

 次に、学校教育について申し上げます。 

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

に懸命に取り組んでいます。平成 2９年度においても、子どもたちは

素晴らしい成果を収めています。 

但馬読書感想文コンクールでは、養父市から２５名が入賞、兵庫県

コンクールでも養父市から５名が入賞しました。作文・詩、書写、絵
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画、彫塑、理科研究等においても多数入賞しています。 

７月に行われた但馬中学校総合体育大会では、養父中学校のソフ

トボール部、八鹿青渓中学校のソフトテニス部が県大会に出場しま

した。また、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

会では、関宮中学校の生徒が優勝、準優勝に輝き、全国大会への出場

権を得ました。さらに、但馬中学校駅伝競走大会では、八鹿青渓中学

校、関宮中学校が好成績を挙げ、県大会に出場するなど輝かしい活躍

がありました。 

研究発表の分野では、高柳小学校が家庭科の県研究指定校として、

県内各地から多くの先生方の来校を得て、研究発表を行いました。八

鹿小学校では、県教育委員会の学力向上事業の一環として理科につ

いての研究を深め、自主研究発表を行いました。 

市内の各学校においても、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。 

ふるさとを愛し、ふるさとを誇りに思う心を育てる“ひとづくり”

は、ふるさと創生において、中心をなす大切なものと考えています。  

本年度に引き続き、平成３０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。 
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 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、グローバル社会に対応する取組として、郷土が育んできた伝

統や文化に根ざしたふるさと教育や、先人教育を通して得た感動体

験や学びを継承する取組を推進します。併せて、ＡＬＴ（外国語指導

助手）の増員や外国語活動サポーターを活用した国際理解教育、英語

教育の充実に向けしっかりと取り組んでいきます。 

さらに、自然学校やトライやる・ウィークなどの体験教育や、地域

の自然や社会、芸術・文化等の本物に触れることで得られる感動体験

や学びを発達段階に応じて系統的に積み重ね、地域参画力を高めて

いく「やぶ・ふるさとキャリア教育」に引き続き取り組みます。  

 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」の実現に向け授業の改善を図り、学力向上への取組を推進します。 
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 次に、人権教育、福祉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。 

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。 

 まず一つ目は、特別支援教育の推進です。特別な支援が必要な児

童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を組織的・継続

的に行うため、個別の教育支援計画や指導計画を作成し、定期的な見

直しと丁寧な引き継ぎを図ることにより、特別支援学級、通級指導教

室での学習や、交流及び共同学習の指導内容や指導方法を工夫し、き

め細かく適切な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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 二つ目として、ＩＣＴなどの学習環境の整備と、安全・安心な学校

環境の整備です。通学路については、安全確保を図るため、こども園・

小中学校に防犯カメラを計画的に整備するとともに、「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を図り、「学校防災

マニュアル」による防災体制を堅持します。 

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、産学官の連携による「ケータイ教室」を開催し、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。 

 三つ目として、いじめや問題行動、不登校等、生徒指導上の事態に

迅速かつ適切に対応する取組の推進です。 

特に、いじめについては、昨年度改訂した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、積極的認知による早

期発見・早期対応に取り組みます。 

また、不登校については、微増傾向にあることから、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と「子どもサポー

ト室」の拡充を図り、児童・生徒と保護者へさらなる支援を図ります。 

 養父市の子どもたちの学力は、全国学力・学習状況調査の結果等か

ら、国・県と同程度あるいはそれ以上の状況にあり、規範意識や地域

の事業への参加率も高い傾向にあります。一方で、身につけている基
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礎的・基本的な知識・技能を活用する力や自己肯定感・自己有用感等

の育成が継続的な課題となっています。 

 こうした状況や新学習指導要領で示された「身につけるべき資質・

能力」「社会に開かれた教育課程」の理念を踏まえ、「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善に向けて小・中学校が協働して

実践研究に取り組んでいきます。 

また、未来を担う子どもたちをこころ豊かに育んでいくため、地域

と学校が連携し、地域全体で子どもたちが、学習やスポーツ、ふれあ

い体験など多様な活動に積極的に参加できる環境づくりを進めよう

と、土曜日を有効活用する「養父市土曜授業（子ども土曜日学びの場

事業）」を進めています。 

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

たちの郷土愛を醸成する上でも意義あるものと考えています。 

こうした取組を大切にしながら、学校運営協議会設置に係る動向

に注意しつつ、家庭・地域との連携・協働による学校づくりを進めて

いきます。 

また、学校給食は、子どもたちにバランスのとれた栄養豊かで、安

全・安心な給食を提供することで、成長期にある子供たちの心身とも
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に健全な発達と望ましい食習慣が獲得できるように努めています。 

市内の小・中学生から地元産の食材を活用した献立を考案しても

らう「養父市学校給食甲子園」事業や、夏休みクッキング教室など、

様々な機会を通じて食育の啓発を進めます。 

さらに、各種マニュアルに基づく衛生管理を徹底し、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上げます。 

 市民一人一人が生涯にわたって生きがいや誇りをもって生活する

上で、学びを通じて交流できる環境づくりが重要です。こうした生涯

学習や芸術文化の拠点として公民館やホール、さらには地域自治組

織の役割は一層重要となっています。市民の自発的な学習活動を支

援し、豊かな心で「生きる力」を育む社会の充実を進めます。 

 また、家庭・地域・学校が連携して「地域の教育力」を育成し、子

どもたち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、

地域と学校のつながりを充実させるため、PTA の研修活動や子ども

会の交流活動を支援します。 

文化財は、ふるさと養父市の魅力を語る財産です。平成３０年度も
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継続し、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

八木城跡殿屋敷地区の公園整備を推進します。また、養父市らしい歴

史と文化の掘り起こしも進めていきます。 

昨年 7 月、国の重要伝統的建造物群保存地区として大杉地区が選

定を受けました。全国では１１５地区目、「山村・養蚕集落」という

種類では、近畿地方を含めた西日本で初めての選定となりました。私

たちが当たり前だと思っていた三階建て養蚕住宅が、全国に誇るべ

き素晴らしい文化遺産となりました。養蚕業や製糸業は、養父市はも

とより日本の近代化を支えた重要な産業です。大杉地区では養蚕住

宅の修理や観光客の受入体制の整備に着手し、養父市らしい文化の

継承と発展に努めます。 

健康・スポーツの環境づくりについては、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、オリエンテーリン

グ競技」の開催に向けた準備を進めます。 

また２年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックをはじめ

とした世界的なスポーツイベントの開催で高まる健康づくりの気運

に対し、スポーツの機会を創出し、健康と体力を向上させるよう支援

してまいります。 

市民一人ひとりが、年齢や目的、ライフスタイルなどに応じて、気



13 
 

軽に健康づくりができる環境づくりとして、安全性と快適性を重視

したスポーツ施設の管理に努めてまいります。本年は新たに、働き盛

り世代の健康づくりを支援する制度を設け、企業・団体と協働し健康

づくりを促進します。 

養父市には、天文館バルーンようか、若杉高原おおやスキー場やハ

チ高原等の場所で星空が楽しめる自然環境があります。今年７月に

は皆既月食、９月と１２月には彗星も接近するなど天体の見どころ

がたくさんあります。この環境を活かし、星空や宇宙に関する情報発

信と星空観察の場の提供に努めます。 

■おわりに 

以上、平成 30 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 30 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。 

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上げます。 


