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前文 

１ 策定の趣旨及び位置づけ 

養父市は、池田草庵先生をはじめ偉大な先人たちを輩出してきた。本市では、こうした

先人の教えを踏まえ、これまで「こころ豊かな人づくり」を基調として、子どもたちの

「生きる力１」を育むため、養父市ならではの教育活動を展開してきた。また、「生きる

力」を生涯学ぶまちを柱に、「家庭・地域・学校の連携による教育環境づくり」「０歳から

の一貫した教育環境づくり」「生涯学習・次世代育成の環境づくり」「スポーツ振興の環境

づくり」に取り組んできた。令和元年12月には、「養父市教育大綱」を策定し、本市の教

育、学術及び文化の振興に関する方針を示し、教育の振興を図ってきた。 

 今、技術革新やグローバル化２が急速に進展する状況にあって、市民一人一人がこころ豊

かに生きるために、教育の果たす役割は大きくなっている。 

そこで、平成 27年度からの第２期「養父市教育振興基本計画３」の成果と課題を踏まえ、

今後５年間の本市の教育を一層充実させるため、第３期の計画を策定することとする。 

本計画策定にあたり、「養父市教育大綱」（養父市 令和元年 12月）、第３期「教育振興基

本計画」（文部科学省 平成 30 年６月）、「第３期ひょうご教育創造プラン」（兵庫県教育委

員会 平成 31年２月）、「第２次養父市総合計画」（養父市 平成 23年６月）「養父市まちづ

くり基本条例」（養父市条例第２号 平成 21年３月）等を参酌するなど、国・県・市の方針

を反映させた。なお、本計画は、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づく、本市の教育施

策に関する基本的な計画である。 

 

２ 計画の期間及び運用 

計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とする。 

本市が推進する教育施策の基本的な方向を示すとともに、学校園、教育関係機関、家庭、

地域における取組の方向について示し、今後は本計画に沿って具体的施策を進める。 

計画の進捗状況及び成果と課題については、毎年度評価・検証し、より効率的な施策を総

合的に推進していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 第３期教育振興基本計画 

（平成 30年度～令和４年度） 

第３期ひょうご教育創造プラン 

（平成 31年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

第２次養父市総合計画 

（平成 23年度～令和２年度） 

養父市子ども･子育て支援事業計画 

養父市スポーツ推進計画 

養父市教育推進の重点（毎年度） 

養父市まちづくり基本条例 

（平成 21年 3月 23日制定） 

第３期養父市教育振興基本計画 

（令和２～６年度） 

福祉・環境・食育・防災等各計画 

養父市教育大綱（令和元年 12月） 
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第１部 養父市における教育の成果と課題（第２期計画の検証） 

 

基本方針１ 自立して物事に挑戦する態度の育成 

 

○社会的自立に向けたキャリア形成の支援 

[これまでの主な取組] 

子どもたちが夢や目標をもち、自分らしい生き方を実現するため、小・中が一貫して、そ

れぞれの発達段階に応じ、キャリアノート４等を活用し、キャリア教育の充実を図った。ま

た、クリエーターを学校に招聘する「プロから学ぶ創造力育成事業」を全中学校で実施した

り、特別活動を要としたキャリア教育５の充実に取り組んだりした。 

小・中それぞれの発達段階に応じた体系的な兵庫型「体験教育」に加え、地域参画力等を

高める「やぶ・ふるさとキャリア教育６カリキュラム」を通して、児童生徒のキャリア形成

の支援を図った。 

 

[成果] 

平成 31年度全国学力・学習状況調査７において、将来の夢や目標を持っている小学生の割

合が 85.4％（全国 83.8％）、中学生の割合が 73.7％（全国 70.5％）と全国平均を上回るな

ど、児童生徒のキャリア形成に一定の成果を得た。 

 

[課題と方向性] 

子どもたちが夢や目標をもち、具体的な計画を立て、それに向かって進んでいく力を育成

するため、小・中一貫した体系的・系統的なキャリア教育の充実を図る必要がある。 

IT８化やグローバル化等の進展に伴い、将来の就労構造の変化や新産業の創出が見込まれ

る中で、「キャリアプランニング能力９」をはじめ、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理

解・自己管理能力」「課題対応能力」を養うなど、社会的・職業的自立の基盤となる「基礎

的・汎用的能力」の育成を図る必要がある。 

 

○兵庫型「体験教育」と「やぶっ子夢プラン」の推進 

[これまでの主な取組] 

自然学校やトライやる・ウィーク 10等の兵庫型「体験教育」11に加え、氷ノ山登山を行う

「山の学校 12」や、地域について学ぶ「ふるさと教室」等の「やぶっ子夢プラン」によって、

自然体験や地域の行事への参加等、小・中それぞれの発達段階に応じて、地域との連携・協

働のもと体験活動の充実を図った。 

 

[成果] 

平成 31 年度全国学力・学習状況調査において、地域の行事に参加している小学生の割合

が 92.9％（全国 68.0％）、中学生の割合 86.9％（全国 50.6％）と全国平均を大きく上回る

など、地域との関わりを通した体験活動等が充実した。 
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[課題と方向性] 

子どもたちが豊かな人間性や社会性を身に付け、命を大切にする心、思いやりの心及び共

生の心の大切さを認識できるよう、地域の教育力を活用し、兵庫型「体験教育」や「やぶ・

ふるさとキャリア教育」の一層の充実を図る必要がある。 

そして、子どもたちの自立心を育むため、児童生徒の主体的・自発的な活動を取り入れ、

達成感や自己有用感をもたせる取組の充実を図る必要がある。 

 

○基本的生活習慣の確立と自主・自立的に学ぶ態度の育成 

[これまでの主な取組] 

「親子ではぐくむ『５つの生活習慣』13」を推奨して、家庭での生活習慣の確立を図った。 

毎月第２・第４水曜日を「そうあんくんの日 14」に設定し、子どもたちが読書、自主学習

等自ら課題を見つけ、自主・自律的な生活を送り「生きる力」を育んだ。 

また、学校では、家庭学習の手引きを作成し、子どもたちが小・中９年間の発達段階に応

じて家庭学習や自主学習ができるよう指導に努めた。 

 

[成果] 

全国学力・学習状況調査において、「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」児童生徒の割

合が、平成 27年度の 79.7％（小）・79.5％（中）から平成 31年度には 86.5％（小）・80.2％

（中）に、また、「同じくらいの時刻に起きている」児童生徒の割合が、平成 27年度の 93.9％

（小）・92.2％（中）から平成 31年度には 95.1％（小）・95.1％（中）と増加傾向にあるな

ど、基本的生活習慣の確立が図られた。 

 

[課題と方向性] 

家庭の教育力の向上に向けた取組を進めるとともに、学校園・家庭・地域が連携して子ど

もたちの生活リズムの向上を図るため、子どもが情報機器に接する機会の拡大による生活時

間の変化等を踏まえつつ、子どもの基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につなげる

必要がある。 

また、子どもたちにわかる喜びを実感させ、自主的に学習に取り組む意欲・態度を育成す

るとともに、授業と家庭学習のつながりを明確にし、学習習慣の定着を図る必要がある。 

 

○グローバル化に対応した教育の推進 

[これまでの主な取組] 

ふるさと養父市を愛する態度を育て、地域の一員としての自覚を高めるため、「やぶ・ふ

るさとキャリア教育」の推進等により、養父市の伝統文化に触れる機会の充実を図った。 

外国語を用いた語学力・コミュニケーション能力を育成するため、ＡＬＴ15や地域人材の

活用、イングリッシュキャンプの実施等により、英語をはじめとする外国語教育の充実を図

った。 

将来国際社会で活躍する意欲・態度等を育成するため、オーストラリアパース市の学校等

との国際交流を行った。 

小学校における外国語教育の教科化を踏まえ、研修の充実等、英語教育の充実を図った。 
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[成果] 

平成 31年度全国学力・学習状況調査において、「外国の人と友達になったり、外国のこと

についてもっと知ったりしてみたいと思う」小学生の割合が 69.7％（全国 68.6％）、中学生

の割合が 70.4％（全国 62.4％）に、また、「日本やあなたが住んでいる地域のことについて、

外国の人にもっと知ってもらいたいと思う」小学生の割合が 77.8％（全国 76.1％）、中学生

の割合が 73.6％（全国 59.3％）と全国平均を上回るなど、自らの国や地域及び他国につい

て関心を持つことについて成果を得た。 

 

[課題と方向性] 

グローバル化が進む社会において必要な語学力やコミュニケーション能力を育成するた

め、外国語の授業改善や教員の指導力の向上、ＡＬＴや地域人材の活用等、外国語教育や異

文化理解に関する教育の充実を図る必要がある。 

主体的、積極的に国際社会で活躍する意欲・態度を育成するため、国際交流等の促進を図

る必要がある。 

グローバル化が進む社会において、自己のよりどころとなるふるさと意識の醸成を図るた

め、「ふるさと養父市」の伝統や文化に触れる機会の充実を図る必要がある。 
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基本方針２ 「生きる力」を育む教育の推進 

 

○｢確かな学力 16」の育成 

[これまでの主な取組] 

35人学級編制や兵庫型教科担任制 17等の活用や、「学習タイム 18」の充実により、基本的

な学習習慣の定着、基礎学力の向上に取り組んだ。また、小学校から中学校への円滑な接続

に取り組む小中一貫教育を推進するとともに、９年間を見通した指導方法の工夫改善を図っ

た。さらに、全国学力・学習状況調査や養父市学力・学習状況調査の結果等を踏まえた課題

の改善に向けた取組を行った。 

各教科等における「ことばの力」の育成、科学技術の基礎となる理数教育、情報社会を主

体的に生きるための情報教育等の充実を図った。 

 

[成果] 

全国学力・学習状況調査において、概ね全国平均と同程度の学力となっている。 

「国語の授業の内容がよく分かる」と感じている児童生徒の割合が、平成 27年度の 81.3％

（小）・69.2％（中）から平成 31年度には 86.5％（小）・73.1％（中）に、また、「数学の授

業の内容がよく分かる」と感じている中学生の割合が、平成 27年度の 81.5％から平成 31年

度には 83.0％と増加傾向にある。また、平成 31年度において、「英語の授業がよく分かる」

と感じている中学生の割合が 80.8％（全国 66.0％）と全国平均を上回るなど、授業改善等

が進んだ。 

 

[課題と方向性] 

児童生徒の更なる学力向上を図るため、新学習指導要領 19を踏まえ、「主体的・対話的で

深い学び 20」の実現や、小中一貫教育の推進による系統性を重視した指導の一層の充実を図

る必要がある。 

児童生徒の個性や能力を伸長し、創造性を育むため、魅力と活力ある学校園づくりを推進

する必要がある。 

全国学力・学習状況調査において、小学校の算数で全国平均を下回る年があった。また、

「算数の授業の内容がよく分かる」と感じている小学生の割合が、平成 27年度の 82.4％か

ら平成 31年度には 80.6％と減少傾向にある。数学、理科に対する興味・関心・意欲を高め

る取組の充実を図るとともに算数の基礎的な学力の定着を図る必要がある。 

新学習指導要領を踏まえ、情報活用能力 21（情報モラル 22を含む）や ICTを主体的に使い

こなす力を育成するとともに、各教科の特性に応じたプログラミング教育 23の充実を図る必

要がある。 

 

○｢豊かな心」の育成 

[これまでの主な取組] 

子どもたちの豊かな人間性と社会性を育成するため、自然学校やトライやる・ウィーク等

の兵庫型「体験教育」に加え、氷ノ山登山を行う「山の学校」や、地域について学ぶ「ふる
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さと教室」等の「やぶっ子夢プラン」「池田草庵や上垣守国をはじめとする先人の教えを理

解し、実践する教育」の充実を図った。また、自然や社会、地域の人々との関りを通した環

境教育の推進を図った。 

「特別の教科 道徳 24」の全面実施を踏まえ、「兵庫版道徳教育副読本」等を活用し、家

庭・地域との連携のもと、学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進した。また、小・中

が合同で研修を行うなど、指導体制の充実や教員の指導力の向上を図った。 

共生の心を育成し、人権尊重の精神を培うため、家庭・地域との連携のもと、多様な交流

体験学習や人権教育資料の効果的な活用により、人権教育の推進を図った。 

命の大切さや共生の心を育むため、社会福祉協議会等と連携し、福祉体験等の充実を図っ

た。 

阪神・淡路大震災や平成 16年台風 23号等の教訓を踏まえ、学校の防災体制の充実や地域

と連携した防災教育の推進等を通して、自らの生命を守るために主体的に行動する力ととも

に、共生の心を育む防災教育の充実を図った。 

 

[成果] 

全国学力・学習状況調査において、「自分にはよいところがあると思う」児童生徒の割合

が、平成 27年度の 76.4％（小）・66.8％（中）から平成 31年度には 81.6％（小）・76.9％

（中）に、また、「難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している」児童生徒の割合が、平

成 27年度の 78.6％（小）・73.6％（中）から平成 31年度には 81.1％（小）・76.4％（中）

と増加傾向にあるなど、自己肯定感・自尊感情やチャレンジ精神を育てる指導において成果

を得た。 

 

[課題と方向性] 

自他の生命の尊重、自尊感情、他者への思いやり、地域社会に参画する態度、自然に対す

る豊かな感性等を育成するため、教科化された「特別の教科 道徳」での学びに加え、体験

教育や環境教育等を通して、家庭や地域と連携した道徳の充実を図る必要がある。 

人権意識を高め、多様な人々と豊かに共生する心を培うため、家庭・地域との連携のもと、

人権課題の主体的解決に向けた教育の推進を図るとともに、多文化共生に係る教育の充実を

図る必要がある。 

他者への思いやり、共生の心を培うため、社会福祉協議会等と連携した福祉教育の充実を

図る必要がある。 

養父市で予想される自然災害に対する正しい知識・技能、適切な判断力、共生の心を育む

ため、防災教育の充実を図る必要がある。 

 

○｢健やかな体」の育成 

[これまでの主な取組] 

生涯にわたり運動に取り組むことができる資質・能力を育むため、幼児期における運動遊

びの推進、全国体力・運動能力、運動習慣等調査 25等の結果を踏まえた体育・保健体育等の

教科学習を中核とした指導により、体力・運動能力の向上を図った。また、オリンピック・

パラリンピック教育等の推進により、運動への関心を高めようとした。さらに、運動部活動
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等において責任感、連帯感の涵養を図った。 

児童生徒の望ましい食習慣の形成を図るため、栄養教諭をはじめ教職員が「生きた教材」

である学校給食を活用した実践的な食育指導に取り組んだ。 

心身の健康課題を解決するため、養護教諭をはじめ教職員が、保健教育の推進及び家庭・

地域の医療機関等との連携による保健管理、歯磨き等の保健指導の充実に努めた。 

子どもたちに自らの安全を守るための能力を身に付けさせるため、交通安全教室、防犯教

室等の安全教育の推進を図った。 

 

[成果] 

平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、実技に関する調査は、概ね

全国・県の状況と同程度か上回る結果となっている。また、「体育の授業は楽しい」と感じ

ている中学生の割合が 80.8％（全国 66.0％）と全国平均を上回るなど、授業改善等が進ん

だ。 

平成 31年度全国学力・学習状況調査において、「朝食を毎日食べている」小学生の割合が、

96.8％（全国 95.3％）、中学生の割合が 96.1％（全国 93.1％）と全国平均を上回るなど、食

習慣の確立が図られた。また、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、児童生徒の食への関心がより一層高まった。 

 

[課題と方向性] 

運動習慣の定着による基礎的な体力の向上に向けて、幼児期における運動遊びの推進、全

国体力・運動能力、運動習慣等調査等の結果を踏まえた教員の指導力及び実技能力の向上を

図る必要がある。 

健康な生活に向けた自己管理能力を育成するため、学校給食を活用した食育実践体制の充

実を図る必要がある。 

自らの命、安全を守るために主体的に行動する態度を育成できるよう、安全に対する意識

を高めるための教室・講習を実施するなど、保健・安全教育の充実を図る必要がある。 

「養父市立中学校における運動部活動の方針 26」を踏まえ、適切な運動部活動の運営を図

るとともに、学校における運動部活動において、学校・家庭・地域の連携のあり方について

検討していく必要がある。 

 

○乳幼児期からの一貫した教育の推進 

[これまでの主な取組] 

幼児期の教育の質の向上を図るため、保育所・認定こども園 27において、幼児一人一人の

発達や学びの連続性及び家庭生活等との連続性を確保すべく、環境整備等の充実を図った。 

幼児期の教育相談、情報提供、保護者同士の交流の機会の提供等、子育て支援活動の充実

に努めた。 

認定こども園の「アプローチカリキュラム」と小学校の「スタートカリキュラム」から「接

続期カリキュラム」を作成し、保育所・認定こども園と小学校の教育活動のつながりを見通

し、幼小の交流活動を積極的に進め、幼小の円滑な接続を図った。 

「心身ともに健やかに育つ子ども」の育成をテーマに、遊びを通しての総合的な指導によ
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り「知識及び技能の基礎」「思考力・判断力・表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性」

等を培い、小学校以降の育ちにつなげるよう取り組んだ。 

 

[成果] 

円滑な接続のために小学校と連携した保育所・認定こども園の割合が 100％であるなど、

保育所・認定こども園と小学校の連携や幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続を見据え

た体制整備が進展した。 

 

[課題と方向性] 

「日本一子育てしやすいまち」の実現に向け「養父市子ども・子育て支援事業計画」等に

基づき、子どもを安心して育てられる環境の整備を図る必要がある。 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を見通した、乳幼児における教育の更なる質の

向上を推進する必要がある。 

乳幼児期の教育・保育と小学校教育の接続を図るため、乳幼児と児童の交流等、保育所・

認定こども園と小学校が連携した取組の更なる推進を図る必要がある。 

 

○小・中連携教育の推進 

[これまでの主な取組] 

平成 27年度から 29年度まで、文部科学省の「小中一貫教育 28調査研究事業」を受け、地

域行事への合同参加等による「地域の活性化」、６年生登校（６年生の中学校体験）の実施

等による「中１ギャップ 29」の解消、系統性を重視した指導の充実等による「学力の向上」

に取り組んだ。 

 

[成果] 

「小中一貫教育調査研究事業」のアンケートでは、「中学校に進学するのを楽しみにして

いる」児童生徒の割合が、平成 27年度の 73.3％から平成 28年度には 86.1％と増加傾向に

あるなど、中学校入学後、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす「中１ギャップ」へ

の対応が進んだ。 

 

[課題と方向性] 

「小中一貫教育調査研究事業」の結果を踏まえ、系統性・連続性のある教育の一層の推進

を図る必要がある。 

関宮校区に新しく開校する義務教育学校 30においては、義務教育９年間を通じた一体的な

教育活動に取り組む必要がある。 

小中一貫教育の取組状況について、家庭や地域に情報発信をし、成果と課題を共有しなが

ら取り組む必要がある。 

 

○特別支援教育の充実 

[これまでの主な取組] 

児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応するため、小・中学校における通常の学級、通級
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による指導 31、特別支援学級等、多様な学びの場における指導の充実を図った。また、交流

及び共同学習を実施した。 

すべての児童生徒が自立し社会参加することができるよう、特別支援学校との連携等、相

談・支援体制の構築や個別の教育支援計画等の引継ぎ（中学校から高校等へも含む）による

継続的な支援の推進を図った。 

特別支援教育コーディネーター32を中心とした校内支援体制を構築するとともに、教職員

が特別支援教育に係る理解を深める取組を推進した。 

 

[成果] 

通級指導担当教員を、平成 27年度２名から平成 31年度４名に増員して配置し、通級によ

る指導の充実を図った。 

個別の指導計画 33や個別の教育支援計画 34の市の統一様式を作成するなど、継続的な支援

の推進を図った。 

特別支援教育のネットワークが構築され、特別支援学校のセンター的機能を活用し、平成

30年度において、巡回教育相談を 50回行うなど、きめ細かな取組が行われた。 

 

[課題と方向性] 

児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応するため、個別の指導計画や個別の教育支援計画

の活用・引継ぎの徹底等、切れ目ない指導・支援の充実を図るとともに、教育と福祉、医療、

家庭との横の連携を図る必要がある。 

児童生徒との相互理解を深めるため、合理的な配慮 35に基づく適切な指導や必要な支援等

の充実、交流及び共同学習の一層の推進を図る必要がある。 
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基本方針３ 子どもたちの学びを支える仕組みの確立 

 

○学校の組織力及び教職員の資質能力の向上 

[これまでの主な取組] 

学校の特色や地域の実態を踏まえた学校評価システムを確立し、PDCA サイクルにより、

継続的に学校運営の改善を図った。 

いじめの問題に対峙するため、養父市及び学校いじめ防止基本方針 36に基づき、学校・関

係機関が一丸となったいじめの未然防止、早期発見・早期対応の推進を図った。また、スク

ールカウンセラー37、スクールソーシャルワーカー38等の配置に併せて、教職員の研修の充

実を図った。 

不登校等対策を推進するため、「養父市子どもサポート教室 39」を設置したり、教育相談

員やスクールアドバイザー40等による支援の充実を図ったり、学校や関係機関等と連携しな

がら、不登校児童生徒の学校生活への適応支援や保護者への教育相談の充実を図った。 

兵庫県の「教職員の勤務時間適正化推進プラン 41」等に基づき、児童生徒と向き合う時間

を確保しながら、定時退勤日の取組等を推進するとともに、スクール・サポート・スタッフ
42等の外部人材の配置等、教職員の勤務時間の適正化を図った。 

教職員の協働体制を確立するため、管理職の確保と育成、主幹教諭 43の計画的な配置等を

図った。 

「兵庫県教員・管理職資質向上指標 44」等に基づき、兵庫県の研修への積極的な参加、養

父市教育研修所及び校内研修の充実を図り、教職員の資質能力の向上を図った。 

 

[成果] 

いじめへの対応については、養父市及び学校いじめ防止基本方針やいじめ対応マニュアル

に基づき、各校で積極的にいじめを認知するようにした結果、認知件数が増加したものの、

認知したいじめの早期対応が図られた。 

令和元年６月の教職員の超過勤務の平均が、同月前年比で、小学校では横ばいだったもの

の、中学校では 62時間から 55時間に減少するなど、教職員の勤務時間の適正化に一定の成

果を得た。 

 

[課題と方向性] 

養父市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ対応マニュアルの改訂や各校の学校いじめ防

止基本方針の定期的な見直しを行うとともに、いじめの解消に向けた体制づくりを進め、い

じめへの対応の徹底を図る必要がある。 

不登校等対策の推進として、「養父市子どもサポート教室」の充実や、学校が関係機関と

連携しながら、不登校児童生徒の学校生活への適応支援や保護者への教育相談の充実を図る

必要がある。 

教職員の資質向上を図るため、研修の充実を図るとともに、非違行為や体罰等の防止に向

けて、綱紀粛正通知の周知徹底、会議等を通じた注意喚起等を実施する必要がある。 

兵庫県の「教職員の勤務時間適正化推進プラン」等に基づき、管理職のリーダーシップの
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もと、実効性のある取組の推進を図る必要がある。また、教職員へのメンタルヘルス体制の

充実を図る必要がある。 

 

○安全・安心な学習環境の整備 

[これまでの主な取組] 

子どもたちが安心して学校園生活を送るため、安全点検の実施結果等を踏まえ、学校施設

の修繕等を行うとともに、学校安全・防犯を推進する体制を構築した。 

教育における経済的負担の軽減を図るため、高校生対象の通学費の補助等を実施した。 

 

[成果] 

学校の ICT環境を計画的に整備し、平成 31年度全国学力・学習状況調査において、小学

生がコンピュータなどの ICTをほぼ毎日使用したと回答した割合が 22.2%（全国 10.4％）、

週１回以上と回答した割合が 27.6％（全国 20.2％）と全国平均を上回るなど、着実に進展

した。 

 

[課題と方向性] 

学校施設の長寿命化改修 45を計画的に実施する必要がある。また、子どもたちの安全を守

るため、警察をはじめとする関係機関と連携した学校安全・防犯体制を構築するとともに、

安全教育の推進を図る必要がある。 

新学習指導要領を踏まえた ICT 環境整備の更なる推進を図る必要がある。 

また、高校生対象の通学費の補助等を継続する必要がある。 

 

○通学路の安全確保 

[これまでの主な取組] 

「養父市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校園、家庭、地域、関係機関と連携し、

通学路の安全確保を図った。 

 

[成果] 

通学路における危険箇所の把握と合同点検を実施している学校が 100％であるなど、通学

路の安全確保を図った。 

 

[課題と方向性] 

地域住民等と連携し、通学路の見守り活動の推進を図るとともに、警察・道路管理者等の

連携のもと、児童生徒の安全確保の徹底を図る必要がある。 

 

○防災教育の推進 

[これまでの主な取組] 

阪神・淡路大震災や平成 16年台風 23号等から学んだ教訓を踏まえ、学校の防災体制の充

実、地域と連携した防災教育の推進等を通じて、自らの生命を守るために主体的に行動する

力とともに、共生の心を育む防災教育の充実を図った。（再掲） 
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市防災部局と協議等を行う養父市防災教育推進連絡会議の開催、学校防災マニュアル 46の

見直し等、学校園の防災体制の整備が進んだ。 

 

[成果] 

定期的な避難訓練等を実施している学校園の割合が 100％であること、また、児童生徒が

地域の防災訓練に積極的に参加しているなど、学校防災体制の充実が進んだ。 

 

[課題と方向性] 

養父市で予想される自然災害に対する正しい知識・技能、適切な判断力、共生の心を育む

ため、地域と連携した実践的な防災教育の充実を図る必要がある。 

 

○家庭の教育力の向上 

[これまでの主な取組] 

親の学びを支援するため、保護者同士の交流等の機会・場や情報の提供、相談窓口の開設

等を行った。 

家庭教育の充実を図るため、社会福祉協議会等子育て支援団体や関係機関相互の連携強化

によるネットワーク活動の充実等、地域ぐるみの子育て支援の推進を図った。 

家庭教育を支援するため、「親子ではぐくむ『５つの生活習慣』」を推奨するとともに、「そ

うあんくんの日」の取組等、学校園における日常の生活・学習指導、PTCA47活動等を通じ、

家庭教育の重要性について啓発を行った。 

中学校において、地域の乳幼児やその親との交流活動を実施し、中学生の子育て意識の啓

発に努めた。 

 

[成果] 

毎年、各学校 PTAにおいて、広報活動による家庭への情報提供や保護者が学ぶ研修の機会

の充実を図るとともに、市全体として、約 250人の参加を得て、養父市 PTCA活動研修会・

地域フォーラムを開催するなど、家庭教育支援において、一定の成果を得た。 

平成 31年度全国学力・学習状況調査において、「保護者や地域の人が学校の美化、登下校

の見守り、学習・部活動支援、放課後支援、学校行事の運営などの活動に参加している」ま

た、「保護者や地域の人との協働による取組が、学校の教育水準の向上に効果があった」と

回答した小学校の割合が 100％であるなど、学校園との協働活動を通した家庭教育の充実に

おいて、一定の成果を得た。 

 

[課題と方向性] 

「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」を活用し、学校園、家庭、地域の連携を進める。

また、「親子ではぐくむ『５つの生活習慣』」を推奨するとともに、学習会の実施や時代に即

した PTCA 活動の実施により親の学びの機会の充実を図るなど、総合的な家庭教育支援の推

進を図る必要がある。 

充実した子育てに向け、未就園児及びその保護者を対象とした多様なサポート体制を構築

し、親子の居場所づくりを支援するとともに、より地域に密着した活発な活動が展開できる
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よう、子育て情報の提供、福祉部局や社会福祉協議会等関係機関との連携を図る必要がある。 

 

○地域全体で子どもを守り育てる環境づくりの推進 

[これまでの主な取組] 

地域が学校を支える活動を促進するため、学校支援地域本部の設置による、学校支援活動

等を継続的に実施する体制の構築、放課後子ども教室等の開設による、放課後等における子

どもの安全で健やかな居場所確保等を図った。 

保護者や地域住民の学校理解を深めるため、学校評議員制度 48の推進、学校関係者評価 49、

オープンスクールの実施等により、学校に関する情報の提供を行った。 

学校の教育活動に地域住民が参画する取組の推進に寄与するため、学校のニーズに応じた

地域人材の活用、トライやる・ウィーク等を実施した。 

建屋小学校において、地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協

議会制度を導入した。 

 

[成果] 

平成 30年度において、地域学校協働活動 50に延べ 16,594人のボランティアが参加し、平

成 30年度全国学力・学習状況調査において、「地域の大人（学校や塾・習い事の先生を除く）

に勉強やスポーツを教えてもらったり、一緒に遊んだりする」小学生の割合が 48.0％（全国

41.6％）と全国平均を上回るなど、地域と学校園の連携・協働の推進において、一定の成果

を得た。 

 

[課題と方向性] 

地域自治協議会をはじめ地域と学校園の連携・協働を推進し、地域全体で子どもたちの成

長を支えていくため、地域学校協働活動に参加する地域住民を確保し、放課後等における子

どもの安全で健やかな居場所確保、通学路を含む見守り活動、学校支援活動等を継続的に実

施する必要がある。その際、地域の自然、産業、歴史、伝統、文化等、地域に根ざした地域

学校協働活動を展開するとともに、地域行事への子どもたちの積極的な参加を促す。 

コミュニティ・スクール 51の導入の促進及び運営の充実を図り、「地域とともにある学校

づくり 52」を推進する必要がある。 
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基本方針４ すべての市民が学ぶ生涯学習社会の形成 

 

○生涯を通じた学びの機会・場の充実 

[これまでの主な取組] 

養父市民のための社会教育施設の拠点として、市立４公民館と３地域局が連携し、八鹿、

養父、大屋、関宮の各地域の「学びや交流、人づくりの場」を創出する場として機能するな

ど、生涯学習の推進を図った。 

ホールを活用した生涯学習として、文化祭や芸能祭、木彫フォークアート、チェロコンク

ールをはじめ、市民が主役の魅力ある芸術文化事業を開催し、市民の生きがいを創るととも

に、文化芸術活動の振興を図った。 

 

[成果] 

公民館利用件数、利用者数は、平成 27年度と比較してやや減少しているものの、平成 30

年度において、5,592件 105,728人の利用があり、公民館が社会教育施設の拠点として機能

していることを示している。 

 

[課題と方向性] 

市民が生涯学習を通してこころ豊かな生活をおくるため、各社会教育施設は魅力あるイベ

ントや講座の一層の充実及び関係機関・団体との連携、効果的な広報の充実等を図る必要が

ある。特に、新しく建設される養父市文化会館（仮称）を拠点とし、生涯学習の一層の推進

を図る。併せて整備される図書館を活用し、読書活動の推進を図る必要がある。 

市民が学習に主体的に取り組む環境を整備し、市民の学習活動や地域活動を支援する学習

機会を提供し、公民館図書室の充実等、市民が主体的に学べる学習機会の充実を図る必要が

ある。 

 

○文化財の保存・活用 

[これまでの主な取組] 

本市が育んできた豊かな歴史文化遺産を後世に継承するため、国指定文化財の八木城跡、

名草神社、樽見の大桜、養蚕集落である大屋町大杉地区等の保存と活用を推進した。また、

歴史文化遺産の魅力を発信し、地域や関係団体等と連携し、歴史文化遺産を活かしたまちづ

くりによる魅力あふれる地域づくりを支援した。 

学校や地域と連携し、青谿書院記念館、大庄屋記念館、上垣守国養蚕記念館等を活用し、

子どもたちが養父市の先人や文化に触れるふるさと学習の機会の充実を図った。 

 

[成果] 

国指定文化財等の保存整備を推進し、市民が継承する文化財や伝統芸能などの保存活動を

支援した。また、ふるさと学習の一環として大庄屋記念館を利用した小学校の割合が 100％

であるなど、昔の生活文化に触れる取組において成果を得た。 
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[課題と方向性] 

 養父市の魅力を語る財産として歴史文化遺産を後世に継承するため、養父市の歴史と文化

を掘り起こし、文化財の保存・整備を図る必要がある。 

養父市の歴史文化遺産の調査研究を推進し、文化財の魅力発信を通じて歴史文化遺産をいか

した地域活性化を支援する必要がある。 

少子高齢化が進む中で担い手不足が課題となっており、伝統芸能や文化財の保存活動に取り

組む市民団体を支援し、円滑に文化財を未来に伝えていく必要がある。 

 

○スポーツを通じた「元気な養父市」の実現 

[これまでの主な取組] 

「養父市スポーツ推進計画」に基づき、市民が「いつでも、どこでも、誰でも」スポーツ

に親しみ、健康づくりや仲間づくりにつながるよう、生涯スポーツセンターを中核として、

市内全小学校区に設置されたスポーツクラブ 21 53や養父市体育協会、養父市スポーツ推進

委員等と連携しスポーツの振興を図った。八鹿総合体育館や全天候運動場など快適なスポー

ツ環境を提供するため改修や予防的修繕など施設整備に取り組んだ。市民スポーツの参画を

図るとともに養父市の魅力を発信するため、やぶらぶマラソン、養父市イヌワシ駅伝大会等

を開催した。 

 

[成果] 

市内のスポーツ施設の利用者数は人口減少を反映し全体としては減少傾向にあるが、所管

する３施設（都市公園施設、市立全天候運動場、おおやＢ＆Ｇ海洋センター・おおやスポー

ツセンター）の利用者は年間約 165,000 人あり、市の中核施設としての役割を担っている。 

地域自治協議会や企業単位で子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に養父市体力測

定会を実施した。平成 30年度は 13団体 375人の参加があり、健康、体力づくりの意識改善

や動機づけの機会となった。子どもたちにとっては、地域住民と一緒に参加することで、ふ

るさと意識の醸成につながった。 

野球やサッカー、剣道等各種団体・クラブで定期的に活動する子どもたちが安心して競技

に取り組めるようスポーツ安全保険の加入促進として市が加入金の全額補助を行った。結果、

全小学生の約 35％（357人）に補助し活動を支援した。 

 

 [課題と方向性] 

「養父市スポーツ推進計画」に基づき、すべての市民が生涯を通じて、健康でスポーツや

レクリエーションに親しむことができる「元気な養父市」の実現をめざして、スポーツクラ

ブ 21、養父市体育協会、養父市スポーツ推進委員等への活動を継続的に支援する必要があ

る。団体競技、個人競技、また個々の健康づくりなど様々なニーズの把握に努め、年齢や障

がいの有無に関わらず多くの人が多様なスポーツ（体を動かす機会）に参加する場の提供や

運動に対する意識改善を図るための取組を充実させる必要がある。 

一般参加型スポーツイベントのワールドマスターズゲームズ 2021 関西 54の開催に向け

て、官・民・学・産の連携・協働による実施体制の整備が進む中、あわせて市民のスポーツ

実施率を高める取組が必要である。 
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第２部 社会情勢と教育環境の変化 

 

１ 人口減少、高齢化の進展 

養父市では、「0歳から 14歳」の年少人口及び「15歳から 64歳」の生産年齢人口（働き

手）が大きく減少し、65歳以上の高齢者人口が増加しており、少子高齢化が急速に進んでい

る。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、養父市の総人口は今後も減少が続くと

予測され、2040年（令和 22年）には 15,790人になると推計されている。 

このような状況の中にあっても、持続可能な社会の実現をめざし地域の活力を維持・向上

させるには、一人一人が養父市の担い手として活躍することが求められており、社会的自立

に必要な能力や態度の育成が必要である。 

また、学校園の規模にかかわらず、その実情に応じて、魅力・特色ある学校園づくりを進

め、個人の可能性を最大限伸長させることが必要である。 

 

 

２ 生活の変化 

一世帯当たりの世帯人員は減少しており、家族の小規模化・核家族化が進行している。ま

た、家庭の抱える課題も複雑化・多様化している。このような世帯構造の変化や人口減少等

に伴う地域社会の変化に伴い、困難を抱えた家庭などが地域で孤立し、子育てについて身近

に相談できる相手が少ないといった、家庭教育を行う上での課題が指摘されている。 

また、子どもを取り巻く状況の変化により、子どもが自然の中で豊かな体験をしたり、文

化芸術を体験したりして感性を豊かにする機会が減少している。地域・家庭と連携・協働し
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つつ、体験活動の機会を確保していく必要性が指摘されている。 

このような状況の中で、家庭教育はすべての教育の出発点であることを踏まえ、地域全体

で親子の育ちを支えていくことが必要である。 

 

３ 人生 100年時代 55の到来 

医学の進歩、生活水準の向上等により、平均寿命が著しく伸長し、人生 100年時代の到来

が予測されている。今後、生涯に複数の仕事を持つことや、引退した後にもボランティア等

により、地域や社会の課題解決のために活動することなどがより一般的になると考えられる。 

このような状況の中で、誰もが、生涯にわたって学び続け、自らの「可能性」を最大化す

ることや、いくつになっても学び直し、それぞれの夢に向かって志を立ててチャレンジする

ことができる機会を最大化すべく環境を整備し、市民一人一人が生涯にわたって活躍できる

社会を実現することが必要である。 

 

４ グローバル化の進展 

グローバル化が加速し、情報通信の技術革新や交通網の整備等により、人間の生活圏は広

がっている。また、世界の国々の相互影響と依存の割合は急速に高まっており、貧困、紛争、

人権問題、環境問題、エネルギー資源問題等、地球規模の人類共通の課題が増大する中、そ

のような課題の解決をめざす「持続可能な開発目標（SDGs56）」等を踏まえ、課題の解決に向

けた積極的な取組が求められている。 

外国出身者が増えており、地域が直接世界とつながる時代の中で、グローバル化への対応

は、都市圏だけの課題ではない。養父市においてもグローバルに活躍できる人材の育成が重

要である。 

このような状況の中で、持続可能な社会の担い手を育成するため、郷土の伝統や文化を尊

重するとともに、言語や文化が異なる人々と主体的に協働できるよう、他者と交流し、共生

していくための力等を育成することが重要である。 

 

５ ICTによる技術革新の進展 

IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする技術革新が一層進展し、2030年頃には社会や生活

を大きく変えていく超スマート社会 57（Society5.058）の到来が予想されている。このよう

な社会においては、労働市場の構造や職業そのものが抜本的に変わることが考えられ、人々

の働き方やライフスタイルの変化を伴うことが予測される。 

養父市においても、特に、農業分野等で、技術革新に向けた取組が行われている。 

学校を取り巻く状況については、学校で ICT を活用できる環境の整備が進展するととも

に、子どもの ICTを利用する時間が増加傾向にあり、SNSをめぐるトラブルに巻き込まれる

などの事態が生じている。 

このような状況の中で、ICTを主体的に使いこなす力とともに、他者と協働して課題を解

決する力、創造力等を育成することが一層重要となる。 
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６ 教育の機会均等 

障害者差別解消法 59の施行等を踏まえ、障がいのある子どもが、合理的配慮の提供を受け

つつ、それぞれの障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて適切な指導や必要な支援を受けら

れることが求められている。 

また、市内における不登校者数は、平成 22 年度 31 人をピークにやや減少しているもの

の、平成 27年度 12人、平成 28年度 26人、平成 29年度 19人、平成 30年度 21人と推移し

ており、不登校児童生徒に対する教育機会の充実を図ることが求められている。 

このような状況の中で、障がいの有無に関わらず共に学ぶことができるインクルーシブ教

育システム 60の構築、不登校児童生徒等への学習環境の整備等、様々な背景をもつ人々のニ

ーズに応じた教育機会を提供することが必要である。 

 

７ 災害への対応 

近年、各地での地震、台風や集中豪雨等による大規模な災害が多発している。 

このような状況の中で、様々な自然災害から自らの生命を守るため、市民一人一人が災害

に備えるとともに、身近な地域で助け合うための訓練やつながりづくりに取り組むことが必

要である。 

阪神・淡路大震災や平成 16年台風 23号等の経験と教訓を踏まえ、防災教育の充実を図る

とともに、地域の防災拠点として機能する学校の防災体制の充実を図ることが必要である。 

 

８ 働き方改革 

学校に求められる役割が増大し、教職員に負担がかかっていることが指摘されている。

OECDの調査によると、日本の中学校教員の週当たりの授業時間は 17.7時間であり調査参加

国平均の 19.3時間を下回っている一方、週当たりの勤務時間は 53.9時間であり調査参加国

平均の 38.3時間を大きく上回っている。養父市においても同様の結果となっている。 

このような状況の中で、質の高い学校教育を持続発展させるため、教職員の働き方改革 61

の取組が求められている。 
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第３部 養父市の教育のめざす姿 

 

１ 基本理念 

第２期「養父市教育振興基本計画」に基づくこの５年間の取組状況や社会情勢・教育環境

の変化等を踏まえ、今後５年間の養父市の教育の基本理念を示す。 

現在、本市は人口減少・少子高齢化の進展の中にある。地方創生を掲げ、さまざまな施策

を推進しているところであるが、依然として、若年層、特に女性の市外流出は大きな課題と

なっている。課題解決のため、年齢や性別等にかかわらず、市民一人一人が活躍し、豊かで

安心して暮らせる社会の実現をめざす必要がある。 

また、現代に生きる養父市民が、先人たちが創り上げてきたこのまちで、こころ豊かに暮

らせるとともに、本市の活力を維持・向上させていくためには、本市の伝統と文化を継承し

つつ、教育を通じて個人の資質・能力を最大限伸長し、次世代まで持続可能な開発目標（SDGs）

をはじめとして養父市の持続的な成長・発展をめざすことが重要である。 

このような社会状況の変化や教育環境の変化を踏まえ、すべての市民が、将来の夢や目標

に向かって主体的にキャリア形成と自己実現を図ることをめざし、第３期計画の基本理念に

「未来の養父市を切り拓く力の育成」をテーマとして加える。 

 

「生きる力」を生涯学ぶまち 

養父市が育む こころ豊かで自立する人づくり 

－未来の養父市を切り拓く力の育成－ 

 

教育の使命は、幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を養うことにある。そのためには、生涯にわたって学び

続けるとともに、互いに支え合い協力しながら、社会の構成員として「当事者意識」という

シビックプライドをもって、主体的に行動する力を身に付けることが必要である。 

また、これからの社会を予測することが困難な激しい変化の時代にあっても、問題の核心

を把握し、自ら問いを立てて解決に導き、力強く自分の未来を切り拓いていく態度を培うこ

とが必要である。 

養父市では、令和元年 12 月に「養父市教育大綱」を策定し、ふるさとを愛し近代日本の

リーダーとなる人材の育成に努めた池田草庵先生の教えを根底において、教育を推進してい

く方針を示した。 

教育を市政の最重要課題に位置づけ、「小中一貫教育の推進」「小規模特認校制や義務教育

学校等による魅力ある学校づくり」等、特色ある教育活動を推進する。基本理念の実現にあ

たっては、兵庫県教育委員会ならびに市長部局との連携を深めながら、行財政改革との整合

性や業務の適正化に配慮しつつ、教育施策の推進に努めることとする。 
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２ めざす人間像 

 基本理念に基づき、養父市において「めざす人間像」は次のとおりとする。 

○人生 100年時代を見据え、知・徳・体の調和がとれ、自らの夢や志の実現に努力する人 

○ふるさと養父市を愛し、人を大切にして共に支え合いながら、未来の養父市を切り拓き

担う人 

○日本の自然・伝統・文化を基盤として、創造力と多様な人々との共生の心をもち、養父

市内外で活動する人 

 

３ 育み培う心、力、態度 

基本理念に基づき、養父市において「育み培う心、力、態度」は次のとおりとする。 

○自立する人 

・生命（いのち）を尊び、人や自然を大切にする 

・健やかな身体を育み、豊かな情操と道徳心をもつ 

・幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって学び続け、個性や資質・能力を伸ばす 

・礼儀正しく、感謝と思いやりの心をもち、人権を尊重する 

・失敗を恐れず、困難や逆境に立ち向かう 

○社会で活動する人 

・基本的なルールを遵守し、役割や責任をもってよりよい社会づくりに向けて主体的に行

動する 

・周囲とコミュニケーションを図りながら問題を発見し、協働して創造的に解決する 

・他者を尊重するとともに、異なる文化や価値観を理解し、多様な人々と共生する 

○ふるさと養父市に誇りをもち、多様な人々と協働して地域を支える人 

・地域に学び、ふるさと養父市を創ろうとする志をもつ 

・養父市が有する多様な伝統や芸能・文化を尊重し、ふるさと養父市を愛する 

・国際社会の平和や発展に向けて、次代の養父市、日本、世界を舞台に活動する 
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４ 各主体の責任と役割 

これまで、市民が一体となって子どもたちを育む取組を進めてきたことを引き継ぎ、これ

からもすべての市民が基本理念を共有し教育に関わっていくことが不可欠である。 

教育行政機関、学校園、教職員、社会教育施設、家庭及び地域は、子どもたちの成長に関

わる当事者として、それぞれが責任と役割を自覚し、連携・協力しながら社会全体で、養父

市の教育のめざす基本理念の実現に向けて取り組まなければならない。 

 

(1) 教育行政機関（市及び市教育委員会） 

教育行政機関は、養父市の教育のめざす基本理念の実現に向けて、市の現状と課題を把握

し、関係機関等と連携し計画的に、適切かつ実効性のある施策を遂行する。 

教育行政機関は、学校教育、社会教育、生涯学習等を振興し、学校園・家庭・地域等の教

育の主体と連携・協力するとともに、その主体を支援する。 

各主体の担う役割等に応じて、学校園や教職員等に必要な支援や指導・助言を行う。 

 

(2) 学校園、教職員、社会教育施設 

学校園は、子どもたちの人格の完成をめざし、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を

育む教育を行う。 

教職員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、高い倫理観をもっ

てその職責の遂行に努める。 

社会教育施設は、養父市が誇る様々な伝統文化、伝統芸能、舞台芸術等を生かしながら、

人生 100年時代の到来を見据え、時代の動向・社会の状況・市民のニーズ等を踏まえた学習

内容や学習機会の充実、情報の積極的な発信等社会教育の振興に取り組む。 

 

(3) 家庭（保護者） 

教育の原点は家庭にある。家庭（保護者）は、子どもに基本的な生活習慣を身に付けさせ

るとともに、道徳心や自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図る。 

家庭（保護者）は、学びを積み重ねて成長しながら子どもと向き合うとともに、家庭（保

護者）同士の交流や協働を通じて、子どもの育ちを豊かにする。 

 

(4) 地域（地域住民） 

地域（地域住民）は、多様化する家庭環境を踏まえ家庭教育を支えるとともに、家庭や学

校園と連携・協働しながら、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく活動に取

り組む。 
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５ 基本方針 

基本方針１ 「生きる力」を育む教育の推進 

これからの複雑で予測困難な社会においては、主体的な学びや多様な人々との協働を通じ

て課題解決につなげる価値観や行動を生み出すこと、生活・人生を豊かなものにしていくた

めの人間としての感性を働かせることが求められている。 

そのためには、子どもたちの発達段階や多様な教育的ニーズ、新学習指導要領等を踏まえ、

０歳からの一貫した教育環境づくりにより、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバ

ランスよく育成することが不可欠である。加えて、キャリア教育、インクルーシブ教育の構

築を図る特別支援教育、持続可能な開発のための教育（ESD）62を含め、総合的に「生きる力」

を育むことが必要である。 

そこで、次の基本的方向に沿って取組を推進する。 

 

(1)「確かな学力」の育成 

子どもたちが、複雑で予測困難な社会において、自立して活動していくためには、十分な

知識・技能、これを基盤として自ら解を導く思考力・判断力・表現力等の育成、主体的に学

びに向かう力・人間性等を身に付けることが重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 学力向上の推進 

これからの時代に求められる資質・能力を育成するため、基本的な学習習慣の確立や基礎

的な学力の定着を図るとともに、「主体的・対話的で深い学び」の実現やカリキュラム・マ

ネジメントの確立を通して、児童生徒の学力の向上を図る。 

具体的には、「個に応じた学習指導の充実」「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向け

た授業改善の推進」「小中一貫教育の推進による系統性を重視した指導の充実」「思考力・判

断力・表現力等の育成に向けた『ことばの力』を高める活動の充実」等に取り組む。 

 

イ 国際理解を深める教育の推進 

自らのアイデンティティをもちながらグローバル化が進展する社会で活動できるよう、語

学力やコミュニケーション能力を育成し、言語や文化が異なる人々と交流する機会の充実、

自らの国やふるさと養父市を愛し誇りをもつとともに他国の伝統と文化を尊重する態度の

育成等、国際理解を深める取組の推進を図る。 

具体的には、「英語をはじめとした外国語教育の充実」「国際交流の推進」「ふるさと意識

を醸成する教育の推進」等に取り組む。 

 

ウ 理数教育の充実 

理数分野への興味・関心や学習意欲を高めるため、「小中一貫教育の推進による系統性を

重視した理数教育の充実」等に取り組む。また、基礎的な学力の定着を図るため、「全国学

力・学習状況調査の結果等を踏まえた魅力ある授業づくりの推進」等に取り組む。 
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エ 情報活用能力の育成 

超スマート社会の到来を見据えて、情報活用能力（情報モラルを含む）や ICTを適切に使

いこなす力を育成するため、ICT を活用した指導力の向上等とともに、コンピュータや情報

通信ネットワーク等を適切に活用した学習活動の充実を図る。 

具体的には、「発達段階に応じたプログラミング教育の充実」「情報社会に主体的に対応し

うる情報活用能力（情報モラルを含む）の育成」等に取り組む。 

 

(2)「豊かな心」の育成 

子どもたちが、複雑化・多様化した社会において、人間ならではの感性を働かせてより豊

かに活動していくためには、発達段階、一人一人の個性、生活環境等に応じた教育機会を通

じて、子どもたちの豊かな情操や道徳心を培うとともに、自他の生命の尊重、自己肯定感・

自己有用感、人間関係を築く力、感じたことや考えたことを様々な方法で表現する力、自然

を大切にし環境の保全に寄与する態度等を養うことが重要である。また、いじめを生まない

土壌づくりとなる、他者を思いやる心、共生の心等を育むことも重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア ふるさと意識を醸成する教育の推進 

国やふるさと養父市を愛し誇りをもつ心を育て、地域の一員としての自覚を高めるため、

養父市が誇る様々な伝統文化、伝統芸能、舞台芸術、先人の生き方に触れる機会の充実とと

もに、地域に根ざした行事への参画を促すなど郷土を知る取組の推進を図る。 

具体的には、「池田草庵や上垣守国をはじめとする先人の教えを理解し、実践する教育の

推進」「『やぶ・ふるさとキャリア教育』の推進」等に取り組む。 

 

イ 兵庫型「体験教育」の推進 

豊かな人間性や社会性を身に付け、規範意識を醸成し、生命を大切にする心、思いやりの

心及び共生の心の大切さを認識できるようにするため、自然、社会及び芸術文化に触れる「本

物に出会う感動体験」、地域の人々との関わりを通じた「絆に気付き、感謝する体験」「ふる

さと意識の醸成を図る体験」等、児童生徒の発達段階に応じた体系的な体験教育の推進を図

る。 

具体的には、「自然学校やトライやる・ウィーク等の兵庫型『体験教育』の推進」等に取

り組む。 

 

ウ 道徳教育の推進 

人間尊重の精神や生命に対する畏敬の念を培うとともに、人間としてよりよく生きるため

の基盤となる道徳性を育成するため、「特別の教科 道徳」はもとより、学校の教育活動全体

を通して道徳教育に取り組むことができるよう指導体制の充実や家庭・地域との連携の推進

を図る。 

具体的には、「『特別の教科 道徳』の授業の充実」「学校園・家庭・地域が連携した道徳

教育の推進」等に取り組む。 
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エ 人権教育の推進 

人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、他者と共生する態度を育成するため、学

校園・家庭・地域が連携し、女性（男女共同参画等）・子ども（いじめ等）・高齢者・障がい

のある人・同和問題・外国人・拉致問題・性的マイノリティ等人権に関わる課題に対する人

権教育の推進を図る。学校においては、人権教育目標の実現のため、各教科や総合的な学習

の時間等教育活動全体を通して取り組めるよう推進体制の確立を図る。 

具体的には、「『第２次養父市人権教育及び啓発推進計画』に基づく人権教育の推進」「『養

父市いじめ防止基本方針』に基づく対応の徹底」等に取り組む。 

 

オ 防災教育の推進 

阪神・淡路大震災や平成 16年台風 23号等の経験と教訓をいかし、多発する自然災害に備

えるため、主体的に判断して実践する力、助け合いやボランティア精神等共生の心を育成す

る防災教育の推進を図る。 

具体的には、「実践的な防災教育の推進」「学校防災体制の充実」等に取り組む。 

 

カ 福祉教育の推進 

他者への思いやり、多様な人々と豊かに共生する心を培うため、福祉教育の推進を図る。 

具体的には、「社会福祉協議会、社会福祉施設、地域等と連携した福祉体験やボランティ

ア体験の充実」に取り組む。 

 

キ 持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 

持続可能な社会づくりの担い手を育むため、ESDの好事例を共有し、環境教育や地域づく

りのための教育等の推進を図る。 

具体的には、「自然体験活動や農林漁業体験などの体験活動の推進」「地域づくりに貢献す

る力を育成する取組の充実」等に取り組む。 

 

(3)「健やかな体」の育成 

子どもたちが、活力をもって創造的に活動していくためには、「人生 100 年時代」を見据

え、生涯を通じてスポーツに親しみ継続的に運動ができる資質・能力の育成を図るとともに、

健康で安全な生活を送るための基礎を培い、心身の調和的発達を図ることが重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 体力・運動能力向上の推進 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査等の結果を踏まえ、児童生徒の体力・運動能力の向

上を図り、継続して運動に取り組むことができる資質・能力の育成を図る。また、運動部活

動については、『養父市立中学校における運動部活動の方針』を踏まえ、適切な休養等によ

る安全の確保、生徒の自主性の尊重等に留意しつつ、責任感、連帯感の涵養等を図る。 

具体的には、「乳幼児期における運動遊びからの一貫した体力・運動能力向上の推進」等

に取り組む。 
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イ 食育の推進 

児童生徒に食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせるため、新学習指導要

領を踏まえ、学校教育活動全体を通じた食育の推進とともに、学校給食における地産地消の

活用の促進を図り、家庭、地域、小・中学校や市内にある但馬農業高校等が連携しながら食

育の実践に取り組む。 

具体的には、「『第３次養父市食育推進計画』に基づく食育の推進」「学校給食を活用した

実践的な指導」等に取り組む。 

 

ウ 健康教育・安全教育の推進 

人生 100年時代を見据え、生涯を通じて健康な生活を送るために必要な力を育成するとと

もに、多様化・深刻化している心身の健康課題を解決するため、学校保健に関する教職員の

資質・能力の向上、体系的な保健教育の充実及び家庭・地域の医療機関等との連携による保

健管理の充実を図る。また、児童生徒に自らの安全を守るための能力を身に付けさせるため、

安全教育の推進を図る。 

具体的には、「学校園・家庭・地域が連携した保健教育及び安全教育の推進」「児童生徒の

心身の健康に関する相談や指導の充実」等に取り組む。 

 

(4) 兵庫型「キャリア教育」と「やぶ・ふるさとキャリア教育」の推進 

子どもたちが、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を実現するためには、「キャリアプランニング能力」をはじめ、「人間関係

形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」を養い、社会的・職業的

自立の基盤となる「基礎的・汎用的能力」を育成することが重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 体系的・系統的なキャリア教育の推進 

児童生徒が、生涯を見据えて、学ぶ意義や目的を見出し、充実した人生を送るための基盤

となる「基礎的・汎用的能力」の４つの能力について意図的・継続的に育成を図る。また、

社会参画意識の涵養やよりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度

を育成する教育の充実を図る。 

具体的には、「小中一貫したキャリア形成を図る取組の充実」等に取り組む。 

 

イ 社会に触れる機会の充実 

子どもたちの発達の段階に応じ、教育活動全体を通じた体系的・系統的なキャリア教育を

組織的に推進するため、社会に触れる機会の充実を図る。その際、子どもたちが生涯を見据

え、学ぶこと、働くこと及び生きることの尊さを実感し、将来の生き方・働き方を考えると

ともに、社会とのつながりや社会における自らの役割を考えることができるよう支援する。 

具体的には、トライやる・ウィークをはじめとする「兵庫型『体験教育』を通じた機会の

充実」、「主体性や協働性、地域参画力等を育む『やぶ・ふるさとキャリア教育』の推進」等

に取り組む。 
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(5) 特別支援教育の推進 

「インクルーシブ教育システム」を構築し、学校園・児童生徒の状況に対応した教育環境

整備を進めながら、すべての学校園や学級に、発達障がいを含めた障がいのある児童生徒等

が在籍する可能性があることを前提として、一人一人の子どもの特性や発達の段階に応じて

能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加するために必要な力を育成することが重

要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 連続性のある多様な学びの充実 

障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法を踏まえつつ、障がいのある児童生徒等が

合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられる体制の充実を図ると

ともに、障がい者理解に関する学習、交流及び共同学習、自立と社会参加に向けた主体的な

取組への支援等、一人一人の教育的ニーズに応じた多様で柔軟な仕組みの整備を図る。 

具体的には、「『個別の教育支援計画』や『個別の指導計画』等の活用による特別支援教育

の充実」「すべての教職員の特別支援教育についての専門性の向上」「特別支援教育を充実さ

せるための教育環境整備の推進」等に取り組む。 

 

イ 一貫性のある支援体制の構築 

障がいのある児童生徒等が、就学前から在学中、卒業後も切れ目なく一貫した支援を受け

られるよう、特別支援学校、保健・福祉・医療等の関係機関、地域住民との連携を深める。 

具体的には、「連携による切れ目ない特別支援教育に関する支援の充実」等に取り組む。 

 

(6) 乳幼児期の教育の充実 

乳幼児期において、生活や遊びといった直接的・具体的な体験を通して、すべての子ども

が人間としてよりよく生きるための基礎を獲得するとともに、心身ともに健やかに成長する

ことができるよう、乳幼児期から質の高い教育を提供することが重要である。 

保育所及び認定こども園における乳幼児の心身の調和のとれた発達を図るため、一人一人

の特性に応じた質の高い教育・保育の推進、保育所・認定こども園と小学校の連携の推進、

家庭・地域との連携による家庭教育への支援等に取り組む。また、職員は、乳幼児との信頼

関係を十分に築き、乳幼児と共によりよい教育環境の創造に努める。 

具体的には、「『養父市子ども・子育て支援事業計画』に基づく子育て施策の充実」「小学

校教育との円滑な接続のための取組の充実」「保育所・認定こども園と家庭・地域との連携」

「運動遊び等を通しての総合的な指導の充実」等に取り組む。 

 

(7) 小中一貫教育の充実及び魅力と活力ある学校園づくりの推進 

 児童生徒の、一人一人の能力を最大限に伸ばすとともに、社会の変化に対応した先進的な

教育を展開する魅力と活力ある学校園づくりの推進を図る。また、地域の教育資源を活用し

ながら、地域と一体となった「地域とともにある学校づくり」を推進する。 

また、学校園・家庭・地域がめざす子ども像を共有し、義務教育９年間を通じて一体的な

教育活動に取り組むことにより、小中一貫教育を通じた教育全体の水準向上を図ることが重
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要である。そのため、小・中の連携の強化、系統性・連続性のある教育活動の推進に努める。 

具体的には、「コミュニティ・スクールの導入、小規模特認校制 63及び義務教育学校の設

置・運営等による魅力ある学校づくりの推進」「学校園・家庭・地域が連携した小中一貫教

育の推進」等に取り組む。 

【重点的な取組】 

①小中一貫教育 

市内のすべての学校で、義務教育９年間の学びと育ちの連続性を確保する小中一貫教育

を推進する。「系統性を重視した学習指導」「『中１ギャップ』への対応」等を行う。 

 

②義務教育学校 

 関宮小・中学校を義務教育学校とし、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う。

「９年間の継続したきめ細かな指導」「１年生から９年生までの幅広い交流」「教科担任制

の小学校（前期課程）段階からの導入」等を行う。 

 

③小規模特認校 

 建屋小学校について、市内のどこからでも就学を認める。「演劇の活動を通して表現力

を高める取組」や、ＡＬＴの常駐、オンライン英会話、オーストラリアパース市の学校と

の国際交流による「日常的、系統的に英語力を高める取組」等、特色ある教育活動を行う。 

 

 

 

文部科学省資料より 
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基本方針２ 子どもたちの学びを支える環境の充実 

子どもたちの豊かな学びを実現するためには、学習環境を整備するとともに、家庭や地域

の教育力を高めることが重要である。加えて、新学習指導要領で求められている「社会に開

かれた教育課程」の実現に向けて、学校教育の家庭及び社会との連携・協働がより一層求め

られている。 

そのためには、子どもたちの多様な学びに対応するための教職員一人一人の資質・能力の

向上及び働き方改革の推進はもとより、いじめ、不登校等の課題について校園長のリーダー

シップのもと学校園全体で取り組む組織づくり、安全・安心で質の高い教育環境の整備、ICT 

環境の充実を図ることが必要である。加えて、子どもが安心できる家庭教育に関する環境づ

くり、地域全体で家庭教育を支える仕組みづくりを支援し、学校園・家庭・地域が連携・協

働した社会総掛かりの教育を推進することが必要である。 

そこで、次の基本的方向に沿って取組を推進する。 

 

(1) 教職員の資質・能力の向上 

教職員を支援し資質・能力の向上を図るためには、養成・研修の充実を図ることが重要で

ある。また、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教職員及び学校園への信頼を失墜させ

る体罰や非違行為等の根絶に努める。併せて、教職員の働き方改革を推進することが重要で

ある。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 教職員の資質・能力の向上 

教職員として必要な使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専門的知識・実践

的指導力等を養成するため、研修を実施する。また、体罰の未然防止の徹底や指導の強化等

の研修を実施する。 

具体的には、「養父市教育研修所を中核とした研修の充実」等に取り組む。 

 

イ 教職員の働き方改革の推進 

教職員が、温かくゆとりをもって児童生徒に接し、児童生徒一人一人の個性や能力、可能

性を伸ばし育てられるよう、教職員のワーク・ライフ・バランス 64にも配慮し、心身の健康

を保持することが求められている。業務の見直しを図り、教育活動がさらに充実する体制づ

くりを図る。 

具体的には、「業務改善の取組等を通じた教職員の子どもと向き合う時間の確保」「教職員

の協働による学校園指導・運営体制の構築」「教職員のメンタルヘルス体制の整備・充実」

等に取り組む。 

 

(2) 学校の組織力の強化 

新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程の実現やいじめ、不登校等の課題に適

切に対応するためには、校園長のリーダーシップのもと、多様な専門性をもつ外部人材の活

用を図りながら、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制（チームとしての学校）
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を確立することが重要である。 

このため、管理職の確保と育成に努めるとともに、主幹教諭の計画的な配置等に取り組む。 

いじめ等問題行動への対応については、養父市いじめ防止基本方針及びいじめ対応マニュア

ル等に基づき、市民総がかりで、いじめの未然防止、早期発見・早期対応を図る。また、不

登校等対策については、関係機関等と連携し、教育相談体制の充実や、学校復帰に向けた取

組の充実を図る。 

具体的には、『養父市子どもサポート教室』の設置やスクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー等の活用を図るなど、「いじめ等問題行動対策の推進」「不登校等対策の推

進」等に取り組む。 

 

(3) 修学環境の整備・充実 

子どもたちが豊かで安心して学校園生活を送るためには、学校施設の長寿命化改修の推進、

通学路の安全確保、ICT環境の整備等、安全で質の高い修学環境の整備を図ることが重要で

ある。また、不登校児童生徒を含めすべての子どもたちが未来に希望をもち、自己実現を図

ることができるように教育環境の向上を図ることが重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 通学路の安全確保 

「養父市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校園・家庭・地域と関係機関が連携し

て、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図る。 

 

イ ICT等の先進的な学習基盤の整備 

学習活動を支える ICT環境の整備に取り組み、児童生徒の情報活用能力の育成を図る。 

具体的には、「ICT環境の整備」等に取り組む。 

 

ウ 教育費負担の軽減に向けた経済的支援 

教育における経済的負担の軽減を図るため、高校生等を対象とした就学支援等を実施する。 

具体的には、「養父市通学費補助金交付制度」等に取り組む。 

 

(4) 私学教育の振興 

私立学校においては、それぞれが独自の建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的に展

開し、重要な役割を果たしている。 

私立学校の適正な運営に基づく教育条件の維持向上を図るため、養父市内における学校設

置会社による学校設置事業について調査審議する。 

具体的には、「養父市私立学校審議会の設置及び運営の充実」等に取り組む。 

 

(5) 家庭と地域による学校と連携した教育の推進 

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、家族の触れ合いの時間を確保し基本的なしつ

けを通して、人間関係の基礎を形成し道徳性の芽生えを培うことや食生活を含め規則正しい

生活習慣を身に付けさせることなどが重要である。また、児童生徒の地域における学びの充
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実を図るとともに、家庭環境の多様化に伴う家庭における教育上の課題を解決するためには、

地域全体で連携して学校園及び家庭教育を支えることも重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 家庭の教育力の向上 

親が親として成長し、子どもを安心して育てられる環境づくりを推進するため、子育て支

援、情報の提供、子育て相談窓口の開設等を実施する。また、子どもが情報機器に接する機

会の拡大による生活時間の変化等を踏まえつつ、学校園等における日常の指導、PTCA 活動

等を通じ、基本的な生活習慣、学習や読書習慣の確立、子どもが情報機器に適切に利用でき

るようにする取組等、家庭教育の重要性について啓発する。 

具体的には、「親子ではぐくむ『５つの生活習慣』の推進」「子どもたちが自ら課題を見つ

け、自主・自律的な生活を送り『生きる力』を育む『そうあんくんの日』の取組」「地域ぐ

るみの家庭における子育て支援の推進」等に取り組む。 

 

イ 地域の教育力の向上 

地域が主体的に学校運営に参画するとともに、地域における子育て支援、子どもたちが安

心して活動できる居場所づくり、地域協働活動等を推進するなど、地域ぐるみで子どもを育

てる体制づくりや学校園からの積極的な情報発信を踏まえた地域と学校園の緊密な連携・協

働を図る。 

また、放課後子ども教室事業や学校園と地域自治協議会との連携が認められ、地域自治協

議会など地域団体との連携が重要となっている。 

さらに、子どもたちの地域行事やボランティア活動への参加等を促進し、地域への愛着や

ふるさとへの誇りを育成する。 

具体的には、「コミュニティ・スクールの導入等による『地域とともにある学校』づくり

の推進」等に取り組む。 
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基本方針３ 生涯を通じた学びの推進 

 

人生 100 年時代を見据え、市民一人一人が生きがいや楽しみ、誇りを持って生涯を通じ

て、必要な知識、技能の習得、知的・人的ネットワークの構築を図り、生涯にわたって人生

を豊かに生きられる環境を整備する。公民館や地域自治協議会等と連携し、人口減少等地域

が直面する課題や地域活性化のための学習、人づくりと地域づくりを支援する取組が必要で

あり、「ふるさと養父市」を知り、その文化を次代につなぐことや、加えて、文化の再発見

や新たな文化の創造を支援することが重要である。 

さらに、市民一人一人が人生を健康にいきいきと過ごす社会を形成することや、生涯を通

じて運動・スポーツに親しむために、生涯スポーツを推進することが必要である。 

そこで、次の基本的方向に沿って取組を推進する。 

 

(1) 主体的に生きるための学びと場の充実 

生涯学習を推進するためには、若者から高齢者まで多様な世代が学び、交流するきっかけ

づくり、学習成果の発表の場の拡充、地域に参画し、豊かな知識・技術・経験を生かせる環

境整備等の動機づけが重要である。 

木彫フォークアート、チェロコンクール、農村歌舞伎をはじめ、市民が主役の魅力ある芸

術文化事業を生かし、「生きがい・楽しみ・誇り」がもてる学習機会や仕組づくりを進め、

住民の活力や原動力を高めていくことも重要である。 

このため、次の施策に取り組む。 

 

ア 学びの充実 

市民一人一人が生涯を通じて様々な学びの機会を得ることは、生きる喜びや感動を得ると

ともに、豊かな心を育むものである。生涯を通じて、すべての市民が自らの人生を設計し活

躍することができるよう、必要な知識・技能の習得や知的・人的ネットワークの構築等によ

り、市民の多様な「学び」を支える取組の推進を図る。 

具体的には、「ライフステージに応じた学びの充実」等に取り組む。 

 

イ 社会教育施設の充実 

市民が、社会教育施設を一層利用することができるよう、施設の魅力を伝える広報活動を

積極的に展開するとともに、「学びの場」「交流の場」としての施設の充実を図る。 

特に、新しく建設される養父市文化会館（仮称）が人と文化と郷土をつなぎ、未来を創る

学びと交流の拠点となるよう、取組の推進を図る。併せて整備される図書館を活用し、新た

な読書活動を推進し市民の読書環境の充実に取り組むとともに、池田草庵をはじめとする先

人の歴史、文化等、養父市の魅力を発信する。 

具体的には、「社会教育施設等を拠点とした活力ある地域コミュニティ形成のための取組

の推進」等に取り組む。 
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(2) 文化財等歴史文化遺産の活用 

養父市は、県下最高峰の氷ノ山をはじめ、その裾野に広がる高原地帯を有している。県下

最大の桜である樽見の大桜や西日本最大といわれる建屋のヒダリマキガヤ等の国指定の天

然記念物もあり、豊かな自然環境に恵まれている。また、三階建養蚕住宅を特徴とする大杉

集落があり、八木城跡や葛畑の農村歌舞伎舞台等の国指定文化財のほか、ざんざか踊りやね

ってい相撲等の伝統行事が受け継がれている。 

市内各地に地域住民の心のよりどころとなる歴史文化遺産があり、伝統文化の継承を通し

て、学びや交流が地域づくりに役立てられている。さらに、池田草庵や上垣守国等のふるさ

との先人に学ぶ活動があり、市民や地域社会によって受け継がれている文化財が、ふるさと

への愛着と養父市の魅力増大に大きな役割を担っている。ふるさとの文化財を保存活用する

ことによって、伝統の息づく養父市らしい地域文化を創造することが重要である。 

具体的には、歴史文化遺産の保存と整備に取り組み、ふるさと養父市に根ざした文化財の

伝承活動を支援する。 

 

(3) スポーツ環境づくりの推進 

すべての市民がスポーツを通じ楽しさや感動を分かち合い、ともに支え合う養父市のスポ

ーツ文化を確立し、一人一人が健康で、いきいきと暮らす社会「元気な養父市」の実現が求

められている。 

このため、スポーツクラブ 21 等を通して、子どもから高齢者までの世代を超えた交流や

障がい者のスポーツ実施に関する環境の整備を含む、すべての市民が日常的にスポーツに親

しむ機会の充実を図る。また、指導者・スポーツリーダーの育成、人的支援を通じた活力あ

る地域づくりを図る。 

具体的には、やぶらぶマラソンやイヌワシ駅伝大会、さらに、世界最大規模の一般参加型

総合スポーツ大会である「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催を踏まえたスポ

ーツ・健康づくりへの気運醸成や、見る、支えるなどスポーツがもつ要素を重点に生涯スポ

ーツの推進に取り組む。また、スポーツ施設の長寿命化と安全性確保を進めスポーツ環境の

整備に取り組む。 
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計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、教育関係者はもとより市民および社会教育関係機関、各種団

体等への周知を図り、理解と協力を得ることが重要である。広報紙やホームページで一般へ

の広報に努めるほか、校園長会や研修会を通して教職員に周知し、円滑な進行を図る。市民

の教育への関心を高め、理解と協力を得ることにより、本市がめざす「参画と協働による教

育体制」の確立を図る。 

また、それぞれの施策や事業については、その成果を検証・精査することが必要であるこ

とから、毎年度「地方教育行政の組織および運営に関する法律」に基づき、教育行政の自己

点検・評価を実施する。「教育委員会評価」の実施にあたっては、教育委員会関係者をはじ

め外部有識者・市民等の意見を広く聴取し、次年度の施策や事業に反映させることとする。 

評価の結果については、ホームページ等で公開するなど市民への説明責任を果たすととも

に、ＰＤＣＡサイクルに基づく検証と改善を行い、教育の一層の充実と向上に努める。 

なお、社会情勢の変化や国・県・市の施策変更等により新たに対応すべき課題が生じた場

合や、毎年度の教育委員会評価の結果に基づき、計画年度の途中であっても必要に応じて見

直しを図り、改善を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

実行 

CHECK 

点検・評価 

ACTION 

改善 

PLAN 

計画 

○計画の策定      ○計画に基づく 

○達成目標の設定     事業の実施 

○単年度ごとの取組 

 目標の設定 

 

○予算編成における   〇自己点検・評価 

 事業の検討      〇教育委員会評価 

○取組事業の見直し 
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用語解説 

Ｐ 用語 解説 

１ 生きる力１ 中央教育審議会答申（平成 28年 12月 21日）においては、「予測

困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせなが

ら、どのような未来を創っていくのか、どのように社会や人生を

よりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、自らの可能

性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に

付けられるようにすることが重要であること、こうした力は全く

新しい力ということではなく学校教育が長年その育成を目指して

きた『生きる力』であることを改めて捉え直し、学校教育がしっ

かりとその強みを発揮できるようにしていくことが必要」とされ

た。また、「汎用的な能力の育成を重視する世界的な潮流を踏まえ

つつ、知識及び技能と思考力、判断力、表現力等をバランスよく

育成してきた学校教育の蓄積を生かしていくことが重要」とされ

た。 

１ グローバル化２ 情報通信技術の進展、交通手段の発達による移動の容易化、市場

の国際的な開放等により、人、物材、情報の国際的移動が活性化

して、様々な分野で「国境」の意義があいまいになるとともに、

各国が相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視できなくなっ

ている現象。 

１ 教育振興基本計

画３ 

教育基本法（平成 18年法律第 120号）に示された理念の実現と、

国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、

同法第 17条第１項に基づき政府として策定する計画。 

２ キャリアノート
４ 

キャリア発達（社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし

い生き方を実現していく過程）を促す様々な学習経験や活動の記

録等を児童生徒が書き込むノート。小学校用、中学校用、高等学

校用がある。 

２ キャリア教育５ 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や

態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育。 

２ やぶ・ふるさと

キャリア教育６ 

①ふるさと養父市を実感する活動、②ふるさと養父市の先人に学

ぶ活動、③養父市の今をとらえる活動、④養父市の未来に参画す

るための活動の４つの視点を踏まえて、地域の物的・人的資源を

活用したふるさと教育とキャリア教育を組み合わせて、地域とつ

ながり、ふるさと意識を醸成しながら地域に参画する力を高める

養父市独自の取組。 

２ 全国学力・学習

状況調査７ 

平成 19年度より日本全国の小学６年生と中学３年生を対象として

行われる学力等に関する調査。 

２ ＩＴ８ 「Information Technology（情報技術）」の略。パソコン等の情報
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機器や、インターネット、通信インフラ等を組み合わせて活用し

ていくための技術の総称。現在は、「Communication」を含めて

「ICT」という用語が使われることも多い。 

２ キャリアプラン

ニング能力９ 

「基礎的・汎用的能力」の４つの能力のうちの一つ。「働くこと」

の意義を理解し、自ら果たすべき様々な立場や役割との関連を踏

まえ、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活用

しながら、主体的に判断してキャリアを形成していく力。 

２ トライやる・ウ

ィーク 10 

公立中学２年生を対象に１週間にわたり実施する、地域や自然の

中で行う多様な社会体験活動。 

２ 兵庫型「体験教

育」11 

小学３年生の「環境体験事業」、小学５年生の「自然学校」、中学

１年生の「青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～」、

中学２年生の「トライやる・ウィーク」等、阪神・淡路大震災の

教訓を踏まえ、県民の「参画と協働」を基本姿勢に、子どもたち

が「生きる力」を身に付け、たくましく生きていけるよう、児童

生徒の発達段階を踏まえ体系的に整備した体験活動。 

２ 山の学校 12 小学４年生と中学１年生が、養父市の大自然のすばらしさを感じ

ながら氷ノ山登山を行う平成 24年度からの事業。令和元年度から

は、小学４年生のみで実施。 

３ 親子ではぐくむ

『５つの生活習

慣』13 

①早寝・早起きの習慣、②規則正しい食事の習慣、③あいさつの

習慣、④片付けの習慣、⑤読書の習慣 

３ そうあんくんの

日 14 

子どもたちが、読書、家事、自主学習など自ら課題を見つけ、自

主的・自律的な生活を送り「生きる力」を育む日として、第２・

第４水曜日に実施。 

３ ＡＬＴ15 Assistant Language Teacherの略。英語の授業で日本人教師を補

助する外国人講師。市内の中学校に派遣され、必要に応じて小学

校の外国語活動の補助も行う。 

５ 確かな学力 16 知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で

課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問

題解決する資質や能力等まで含めたもの。 

５ 兵庫型教科担任

制 17 

小学５・６年生において、学力向上や小学校から中学校への円滑

な接続（小学校：学級担任制→中学校：教科担任制）を図るた

め、教科担任制と少人数学習集団の編成を組み合わせたもの。 

５ 学習タイム 18 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着をめざして行う反復学

習や、読書習慣の確立をめざす朝読書の取組などの総称。朝や

昼、放課後の 10分間程度を利用して実施。 

５ 新学習指導要領
19 

中央教育審議会より「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）」（平成 28年 12月 21日）が示されたことを受け、幼稚園
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は平成 29年３月に告示、平成 30年４月より全面実施。小学校は

平成 29年３月に告示、令和２年４月より全面実施。中学校は平成

29年３月に告示、令和３年４月より全面実施。高等学校は平成 30

年３月に告示、令和４年４月より年次進行で実施。 

５ 主体的・対話的

で深い学び 20 

知識の理解の質を高め資質・能力を育むため、新学習指導要領で

示された考え方。「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を

もち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを

もって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな

げること。「対話的な学び」とは、子ども同士の協働、教職員や地

域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深めること。「深い学び」とは、習得・活

用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見

方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けて深く理解

したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解

決策を考えたり、思いや考えをもとに想像したりすることに向か

うこと。 

５ 情報活用能力 21 世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び

情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり

自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力。 

５ 情報モラル 22 情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度。 

５ プログラミング

教育 23 

プログラミング的思考（自分が意図する一連の活動を実現するた

めに、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに

対応した記号をどのように組み合わせたらいいのか、記号の組合

せをどのように改善していけばより意図した活動に近づくのか、

といったことを論理的に考えていく力）を育む教育。 

６ 特別の教科 道

徳 24 

平成 29年３月に告示された学習指導要領に基づき、小学校では平

成 30年度、中学校では平成 31年度より道徳が教科化され、「特別

の教科 道徳」として全面実施。これにより、発達段階に応じ、答

えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身

の問題と捉え、向き合う「考える道徳」、「議論する道徳」へと転

換を図る必要がある。また、検定教科書が配布されること、文章

による「評価」が行われること等の変化がある。 

６ 全国体力・運動

能力、運動習慣

等調査 25 

平成 20年度より日本全国の小学５年生と中学２年生を対象として

行われる、体力等に関する調査。 

７ 養父市立中学校

における運動部

活動の方針 26 

平成 30年度に策定した望ましい運動部活動のあり方を示すための

方針。 

７ 認定こども園 27 就学前の子どもに幼児教育･保育を提供する機能及び地域における
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子育て支援を行う機能を備えた施設。幼稚園と保育所の両方の機

能を併せもち、都道府県等が認可・認定する。 

８ 小中一貫教育 28 小学校と中学校がめざす子ども像を共有し、９年間を通じた教育

課程を編成して、系統的な教育をめざす。 

８ 中１ギャップ 29 中学校入学後、新しい環境での学習や生活に不適応を起こすこ

と。 

８ 義務教育学校 30 小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う。平成 28 年４

月から新たな設置が認められた学校。 

９ 通級による指導
31 

通常の学級に在籍し、大部分の授業を通常の学級で受ける障がい

のある児童生徒に対して、障がいの状態に応じて特別な指導を行

う。 

９ 特別支援教育コ

ーディネーター
32 

校内における特別支援教育の体制や整備を推進するために、保護

者や学級担任の窓口になったり、校内研修等を組織したり、関係

機関や保護者との連絡調整をしたりする役目をもっている専門的

な立場の教職員。 

９ 個別の指導計画
33 

障がいのある幼児児童生徒への指導を行うためのきめ細かい計画

であり、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導

目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画で、各学校におい

て、これに基づいた指導等が行われる。 

９ 個別の教育支援

計画 34 

学校と他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画で

あり、障がいのある子どものニーズを把握し、教育の視点から適

切に対応していくという考えの下、乳幼児期から学校卒業後まで

を通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定。 

９ 合理的な配慮 35

（合理的配慮） 

障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権

利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者や学

校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのある

子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別

に必要とされるもの。 

10 いじめ防止基本

方針 36 

いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）を踏まえ、すべ

ての子どもがいじめを行わず、いじめを放置することがないよう

総がかりでいじめに対峙するため、いじめの防止等（いじめの未

然防止、早期発見・早期対応）の基本的な方針等を示すもの。 

10 スクールカウン

セラー37 

児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識・経験を有す

る者。公認心理師、臨床心理士等が担う。 

10 スクールソーシ

ャワーカー38 

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や経

験を有する者。社会福祉士、精神保健福祉士。教育相談に当た

り、児童生徒の様々な情報を整理統合し、アセスメント、プラン

ニングをした上で、学校の教職員とチームを組み、児童生徒が置

かれた環境への働きかけを行うことが求められる。 
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10 養父市子どもサ

ポート教室 39 

養父市教育委員会が、長期欠席をしている不登校の小中学生を対

象に、学籍のある学校とは別に、公民館等で学習の援助をしなが

ら本籍校に復帰できることを目標に運営している教室。 

10 スクールアドバ

イザー40 

教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家。 

10 教職員の勤務時

間適正化推進プ

ラン 41 

教職員の勤務時間の適正化を図るため、今後取り組むべき方策と

して、これまでの取組の中で効果のあった事例の活用を中心とし

て、平成 29年４月に策定。 

10 スクール・サポ

ート・スタッフ
42 

学習プリント等の印刷業務、授業準備の補助等、教員のサポート

を担当するスタッフ。 

10 主幹教諭 43 児童生徒の教育のほか、校長・副校長・教頭の補佐を行う教諭。

平成 19年学校教育法の改正により新設。 

10 兵庫県教員・管

理職資質向上指

標 44 

管理職及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき管

理職及び教員としての資質に関する指標をまとめたもの。大量退

職、大量採用に伴う教職員の年齢構成や経験年数の不均衡によ

り、知識・技能の継承が図りにくい状況を改善するため、体系

的・継続的な研修を充実させるなどの環境整備を図る必要が生じ

たことを背景として、教育課程・授業方法の改革への対応を図る

ため、教育公務員特例法の一部を改正し、教員の資質向上に係る

新たな体制を構築すべく指標の整備が義務づけられた。併せて、

指標を踏まえた教職員研修計画を策定している。 

11 長寿命化改修 45 学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めるための新しい改

修方法。建て替えるのではなく、コストを抑えながら建て替え同

等の教育環境の確保を可能とするもの。 

12 学校防災マニュ

アル 46 

学校において、児童生徒等の安全を確保するため、当該学校の実

情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき具

体的内容及び手順を定めた災害対応マニュアル作成の手引きとし

て、県教育委員会が発行。 

12 ＰＴＣＡ47 「Parent-Teacher-Community Association（保護者・教師・地域

住民の会）」の略。保護者と教職員からなる社会教育関係団体であ

る PTA に地域社会（Community）を加えた名称。 

13 学校評議員制度
48 

学校が、保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連携協

力して一体となって子どもたちの健やかな成長を図っていく観点

から、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくため、

中央教育審議会の答申「今後の地方教育行政の在り方について」

（平成 10年９月）を踏まえ、地域住民の学校運営への参画の仕組

みを新たに制度的に位置付けたもの。 
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13 学校関係者評価
49 

学校評価の一つの形態であり、保護者、地域住民等の学校関係者

等により構成された評価委員会が、各学校の教職員が行う評価

（自己評価）の結果について評価することを基本として行う。 

13 地域学校協働活

動 50 

地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団

体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子ども

たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づく

り」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協

働して行う様々な活動。 

13 コミュニティ・

スクール 51 

学校運営協議会制度を導入した学校のことであり、保護者や地域

住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参加することで、

育てたい子ども像、めざすべき教育のビジョンを保護者や地域と

共有し、目標の実現に向けてともに協働していく仕組み。 

13 地域とともにあ

る学校 52 

子どもたちの豊かな育ちを確保するため、地域の人々と学校が教

育目標やビジョンを共有し、学校と地域が一体となって子どもた

ちを育む学校。 

15 スポーツクラブ

21 53 

豊かなスポーツライフを実現し、スポーツを通した地域コミュニ

ティづくりを進めるため、兵庫県内の全小学校区を基本単位とし

て設置された、地域の誰もが参加できる総合型地域スポーツクラ

ブ（平成 12年度開始）。 

15 ワールドマスタ

ーズゲームズ 54 

国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が４年ごとに主宰する、概

ね 30歳以上のスポーツ愛好者であれば誰もが参加できる生涯スポ

ーツの国際総合競技大会。2021年には、第 10回の記念大会とし

て、関西においてアジアで初めての開催となる。 

17 人生 100年時代
55 

英国の学者が長寿時代の生き方について述べた著書で提唱した概

念。ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子どもの半数

が 107歳より長く生きると推計されており、日本は健康寿命が世

界一の長寿社会を迎えている。100年という長い期間をより充実

したものにするためには、幼児教育から小・中・高等学校教育、

大学教育、更には社会人の学び直しに至るまで、生涯にわたる学

習が重要である。人生 100年時代に、高齢者から若者まで、全て

の人に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社

会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題

となっている。 

17 SDGs56 「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の

略。2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため

の 2030アジェンダ」に記載された 2016年から 2030年までの国際

目標。持続可能な世界を実現するための 17のゴール（例：貧困を

なくそう。飢餓をゼロに）と 169のターゲットから構成。発展途

上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサルなもの。 
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17 超スマート社会
57 

必要なもの・サービスを必要な人に必要な時に必要なだけ提供

し、社会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき、あらゆる人が

質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった

制約を乗り越え、いきいきと快適に暮らすことのできる社会。 

17 Society5.058 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両

立する、人間中心の社会（Society）のこと。狩猟社会（Society 

1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社

会（Society4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学

技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿として初

めて提唱された。 

18 障害者差別解消

法 59 

すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とし

て、平成 25年６月に制定された。 

18 インクルーシブ

教育システム 60 

人間の多様性の尊重等を強化し、障がい者が精神的及び身体的な

能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参

加することを可能にするという目的の下、障がいのある者と障が

いのない者が共に学ぶ仕組み。 

18 教職員の働き方

改革 61 

学校の業務・教職員の業務が非常に多岐にわたり、教職員が長時

間勤務となっている実態を受け、教員が授業や授業準備等に集中

し、健康でいきいきとやりがいをもって勤務でき、教育の質を高

められる環境を確保するため、業務改善の取組や勤務環境整備の

ための支援を行うこと。 

22 持続可能な開発

のための教育

（ESD）62 

持続可能な社会づくりの担い手を育むため、地球規模の課題を自

分のこととして捉え、その解決に向けて自分で考え行動を起こす

力を身に付けるための教育。 

27 特認校制 63 従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域

に関係なく、当該市区町村内のどこからでも就学を認めるもの。 

28 ワーク・ライ

フ・バランス 64 

仕事と家庭の両立、それらのバランスという意味で用いられる言

葉。欧米の企業で先進的に取り入れられた考え方で、仕事一辺倒

ではなく、家庭や趣味、スキルアップの時間にも重点をおくこと

で、中長期的に仕事の生産性が向上するという考え方。 
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策定の経緯 

１ 養父市教育振興基本計画策定委員会  
氏名 備考 

有識者 中島 邦子 
 

松原 浩二 
 

津森 ゆかり 
 

加来 顕達 
 

田村 典嗣 
 

こども園代表 廣瀬 佳代子 養父市立伊佐こども園 

小学校長代表 米田 規子 養父市立八鹿小学校 

中学校長代表 村崎 修 養父市立関宮中学校 

教職員代表 八木尾 英典 養父市立八鹿青渓中学校 

小学校ＰＴＡ代表 齋藤 瑞穂 養父市立伊佐小学校ＰＴＡ会長 

中学校ＰＴＡ代表 大林 真一 養父市立関宮中学校ＰＴＡ会長 

 

２ 養父市教育振興基本計画策定までの経過 

令和元年 10月 29日 第１回「養父市教育振興基本計画策定委員会」開催 

令和元年 11月 11日 第２回委員会開催 

令和元年 11月 27日 第３回委員会開催 

令和元年 12月 ２日～27日 「養父市教育振興基本計画（案）」の公開 

                      パブリックコメントの実施 

令和２年 １月 17日 第４回委員会開催 

令和２年 ２月 26日 教育委員会に上程、「養父市教育振興基本計画」策定 
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養父市教育振興基本計画策定委員会規則 

平成30年３月26日 

教育委員会規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例第７条の規定に基づき、養父市

教育振興基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、教育に識見のある者及び学校関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任

命する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。 

２ 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委

員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。 

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 


