
第６回 養父市教育のあり方検討委員会 議事録（要旨） 

 

１ 日 時  令和４年 11 月４日（金）午後７時から 

 

２ 場 所  養父公民館 研修室Ａ 

 

３ 出席者  養父市教育アドバイザー 鈴木 寛教授 

委 員  小西 哲也委員長、栃下 佳巳副委員長、増田 真知子委員、 

     中村 雅志委員、宇和野 修介委員、尾崎 潤子委員、 

小林 史朗委員、田中 政博委員、青木 幸委員、 

一ノ本 達己委員、西村 徹委員、西垣 憲志委員、 

杉岡 秀紀委員、守本 陽一委員 

（欠席）山根 千秋委員 

  

 事務局  米田 規子教育長、雲田 裕史教育部長、中村 文明教育部次長 

和田 久仁彦こども育成課長、安東 博之教育課参事 

石田 恵美教育課長、中西 理絵主幹、白山 真雪主事 

 

【主な内容】 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

  今年度の養父市の出生数が 100 人を切る可能性があると聞いた。子どもの減少を何と 

か食い止めたい。本日は、答申案についてこれまでの会議で出た意見を踏まえ考えが膨 

らんできたところから、話し合いを進めていただきたい。 

 

３ 報告事項 

・第５回委員会会議録の確認 

 

教育長 会議録の「市民の学びについて」のなかで、「これらすべては学校が介入してお

らず」の部分が事実とは異なるため、この一文は削除してほしい。 

 

・一部修正のうえ公開することで確認した。 

 

４ 議 事 

（1）答申（案）について 



事務局 委員会設置規則第６条の規定により議事の進行は、議長の小西委員長にお願いす

る。 

 

委員長 次第の答申（案）について、16 ページの第３章教育のあり方、子育てのあり方、 

教育施設のあり方を空欄にしているところについて、これまでの話し合いと新たな意見 

に基づいて進めていくことが、今日の我々の仕事だ。ここについて、意見をすべて出し 

ていただけるよう進行していきたい。 

一番肝心な教育のあり方について 40 分、教育施設等のあり方について 20分程度、残 

りの 20 分程度で子育てのあり方について意見をまとめていく。 

 

教育長 今日進めていくにあたって、これまでの話をする。 

教育のあり方については、乳幼児期に必要な、大人と子どもの１対１の関係・集団で

の育ちのどちらもを、誰もが得ることのできる環境づくりを進めていくべきではないか

という意見が出た。そのうえで、教育の質と指導力の向上、保育士の確保、私立園と公

立園が連携した研修の継続・発展、乳幼児期の保育・教育を進めるという話もあった。

小規模校になっている施設、老朽化している施設の改善が必要であること。公立園と私

立園のバランス。地域づくりのため多様な機能の融合・複合させる、縦と斜めの繋がり

のなかで学びができることのできる環境づくりの必要性や、検討する中で統合が必要な

のではないかという話もあった。コミスクを取り入れる、地域の拠点としての学校づく

りをしていくのはどうかといった意見があった。紋切り型ではない、養父市ならではの

学校教育についても意見をいただいた。 

市民の学びについては、従来の市民の学びと新たな大人の学びの融合が必要である。

自発的で、多様な学び、学校を核とした市民の学びということで、学校施設の使い方・

あり方についての意見もあった。イエナプランなどの特色ある手法、デジタルを使った

手法を取り入れるなどの意見をいただいた。 

 

① 乳幼児教育について 

委員長 まず、乳幼児教育について、意見を出し話しあってほしい。答申としてぜひ入れ 

てほしいことを話し合ってほしい。 

 

委員 人材の確保・育成が非常に難しい。市を挙げて取り組んでほしい。 

公立と私立の割合で、養父市は公立が非常に高い。国からの補助金を考えると、非常に 

損をしているのではないだろうか。社会福祉法人等を使わないと、行政効率が悪くなる 

のではないか。施設の老朽化を優先せず、地域の実態を把握するなかで、効率的に統廃 

合を進めるべきである。乳幼児期に投資することが、小中高の教育に効果的である。そ 

れを考えたうえで予算配分をしてほしい。養父市が生き残るには、ここで子育てをした 



いと思えるような、乳幼児教育の質をアピールすべきだと思う。小中のことを考えて 

も、乳幼児期の人口が減ってしまうと意味がない。減ってしまうのは仕方ないが、減少 

を緩やかに抑えるべきだ。 

 

委員長 地域の自治を守りながら統合を考えていくということになる。小規模校は切磋琢 

磨できないなど一般的な意見があるがそれだけではない。 

 

委員 南あわじ市では、中学校は統合させたが保育園は統合させてないという上手な方法

を行った。若い人が安心して子どもを預けて仕事に行ける。この方法は流行ると思って

いる。小規模の複式学級の学校は、切磋琢磨できないという一般的な意見があるが、そ

れだけではないということを理解してやっていきたい。 

 

委員 養父市は、幼稚園・保育の部分を合わせた形にしているが、幼児教育における年代 

の区分が分かりにくい。母親が働くことが前提だから、働いていても預けやすい点につ 

いてはアピールしやすいだろう。あるいは小学校の統廃合、小中一貫に幼稚園を入れた 

教育にしていくのか、わかりにくい。 

 

委員 ０～５歳までの乳幼児の一貫した保育が重要とされている。５歳も認定こども園に 

入れて、一緒に教育・保育をすることになっている。乳幼児の教育保育をしっかりする 

ために、保育指針や保育要領などのすべてを一体化した。０～５歳は遊びが中心で、遊 

びを通して様々な資質を伸ばしていくため、教科書がない。そのなかでいかに、遊びや 

環境を通していかに教育していくかが基本になってくる。０～５歳までは、豊かな体験 

活動をさせ、学び合う過程をしっかりと行わないといけない。遊びが教育だと思ってい 

る。そこで、幼稚園から小学校へいかにうまく接続させるかが大事だ。小学校の先生自 

身も、理解しうまく受け入れなければいけない。 

 

委員長 複合化の話は今までも何度も出たが、教育を進めていくうえでとても有効だろ 

う。幼児教育の質を高める、つまり他地域から養父市で子育てをしたいと思える人を増 

やさない限りは、養父市はダメだと思う。尖った教育を幼児教育でするためには、０歳 

からの教育を実現させ、外へ発信していくことが重要だと思う。 

 

委員 前回こども園の先生に行ったアンケートで、人数が多ければメリットしかないが、 

少なければデメリットしかないのは、小中学校とは違う意見であり、現場からの貴重な 

意見だと思った。小学校と一緒にすればそのデメリットが解消できる点だと思った。昔 

は小学校と幼稚園・保育園は一緒だった記憶がある。 

 



委員 関宮のこども園では、トライやる・ウィーク以外でも、中学生たちが園児の指導・ 

 手伝いができるようになっている。話していたことは、関宮ととても近いものだと思 

う。老朽化や先生の数の少なさは明らかであるため、先を見据えながら、子どもの人数 

をある程度確保するべきである。 

 

委員長 子どもが子どもを育てるというとても貴重な意見だ。そのような機会を作るため 

には仕組みを整えないといけない。いつもそれができるという環境があればいい。 

 

委員 旧八鹿町のこども園では、中学生や八鹿高校生が来て３時間ほど遊ぶ。生徒の感想 

文を読むと、今まで０～５歳児と関わったことがなかった・関わり方が分からなかった 

という声が多い。子どもたちは親しみを持って、とても楽しんでいるから、我々として 

はとても助かっている。このように小中高との連携を図っていきたい。 

 

委員長 小学５年生の孫が、生まれた孫をいつも抱っこしている写真を見ていると、複合 

化すればこの光景が毎日のように実現できるだろうと思った。建屋小のイーパークのよ 

うに、小中学生が赤ちゃんに関わり抱っこする経験をし、すごいなと感じることができ 

た時、将来家族を持ちたいという感情を抱くことが期待できるだろう。このような感情 

を抱く場が大切になってくるのかもしれない。 

 

委員 宿南小は以前、幼稚園が小学校のすぐ隣（中）にあった。今も小学校と子ども園は 

交流しているが、離れているためわざわざ機会を作らなければいけない状況になった。 

こども園がすぐ近くにあることで、園児の様子を小学校の教師たちも、保育の様子を気 

軽に見られ、成長の過程が分かるため、滞ることなく１年生の指導に繋げていくことが 

できる。昔に戻ればいいのにと思う。 

 

委員 学校を複合化し開く視点も大切だと思う。子ども食堂等でグッドデザイン賞を受賞 

 した「チロル堂」のように、貧困家庭であっても地域のなかで教育・保育ができる環 

境が整えばと思う。 

 

委員長 どこを拠点にするのかと考えれば、やはり学校なのかもしれない。地域のなかで 

の教育について、施設にこだわらず考えていくべきだと思う。 

 

委員 「神奈川大学の大竹弘和教授：学校という「ハコモノ」が日本を救う！」で紹介さ 

れているが、アフター３時の、学校の活用について。夕方以降の使われていない学校 

を、いろいろな人が集う居場所として、どう使っていけるかを考えるべきである。人々 

がごちゃまぜになって集まれるような場にできないか、挑戦すべきである。廃校につい 



て、養父市でも株式会社が入るなど廃校活用をされているが、そこに子どもたちの声が 

戻れば、地域の人・ＯＢにとっても、活気が戻ってきて良いだろう。株式会社だけが廃 

校を使うのではなく、地域の人によって場をマネジメントし、有効活用されたらと思 

う。 

 

委員長 子ども食堂をする団体は、いろいろなところから寄付を受けて活動している。し 

かし学校が使わせてくれない問題があった。現在は、コミスク（学校運営協議会）でそ 

の事業の全てを担うことで動き始めている自治体もある。やはり集まるべき場所は学校 

だと思っている。 

 

② 学校教育について 

委員 尖った教育が、本当に作り上げられないのだろうか。今の生徒の環境を動いている 

ことを大前提に、問題である少子化を止める受け皿になるものが養父市で形作れないだ 

ろうか。 

 

委員長 今までの意見は何があっただろうか。イエナプランや年寄りも学べるデジタル先 

進自治体などの意見もあったはずだ。 

 

委員 自己肯定感が低いという日本の問題について、実際に、多様性を認める文化が学校 

や社会にないと感じている。人と違うことをしてはいけないという空気を感じる。小中 

の不登校の数が前年から 25％（５万人ほど）増えているニュースがあったように、学校 

が窮屈だと感じている子どもが多いのだろうと思う。小学生で髪の毛をくくるゴムの色 

や鉛筆の柄の規定があるが、なぜこういわれないといけないのかと子どもは疑問に感じ 

ている。「気が散るから」と、先生が言ったことはすべて正しいとなっているため、な 

ぜこうしないといけないのか、と自分で考えられなくなってしまっている。先生に許可 

を求めがち、指示を待つ人間、決めてくれないと受け答えできない、すべてを決めても 

らえないと何もできない…そんな子どもが多いと感じる。「生きる力」のように、教育 

現場でもそれを進めてほしいと思う。 

養父市の保守的な旧態依然である所が気になっている。中山間地域、里山を守るとい 

 った養父市にしかできない事をしてほしい。地域の困ったことを一緒に解決するなど、

そういった地域の方への関わり方も必要だろう。 

デジタルについて、結局学校は紙のプリントがすごく多い。デジタル化とは言ってい

るが、そのために、小さなことからできることがあるはずである。 

 

委員長 教育三法の改善を急ぐべき。旧態依然はどこでも同じ。養父市は地域に学べるこ 

と、スーパーに並んでいるものがどこで出来ているのか、子どもたちは知ることができ 



ることはすごいことだと再認識したい。起業家として、地域の問題を解決するリーダー 

シップも育てるべきだろう。養父市の子どもがそうなってほしいと願う。養父市から将 

来を担う人材を育てたい。 

ペーパーレスのためのＧＩＧＡスクール構想であり、1人 1台端末を与えたわけだか 

ら、学校の努力も必要だろう。 

 

委員 こども園で池田草庵先生や東井義雄先生の自己肯定感を育む教育をしている。小学 

校に入った後は、うまくいっている点といっていない点がどうしてもある。やはり養父 

市にある先人教育を取り入れながら、日本に誇れる教育をすべきだと考えている。 

 

委員 図工の時間に紙を配った時の「名前は右下に書け」と出した指示について、「そこ 

まで指示をしないといけないのか」という意見があった。これは突き詰めれば、日本の 

管理教育に行きつくだろう。こういった点を徹底的に掘り返さないと日本の教育は変わ 

らない。こども園の孫が、三連休前に「こども園は楽しいが休日の方が嬉しい」と必ず 

言う。また、小学６年生の孫が描いた踏切の絵について、「おもしろいところを描い 

た」と思ったが、それは先生が撮ってきたいくつかの写真のうちの 1枚を使ったことが 

分かった。学校教育における「表現」について、根幹となる学習指導要領でも混乱があ 

った。休日が嬉しいということはこども園に行きたくないということであり、自由に発 

露した表現かと思えば先生が用意したものだったという。そんな実態を聞いてがっかり 

した。子どもの声をちゃんと聞いたシンプルに「楽しい学校づくり」について盛り込ん 

でほしい。どんな子どもでも本能的に表現したいものである。その表現を保障された学 

校であってほしい。 

 

委員 教育現場が変わらない意見について、課題意識を常に持っていることは知ってほし 

い。知識や暗記だけで評価されてしまう社会が変わらないと教育現場も変われないので 

はないかと感じている。そのためにも、課題解決能力を養う探求的な活動には取り組ん 

でいる。小学校はもとより取り組んでいるだろうが、中学校がうまくのっかれていない 

ことも社会の課題だと思う。どうしても受験を意識した点数化された教育になってしま 

っている。もちろんそれではいけないと思い、課題解決的な学習、自分を確立できる学 

習をしていこうとしている。ＳＴＥＭ（ステム）教育をどうにか学校へ取り入れられな 

いだろうか。 

 

委員長 学校が変われる方法は、地域学習だろう。 

 

委員 学校運営協議会、校区協議会、自治協議会、ＰＴＡなどの違いを先生は理解してい 

ない。なぜなら、来る人はすべて同じだから、まさしく充て職の状況である。これは一 



本化するべきではないだろうか。学校に権限を与える、学校長の方が教育委員会より 

も上に立つくらいをしないと変わらないだろう。 

 

委員 都市部と田舎では何が違うのか。塾がないからほとんどの子どもは学習塾に行って 

 いない。尖った教育には、都市部からが人が来てもらわないといけない。地域で学校を 

 運営するのはいいことだが、人は集まるのかが疑問に思う。来てもらえる人に刺さるワ 

 ードがないと人は集まらない。本質的に良い事であっても、それがふんわりとしていた 

ら、琴線に触れることがなく意味がない。英語しか話せない学校、イエナプラン、やた 

らと数学だけができて数検１級がとれる学校などはおもしろいと思う。どうしても全員 

がすべてを平均以上にと目指しがち。１つのスポーツができる人がスポーツ推薦で大学 

に行き、そのまま大手企業に就職する人がいるように、何か一つ尖ったところがあれば 

いい。そのような教育の仕方、また何を尖らせるかを盛り込まないと仕上がらないので 

はないだろうか。 

 

委員 養父市と言えば「農業特区」「特区」がある。では学校も「特区化」するのはどう 

だろう。学校の変化すべきところに公設民営、とがらせる余白があるのではないか。 

 佐賀県の花まる学園では毎日 15分塾講師が教える、文化教育、農業の人材や福祉人 

材を育てるなど、８つの小学校がすべて同じ教育のままでなく、地域内移住をしたくな 

るような特色をそれぞれの学校が持つのはどうか。丹波市も以前は、地域外からの移住 

のみに補助金を出していたが、地域内で移住したい人への対応の見直しを行っている。 

先生が授業でほとんど話さない、モンテッソーリ教育、校則を毎年見直す、など尖りを 

作り、地域内移住が増えるような特色がほしい。休みが楽しい、学校が楽しいと思える 

１校からまずは研究していくのはどうだろうか。 

 

委員 やはり校長に権限がない。校長に学校運営の権限を持たせる環境を、いかに教育委 

員会が作れるか。学校長がいかに学校づくりをしていくか。そのようなシステムを作っ 

ていくべきだ。 

 

委員 教職員の意識改革について、やはり大人が学ばなければいけないと思っている。教 

職員の言うこと、言葉が一番だと子どもも親も感じてしまいがちだが、「部活はボラン 

ティアでしているのだから生徒はもっと頑張りなさい」という教師の「ボランティア」 

発言に衝撃を受けた。教員の意識改革も大切だと思う。 

 

委員 子どものために頑張る、楽しく子どもを育てたいという思いがあれば変われる。校 

長がコントロールするのは大変だろうが頑張ってほしい。 

 



委員 意識改革は本当に大切だと思う。今後も取り組まなければいけないこと。社会的な 

面でも部活動は変わってくるだろうし、部活への取り組み方も変えていかなければいけ 

ないと思っている。 

 

委員 以前から、ドローンの授業をしてほしいと思っている。広い敷地を使えるのだから 

有効に活用できる。 

 

委員 以前、不登校の生徒が、ドローンを学校に置いたところ、登校するようになった話 

も聞いたことがあり、取り入れたいと思っている。 

 

委員 権限移譲によって地域に繋げていくこと、地域に目を向けること。部活動における 

教員の負担も考えれば、民間人材の登用もして、地域の人との交流も深めていけばと思 

う。 

 

（アドバイザーからの助言） 

鈴木アドバイザー 次の予定がありここで意見を述べさせていただく。 

今日は私だけがオンライン参加だが、zoom なら養父市の教員、保護者、地域の人が参

加できる。個々の意見はあるだろうが、この熱量で話し合う姿に感動した。ぜひ、まず

はここに教員やＰＴＡ、教育に関心がある地域の人にも入ってもらうなどのプロセスを

考えていけば素晴らしいものになると思う。教育は大人数が総動員で心を一つにして、

考えるものであり、その姿こそが、子どもたちにとって最も教育的になるだろう。 

 

委員長 民間人の登用はぜひ進めていきたい。結局は予算がない。ボランティアで部活の 

指導をしてくれる人がいるのか。 

 

③ 教育施設のあり方について 

委員 教育施設を地域で使える形にして、市民活動の場として使いたい。集約して、養父 

市の小さな拠点、小さなコミュニティの拠点としていくのが大事だろう。京都大学の広 

井先生も、「地域で人が集まるのは、病院か図書館だ」と言っている。新しくできた 

八鹿の図書館だけでなくほかの図書館も、地域の人がごちゃまぜになって集まる拠点に 

すればいい。子どもが大人に教える構造もあっていいだろうし、新しい学びができるよ 

うな生涯学習の場にしていけばと思う。 

 

委員 養父市内で過疎と密の場所の差がある。施設を横並びにしてはいけないと思う。農 

業に特化した小規模校、ドローンの教育カリキュラムが入る唯一の学校、カイコを育て 

る唯一の学校、八鹿・養父地域のようにある程度人数がいる学校は進学に特化している 



学校、など興味ある分野を伸ばせる学校、特化したものが実現できる場を作る。学校を 

コミュニティの場にしてもそれに付随する交通手段を確保しないと、お年寄りはその交 

流に参加できない。同じ教育をすべての学校がする必要はないという考え方で、人口の 

格差を補う特色を持つための権限を持たせる。 

 

委員 数学学校として数学の先生を一つの学校に集めるなど特色を作る方法、地域にある 

特色を活かして尖らせるなどの方法がある。地域の拠点であることは忘れないようにし 

たい。 

 

委員 養父市の施策である子ども第三の居場所について、これに関わる子どもは誰なの 

か、不登校の子どもだけなのか、疑問に思う。登校しているけど学校になじめない不適 

応な子どももいるはずで、そんな子どもにとっても受け皿にもなり、可能性を伸ばすべ 

きと考える。学習に不適応な子どものサポートをしていると、当たり前に指導している 

ことが普通ではなかったのかもしれないと悔やんでいる。学校自体の指導は一律化され 

ているから、不適応な子どもはなかなかなじめない。第三の居場所で、多様な学び方を 

確保すること、学校で多様な学びを受け入れることは、学校や校長に権限を与えなくて 

もできることである。今の学習方法で自信を無くしていた子どもたちのためにも、いろ 

いろな視点からもアプローチしたい。 

 

委員長 第三の居場所は、物理的に学校にあってもよい。そういったアプローチの必要が 

あり、避けては通れない課題である。子ども議会のような機会で発表されているよう 

に、学校に子どもの居場所が少ないと言われている。地域がどうやって子どもに関わっ 

ていくのかを考えないといけない。地元では適正規模・適正配置に従って、学校を残す 

ことが市の財政の無駄遣いにされるなど、市長が変わるたびに様々な統合案が出され 

た。村じまいを遠のかせるには、統合は避けないといけない。まちづくりを考えるな 

ら、まずは学校をしっかりと機能させないといけない。地域の人が学校に集まり拠点と 

なっていけば、移住者が集まるためのきっかけづくりをしていけるだろう。まちづくり 

の新しい考え方は、今日議論したことになるだろう。 

 

委員 子育てのあり方について、母子健康手帳の改定が進んでおり、来年度には 10年に 

一度の改正があり、養父市でもリニューアルされるだろう。母子手帳の名前が、親子手 

帳や子ども手帳の名称に変わり、６歳で使用が終わる手帳が 18歳まで使える機能を持 

った手帳としている自治体がある。産後ケアのサービスや母親だけが持つものではなく 

する（父親や地域の人が持つ）ことでその子について把握するための道具にするなど、 

母子手帳の使い方についても考え、工夫してみるのはどうか。オンラインも活用してい 

けばいいだろう。生まれる前から 18 歳まで、子どもを地域全体で応援していくための 



ツールとして、母子健康手帳を用いる文化をつくるのはどうだろうか。その手帳を成人 

式で本人に返す、宝物を渡してあげるような感覚になるのではないだろうか。このよう 

な発想・取り組みをしている自治体はないだろう。４月には発行するものだから、あと 

４か月で議論しないといけない。 

複合施設から複合施設への公共交通を確保しない問題も議論すべきである。施設が 

できてもそこに行けないとなったら意味がない。 

 

委員長 学校にカフェを作るという意見もあった。学校に図書館を持っていく、公民館に 

あるように雑誌の新刊が学校にあれば地域の人が足を運ぶかもしれない、いろいろな考 

えができるだろう。 

 

委員 関宮で子どもが野菜を作り資金をうむ、この取り組みに対して子どもを使ってお金 

稼ぎをするという地域住民がいた。養父市で素晴らしいものを作り上げても、地域につ 

ぶされては意味がない。 

 

委員 尖った教育、新しい教育をすると決まっても、これを市民にどのように説明するの 

か。これも課題の一つだと思う。 

 

委員 この議論がここで終わってしまうのでないか。市民レベルでディスカッションが発 

展する方法を模索してきた。ケーブルテレビで生放送、後日放送するなど発信する方法 

はある。議論を公開すると決めたものの誰も来ていない。この議論を広げる方法を考え 

るべき課題がある。 

 

委員 人を敬うという気持ちが根底にないと何も成功しない。人間を尊重する、人の大切 

さを土台において議論をしていかなければいけないと考える。 

 

委員長 養父市のみんなが危機感を共有、情報を共有することが必要である。そのため 

に、市として・事務局としてもらうべきこともある。 

 

委員長 子どもたちが人として一番大切にすべきことは、自制心だと言われている。コミ 

ュニケーション能力をいかに育てていくか、子どもだけの世界・生徒と先生だけの関係 

ではなく、信頼できる大人とのかかわりができるかにかかっていると思う。今の日本の 

学校教育の良さを守りつつ、変化をさせていきたい。 

 

委員 会社をよくする秘訣は、「月曜が楽しみな会社」である。学校にも同じことが言え 

るだろう。月曜が楽しみな学校を養父市に作りたい。 



 

（2）注釈が必要な語句について 

・極めて難しい言葉が使ってある。 

・委員の意見だけでは偏りができてしまうので、主役である小中高生に読んでもらい、分

からないところを聞くのが早い。 

 

（3）その他 

 

６ その他 

   第７回養父市教育のあり方検討委員会について 

   令和４年 12月 19 日（月）午後７時 養父公民館 研修室Ａ  

 

７ 閉会 

   副委員長 


