
第７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 12月 19日（月）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、中村 雅志委員、 

山根 千秋委員、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）増田 真知子委員、宇和野 修介委員、 

  

 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 

石田課長 本日は第７回目となり、予定していた最終回である。今までのまとめの回と 

なる。よろしくお願いします。開会にあたって、小西委員長からあいさつをいただく。 

 

２ 委員長あいさつ 

小西委員長 今日は、お手元の資料の最終確認となる話し合いとなる。あの時の私の意 

見が取り上げられていない、あの言葉がないなどお気づきがあるかと思う。最後の回 

であるため、悔いのない回にしていただきたい。 

 

３ 報告事項 

・第６回委員会会議録の確認 意見等なし 

石田課長 第６回会議録は確認いただいたとする。次に議事に入る。委員会規則に則り、 

進行は小西委員長にお願いする。 

 

４ 議 事 

（1）答申（案）について 

小西委員長 今日は、答申資料案の特に、第３章 15ページから 19ページの養父市の 

教育のあり方について、ご意見をいただきたく思う。ここにあるのは、これまでの委員 



会の意見をまとめたものである。15ページについて、皆さんどうか。まず、第３章 

これからの教育について、読み上げるので意見があればお願いしたい。 

（小西委員長読み上げ） 

 

栃下副委員長 わかりやすくていいと思う。そもそも教育体制を見直した方が良いと 

思っているので、充実という言葉があるが、今のままでいいと捉えられたので変え 

た方がいいのではないか。 

 

小西委員長 反対がないので、事務局に修正をお願いする。 

 

小林委員 方策を具体的な何かにしてほしい。もう一歩こういうことをするという表

現がいると思う。 

 

山根委員 いろいろな部署等との連携が必要なことであるため、実際に取り組めるか

どうかはっきりさせることができないかもしれない。「方策」という言葉に我々が意 

見してきたことが盛り込まれていると思う。書いたことを実施できなかったときに

どうするのか。若者未来奨学金があるが、保育士の確保に繋げればという意見があっ

た。方策のひとつとしてあげることができても、ハッキリと表記するのは難しいので

はないか。 

 

杉岡委員 乳幼児教育の重要な部分で、「職員の確保に向けての待遇の改善」に“など”

を加え、≪安心安全な教育環境の整備≫の③に追加してはどうか。 

 

西垣先生 待遇の改善について、保育定数の問題があると思う。１人が何人の園児をみ

るのか。乳幼児においては、１人が抱える園児数がとてつもなく多く、事故が起きて 

しまって当然だろうという状況がある。 

  

栃下副委員長 （読み上げ：学校教育について） 

 

小西委員長 皆さんの気づき、ご意見をお願いします。 

 

山根委員 学校教育について、養父市が現在行っている教育の文言が欠落していると 

思った。農業特区を活かして、但馬農高と連携を図り教育と食育の循環に、この数年 

取り組んでいる。これを盛り込めば、継続していけるだろうし周知ができると考えて 

いる。 

 



杉岡委員 １つ目は、八鹿高校の校長が、これからもっと地域と連携していきたいと 

言われていた。16ページ幼少中高公連携について、もっと押し出すべきだと思う。 

本文にもっと記述が欲しい、２つ目は、和田山から通学している高校生など養父市 

民以外の学び手がいるため、養父市だけで完結させず、近隣市町との連携について 

必要だと思う。３つ目は、オルタナティブ教育の記述はあるが、キャリア教育につ 

いての文言が抜けていると思う。幼少中でのキャリア教育が今後の子どもたちに 

影響を与えていくだろう。養父市ならではのキャリア教育の文言を入れるべき。全 

く出てこないのはまずいと思う。 

   

  小西委員長 アントレプレナーシップ教育について書かれていた部分があるが、まさ

しく養父市のために養父市で起業する子どもたちの未来に繋がればと思う。 

 

  石田課長 13 ページに「アントレプレナーシップ教育」と「ふるさとキャリア教育」

にも触れている。 

 

  杉岡委員 全体に拡げていく必要がある。 

 

米田教育長 インクルーシブ教育の視点について、項目にないので、入れてもよろしい 

か。できれば、共生社会の実現などの社会に開かれた特別支援教育の文言を、項建し 

て入れようと思う。 

 

西村委員 子ども第三の居場所を「全ての子ども」の居場所ではなく「より多くの子ど 

もたちの居場所」の方が良い。 

 

守本委員 教職員の指導力の向上について、学校の先生が教育にとどまらず、広い視点 

で地域から学ぶ、地域を知るという文言が入ればいいと思う。インクルーシブ教育や、 

まさしく特別支援教育を分けてはいけないということもふまえて、記載してほしい。 

 

米田教育長 障害者権利条約の言葉を入れるということで良いか。 

 

杉岡委員 すべての子どもたちが楽しいと思えるについて、子どもたちだけではいけ 

ない。先生も楽しくなければないといけない。 

 

西村先生 どの子も楽しさを見つけられる学校のほうがいい。 

 

小西委員長 何かいい言葉がないだろうか。楽しさを創出する学校などか。 



中村校長 個別最適な学びなどか。 

 

小西委員長 書かなければいけないのか、とも思う。 

 

青木委員 自分の好きなことが伸ばせる、それぞれが違う。そういった感じの表現か。 

 

米田教育長 前文に、尖った教育の言葉を入れたが、何を尖ったものにするのか、どの 

ように表現していくのか。これについても協議していただきたく思う。 

 

一ノ本委員 そもそも答申にスローガンを付ければいいと思う。何のために答申を出 

すのか。いざ子どもをどの小学校に入れようか、養父市で働くしかない環境で子育て 

をする息子夫婦ですらそう感じるのに、新しくここに入ってこようと思える人がい 

るだろうか。スローガンを作るのはどうか。 

 

栃下委員 わかりやすい言葉が良いだろう。 

 

米田教育長 背骨となる言葉をひとつにするのはとても難しい。ずっと話し合いをし

てきた中で、養父市の未来を創るための教育について話し合っていただいた。 

「学びに夢中」という言葉が最近気になっている。子どもたちのためにそのような学

校を作りたいと思っている。これは子どもたちだけに該当し、全体をまとめることは

できないと思っている。 

 

山根委員 今まで養父市の教育が進めてきたものを忘れてはいけない。 

 

一ノ本委員 表紙に面白いことが書いてあれば、人が集まってくる。 

 

小林委員 やってきたことを否定しないが、だからこその今日がある。今までと違う流

れを作らないといけないと思う。 

 

小西委員長 だからこそ、養父スタイルを主張したい。 

 

杉岡委員 「教育はまちづくりの根幹である」と断言している。まちづくりとしての教 

育の根幹というのは刺さった。いったんは出ていくが戻りたいと思える、ここに夢が 

あり、夢をかなえられる、夢を語れるまちを表した言葉にしたい。 

 

尾﨑委員 生涯教育の養父市はどうだろう。「とがった」は言葉が威圧的で怖い。 



守本委員 学ぶということは、学んだ後に活かせることだと思う。 

 

杉岡委員 養父市にしか言えない唯一無二なことは、池田草庵だと思う。令和の池田草 

庵をつくるなどはどうか。ヒントになるのではないだろうか。 

 

一ノ本委員 スローガンはあくまでもマーケティングメッセージであり、分かりやす 

さが大切。万人が知っていることからスローガンにするべきだろう。正直、池田草庵 

は養父市の一部の人しか知らない。 

 

杉岡委員 まちづくり教育日本一はまだどの自治体も言っていない。 

 

一ノ本委員 子育て世代が、まちづくり教育の言葉にひかれるとは思わない。 

 

小西委員長 では根幹になる言葉は何か。 

 

青木委員 「子育て」はどうしても親目線の言葉だと思う。もっと子ども目線の言葉選 

びをしてみるのはどうだろうか。「子育ち」「親育ち」の方がイメージに合う。 

 

一ノ本委員 まちづくりの言葉は、養父市では年寄りのお世話を意味する言葉にどう 

 してもなってしまう。 

 

西垣先生 養父市はすでに子育てしやすいまち日本一など、日本一を３つ使っている。

総合計画の中にすでに入っているが、すべてを今いうことができない程度の事であ

る。子どもの声が大人にしっかりと届くまちでないといけない。 

 

小西委員長 要は、子どもを真ん中にしたまちづくりでいいのではないか。 

 

杉岡委員 サブタイトルを入れるなら、「持続可能なまちの担い手」はどうか。 

 

一ノ本委員 「どこまでもあがこう」「子育ては養父市がお得」など、、、 

 

杉岡委員 「やべぇ、あやべ（綾部）」「ヅルいい！舞鶴」などふざけを入れ始めた自治

体もある。 

 

守本委員 子ども第三の居場所とあるが、ひとつの居場所がすべての子どもたちの居 

場所になるのはありえないため、必要に応じてこども第三の居場所を増やしていけ 



るようになればと思う。社会に開かれた特別支援教育、インクルーシブ教育、社会的 

処方の観点を入れていく。 

 

石田課長 社会的処方については、３ページで触れている部分がある。 

 

守本委員 （読み上げ：市民の学びについて） 

 

小西委員長 市民の学びについて意見はあるか。 

 

杉岡委員 学校を核としたについては大賛成である。学校は現在動いている学校だけ 

ではなく、廃校を含んでこそだと思う。学校を広義にとらえられたらと思う。民間と 

の連携が薄いと思う。地域とのかかわりを市民に限定してしまってはいけないと思

う。市民だけでなく、具体的に自治協、自治会、ＮＰＯなどの外部人材をあげる。も

っと養父市の企業や近隣と企業を書けば、実現に繋がるかもしれない。 

 

西垣委員 マリオットホテルが完成した。工事中には、地域とつながろうといったメッ 

セージが掲げられていたが、完成したにもかかわらずホテルについてよくわからな 

いままである。企業との繋がりはとても大事な視点である。地元で大きなプロジェク 

トが進められているが、何もわからないのは良くない。 

 

小西委員長 杉岡委員の、デパートメント構想の言葉も入れてみてはどうか。西村委員 

による、ごちゃまぜ教育もこういうことなのではないだろうか。 

 

守本委員 「ごちゃまぜ」の意味からいうと、子どもから大人までと書いてあるが、こ 

こに、障がいの有無や疾患の有無を入れるのはどうか。福祉医療的な視点では、最上 

位の概念が「地域共生社会」ということで、誰もが生きがいややりがいをともに作っ 

ていける社会ということが、厚生労働省は一番上の概念だと述べている。「障がい者」 

という文言も入れたうえで、「地域共生社会」の文言もあってもいいのではないか。 

 

杉岡委員 （読み上げ：子育てのあり方について） 

 

西村委員 （３）こども第三の居場所を十分に活用すると、記述を変えてみてはどうか。

不登校だけでなく不適応、学習支援、就活など多様なニーズに応え才能を伸ばせるよ

うに。 

 

西村委員 （読み上げ：教育施設のあり方について） 



 

杉岡委員 事務局として、高校にコーディネーターを配置するのはどう考えているの

か。私は配置するべきだと思っている。実際に行っている自治体は、市が主体となっ

て財源を負担している。外部人材を採用すれば移住増加も期待できる。交通基盤と併

記した情報基盤を進めるべき。 

 

西垣委員 朝来市に配置されたコーディネーターは地域おこし協力隊出身であること 

も知ってほしい。 

 

杉岡委員 コーディネーターが核となって、地域と学校をつないでいる。朝来市や村岡 

高校は実際にできている。この部分が養父市はとても弱いと思う。 

 

杉岡委員 スクールバスを地域の人が利用するのはだめなのか。 

 

小林委員 養父市ではスクールバスを地域に走らせると、路線バスが廃れてしまう問 

題がある。何とか解決してほしい。バス会社との相談をしながら、有償バスやコミュ 

ニティバス、デマンドバスなど小さな車で、本数を増やす取り組みをなんとか模索で 

きないかと思う。 

 

守本委員 教育にとどまらない教育交通のあり方という言葉で盛り込めばいいのでは 

ないだろうか。地域の複合のなかで、インクルーシブの観点を入れていただければと 

思う。実際のマイノリティの人々の声を入れた作り方をしてほしい。地域コーディネ 

ーターだけが地域と学校を繋げるわけではないので、コーディネーター以外の人へ 

の教育、育成をするという記述を入れてほしい。 

 

栃下副委員長 覚悟がいるという文言は上から目線でよくないのではないだろうか。 

「共感」が必要だ。「協創」「共感」がふさわしいのではないだろうか。 

 

小西委員長 「当事者」という言葉はどうか。 

 

中村校長 最後に画期的なことが書いてあり、肝になると思うので大事にしたく思う。 

キャッチコピーのヒントとして、「学校を核としてまちづくりの拠点とする」が今ま 

で話し合ってきたことだと思うから、どうか。 

 

（2）その他 

 



５ アドバイザーからの助言（15分程度） 

鈴木先生 本日も熱心な話し合いだった。教育に正解はないと思うが、真剣に話し合い

をしている後ろ姿こそが、教育に効果的だと思っている。７回の濃密な議論をしたと

いうプロセスが何よりも財産だと思うし、子どもをど真ん中に置いた議論ができた

こと、子どもたちは受継いでいってくれるだろう。他県や海外の取組の事例など情報

提供のお手伝いをさせていただく。 

 

西垣委員 取組、取り組みの表記についてこれで良いのか。 

 

杉岡委員 せっかくできた答申を市民が読まないのはもったいないので、デザイン性 

のある１枚（ポンチ絵）にまとめたものがあればいい。 

 

小西委員長 スローガンは、中村委員が最後に述べた部分で良いのではないだろうか。 

 

石田課長 本日いただいた意見を最後に入れ込み、最終調整を行う。12月 21日市長へ 

の答申予定のため、最終確認については、委員長・副委員長に任せる形でよろしいか。 

 

６ 閉会 

栃下副委員長 教育についてこれだけ考える機会ははじめてだったが、このような人

たちが養父市を支えるのだと感じた。いつかは養父市に住みたいと思った。 

 


