
第５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 10 月４日（火）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、 

宇和野 修介委員、尾崎 潤子委員、山根 千秋委員、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、 

杉岡 秀紀委員、守本 陽一委員 

（欠席）中村 雅志委員、西垣 憲志委員 

  

 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、石田 恵美教育課長、 

中西 理絵主幹、白山 真雪主事 

（欠席）安東 博之教育課参事 

 

主な内容 

１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 議事 

（１）報告事項 

・第４回委員会議事録の確認 

 

（２）乳幼児教育について 

事務局… 本日は資料が当日配布となり申し訳ない。乳幼児教育・保育について、こども 

育成課の和田課長から説明する。 

 

和田課長…養父市では保育所と認定こども園があるので簡単に説明する。 

養父市では平成 23年度策定の第２次総合計画において、０歳から一貫した教育環境 

づくりを推進施策とし幼保の一元化を進めてきた。その結果、平成 28 年に宿南こども

園を設立したことで、小佐保育園を除くすべてが認定こども園となった。現在養父市に

は幼稚園の施設はない。保育所が１施設、認定こども園が 10 施設である。保育園と認



定こども園は就学前の子どもが通う施設ということで同類であるが、役割は違う。保育

所は就労などの理由から家庭で保育ができない保護者に代わって養護と教育の保育を行

う。認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の役割を有する。幼稚園は３歳から小学校

に入学するまでの教育施設である。保育所も認定こども園も、校区という概念はない。

空きがあれば市内からでも市外からでも入園が可能であるが、養父市では多くの人が自

宅近くの施設を利用しているのが現状である。 

  ３ページに養父市の乳幼児教育の特色について書いている。私立園と公立園の合同研 

修の実施は他市では見られない特色である。この取り組みによって、公立、私立を問わ 

ず、同水準の質の高い教育保育を提供する体制が整えられているのではないか。 

公立園では、従来から育児担当制を導入している。これは、０歳から２歳の乳児に対 

する先生を固定しているというイメージで、おむつ替えや、着替え、食事等を担当の先

生がしている。子どもに応じた柔軟な教育が実践でき、１人１人の成長に繋がる質の高

い保育を提供できることがメリットであると考えている。運動遊び事業は、平成 26年

度から実施しており、運動遊び指導員を設置し、全園の３歳から５歳児のクラスを年４

回の訪問し、運動プログラムを子どもたちや保育士に指導している。小学校以降の運動

形成に寄与しているのではと感じている。公立園では毎日絵本の読み聞かせをしてお

り、発表会にも活用している。また公立園でのそうあんくん活動の実施により、幼少期

から養父市の偉人である池田草庵について学ぶ時間を日課として取り入れている。内容

は、朝の掃除や読書などの活動である。 

  ４ページは、施設の状況についてである。公立園８施設、私立園３施設の 11 施設が 

あるが、公立園２施設と私立園２施設で築年数が 40 年を超える施設がある。私立につ 

いては、認定こども園に移行する際に増改築をしており老朽化については問題ないが、 

宿南こども園と伊佐こども園については、施設面積の関係で、旧幼稚園舎を利用した２ 

学舎に分かれた運営形態となっている。旧幼稚園舎は比較的新しいが、旧保育所の園舎 

の老朽化が進んでおり、今後は早急な対策が必要な現状である。 

  ５ページは学校施設の配置図である。旧養父町と旧八鹿町の市街地に施設が集中して 

いるのが見てとれる。八鹿小学校区については、小佐保育所・日光・たいようが校区内 

にある施設である。 

  ６ページの写真は、公立園の最も古い伊佐こども園と、最も新しい養父こども園の、 

調理室と乳児室の比較である。調理室について、伊佐こども園は養父こども園よりも園 

児数が多いにもかかわらず、非常に狭い施設であること、一方、養父こども園は設備が 

新しく整った施設であることが分かる。乳児室の写真において、伊佐こども園の乳児室 

は、非常に広い部屋だがトイレや水道が別室にあり、移動が必要である。またおむつ替 

えや調乳スペース、床暖房もない状況だ。養父こども園については、水道、調乳スペー 

スがあり、沐浴・おむつ替えなどが可能で、床暖房も設置されている。設備的に非常に 

差がある。昔は０歳児の保育があまりなかったが、核家族化により、低年齢の保育が増 



えている影響で、広谷こども園以降の新しい施設には乳幼児への設備が整えられてい 

る。 

  ７ページでは、現在から６年後の推定園児数を示している。園児数が 771 名から 662 

名へと、市内全体で 150 人程度減少する推定である。下段注意書きにあるように、こ 

れは過去３か年の平均人数による推定であるため、実際はより多くの減少が見込まれる 

のではないかと思う。現在 10人程度の園児数の施設では、１桁の園児数になることも 

危惧される。 

  ８ページの課題として、先ほどから述べている、①園児数の減少、特に小規模の園に 

ついては園児数が１桁になることも危惧される状況であること。②保育士の確保、今後 

保育士の高齢化が進み大量に退職することを危惧しており、確保が難しくなってくる現 

状であること。③施設の老朽化、今の施設の全てを継続していくことになれば、そ 

れに伴う多額の改修費が必要になること。これらが課題であると考えている。 

 

事務局… 各保育所、子ども園にアンケートを実施した。アンケート結果について、教育 

長から説明をする。 

 

教育長… 現状の保育園で行われている教育内容と、施設、その課題について和田課長か 

ら説明した。この課題について園の先生方がどう捉えているのかをアンケートした。 

 小規模のメリットとして、丁寧に子どもと関われる・異年齢ときめこまやかに信頼関 

係を築く教育ができるなどの回答が出た。大規模のメリットとして、歳児ごとの学び合

いができる・切磋琢磨、良い刺激を与えながら協働体験ができると回答が出た。先生自

身のメリットについては、先生自身も学び合い助け合うことができる・大人数いるから

こその活動ができるという回答があった。では、デメリットはどうかと聞くと、大規模

におけるデメリットはほぼないという回答であった。小規模におけるデメリットは、大

規模のメリットと逆で、歳児ごとの保育ができない・固定の人間関係のなかで身動きの

取れない子どもがいる・職員が不足しているため休みをとれないことも大きな課題だと

あった。また園舎については、すぐにでも建て直したいほど老朽化が進んでいる。この

点についてどうすればいいのか。大きなこども園と小さな保育所、こども園があるなか

で、選択肢をそろえるのか、あるいはメリットとデメリットを埋めていけるような教育

をしていくかについても、議論していただきたい。０歳から５歳までの教育はものすご

く大事で、ここが全ての根っこを作る。だからこそ、今日は養父市の乳幼児教育につい

て情報提供をした。 

 

事務局… 委員の皆様から意見はあるか。 

 

委員 … 乳幼児教育について、補足したい。平成 27年にこども子育て制度が大きく変 



わったが、養父市は、香美町と同じように制度が変わることをほとんど理解していなか 

った。香美町の教育はいびつな形で行われている現状がある。乳幼児教育が、小・中と 

一体化しているかどうかが大事である。生きる力を、乳幼児から育まなければいけな 

い。教育長が言った通り、乳幼児教育をしっかりと行う必要がある。私立園と公立園 

の、臨時職員と正職員には違いがある。私立は国の予算がしっかりとあるため正職員が 

多いが、公立は６割以上が臨時職員である。人口減少のなかでも、地域はしっかりと存 

続し地域自治が存続されるべき。養父市は、公立も私立も一緒に研修しており、これは 

県内でも珍しい事である。私立の子ども園は 75％の国からの補助金があり、裕福な経営 

状況である。丹波市はすべて私立のこども園にしている。反論もあったそうだが、将来 

の市の財政を考えた結果である。養父市がどのように生き残っていくか、財政的な面で 

も考えていくべきだ。スターティング・ストロングというテーマの、人生の始まりこそ 

力強くの言葉は、０歳から５歳の教育を力強くすることによって、小中高大学への投資 

が少なくすむことを意味する。ノーベル賞を受賞した経済学者が、質の高い乳幼児教育 

を受けた人達を 40年近く見てきたが、成長した彼らはある程度安定した生活を送り、 

社会的地位も収入も高い人が多いことが分かった。逆にそうでない乳幼児教育を受けた 

人々は、社会から疎外され、収入も少ない。これはアメリカの例だから日本に当てはま 

らないかもしれないが、乳幼児へしっかりと投資をしたいということを述べたい。 

 

委員 … いくつも新たなことを学んだ気がする。では、養父市にとっていい形は何だと 

思うか教えていただきたい。 

 

委員 … 一つは、人材育成である。そのために、国の仕組みをうまく利用しお金を生み 

出していくことが重要。また、乳幼児教育に携わり、５歳児の成長・発達がものすごい 

ことを知った。乳幼児施設では、遊びが中心であり学びである。非認知能力や発想力を 

育てるため、様々な体験活動をさせるべき。いろいろな活動をするなかで、人間性が育 

まれていく。何かあったときに乗り越える力や耐える力は、小・中学校に進んでから必 

要な力である。 

 

委員 … 人材や活動内容についてはよく分かったが、地域の活性化に関してはどうか。 

 

委員 … 地域とどう関わるか、いかに保護者に園に来てもらうか、地域のエキスパート 

をどのような形で園に呼ぶか。読み聞かせや芋ほりなど、高校生を含めいろいろな人と 

交流させ、コミュニケーション能力を育てるなどの会を作り、機会を増やせばいろいろ 

なことが出来るのではないだろうか。 

 

事務局… 先日のコミスクの勉強会で学んだことのように、地域の人が関わることが大切 



だと、保育所やこども園にも同じことがいえるのではと感じる。 

      

 

（３）市民の学びについて 

事務局… 続いて、市民の学びについて報告する。 

 

教育長… 市民の学びの様子であるが、資料１ページは各自治協で提供されている学びの

教室であり、すべて大人の学びである。子どもたちと共に学んでいることについて尋ね

てみたが、なかった。公民館の自主事業では、新しくできたＹＢファブで子どもたちと

一緒に鑑賞するイベントが、令和３年度に行われた。みふね会館では、読書感想文教室

や文化祭の作品展示の企画に子どもたちが参加したが、それ以外は大人の学びであっ

た。市民が自主的に教室を立ち上げ活動している。コロナの影響で教室が減少していた

ため、令和３年度とともに元年度の資料も用意した。令和元年度は４公民館で 16 講

座、令和３年度は半分の数の教室が開催された。元年度は青谿書院で、第８回目の青谿

書院塾が開催された。また各館独自で、和太鼓教室などが行われた。図書館では、大勢

の方が本を使って学んでいたり、子どもの読書の推進のため、学校や図書館でボランテ

ィアによる読み聞かせをしたりしている。自主的な学びの活動である。 

 

事務局… 市民の学びの状況について説明をしたが、委員から意見はあるか。 

 

委員 … 認定こども園の公立・私立のバランスだが、福知山でもほとんどが私立に移行 

している。その背景としては、財政的な問題や教育方針が理由にあるのだろう。養父市 

は公立が多すぎるという印象を受けた。これについては議論が必要だろう。 

養父市は外部評価委員会をあまりしていないのではないか。どこの部署が何をしてい 

るのかが、市役所内でもわかりづらい状況かもしれない。市長部局と教育長部局の壁が

あるが、社会福祉系と教育委員会の部署が同じフロアにいるだけで、解消できる部分で

ある。こういったことを含め、他部署の仕事を理解し、教育に限らないあり方検討委員

会のように外部の声を聞く機会を設置することを考えなければいけない時期に来たので

はないか。 

また、公共施設の投資についても考えるべきだ。総合管理計画はあるが、再配置計画

についても考えなければいけない。豊岡市の地域デザイン会議においてや与謝野町で

は、そのための方針を固めつつある。こども園単体でのリニューアルは難しいだろうか

ら、その他の施設との複合化や集約化を考えなければいけない。ではどのようなサービ

スを入れるかは、教育委員会を超えた議論になっていくだろう。市民の学びの説明に対

しては、昔のカルチャーセンターのような王道の社会教育をしていると思った。しか

し、これからの時代の子どもたちのためには、もう一工夫していく必要がある。例え



ば、子どもたちから大人の一貫した生涯施設を作らなければいけない。交野市の市民大

学や与謝野町の未来大学を参考に、バーチャルを取り入れるような、養父市らしい取り

組みをすべき。地域づくりの観点から、コーディネーターの設置についても含め、議論

したいと思う。 

 

事務局… 公共施設等総合計画もあり、そのための試算もある。しかし、その後の再配置 

 計画についてどうするかと、学校だけでなく全体のものとして考えなければいけない 

が、手を付けられていないのが現状である。施設をどうするのかの再配置計画ができて 

いない。 

市民の学びについてだが、公民館では、いわゆる昔の社会教育という旧公民館法のみ 

に縛られず、子ども向けのチャレンジキッズという事業を行っていることも補足する。 

教育面に限らず観光面のインバウンドのためにも、全ての公共施設のＷｉ-Ｆｉの整 

 備も進めている最中だ。 

 

事務局… 教育のあり方委員会は、行政の縦割りを乗り越えていくための一石を投じる機 

会でもあると思う。共用化や複合化も含めて、養父市の公共施設がどうあるべきか、地 

域をどう作っていくか、自分たちが子どもたちを育てていくという当事者意識をもって 

考えていただきたい。 

 

委員 … 養父市の社会的処方モデル事業をしており、こういった洗い出しを保健師たち 

としている所であるが、頑張って探そうとしないと見つからない。見える化は重要で、 

デザイン的な視点をいれることで、子どもたちも福祉や教育に参加するようになる。宮 

崎県では社教内にコーディデーターがおり、若い人の福祉や教育の活動の参加につなげ 

ている。見える化・デザイン化と、連携は大きなカギとなるだろう。 

 

委員 … 10 年以上区長をしているが、社協からも自治協からも区長に仕事を依頼され 

る。養父市では、区長という仕事が充て職になっている。自主的でなく、頼まれてして 

いる区長に、福祉・教育・行政の手の届かないことを、自治協へ分配しさせている。役 

場からの縦割りで命令をさせているのが養父市の現状だ。忙しい人間にとっては、これ 

らを月に 1万円程度でさせるなんて、行政は根本的に間違っていると思う。地区におけ 

る頼まれ役がいないと、行政が回らない。行政があまりにも無責任でないか。 

 

委員 … 養父市に限らず、日本全体がそうであり、合併したことがこの現状になった原 

因である。公務員の数が減っており一人当たりの業務量は 1.5 倍になっている。その 

しわ寄せとして、「地域のことは地域で」という状況となっている。 

 



委員 … 介護保険が 2000 年に登場し、すべてがサービス化した。地域でしなければい 

けないことはある程度出てきたなかで、行政区単位でするには限界があると思う。自治 

協の規模が養父市はかなり弱い。予算はしっかりとあるはずだから、あて職でなく、モ 

チベーションを持った人が区長を務め、自治協の機能を高めていくことが大切だ。 

 

委員 … 年金制度が変わり、65歳からでないと年金が出ないことも原因の一つではな 

いか。 

 

４ 養父市の教育のあり方について 

委員長… 教育のあり方について話し合っていく。教育をどうするかを市長が我々にゆだ 

ねたわけだ。養父市の子どもたちが将来を担っていくときに幸せであるために、何をで 

きるかを考えていかなければならない。あり方委員会でこれまで出てきたキーワード 

は、地域で学ぶ、養父市で学ぶ、社会に開かれた教育課程・大人と子どもをつなげ 

る、複合化や共用化などがある。委員から、養父スタイルという言葉が何度も出てき 

た。養父市に根づく、養父市としてどんなスタイルを作っていくのかを考えていただけ 

るだろうか。 

 

委員 … 縦割りの話も含め、幼小中高の連携について、高の連携が難しい。養父市の管 

轄は中学校までであるが、子どもとは 18 歳までである。一回離れた養父市に戻ってく 

るかどうかは、いかに大人と子どもがごちゃまぜになって養父市に足跡を残すかだ。 

 また、池田草庵の思想をいかに残せるかが養父市の教育に繋がると思う。中高の架け

橋をどうつなげていくかが重要である。この課題をどう達成していくか、とてもやりが

いがあると思う。 

 

委員 … 養父市には高校が３つあるのだから、これらを連携させていけば、養父市で素 

晴らしいものができると思う。就職して帰ってくる子どもの数が、豊岡市と朝来市と比 

べても、養父市は非常に少ない。但馬農業高校の活用をしていくのはどうか。幼稚園で 

も小学校でも様々な自然活動をしているのだから、高校生から子どもたちに農業の方法 

を教える機会は、農校生のやりがいにもなり、子どもたちも新たな学びができる点で良 

いと思う。ふるさとのために帰ってくる人材づくりをしなければいけない。 

 

委員 … 幼児教育を学ぶ者には補助金を出し、養父市の就職口の枠を確保する。農業特 

区であるから、農高を卒業した者の夢を応援できる大人の存在や、その将来を実現させ 

てあげられる環境や土地の提供など。養父市で生活できる場があることを、子どもたち 

に伝えるための交流の場が欲しい。 

 



委員 … 養父市には奨学金制度があるから実現可能だろう。保育士コースに進む学生の 

ための枠を作る、地元の企業の力を借りる、また、やぶぐらし課の協力を得て地元でが 

んばる先輩の話を聞く機会を高校生に与えるなど、発展的な学びへの運びをすればいい 

のではないか。 

 

委員 … 会社の採用人数を 10 人にしても２人しか来ないというのが現実である。新卒 

者ではなく、都会に一度出て挫折した人を再生しているような方法だ。実際に、（若者 

未来応援）奨学金のリターン率はどうなのか。 

 

事務局… 卒業後、対象者の半分が帰って来ているという状況である。 

 

委員 … 奨学金の制度で収入（所得）制限があり対象にならないという声もあるがどう 

なのか。 

 

事務局… 課題となる点ではあるが、そのハードルを下げるということを検討する中で、 

様々な奨学金制度がある中で、市の奨学金としては、養父市に帰って来てほしいという 

目的もある一方、所得により学びたくても学べない家庭を支援する、手を差し伸べると 

いう観点から所得制限を設けている。 

 

委員 … 奨学金については、世界的には、返済後も地域に定着するというエビデンスが 

少ない。教育の過程で地域に触れ、地域の人々に関わったかどうかで、地域に残るかど 

うかが変わってくる、と言われているので、根本的な解決にならない。地域に子どもが 

戻ってこないのは、仕事がないからではなく面白くないからだと思う。地域の市民の活 

動の面白さや、やりたい活動を後押ししてもらえる支援を作ることが、養父市にとって 

大切な事なのではないか。 

 

委員長… 働く場所がないのは仕方のないことだ。これまでのことをふまえ、地域が活性 

化するための学校はどんな学校だと思うか。 

 

委員 … 愛知県の新城市が７年前から行う若者議会に注目している。25名で予算権 

1,000 万を若者に付与し、若者から市長や副市長に提案ができるという活動が行われて 

いる。市のほっとけないと思うところをほっておかず、提案ができ解決へと繋げていく 

ことができる。若者の学びと、地域の問題解決を繋げている。若者が発言できる機会の 

提供を、養父市はできていないのではないか。養父スタイルへとアレンジをしながら、 

学校で出来ることはないだろうか。 

 



委員 … 空き家バンクの申込者が増えており、移住希望者が八鹿地域と高柳地域に集中 

していると聞く。養父市に住みたい者が増えているがそのすべてを取りこめてはいな 

い。八鹿地域には幼から高まであり、効率的であることが人気のある理由だろう。 

 

委員 … 現在、小中高の子どもを持つ親からすれば、何の話をしているのか。今の子ど 

もたちを置き去りにされているような気がする。７年前の義務教育学校についての話し 

合いでも養父スタイルをどうするか議論したにもかかわらず、変わっていないのではな 

いか。今の子どもたちについて議論し課題をクリアしないと、こうしているうちにも、 

子どもたちは大人になり市外に出て行ってしまうだろう。スピード感が必要だと思う。 

情報やデータがたくさんあるのだから、今できることがあるはずだ。 

 

委員 … 自分はすでに子育ては終わったが、今は孫がいるからこそ頑張っている。言い 

たいことも分かるが、このような会議で話し合うことは初めてなのだから、ここで議論 

することが、あなたの子どものためにもなるはずであろう。 

 

委員 … スピード感が欲しい。関宮こども園がひとつになることも、６月に話が出て、 

翌年の春には実現している。２、３か月で進めることができる話もあるのではないか。 

これだけのデータがあるならば、議論の中に出してほしいと考えている。 

 

委員 … 高校に行けば頑張って勉強させることが求められるが、その先には都会に進学 

する選択肢しか残ってないので、減ることは仕方ない。勉強していい大学に行くことが 

良いということ以外の価値観も、子どもたちに発信しないといけないだろう。この価値 

観を小学校の時から伝えるべきだ。地方と都市部の所得格差によって都市部に行きたが 

るのは仕方ないが、それに伴う生活コストの現実を教えるなど、他と違う振り切った教 

育をすればいいのではないだろうか。 

 

委員 … 以前の委員会で、専門性のある先生が足らないという話があったが、地域には 

芸術分野の先生が多くいる。このような方々が各学校に採用されるのはいけないのか。 

 

委員長… オンラインなどを強化せず、現状のままだと養父市らしさは何も生まれない。 

メタバースやオンラインという新しさを取り入れるなど積極的な方法をとるべきだ。子 

どもたちにＧＩＧＡスクールで持たせた端末を駆使するなど、学校が徹底して変わる努 

力をしていかなければ、養父市の教育は何も変わらない気がする。 

 

委員 … 僕は医者だが、職業選択の幅が狭かったから、医者を選んだ。メディアで見る 

職業や、親の職業など関わる人の職業しか選択肢がない。都市部に住んでいれば様々な 



職業に触れる機会がある。だからこそメタバースやオンラインを駆使して、養父市で活 

躍している方に働き方について話を聞くのは簡単に始めることができることなのではな 

いだろうか。 

 

委員 … 勉強会で聞いたコミスクについてはとても面白いと思った。学校に行く子ども 

 はそのような教育があるが、学校へ行けていない子どもも多くいる。養父市の第三の居 

 場所は小さな場所であるかもしれないが、いろいろな可能性を持った子どもが集まって 

 いる。そこへコミスクとしてごちゃまぜになって人が行けばいいと思う。 

 

委員 … 学校に権限と財源を与えて強制的にやらせるしかないと思う。教育委員会的に 

は、学校に権限を与えるなんて難しいかもしれないが、そうするしかないだろう。 

 

委員 … コミスクで２つの高校の学校運営協議会に入っているが、そこでは先生方が楽 

しそうにしている。自分自身が楽しいと感じたことを徹底的に知り尽くそうと探求す 

る。その背中が子どもたちにもいい影響を与える。佐賀県では、地域のボランティアに 

登録し参加をしている先生がいる。先生方は地域のことを知らないことが多い。何が起 

きていて何が課題なのか知る余裕もないほど忙しい先生方が多い。先生にももっと地域 

を理解してもらうことが大事だと思う。 

 

委員 … たしかに、教員は地域のことをあまり知らない。もっと学校側から地域で何を 

得意とする人がいるのかを知り、地域に学校へ入って来てもらえる努力をしたい。また 

子どもに、家族がどのような仕事をしているのか知る場も与え、学校の周りが魅力であ 

ふれていることを教えていかなければいけないと感じた。 

 

委員長… まさにコミスクである。もっと地域に興味を持てる教育課程を作るべきだと言 

っているがなかなか実現できていない。ここでしか出来ないという内容を、地域の人と 

考えることが大事になってくるのだろう。委員が言われたように、学校の図書館を地域 

の図書館に作り替えることは、校長の判断で出来ることである。そうして地域の人が集 

まり、楽しいと思えることがないと、なかなか子どもと関わる機会がない。 

では、地域と学校を支える人材育成には、どのような取り組みをやっていくか意見を 

聞きたい。 

 

委員 … 中学生があけのべ一円電車の作業や芝生の作業にボランティアとして来てくれ 

た。このような場所があることを知らなかったという声が聞こえてきたが、鉱山につい 

ての説明をすれば、その場所に誇りを持ってくれた子どもたちの姿があった。 

学校運営協議会では、校長から１年間の学校運営に関する説明があり、２月にはその 



結果に対する意見を求められる場がある。体育祭などでは子どもたちと関わる機会があ

るが、現実問題として、全く機能していないと思う。 

 

委員長… なんちゃってコミスクな現状である。コミスクを先行して取り入れている学校 

は、大人が楽しむための学びがプログラムされている。地域連携カリキュラムのなか 

に、子どもも一緒に楽しめるものもある。定期の運営協議会以外にも、ママさんや学生 

など参加できる人だけで集まり、まずは何でも試しでやってみる。そこで出来たことを 

運営協議会に提案するというやり方で進めている学校が先進校である。そんなところか 

ら地域愛や郷土愛がうまれるのではと感じている。現実問題はあるが、今のままでは養 

父市全体がなくなってしまうのではという心配もある。今の子どもたちに夢を託し、学 

校づくりのなかで何をつかむか、一緒に考えてほしいと思っている。 

      

委員 … 今の養父市の子どもたちに帰ってくることを期待することは大事なことではあ 

るが、もう手遅れではないか。生まれたところに戻って来てという考えは甘いと思う。 

養父市で学びたいと思える子どもたちを取り入れることを考える方がいいのではない 

か。 

 

委員 … コミスクでしたいことを言えば、学校の職員はまず参加することに否定的なリ 

アクションをする。教員は異動し変わっていくのだから、などの反応をされてしまう 

と、何もできなくなってしまうではないか。もっと全員が参画していこうという声かけ 

をしないと効果がない。 

 

委員 … 今の教員には、子どものやりたいこと、子どもの将来を考えた時に、どのよう 

な人につなげるか、どこに進めばいいかという提案ができるソーシャルワーク的・調整 

機能のような役割が課されている。モチベーションのある教員が集まって活動できる 

３rd place があってもいいのではないか。 

 

委員 … 今変わっていこうとし、何かしようと提案すれば教員にとっての負担が必ずあ 

る。教員の負担を軽減するために言いたいことを言いたいのに、それを苦しく感じられ 

るのはないかと思う。 

 

委員長… だからこそ地域と連携すべきだと言い続けている。学校のスリム化という言葉 

がある。今の学校は地域・家庭がすることもすべて学校が担っている状況であるため、 

すべき人々にその仕事を戻していこうと言っている。地域が、学校運営協議会として実 

際に行動に移すべきだ。 

 



委員 … 危機感からではないと変われない。外から人が集まる高校など学校づくりをす 

るために教育内容を考えていかなければいけない。この町はやはり農業の特色があるの 

だから、そこを生かした教育をしなければいけない。人口は必ず減っていく。３万人か 

ら２万人の人口に減るなら、１万人の養父スタイルのファンを全国に作ればいい。教育 

に特化したファンを作ればいいのだ。１年間の教育実習など新しい教育実習をするのは 

どうか。生きた教育を養父市で学ばせたらいい。全国の教育実習生が、養父市に集まる 

かもしれない。このような構想を打ち上げていったらいいのではないだろうか。 

 

５ アドバイザーからの助言（15分程度） 

 

鈴木先生…いよいよ形づけていく頃だと思う。いろいろな思いや案を具体的にし、何が現      

 行のルールのなかでできるのか考えていきたい。小中高の学校運営を合わせていく。設

置者が違うからといって、区別する必要はない。北海道では道立から町立高校にしてい

るところもある。何が良いというわけではないが、それぞれの市町が熱い議論を重ね乗

り越えてきているのだから、このような議論で養父モデルが生まれるのだろう。制度上

やれないことはないと思う。一番大事なのは、固有名詞の学校に固有名詞の学生が高い

モチベーションで、学校にくるかどうかだろう。地域がどれだけの熱量をもってやり切

れるかにかかっている。 

一度は市外へ出ることは悪くないと思う。きたい人はいるが、土地や家がないという

問題が一番よくない。Iターンの希望者は増加しているのだから、その人たちに向けて

町を開き、異文化を受けいれるか、それとも町を閉ざし、異文化を拒否するかで大きく

変わってくる。大阪や京都に１本で行ける土地であることにはポテンシャルを感じてい

るし、しっかりすれば養父市は浮上するだろうと思うからそろそろ覚悟を決める時では

ないだろうか。 

 

６ その他 

   第６回養父市教育のあり方検討委員会について 

   令和４年 11月４日（金）午後７時 養父公民館 研修室Ａ  

 

７ 閉会 

   副委員長 

 


