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平成３１年第１回教育振興基本計画審議会 会議録 

 

◇開 会  平成３１年 １月２４日（木） 午後 １時３０分 

◇閉 会  平成３１年 １月２４日（木） 午後 ３時２０分 

◇会 場  山南支所庁舎 大会議室 

◇出席者   

 ・委員長  安藤 福光  ・副委員長  田中 延重 

 ・委員   久下  悟  近藤 泰三  吉川 景敏  荒木 真也 

       小山八重子  三川 洋司  宇野 真弓  坂谷 高義 

       細見美貴子  大木 辰史  酒井 美孝  梅垣 真紀 

 〔事務局〕 

 ・教育長           岸田 隆博 

 ・教育部長          細見 正敏 

 ・教育部次長兼学校教育課長  足立 正徳 

 ・学事課長          前川 孝之 

 ・こども園推進課長      上田 貴子 

 ・子育て支援課長       足立  勲 

 ・文化財課長兼植野記念美術館  

  副館長兼中央図書館副館長兼  

  歴史民俗資料館長      長奥 喜和 

 ・教育総務課長        藤原 泰志 

 ・教育総務課企画調整係長   青木 浩文 

 ・教育総務課企画調整係主幹  荒木 美保 

 

（藤原教育総務課長）    第１回丹波市教育振興基本計画審議会にご出席をいただきましてありが

とうございます。私は、教育総務課の藤原と申します。議事に入るまでの

間、お手元の次第に沿って会議を進めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

会議に先立ち、あらかじめ、皆様にお願いをいたしたいことがございま

す。 

本会議は原則として公開しております。丹波市のホームページにも会議

内容を掲載してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

次に、議事録作成のため録音をさせていただきます。発言の際には、お

名前を名乗ってから発言いただきますようお願いいたします。 

また、会議時間はおおむね２時間を予定しておりますので、午後３時３

０分を目途に審議をお願いしたいというふうに思っております。 

それから、機械的なことですが、お手元のマイクが２人に一つぐらいあ

ると思うんですが、発言なさる場合は、そのボタンを押していただいたら、

電気がつきますので、それによりお話をしていただけたらなというように

思います。 

ちょっと一部、壊れているところがあるかもしれません。申しわけない

ですが、こちらのほうで操作できる分はさせてもらいますので、よろしく

お願いいたします。 

 

次第           １ 開会あいさつ 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、レジュメに沿いまして、１、開会あいさつということで、開

会に当たりまして、丹波市教育委員会、岸田教育長がご挨拶を申し上げま

す。 
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（岸田教育長）       皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、丹波市教育振興基本計画

審議会にご出席いただきまして、ありがとうございます。また、平素は丹

波市の教育につきまして、ご理解とご協力を賜っておりますこと、厚く感

謝申し上げます。 

この後、委嘱書を交付させていただくわけでございますが、委員の皆様

方におかれましては、本審議会の委員をお願いしましたところ、快くお引

き受けいただきましたこと、改めて厚くお礼申し上げます。 

さて、丹波市教育振興基本計画につきましては、平成２１年に国や県の

教育振興基本計画に準じるとともに、丹波市の総合計画との整合性をとり

ながら、平成３１年度を目標年度にいたしまして、平成２２年度から平成

３１年度までの１０年間に取り組むべき施策としてやってきたものでござ

います。今日はちょっとお配りしておりませんけれども、最初に平成２１

年１１月にできたのが、この１０年間のものでございます。 

後ほど、諮問書を伝達させていただきますが、今の子供たちが社会に生

きていく時代というのは、予測困難な時代と言われております。ＩｏＴや

ビッグデータ、それから人工知能等を初めとするような技術革新、それか

ら、グローバル化の一層の進展を初め、最近では人生１００年時代という

ことを言われまして、今、国のほうでは人生１００年時代を見据えた経済

社会等々のそうした計画がされておりますけども、本当に子供たちが社会

に出ている、どんな時代になっているか、本当に予測が難しいわけでござ

います。 

当然ながら、教育の果たす役割、今より大きくなりますし、教育のあり

方も一層の進化を遂げなければならないんではないかと思っております。

委員の皆様には、第２期の丹波市教育振興基本計画のご審議を賜るわけで

ございますが、それぞれのお立場から予想される社会の変化等を踏まえた

今後の教育施策に関する基本的な方針や住民の主体的な参画による新しい

地域づくりに向けた学習活動のあり方につきまして、忌憚のないご意見を

いただきたいと思っております。これからの丹波市の教育のさらなる充

実・発展のために、皆様方のお力添えをぜひともよろしくお願いを申し上

げまして、開会の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いをい

たします。 

 

次第           ２ 委員委嘱 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、２番、委員委嘱でございます。丹波市教育振興基本計画審議

会委員の皆様には、委嘱書を教育長から交付をさせていただきます。教育

長が皆様方の前まで参りますので、各委員さんにおかれましては、自席に

てお受け取りをお願いいたします。 

 

（岸田教育長）       委嘱書。久下悟様。あなたに丹波市教育振興基本計画審議会委員を委嘱

します。平成３１年１月２４日、丹波市教育委員会。いろいろとお世話に

なります。よろしくお願いします。 

委嘱書。近藤泰三様。よろしくお願いいたします。 

委嘱書。吉川景敏様。よろしくお願いいたします。お世話になります。 

委嘱書。荒木真也様。いろいろとお世話になりますが、よろしくお願い

します。 

委嘱書。小山八重子様。お世話になります。よろしくお願いいたします。 

委嘱書。三川洋司様。いろいろとお世話になりますが、よろしくお願い

いたします。 

委嘱書。宇野真弓様。いろいろとお世話になります。よろしくお願いい
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たします。 

委嘱書。坂谷高義様。お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

委嘱書。田中延重様。いろいろとお世話になります。よろしくお願いい

たします。 

委嘱書。安藤福光様。いろいろとお世話になりますが、お世話になりま

す。 

委嘱書。細見美貴子様。いろいろとお世話になります。よろしくお願い

いたします。 

委嘱書。大木辰史様。いろいろとお世話になりますが、よろしくお願い

します。 

委嘱書。酒井美孝様。お世話になります。よろしくお願いいたします。 

委嘱書。梅垣真紀様。いろいろとお世話になりますが、よろしくお願い

いたします。 

 

次第           ３ 審議会委員自己紹介 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、３番の審議会委員自己紹介に入らせていただきます。恐れ入

りますが、審議会委員の皆様よりそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思い

ます。レジュメをめくっていただきますと、委員名簿がございますので、

１番の久下様からよろしくお願いをいたします。 

 

（久下委員）        公募ということで応募しまして、本来２人の公募ということですが１人

しかないという中で、よろしくお願いしたいと思います。行政におりまし

て、そして、今、１００歳時代を迎えるということで、いわゆる兵庫県の

２０３０年の前文にもリカレント教育ということで、いわゆる学問の見直

しということで、生涯学習からそういう大学に行き直すというような格好

が、そういう転向を図らんといかんということで、社会教育のほうに興味

を持っておりまして、そういう部分で応募いたしました。よろしくお願い

いたします。 

 

（近藤委員）        失礼いたします。久下小学校の近藤でございます。小学校長会のほうか

ら通してこの会に参加しております。この審議会で検討されますことをも

とに、また学校経営の基本方針に入れていきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

 

（吉川委員）        失礼します。中学校長会のほうから、和田中学校長の吉川と申します。

この会議のほうに参加させていただいて、私も学校現場に取り組めるもの

をしっかりと持ち帰りたいなと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

（荒木委員）        失礼します。教諭代表ということで来させていただいております。丹波

市立南小学校の荒木真也と申します。よろしくお願いします。 

 

（小山委員）        失礼いたします。認定こども園かすが花の子園から参りました小山八重

子と申します。保育士の立場から何かお役に立つことがありましたらと思

ってさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（三川委員）        こんにちは。丹波市ＰＴＡ連合会の三川と申します。子供は上久下小学

校の４年生の保護者になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（宇野委員）        失礼します。丹波市ＰＴＡ連合会からやってまいりました宇野真弓と申
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します。よろしくお願いします。 

 

（坂谷委員）        失礼します。丹波市自治会長会から来ております坂谷高義と申します。

よろしくお願いします。 

 

（田中委員）        失礼します。丹波市自治会長会の理事、会計をやっております。小川地

区自治振興会の会長をやっております田中延重です。よろしくお願いいた

します。 

 

（安藤委員）        兵庫教育大学の安藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（細見委員）        県立の氷上特別支援学校の細見といいます。よろしくお願いします。 

 

（大木委員）        失礼します。市の文化財審議会のほうから参りました大木辰史と申しま

す。もともと文化財畑の人間でございます。丹波市の黎明館のほうで、丹

波の偉人５０人というのを選定いたしました、それにもかかわってまいり

ました。大変、丹波は文化財に恵まれたところでございますので、そうい

った文化財を子供たちが愛して、また将来に伝えていってくれるような、

そのような教育になったらいいのになというように思います。よろしくお

願いします。 

 

（酒井委員）        丹波市立スポーツ協会の酒井美孝といいます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（梅垣委員）        社会教育委員会から参りました梅垣真紀と申します。小６と小３の娘２

人、通っておりますので、母親として何かお手伝いできればなと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

 

（藤原教育総務課長）    ありがとうございました。 

 

次第           ４ 事務局紹介 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、４番の事務局紹介に入らせていただきます。事務局の職員か

ら自己紹介をします。本日の資料の、先ほどの名簿の裏面でございます。

教育長の方からよろしくお願いします。 

 

（岸田教育長）       教育長の岸田隆博といいます。教育委員会のホームページに「教育長室

から」というコラムを書いております。また機会がありましたら、読んで

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（細見教育部長）      教育部長の細見でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（足立教育部次長兼 

学校教育課長）    失礼します。次長兼学校教育課長の足立正徳と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（前川学事課長）      失礼します。学事課長の前川孝之と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（上田こども園推進課長）  失礼します。こども園推進課長の上田貴子と申します。今、柏原認定こ

ども園、二つが今度の４月に開園予定になっておりまして、そちらのほう
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の推進を担っております。よろしくお願いいたします。 

 

（足立子育て支援課長）   失礼します。子育て支援課長の足立勲と申します。よろしくお願いしま

す。 

 

（長奥文化財課長）     失礼します。文化財課長兼植野記念美術館副館長兼中央図書館副館長兼

歴史民俗資料館長の長奥と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（藤原教育総務課長）    失礼いたします。私、教育総務課長の藤原泰志と申します。この振興計

画の事務局を担っております。お世話になりますが、よろしくお願いをい

たします。 

 

（青木企画調整係長）    失礼します。同じく事務局の教育総務課企画調整係長の青木と申します。

皆様方には大変お世話になりますけれども、どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 

（荒木企画調整係主幹）   失礼します。同じく企画調整係主幹の荒木美保といいます。よろしくお

願いします。 

 

（藤原教育総務課長）    それから、今日のレジュメの資料の一番最後に、教育委員会組織構成図

というのがございます。本年度の４月現在のものでございます。参考まで

にご参照いただきたいというように思います。 

 

次第           ５ 役員選出 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、次に５番、役員選出に入らせていただきます。３ページにご

ざいます丹波市教育振興基本計画審議会条例第４条によります役員選出に

移りたいというように思います。会長、副会長は、委員の互選によること

となっております。何か委員の皆様からご提案はございますでしょうか。 

 

（委員）          これ、委員の選任、私たちも、誰もほとんどご存じないという方が多い

んじゃないかと。私自身もそうです。そんなんで、できれば事務局のほう

で、この方がすばらしいという方がありましたら、推薦をお願いできたら

なと、こういうように思いますが。 

 

（藤原教育総務課長）    ご意見ありがとうございます。皆さん、いかがでしょうか。事務局のほ

うで指名をさせていただくというのはいかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（藤原教育総務課長）    ありがとうございます。それでは、事務局案を申し上げますので、よろ

しくお願いをいたします。 

事務局といたしましては、会長に兵庫教育大学の安藤福光先生、また、

副会長に、自治会のほうから出ていただいております田中延重様にお願い

をしたいということで、提案をいたしたいと思います。よろしくお願いを

いたします。よろしかったら拍手を。 

（拍手） 

ありがとうございます。ご承認いただいたということでよろしいかと思

います。ありがとうございます。 

それでは、丹波市教育振興基本計画審議会の会長に安藤福光様、それか

ら、副会長に田中延重様にお世話になりたいというように思います。よろ
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しくお願いをいたします。前の席のほうにお二人、上がっていただければ

と思います。 

 

次第           ６ 役員あいさつ 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、安藤会長様、田中副会長様からご挨拶をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。会長様のほうからよろしくお願いし

ます。 

 

（安藤会長）        皆様、改めましてこんにちは。ただいま委員長職を拝命しました兵庫教

育大学の安藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

簡単に、私は、丹波市に住んでいるわけではないのですけれども、仕事

がら、かなり丹波市とは数年前からお仕事させていただいていますし、実

は、来月ももう２日ほど、丹波市のそれぞれ小学校、中学校に研修会でお

声がけいただいておりますので、外にはいますけども、やや丹波市を知っ

ているというポジションにおります。 

そのため、会の進行につきましては、やはり委員の皆様のご意見をいろ

いろ引き出しながら、よりよい丹波のこれからの教育振興基本計画を策定

してまいりたいと思いますので、審議のほうにご協力お願いできればと思

います。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（田中副会長）       皆さん、改めましてこんにちは。丹波市の自治会長会の役員をさせても

らってまして、山南町自治会長会というものがありまして、そこの会長を

やらせてもらいまして、小川地区自治振興会というのがありまして、そこ

の会長をやってます。地域の代表ということで出させてもらってるんです

けど、教育に関しては、全くの素人といいますか、何のあれもないんで、

逆に皆様方からいろいろ教えていただきたいなと思っております。 

そういう形でいいますと、私も子供に対して、こういうふうに接してき

たんだということも考えながら、ちょっとこの会議に出る前にいろいろ考

えてまして、子供というより、今の私からしますと、自分の孫にどういう

教育を受けさせてやりたいかというような視点でこの会に参加させていた

だきたいなと思っております。これからよろしくお願いいたします。 

 

（藤原教育総務課長）    ありがとうございました。 

 

次第           ７ 諮問書伝達 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、早速ですが、７番の諮問書伝達に入らせていただきます。岸

田教育長より、丹波市教育振興基本計画審議会、安藤会長に諮問書を伝達

させていただきます。 

 

（諮問書伝達） 

 

（藤原教育総務課長）    ただいま、安藤会長に岸田教育長のほうから手渡しをさせていただきま

した。その諮問書の内容につきまして、事務局より読み上げさせていただ

きますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

お手元の資料の５ページをご覧ください。それでは、説明をいたします。 

 

（青木企画調整係長）    それでは、失礼します。先ほど申しましたように、本日の資料の５ペー

ジをご覧いただきたいと思います。ちょっとこのまま座って失礼させてい

ただきます。 
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私のほうで、では、読み上げをさせていただきます。 

教育委員会諮問第１号 

丹波市教育振興基本計画審議会 

第２次丹波市教育振興基本計画について（諮問） 

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づ

き、丹波市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として

定める第２次丹波市教育振興基本計画について、丹波市教育振興基本計画

審議会条例（丹波市条例第３４号）第２条の規定により諮問します。 

平成３１年１月２４日 

丹波市教育委員会 

 

（諮問理由） 

丹波市では、基本構想の基本計画を平成２２年度から平成３１年度の１

０年間とする第１次丹波市教育振興基本計画を策定してから、約１０年が

経過しました。現行計画では、丹波市を担う子どもたちに必要な力を培う

ため、学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を発揮しながら連携・協力

し、信頼関係を深め、「市民総がかりの教育」を展開しています。丹波市の

発展にとって、人々のまごころや丹波市の自然・文化に学び、「丹（まごこ

ろ）の里」として市民総がかりによる元気で、心のゆとりや豊かさが感じ

られる教育を推進し、未来を担う子どもたちに「生きる力」と「豊かなこ

ころ」をはぐくんでいける教育環境の整備を進めることは重要であり、生

涯にわたって学び、愉しみ、個性や能力を発揮することができる生涯学習

社会の実現をめざしてきました。 

現行計画に掲げる各施策の進捗状況や成果目標・指標の達成度合い等に

ついては、既に昨年度から各課において「後期基本計画の総点検」を行い、

今後の施策の改善につなげています。個別の施策については、国・県の動

向や丹波市の現状を踏まえ、教員の資質・能力の向上、チームとしての学

校、学校と地域の連携・協働など、着実な実施に向けて取り組んでまいり

ました。特に後期基本計画では、市長部局への補助執行業務について、基

本的な内容についてのみを記載し、丹波市生涯学習基本計画等の各種計画

で方向性を示すことにしました。しかしながら、関係機関との連携が十分

ではなかったために、育てたい子ども像が共有できず、そのために必要な

学びや体験が具体化されず、学校教育、社会教育で何を担うのかについて

の協議が十分でないという課題が残りました。 

次期学習指導要領では、全体の基本となる理念として、「社会に開かれた

教育課程」という考え方が示されました。この「社会」は、「未来社会」と

いう側面と「地域社会」という側面があると思います。「未来社会」という

側面から見ると、人工知能（ＡＩ）の飛躍的進化などの社会の構造的な変

化の中で、教育が社会をリードすることが求められます。また、「地域社会」

という側面から見ると、子どもたちの成長や人間形成は、学校だけではな

く家庭や地域社会との連携の中ではぐくまれるものであり、そのためには、

学校・家庭・地域の理念の共通理解と協働が重要になります。このように、

よりよい学校教育を通じてよい社会をつくっていくこと、そして、それを

学校と社会とが連携して実現していくことが「社会に開かれた教育課程」

の理念だと考えます。ですから、「社会に開かれた教育課程」として重要な

ことは、教育課程を介して目標を学校と社会が共有すること、子どもたち

の育成すべき資質・能力を明確にすること、地域の人的・物的資源の活用

などを社会と共有し、社会とつなぎ目のないつながりをつくることです。

子どもたちの学びを社会とつなぎ、よりよい未来を創造しようとする意識

を、家庭教育はもちろんのこと、社会教育と連携を図りながら、よりよい

社会や人生を自ら創る手応えを実感させることだと考えています。 
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また、子どもたちが社会人として生きる時代は、予測困難な時代だと言

われています。予測困難な時代を生き抜くために今求められているのは、

「主体的・対話的で深い学び」です。この三つの学びが求められるのは、

予測困難な時代だからこそ、どのような課題に遭遇しても決して諦めるこ

となく、かといって一人で背負い込むことなく、多様な人と関わりコミュ

ニケーションを取りながら、よりよい解決策を見出す力をはぐくむ必要が

あるからです。 

一方、２０３０年頃には、ＩｏＴやビッグデータ、人工知能等を初めと

する技術革新やグローバル化の一層の進展に伴う産業構造や社会システム

の変化、人口動態の変化や女性・高齢者等の活躍の進展、雇用環境の変化

等に伴う就学・就業構造の変化、国際情勢の変化等が予想され、子どもた

ちのみならず国民全体の将来に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

その中で、子どもの貧困などにあらわれる格差の固定化を食いとめ、子ど

もたちの誰もが、頑張れば、夢を紡いでいくことができる社会を実現する

必要があります。 

国においては、すべての子供たちが経済事情にかかわらず、夢に向かっ

て頑張ることができる社会。いくつになっても学び直しができ、新しいこ

とにチャレンジできる社会。人生１００年時代を見据えた経済社会の在り

方を構想するため、平成２９年に「人生１００年時代構想会議」が設置さ

れました。同会議で改革の柱として議論されているのは、幼児教育・高等

教育の無償化と、社会人の「リカレント教育」です。人生１００年時代は、

まさに生涯学習の時代であり、個人が変化し続ける社会に適応するために

は、生涯学び続けることが必要であると考えています。 

こうした時代を迎える中で、経済社会の活力を維持・向上し、我が国の

持続的な成長・発展につなげるとともに、一人ひとりが豊かな人生を送り、

安心して暮らせる社会を実現するために教育の果たす役割は大きく、教育

の在り方も一層の進化を遂げなければなりません。 

以上のような問題意識のもと、第２次丹波市教育振興基本計画のあり方

について、次の事項を中心にご審議をお願いします。 

第一に、２０３０年以降の社会の変化を見据えた、教育政策の在り方に

ついてであります。具体的には、以下の事項についてご検討いただき、総

合的かつ体系的にお示しいただきますようお願いします。 

・現行計画の成果と課題、２０３０年以降の我が国において予想される

社会の変化等を踏まえた今後の教育政策に関する基本的な方針について 

・生涯を通じたあらゆる教育段階における、今後５年間の教育政策の目

指すべき方向性及び主な施策の内容について 

第二に、関係者の連携と住民の主体的な参画による新しい地域づくりに

向けた学習・活動の在り方についてであります。具体的には、以下の事項

についてご検討いただき、総合的かつ体系的にお示しいただきますようお

願いします。 

・地域が直面する課題を解決し新しい地域づくりにつなげるために求め

られる学習・活動の在り方について 

・地域の課題を地域住民が共有し、解決に向けて主体的に学び活動する

取り組みを立ち上げ、持続させていくための行政・教育機関・企業・ＮＰ

Ｏ法人等の役割や相互の連携方策、高校生や大学生などこれからの地域の

担い手となる若者を地域の課題解決の取り組みに巻き込むための方策につ

いて 

なお、上記についてご審議いただく際には、他の政策分野との関連にも

留意してご検討をお願いします。 

以上が中心的にご審議をお願いしたい事項でありますが、この他にも第

２次丹波市教育振興基本計画の在り方を中心に、必要な事項についてご検
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討をお願いします。 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、この後、８番の教育基本計画の趣旨、スケジュール等の説明

から以降につきまして、安藤会長のほうで進行をよろしくお願いをいたし

ます。 

 

次第           ８ 教育基本計画の趣旨・スケジュール等の説明 

 

（安藤会長）        それでは、８番の教育基本計画の趣旨・スケジュール等の説明に入りた

いと思います。これから協議に入るわけですけれども、委員の皆様方に改

めてお願いをさせていただきたいと思います。 

本日、会の開会の際にもお話がありましたとおり、会議録を作成する関

係上、発言をされる際には必ず委員の氏名を発せられてからご発言をいた

だきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、次第の８番ですね、教育基本計画の趣旨、スケジュール等の

説明についてでございます。まずこの点について、事務局のほうからご説

明をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（青木企画調整係長）    失礼します。教育総務課の青木と申します。座って失礼をいたします。

本日の資料の８ページをご覧いただきたいと思います。 

今回、ご審議をいただきます第２次丹波市教育振興基本計画策定に当た

りまして、趣旨等をご説明を申し上げたいと思います。 

計画策定の趣旨。 

本市では教育基本法に基づき、教育の振興方針と施策の体系を示し、市

全体で教育振興を図るため、平成２２年度から平成３１年度を計画期間と

する「丹波市教育振興基本計画」を策定し、「こころ豊かでたくましい人づ

くり」を基本理念として取り組みを進めてきました。 

このたび、同計画の最終年を翌年度に控え、各施策の進捗状況の評価や

これまでの成果と課題、国・県の教育施策や本市の教育を取り巻く情勢等

を踏まえ、新たに第２次丹波市教育振興基本計画として策定するものです。 

計画の位置づけ。 

本計画は、長期的な展望に立って本市の教育が目指す方向や推進する施

策を示したものであり、教育基本法第１７条第２項の規定に基づく「教育

の振興のための施策に関する基本的な計画」として策定します。 

策定に当たっては、国の「第３期教育振興基本計画（平成３０年度～平

成３４年度）」、また、兵庫県の「第３期ひょうご教育創造プラン（平成３

１年度～平成３５年度）」、その他国・県の関連計画を参酌するとともに、

本市の市政運営の基本的な指針である「丹波市総合計画後期基本計画」な

どの関連する計画との整合を図ります。 

計画の期間。 

計画の期間としましては、平成３２年度から平成３６年度までの５年間

を本計画の計画期間といたします。 

スケジュールに参ります。９ページをご覧いただきたいと思います。 

上段に平成３０年度、下段に平成３１年度という形で、表としては二つ

に分けて書かせていただいております。 

平成３０年度につきましては、主に計画の骨子の作成という形でお世話

になりたいと思っております。まず、本日、１月２４日、第１回審議会と

いう中で、次回、２月、第２回審議会では、後期基本計画の課題の検証と

計画骨子及び総論の具体的な検討という形をお世話になりたいというふう

に予定しております。３月には、第３回としまして、計画骨子の精査並び

に完成というような形をとりたいと思っておりますが、進行状況によりま
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して、この会議の開催数等が増減したりとか、日程が変更になったりとか

いうことがあり得るかもわかりませんけれども、どうぞよろしくお願いい

たします。 

続きまして、平成３１年度につきましては、教育振興基本計画の策定と、

さらには答申という形で進めていくというようになります。４月から８月

までにかけまして、具体的な基本計画というものを検討いただきまして、

８月ぐらいに、いわゆる中間報告というのを教育委員会にさせていただき

たいというように思っております。あわせて、市民の皆さん方へのパブリ

ックコメントというものをとらせていただきまして、議会のほうにも９月

には中間報告で、さらに８月のパブリックコメントを受けまして、１０月

に第８回の審議会のほうで、計画案の最終の取りまとめという形まで進め

ていきたいと思っております。１１月に第９回審議会、基本計画案の精査、

答申書の作成という段階まで進めてまいりたいと思っております。１１月

に最終の答申のほうを教育委員会、さらに１２月の中旬、市議会のほうに

最終の報告というような形で進めてまいりたいと思っております。 

上段の表と同じように、この審議会の進捗状況につきましては、その状

況によりまして、また開催回数を増減する場合がありますので、ご承知お

きをお願いをいたしたいと思います。 

簡単ですけれども、策定の趣旨並びにスケジュール等につきまして、こ

ちらのほうからご説明をさせていただきました。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。今、事務局のほうから説明いただきました事

項について、委員の皆様からご質疑等ございましたら、ご発言をお願いい

たします。 

ないようでしたら、次に進みたいと思いますが、それでよろしいでしょ

うか。 

それでは、今の８番については、皆様方からご了承いただいたというこ

とで、次に進めさせていただきたいというふうに思います。 

 

次第           ９ 国及び県教育振興基本計画の概要について 

 

（安藤会長）        続いて、９番ですね、国及び県の教育振興基本計画の概要についてでご

ざいます。それでは、この事項について、事務局のほうからご説明をお願

いします。 

 

（青木企画調整係長）    失礼します。教育総務課の青木と申します。それでは、９番の国及び県

教育振興基本計画の概要についてご説明をさせていただきたいと思います。 

その前に、今後、この国ないしは県のほうでいろいろな用語が出て参り

ます。特に超スマート社会と申しまして、一般的には第５世代というんで

すかね、ソサエティー５．０という時代の到来ということが国のほうでも

言われております。そのことにつきまして、簡単に政府からの広報という

ような形の中で、この内容についてイメージできる映像等がございました

ので、まずそれをご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。ちょっと準備をさせていただきますので、お願いします。照明を消さ

せてもらいます。 

 

（映像配信） 

 

（青木企画調整係長）    今、ご覧いただいたのが、いわゆる政府の広報の資料としてホームペー

ジなどでもアップされております。内閣府の資料となりますが、ソサエテ

ィー５．０、超スマート社会というものが今後、国の施策の中でもですし、
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県のほうの施策の中でも出てまいりますので、ちょっとイメージをしてい

ただくという意味合いで見ていただきました。 

それでは、国並びに県の基本計画の概略説明をさせていただきたいと思

います。資料として使いますのは、今日、お手元のほうに冒頭で確認をさ

せていただいたと思いますけれども、国の第３期教育振興基本計画の概要

というＡ４のものを２枚ものと、あと、冊子でありますけれども、教育振

興基本計画、平成３０年６月１５日閣議決定、この二つを用いまして、簡

単にご説明をさせていただきたいというふうに思います。では、座って失

礼します。 

この国の計画は、教育基本法に示されました理念の実現と日本の教育振

興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るために同法に基づき政府と

して作成された計画です。 

教育政策の重点事項としては、先ほど申しました超スマート社会、ソサ

エティー５．０と申しますが、この実現に向けた技術革新が進展する中、

よく出てまいりますけれども、人生１００年時代を豊かに生きていくため

には、まず、人づくり革命、生産性革命の一環として、若年期の教育、生

涯にわたる学習や能力向上が必要とされています。 

また、二つ目には、教育を通じて生涯にわたる一人一人の可能性とチャ

ンスを最大化するということ、それが今後の教育施策の中心に据えて取り

組むというような形で、この二つが重点事項として挙げられております。

ちょうどそこが書かれておりますのが、お手元の概要版のところの中段に

Ⅲとしまして、「２０３０年以降の社会を展望した教育施策の重点事項」と

いうところがございますが、そこの二つ目の「教育施策の重点事項」、この

二つが特に教育施策の重点事項として挙げられているものでございます。 

まず、この中身を見ていきたいと思います。冊子の中をご覧をいただき

ますと、まず、４ページからになります。県も国もそうですけれども、ま

ず、この教育をめぐる現状と課題、こういったものが列記をされておられ

ます。 

この第３期の教育振興基本計画につきましては、その前の第２期の教育

振興基本計画で言われております「自立」「協働」「創造」、これを基軸とし、

それを第２期計画から継続する形で策定をされておられます。 

５ページをご覧いただきたいと思います。２番目に、「社会の現状や２０

３０年以降の変化を踏まえ取り組むべき課題」というような形が列記され

ておられます。（１）では、社会情勢の変化で、続く６ページ、７ページと

進んでまいりまして、８ページのところには、教育をめぐる状況変化で、

さらに１１ページに参りますと、地域コミュニティの弱体化であるとか教

師の負担軽減について列記をされておられます。 

主に、社会現状の２０３０年度以降を見据えた課題といたしましては、

人口減少の進展と高齢化の進展、さらに、先ほど見ていただきました技術

革新、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩの技術の革新、さらには、グローバル

化の進展、子どもたちの貧困、地域コミュニティの弱体化、こういったも

のを大きな課題としてこの計画としては捉えておられます。 

その中でも、特に社会情勢の状況の変化ということで、ページ戻ります

けれども、６ページのところで、先ほども画像を見ていただきました超ス

マート社会、これは、人類史上５番目の新しい社会という形で、６ページ

のちょうど最下段のところの、文字が小さいですけれども、１０というと

ころで、ソサエティー５．０の説明としまして、１番目が狩猟社会、２番

目が農耕社会、３番目が工業社会で、今現在が情報化社会というふうに言

われますけれども、それがさらに進んだ５番目の新しい社会というのが超

スマート社会。生産、流通、販売、交通、健康、あらゆる分野の幅広い産

業構造の変革と人々の働き方、ライフスタイルそのものが大きく変化をし
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てくるということが言われております。 

さらに、大きな二つ目といたしましては、１７ページまで少し飛びます

けれども、中ほどに、人生１００年時代を豊かに生きると書かれておりま

す。よく言われます人生１００年時代の到来ということで、医療体制の充

実であるとか、医学の進歩、または、生活水準の向上等によりまして、平

均寿命が大きく、著しく伸長しまして、人生１００年時代というものの到

来が予測をされておられます。今後、生涯に二つ、三つの仕事を持つこと

や、働きながら、引退後にボランティア等によりまして、地域や社会の課

題解決のために活動することなどが一般的になるというふうに言われてお

ります。 

こうした時代を豊かに生きるために、誰もが人間ならではの感性や創造

性を発揮をし、みずから可能性を最大化していくこと、そして、誰もがそ

ういった身につけた力を生かしまして、それぞれ夢に向かって頑張ってい

くことができるようチャンスを最大化していくということが必要であると、

この計画では明記されています。 

１６ページのほうから、先ほども申しました２０３０年以降の社会を展

望した教育施策の重点事項というものが列記されております。これに基づ

きまして、２１ページ以降で、今後の教育施策に関する基本的な方針とい

うものが示されております。 

一つ目には、夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育

成するということ、このことにつきましては、概要版のところの中ほどの

ところに、今後の教育施策に関する基本的な方針というのが書かれており

ます。これの一つ目がそういったもので、二つ目には、社会の持続的な発

展を牽引するための多様な力を育成する、三つ目に、生涯学び、活躍でき

る環境を整える、四つ目に、誰もが社会の担い手となるための学びのセー

フティーネットを構築する、５番目に、教育政策の推進のために基盤を整

備する。この施策そのものにつきましては、その２枚目のところにそれぞ

れの基本方針に基づきます教育政策の目標というものが掲げられておりま

す。それがいわゆる２１ページ以降に具体的な内容として書かれておりま

す。 

まず、一つ目の「夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力

を育成する」、こういったところでは、目標の１から６までが示されており

ます。例えば、目標（１）のところですと、確かな学力の育成ということ

でございます。これでは、特に今後始まります新学習指導要領の着実な実

施、または、高等学校の教育改革の推進等が施策の中でうたわれておりま

す。 

また、２番目の豊かな心の育成というところでは、子供たちの自己肯定

感、または自己有用感の育成、さらには、道徳教育の推進ということで、

自分のよいところがあることを自認する、こういった児童生徒の割合を改

善するというのが一つの指標にはなっているようですけれども、そういっ

たことに今後取り組んでいくということが、目標の２としては挙げられて

おります。 

少し飛びますけれども、６０ページのところになります。この同じ方針

１のところの目標（６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働

の推進ということで、家庭の教育力の向上であるとか、地域の教育力の向

上、学校との連携、こういったものがこの目標の６の中では挙げられてい

るというようなことでございます。 

さらに進みます。６１ページから、方針の２、「社会の持続的な発展を牽

引するために多様な力を育成する」ということで、そこでは目標の（７）

から（９）まで示されております。この中では、例えば、グローバルに活

躍する人材の育成ということで、英語力、英語を初めとした外国語教育の
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強化、こういったものが挙げられております。この中には、伝統や文化等

に関する教育の推進ということも挙げられておりますが、特に英語をはじ

めとした外国語教育の強化ということが重点という形で書いておられます。 

さらに進んでまいります。６８ページをお開きいただきたいと思います。 

ここでは、方針の３、「生涯学び、活躍できる環境を整える」という方針

のもと、施策としては目標の（１０）から（１３）が挙げておられます。 

まず、目標の（１０）のほうでは、「人生１００年時代を見据えた生涯学

習の推進」ということで、現代的・社会的な課題に対応した学習の推進で

あるとか、特に女性活躍推進のためのリカレント教育の強化、または、高

齢者等の生涯学習の推進、こういった事項が施策として挙げられておりま

す。 

また、７１ページまで飛びますけれども、目標の（１２）として、職業

に必要な知識やスキルを生涯を通じて身につけるための社会人の学び直し

の推進ということで、教育機関における産業界と連携した実践的な教育カ

リキュラムの編成と実施、また、社会人が働きながら学べる学習環境の整

備、こういったものも施策として挙げられております。これが方針の３の

ところでございます。 

方針の４、７５ページに移ります。「誰もが社会の担い手となるための学

びのセーフティネットを構築する」ということで、ここでは二つの目標が

挙げておられます。 

家庭の経済状況や地理的条件への対応ということで、教育費の負担の軽

減に向けた経済的な支援であるとか、学校における学力の保障、進路の支

援、または、福祉関係機関との連携強化というものが施策の一つとして挙

げられております。 

また、多様なニーズに対応した教育機会の提供ということで、特別支援

教育の推進であるとか、不登校児童生徒の教育機会の確保、こういったも

のが、ページで申しますと７８ページのところでうたわれているという内

容になっております。 

次にページ８１まで、また移ります。続いて、方針の５番目ですね、「教

育政策の推進のための基盤を整備する」ということで、ここでは、目標の

（１６）から目標の（２１）までが掲げられております。 

中では、目標の（１７）、ちょうど８４ページになりますけれども、ＩＣ

Ｔ利活用のための基盤整備ということで、情報活用能力の育成であるとか

各教科等の指導におけるＩＣＴ活用の促進、こういったものが事業として

施策として挙げられているというような柱立てになっているというような

ことでございます。 

総体的に新時代の到来を見据えた次世代の教育の創造という中で、この

第３期の教育振興基本計画というものが策定をされ、内容的に、今申し上

げました内容を基軸としまして、計画が今後、実施されてまいるというよ

うな計画になっております。 

以上、簡単ですけれども、これが国の教育振興基本計画の内容というこ

とで、冊子の内容全てはちょっとご説明は申し上げておりませんが、今後、

お時間がありましたら、またゆっくりとご覧いただきたいというふうに思

います。以上が、国の第３期教育振興基本計画の主な概要という形でご覧

をいただいたところです。 

続きまして、兵庫県の教育振興基本計画をご覧をいただきたいと思いま

す。 

資料としましては、今日、お手元にお配りをさせていただいてます第３

期ひょうご教育創造プラン、兵庫県教育基本計画（概要版）というＡ４の

１枚ものと、冊子で第３期ひょうご教育創造プラン、兵庫県教育基本計画、

平成３１年～３５年度ということで、素案として３１年３月という日付で
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出させていただいております冊子でございます。 

このひょうご教育創造プラン、県の教育振興基本計画ですけども、この

第３期案というものは、この２０１９年度から５年間という教育施策の全

体像を示したものであります。「未来への道を切り拓く力」の育成というも

のを重点テーマとされ、キャリア教育の推進やいじめ・不登校の未然防止、

教職員の資質向上などに力点が置かれています。今後、２月の県議会に提

案をされるという運びになるようでございます。 

この計画は、５年ごとに策定されておりまして、第２期の２０１４年か

ら２０１８年度までの取組を検証し、小中高と一貫したキャリア教育、ま

た道徳教育の推進、いじめ防止に向けた学校の組織力の向上、こういった

ものを課題として提起をされているところです。 

第３期では、先ほどのご説明しました国の第３期の教育振興基本計画と

同様、さらなる少子高齢化や外国人生徒の増加、または教員の働き方改革

といった教育環境の変化を考慮して、全体で３３項目の重点施策が設定を

されています。例えば、外国語教育の推進、兵庫型の体験教育の新展開、

または、ふるさとの魅力を再認識する教育の推進、外部人材の積極的な活

用、こういったものが主なものとして挙げられているというようなところ

でございます。 

今後、こういった重点項目を中心に、数値目標等を設定されまして、年

度ごとに達成状況が公表されるというような予定になっておるようでござ

います。グローバル化や情報通信技術、ＩＣＴの発展という大きな時代の

変化に対応できる教育が実践するよう、計画されているという内容となっ

ております。 

社会状況の変化等につきましては、国と同じような分析をされておられ

るわけなんですけれども、このあたりにつきましては、冊子のページ数で

申しますと、１９ページから、まず一つ目に、人口減少社会の到来という

ような形で、細かいくくりでいいますと、人口減少とか少子高齢化、転出

超過、こういったものがデータとして挙げられているという形でございま

す。 

二つ目に、生活の変化ということで、２１ページになりますけれども、

世帯人員の減少、または人間関係の希薄化、生活体験の機会の減少という

ようなものが生活の変化という形で分析をされ、捉えられております。 

さらに、２２ページのところでは、大きな３番としまして、人生１００

年時代の到来ということで、生涯を通じた活躍の場の変化、または、全員

活躍社会、日本では一億総活躍社会というふうに言われますけれども、そ

ういったものに向けた対応というものが課題というような形で挙げられて

おります。 

また、２３ページに参りますと、グローバル化の進展というようなこと

で、国際社会における共生等が挙げられているというような状況です。ま

た、２４ページに至りましては、（４）として、外国人児童生徒等への教育

の推進ということで、こういったことにも留意すべきであろうという形で

挙げておられます。 

さらに、大きな５番としまして、同じ２４ページ、ＩＣＴによる技術革

新、先ほども申しました超スマート社会の到来、これも国同様、大きな社

会の変化という形の中で挙げておられます。 

次の２５ページに参りますと、大きな６番の教育機会の均等ということ

で、子どもの貧困等、社会経済的な課題という中で、そういった貧困率の

推移的なものもデータに挙げられながら、課題として挙げられておられま

す。さらには、７番目になりますが、２６ページになりますが、震災であ

るとか気象災害への対応ということで、大規模災害の発生を想定をして、

今後、教育政策の中でも、防災教育であるとか、地域の防災拠点として機
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能する学校の防災対策の自立を図る必要があるというようなことで、こう

いったものも留意点という形で、挙げておられます。 

最後に、２７ページのほうでは、働き方改革ということで、中に女性の

活躍であったり、３番目には、外部人材の活用促進ということで、この辺

は学校での授業の改善等にかかわる学校の教育力を最大限に最大化してい

くというもので、教員の皆さんがこれまで携わってこられた業務を専門ス

タッフや地域人材との連携・分担を行うというようなことがこの中に書か

れております。 

こういった社会情勢、教育環境の変化ということに基づきまして、２９

ページ以降で、まず、基本理念というものが、先ほど申しました「兵庫が

育むこころ豊かで自立する人づくり」というもので挙げておられます。 

３０ページには、今後、私どものほうも参考にさせていただきたいと思

いますけれども、めざす人間像ということで、この基本理念に基づきまし

て、大きく三つ、めざす人間像というものが示された中で、そういった人

間像を育むための力、心、態度というような形で、３０ページのところで

自立する人として、また、社会で活動する人として、または、ひょうご人

として、どういうような形でどういったものを大切にするのか、また、ど

ういったことを行動するのかというようなことが、ここの中でうたわれて

おります。 

それぞれ、基本方針に基づきますそれぞれの内容につきましては、３３

ページにこの計画の基本の方針並びに基本的な方向ということで、体系図

が挙げられております。基本方針の三つ、挙げられておりますが、一つ目

が、「生きる力」を育む教育の推進、二つ目が、子どもたちの学びを支える

環境の充実、三つ目の方針として、人生１００年を通じた県民の学びの推

進という形で、基本方針が策定をされてます。それぞれにつきまして、取

り組む内容というものがそこに示されているところでございます。 

「生きる力」を育む教育の推進では、「確かな学力」の育成、「豊かな心」

の育成、「健やかな体」の育成、兵庫型「キャリア教育」の推進、特別支援

教育の推進、幼児期の教育の充実、高等教育（大学）の推進という形で、

以上七つの項目を挙げておられます。 

また、二つ目の方針の、子どもたちの学びを支える環境の充実というと

ころでは、大きく五つ、教職員の資質能力の向上、学校の組織力の強化、

修学環境の整備・充実、私学教育の振興、家庭と地域による学校と連携し

た教育の推進、以上５項目が挙げられております。 

最後に、人生１００年を通じた県民の学びの推進という三つ目の方針の

ところでは、大きく三つ、主体的に生きるための学びと場の充実、二つ目

に、文化財など地域資産の活用、三つ目に、「する・みる・ささえる」スポ

ーツ環境づくりの推進ということで、それぞれ挙げられております。 

各内容のところにつきましては、今申しました各ページに重点という形

で示されているところでございます。 

例えば、「生きる力」を育む教育の推進のところで申しますと、例えば３

５ページのほうに参りますと、国際理解を深める教育の推進のところでは

豊かな語学力やコミュニケーション能力を育成する外国語教育の推進、こ

れを重点的な形で取り組みますよという形で強化をするという形で明記を

されておられます。 

また、３５ページの最下段になりますが、情報活用能力の育成というこ

とで、ここの重点として、発達段階に応じたプログラミング教育の充実、

これは、新学習指導要領の中でもうたわれていることではありますけれど

も、こういうプログラミング教育の充実というものが重点項目として挙げ

ておられます。 

さらに、３７ページに参りますと、「豊かな心」の育成というところでは
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兵庫型の「体験教育」の推進、また、ふるさと意識を醸成する教育の推進、

さらに、道徳教育の推進、こういうものが柱として挙げられております。 

さらに、３８ページのところの最後に、「兵庫の防災教育」の推進という

ことで実践的な兵庫の防災教育の推進を、こういった体制を今後、整えて

いくというような形で進めていくような明記をされております。 

続きまして、４１ページのほうに参りますと、兵庫型の「キャリア教育」

の推進ということで、社会的・職業的自立に向けた教育ということで、子

供たちが将来、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ということで、このキャリアプ

ランニング能力を初め、人間関係の形成であるとか、そういったものを育

むということが重要であるということで、以下、二つの施策に取り組みま

すよということで、体系的、計画的なキャリア教育の推進、二つ目に、社

会に触れる機会の充実、こういったものがこの分野では挙げられておりま

す。 

二つ目の、子どもたちの学びを支える環境の充実というところに参りま

す。ページとしまして、４５ページになります。 

まずここでは、教職員の資質能力の向上ということで、特に４６ページ

のところで、教職員の働き方改革の推進というものが挙げられております。

ここでは、重点項目として、特に外部人材の積極的な活用ということで、

教職員の勤務時間の適正化を推進するとともにということで、それぞれ地

域等のスクールサポートスタッフであるとか、部活動指導員の配置による

効果を検証して、より効果的な配置を進めるというようなことが重点項目

として挙げられております。 

ちょっと飛びますけれども、５１ページ、基本方針の３番目のところに

参ります。人生１００年を通じた学びの推進というところでは、まず一つ

目に、主体的に生きるための学びの場の充実ということで、一つ目のこと

としまして、学びの充実ということで、重点として、ライフステージに応

じた学びの充実ということで、先ほど来言われてますリカレント教育、大

学や専門学校におけるリカレント教育であるとか、そういう認定教育プロ

グラム等を活用しました主体的なキャリア教育を形成するためのことを推

進をすると。さらには、それぞれの人生の節目に、復職であるとか再就職、

起業等を円滑になし遂げられる学びの機会や場の充実を図るという形で、

重点項目として挙げておられるというのが、この基本方針の３番目になり

ます。 

主に概略でご説明をさせていただきましたけれども、この内容で５年間

という形の中で、こころ豊かで自立する人づくりを、未来への道を切り拓

くための育成という形で、兵庫県では、こういう計画の内容を策定をされ

ておられるというような形でございます。 

本日、先ほど、諮問書の中でもお示しをさせていただきましたとおり、

こういった国ないしは県の計画等を参酌する中で、今後、皆様方のほうか

らご意見等を賜りまして、今日、お願いをしました内容について、さらに

ご検討いただいて、この第２次丹波市教育振興基本計画が充実したものに

なりますように、今後、お世話になりたいというふうに思います。 

簡単ですけれども、国並びに兵庫県の教育振興基本計画の内容について、

少し概要に触れながら、ご説明をさせていただいたところでございます。

以上で説明のほうを終わらせていただきます。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、今のご説明の部分について、何か

ご質問等はございますでしょうか。 

 

（委員）          教育振興計画は、国のいわゆる基本計画を参酌してつくるということに
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なっているわけですわね。だから基本的に、今、説明を受けたのは、国の

施策と、それと県の施策を受けたということになると思うんです。要は、

県のほうは、振興の関係ですね。そういう格好は丹波市には転化でけへん、

データとしてね。丹波市でもそういう教育人口の関係とか、そういうもの

は、データ的にとれるんですかね。 

それとなおかつ、これの振興計画、基本的には総合計画に通さんと、市

の施策として動けません、財源確保できませんので、その関係はどうなん

ですか。いわゆる通り一遍の、国と県のデータに基づく検討ということだ

けでは、なかなかできないことが出てくるんやないかと思うんですけど、

そのあたりはどうなんですか。 

 

（青木企画調整係長）    失礼します。今後、今申されましたとおり、今現在、先ほどもご説明し

ましたけれども、丹波市の総合計画の後期計画が作成を現在、進めておら

れます。そういったものを十分参酌しながらという形になりますので、そ

れを横目で見ながらというんですか、いわゆる調整を図りながら進めてい

きたいとは思います。できる限り、先ほど申されましたデータ的なものも

反映していきたいというように思います。 

 

（安藤会長）        都度、適宜、丹波市の実情に応じた状況をご協議いただきながら、進め

ていけるということだと思いますけれども。ほかに何かございますか。 

ないようであれば、この９番の国及び県教育振興基本計画の概要につい

てということについては、これまでとさせていただきたいと思いますけど

も、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、続いてのところに参りたいと思いま

す。 

 

次第           １０ 質疑及び意見交換 

 

（安藤会長）        続いて、質疑及び意見交換ということで、先ほど来ご説明いただきまし

た国・県等の教育振興基本計画ですね、これについては今後、丹波市の教

育振興基本計画を策定する際に、これらの内容を参酌することになってく

るわけです。 

先ほど質問がありましたように、適宜応じて、丹波市の実情等、データ

や経過、こういったものも参考にさせていただくということなんですけれ

ども、ここで、今まで事務局のほうからいろいろ国とか県のものについて

ご説明をいただいてきたわけですけども、本日、初回の審議会ということ

でもありますので、先ほどもご質問、既にとっていただきましたけれども、

それ以外に各委員のほうから、丹波市の教育に関してお考えなり質問です

ね、こういったものをまたお持ちの方もあろうかと思いますので、どなた

からでも結構でございますので、せっかくの機会ですから、ご自由にご発

言をいただければというふうに思います。 

なお、先ほどもお願い申し上げましたとおり、ご発言の際は、まずお名

前のほう頂戴してから発言いただければというふうに思いますけれども、

いかがでしょうか。どなたからでも構いませんけれども。 

 

（委員）          先ほどの国及び県の教育振興基本計画についても絡めまして、丹波市に

落としたときに、どういう落とし方があるんかということで、ちょっと考

えていること、また、事務局等にお願いしたいことがあります。 
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それ、一つは、先ほどもありましたように、関連で、総合計画では、財

政のことを必ず入ってます。財政のシミュレーションを毎年出してると思

うんですけど、平成３２年、平成ではなくなるんですけど、平成３２年度

から赤字になるということは発表されてます。そういった財政の動きの中

で、丹波市の教育振興基本計画をつくる上で、そういった視点をぜひとも

踏まえて議論できたらありがたいなと思うんです。 

もう一つは、数値化するというか、例えば、人口減少といっても、国が

出してる人口減少のシミュレーションがあります。それを県に落として、

県が出してます。丹波市も出してるんです。何年度に人口が何人になるか

というの。それは、いわゆる合計特殊出生率というのを掛け合わせながら

出してるんですけど、丹波市で現実的な動きをつかまえようと思ったら、

将来人口、難しいんですけど、５年ごとに国勢調査やってますね。この国

勢調査のデータをできるだけ活用してほしいんです。 

小学生、中学生が今、どんどん減っている、子供の人口が減っていると

いうの、どれぐらい減ってるのかというのを、ちゃんと数字で出していた

だきたい。それはできると思うんですね。ということが一つわかります。 

それともう一つ、ここで書かれてる、国も県もそうなんですけど、教育

の教育サービスというような言い方しますけど、教育サービスの評価を、

指標ですね。指標を、どういうところに指標を置くのかというのを、ちょ

っと議論の中に加味していただければ。 

というのは、教員の質の向上というのがありました。まず、教員の数と

いうのが一つあります。それと、質というのがあります。教員の質を向上

させるのに、何、どういうことが質の向上になっているのかという指標を

出す、ほかの市とか、ほかのところであるのかないのかということも含め

て、ちょっと資料というか、参考資料として提示いただければなという気

はするんです。 

ちょっと具体的に、余り考えんと言ってますということで、大学の進学

率が日本の場合、全体で５５％ぐらいなんです。外国、この前、オースト

ラリアの人と話をしたら、９０％近いんですよ。カナダの人とか、アメリ

カでもそうですけど、結構高いんですね。あれはなぜ高いかといったら、

社会人の、要するに、勤めて大学へ戻るという人が２０％、３０％いるん

でね。それを合わせると８０％ぐらいになると。だから、そういったこと

も踏まえて、何か今まで、余り議論されてないことでも、国や県で、余り

ここでうたわれていること、議論されてないことでも、もっと何かありそ

うな気がするんです。ちょっと思いつきで済みません。ちょっと思ったこ

とを言わせてもらいました。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。いかがでしょう。 

 

（青木企画調整係長）    今、田中委員さんからございました件、いろいろコストの件であるとか

いろいろなデータのいわゆる数値化、または教育サービスの評価の指標で

あるとか、そういったもの、できる限り、県なども参考にしながら、でき

るものについては、この会議の中でも資料として提示ができればというふ

うに思います。そのような形で取り組んでまいりたいと思います。 

 

（安藤会長）        はい。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長の藤原でございます。今、申されました中に、国勢調査の

データをというような中でも、人口減少、今、子供が大変減ってきている

というようなこともございます。ここ１０年、この先の減りぐあいといい

ますか、そういうところのデータについても、皆様のほうに提供させてい
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ただきながら、参考にしていただけたらなと思いますので、次回以降の中

で提出をさせていただきたいなと思います。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。今、副会長から、例で出ましたけど、教育の質

の向上なんていう、今、私の手元にあるこのたんばの教育元気プランの中

で、４７ページ、４８ページあたりが、そういったところの指標になって

いるのかなと思ったんですが。要は、研修という形で先生方のほうの研修

の機会がどれだけ確保されているのかとか、どれだけ参加されたのか、そ

ういったものは一つの指標になると思います。 

回数だけではなくて、例えば、先生方の何か習慣的な、そういう研修に

行ってよかったかとか、そういうふうなものが指標になってくると思いま

すので、それは恐らく、年度がかわってからだと具体的な中身の検討とい

うところで、また委員の皆様のいろんなご意見を頂戴して、煮詰めていけ

ればいいかなと思いますけども、非常に副会長のご意見は、示唆に富むも

のがあったかなと、個人的には思っています。 

いわゆる夢物語になってはいけないので、そういう丹波の現実というの

も踏まえて、やっぱりこの教育振興基本計画を策定していこうという点と、

何でもって成果と見るのかということですね、要するに指標という部分、

それについても、私たちに明確な視点を示唆してくださったのかななんて

いうのは、個人的には思うところであります。 

ただ、一つ、会長の立場からいうと、余り現実的な点だけを追求すると、

暗い話しか出てこなかったりするので、その辺の調整というのはしていき

たいと思いますので、ご意見の際には、大きな夢というか、非常に大きな

デザインでも構いませんので、そういったところから議論して煮詰めてい

って、現実的なところに着地できればいいかなと、個人的には思っており

ますので、両方の視点をぜひ大切にして、議論を進めさせていただければ

なというふうに思っております。 

いかがでしょうか。このような感じで、せっかく初回ですので、恐らく

後、時間的には１０分ちょっとぐらい、まだ頂戴できるかなと思いますの

で、今ここでというのがございましたら、ぜひご意見を頂戴できればと思

うんですけど。お願いします。 

 

（委員）          これ、直接、丹波市にどうかかわるのかなというところでの質問なんで

すけれども、例えば、昨今、外国の方が非常にふえてきています。丹波市

でもスーパーなんかでも、多くの外国の方を見るようになったんですけれ

ども、そのうち、学齢の子供さんたちを連れて日本に入国されて、こちら

のほうに住んでおられる方でしたら、小中学校のほうに多分、在籍されて

いる、そこで教育を受けられているというのが普通だろうと思います。た

だ、それのあたりの実態ですね。どれぐらいの人数が実際に外国籍の方が、

保育園から、あるいは小中、どれぐらいおられるのかということ、また、

そのような方々に対して、何か特別な教育対策、施策というものを行って

おられるのかというようなことをお聞きしたいということです。 

それから、そうじゃなくて、常に日本のいわゆる義務教育の年齢は終え

てしまってるような、もう少し年齢の高い方々、そういう方々も丹波市の

ほうへ働いておられるのを見るんですけど、そのような方々を社会教育の

形で、日本語教育というんですか、あるいは、日本の習慣等を理解してい

ただくために、最近よく、大阪では夜間中学のほうにそのような学齢・・・

された方がたくさん入ってきておられるということも聞いておるんですけ

ども、丹波市のほうには夜間中学はありませんけれども、それを社会教育

の場で何か対応していくような、これは、一般社会人もさまざまに伝授を

して、それは全く公的な機関でやれというわけじゃなくて、そういう一般
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社会のボランティアとしてかかわりながら、そういう人たちを何とか理解

して、日本にいい印象を持ってもらえるような形に持っていければいいか

なと、そういうようなことも一つ、この教育施策をいろいろ考えていく上

でまたｺｳﾖｳして、資料等もわかる範囲で出していただければというような

ことで、お願いということです。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（青木企画調整係長）    教育総務課の青木です。今申されました外国籍の方、中には、分野によ

りましては、実習制度を利用して来られてるというような方もいらっしゃ

るかと思います。当然、学校のほうでの対応というものはこちらのほうで

も把握はできるかと思いますので、特に社会教育分野での対応というよう

なことができないかというようなことだった思うんですけれども、その辺

につきましては、こちらも資料等を取りそろえさせていただきたいという

ふうには思います。 

 

（委員）          国際交流協会に属しておりますので、研修医とか研修生として来られて

るような方につきましては、日本語学校を、いわゆる柏原と、それと氷上

と春日のほうで日本語教室を開いています。そこで、読み書きできる、話

せるという・・・については、国際交流協会、市のほうから公金を得て、

ボランティアの関連でやっているというような状況です。 

結婚された方につきましても、その教室の方が相談に乗っているという

ような状況です。 

 

（安藤会長）        ほか、いかがでしょうか。どうでしょう、学校のほうからご意見、もし

くはＰＴＡのほうから何か、審議会でこういう観点の議論を、次回以降と

かでこんなことも議論してみたいとか、何かございましたら、ご意見出し

ていただければと思いますけれども。お願いします。 

 

（委員）          よろしくお願いします。保護者の観点からでのちょっと意見になるんで

すけども、子供が帰ってきてから、今日は学校で何があったのと聞いて、

楽しかったことを聞いたときに、楽しかった内容というのが、どうしても

学校の中の時間割で決められた、例えば授業の何とかが楽しかったとかも

そうなんですけども、僕はそういう楽しかったことを聞いて、よかったね、

じゃあ、次、ああしよう、こうしようで、いろんなことをまた話しながら、

じゃあ、次どうしたらもっと楽しくなるかなってお話しするんですけども、

それは、あくまで今現状、義務教育っていう決められたカリキュラムの中

での内容を楽しんでるだけなので、子供がこうしたいっていう提案的な楽

しさを授業の中で行ってくれてたら、もっと学校に行って、今日はあれが

できそうだから、楽しく学校に朝行きますっていう、何かあればすごくい

いのかなと思ってて、僕自身ももちろん、今までの教育の中では、決めら

れた教育で不満があったりというわけではないんですけども、今日は何か

ができそう、子供がやりたいこと、囲碁だったら囲碁でもいいと思います

し、それぞれスポーツならスポーツで、何でもいいと思うんですけども、

それができる楽しみを持って、小学校もしくは中学校、むつみであったり

こども園であったりもそうなんですけども、それができる、何かやりたい

ことができるための時間が教育機関の中で何か一つでもあってくれたら、

すごく楽しいお話を、帰ってきたときに聞いたときも、今までと違う何か

報告を受けて、子供自身も一つ、もっともっと頑張れるというんですか、

もちろん、勉強も今、とても僕の中では頑張ってもらえてて、いいんです

けども、もっと何か違う問題といいますか、本当にやりたいことをやれる
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楽しみを子供たちにちょっと持ってほしいなと思ってるんで、ちょっと教

育というところの部分の、この基本計画と違ってるかもしれないですけど

も、ちょっと思って、今までには僕らが体験したことないこともいっぱい、

小学校含めて、教育が体験できる機会を与えていただけたらなと思います。

以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。私も大学という学校で働いている身として、学

生がそういうことを言ってほしいなと思いつつも、なかなか難しいです。

やはり先ほど、国のほうのシミュレーションにもありましたけれども、２

０３０年という見通したときに言えば、そういう感性というか、感覚は子

供に持っていただきたいと思いますので、この審議会がそういった学びな

り、そういうのが丹波市の独自性というか、丹波市らしさという形で、そ

れがどう出せるかということについても、委員の皆様と議論していければ

いいかなというふうに感じています。 

ほか、いかがでしょうか。あともうお一方ぐらい。 

それでは、今日、いきなりこんなに大量の資料を渡されて、まだなかな

か読み込めてないということもありますので、今日のところは一応、この

議事については、これにて終わりにさせていただいて、次の次回以降のス

ケジュールとか、そういったものについて入っていきたいと思いますけれ

ども、それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、１０番、質疑応答を、これを終えさ

せていただきます。 

 

次第           １１ 次回の審議会日程 

 

（安藤会長）        次、１１番、次回の審議会日程に入りたいというふうに思います。この

件について、事務局のほうからお願いいたします。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長の藤原でございます。次回の審議会の日程でございますが、

２月１９日火曜日、同じ１時３０分からこの会場でということでお世話に

なりたいというふうに思っております。 

次回の会合では、例えば、今日の諮問の５ページを開けていただきます

と、諮問の理由のところの真ん中です、少し下のところの真ん中あたりに、

「後期基本計画の総点検を行い」というようなことが書いてございます。

本日は準備いたしておりませんが、次回の会で、後期計画の検証をいたし

ておりますので、そのことについて、説明なりをさせていただいて、ご意

見をいただきたいと思いますし、本日、資料といいますか、あったらいい

なということで聞いております点も含めて、準備をしていきたいなと思っ

ております。よろしくお願いをいたします。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、次回の日程については、２月１９日

火曜日の午後１時３０分からこの場所で行うということで、よろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

 

次第           １２ 閉会あいさつ 

 

（安藤会長）        それでは、続いて、閉会のほうに入りたいと思います。 

それでは、閉会の挨拶を副会長からお願いしたいと思います。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、本日の丹波市教育振興基本計画審議会を閉会させて

いただきます。皆さんには長時間にわたり、質疑いただき、慎重審議あり

がとうございました。先ほど会長のほうからも、資料が膨大にありますの

で、ぜひとも次回、全て読むというのは難しいかもしれませんけど、ちょ

っと目を通していただいて、次回の会の舞台に臨んでいただければと思い

ます。今日はどうもありがとうございました。 

 

（青木企画調整係長）    済みません、ちょっと言い忘れましたけど、次回は３日ほど前に資料が

届くようにしたいというように思いますので、目を通していただいて、来

ていただけたらなと思います。ありがとうございました。 


