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平成３１年第３回教育振興基本計画審議会 会議録 

 

◇開 会  平成３１年 ４月１７日（水） 午後 １時３０分 

◇閉 会  平成３１年 ４月１７日（水） 午後 ４時００分 

◇会 場  丹波市山南住民センター２階 集会室 

◇出席者   

 ・委員長  安藤 福光  ・副委員長  田中 延重 

 ・委員   久下  悟  吉川 景敏  荒木 真也 

       小山八重子  三川 洋司  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          藤原 泰志 

 ・教育部次長兼学校教育課長  足立 正徳 

 ・学校教育課指導係長     谷川 知美 

 ・学校教育課指導主事      平瀬 憲利 

 ・学校教育課指導主事      西垣 雅文 

 ・学校教育課指導主事      伊藤 憲司 

 ・学事課長          前川 孝之 

 ・子育て支援課長       上田 貴子 

 ・人権啓発センター所長    宇瀧 広子 

 ・市民活動課長        井尻 宏幸 

 ・教育総務課長        足立  勲 

 ・教育総務課企画調整係長   船越 正一 

 ・教育総務課主幹       荒木 美保 

 

次第           １ 開会 

 

（足立教育総務課長）    それでは、失礼します。定刻になりましたので、第３回の丹波市教育振

興基本計画審議会を始めさせていただきます。 

冒頭、いつもお願いをしておりますが、本会議につきましては、公開と

なっております。後に議事録のほうも公開をいたしますので、御発言の際

には氏名を名乗ってから御発言いただきますようによろしくお願いいたし

ます。 

それから、新年度に入りまして、教育委員会事務局も一部異動があった

りしております。委員様とお会いするのが初めての職員もおりますので、

大変申し訳ございませんが、審議会委員さんから自己紹介いただいた後に、

事務局のほうの自己紹介をさせていただけたらと思いますので、会長さん

のほうからよろしくお願いいたします。 

 

（委員及び事務局自己紹介） 

 

次第           ２ あいさつ 

 

（足立教育総務課長）    それでは、レジュメの２番のほうへ移らせていただきます。あいさつと

いうことで、安藤会長様、よろしくお願いします。 

 

（安藤会長）        それでは、皆様、こんにちは。新年度も始まって、４月異動の方も今日

もお忙しい中、御参加いただきましてありがとうございます。今日は骨子

を御提案いただく前に、教育長のほうから今後のビジョンの御説明をいた
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だいた上で、私たち審議会の委員のほうでグループワークをしながら意見

を出していくという形になりました。 

今日は少人数でやっていきますので、積極的な御意見を頂戴できればと

思っておりますので、今日も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次第           ３ 前回会議録の確認 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、レジュメの３番の前回会議録の確

認ということですが、これにつきましては、事前に配付をさせていただい

ております議事録のほうを御確認いただいたかと思いますが、修正等ござ

いましたら、また事務局のほうまで御連絡をいただけたらというふうに思

っております。この後、前回の会議録のほうにつきましては、ホームペー

ジのほうに掲載をしていくということになりますので、御了承のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

次第           ４ 協議事項 

 

             （１）前回質疑の回答について 

 

（足立教育総務課長）    それでは、４番の協議事項からは、会長さんのほうで進行をよろしくお

願いいたします。 

 

（安藤会長）        それでは、今、協議事項に入りたいと思いますけれども、まず一つ目、

前回質疑の回答について、お手元に資料がありますけど、これは一応、机

上確認ということで、もし何かあれば、この後ということになりますので、

まずはこの会の間にちょっとお目通しいただいて、御自身が質問されたこ

とのちょっと内容の回答について確認をいただいて、また最後、お時間が

あるかと思いますので、改めてまたあれば、その時にさせていただきたい

と思いますけども、そういった形でよろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

 

             （２）【提案】今後の丹波市の教育の方向について 

 

（安藤会長）        それでは、続きまして、提案ということに入りたいと思います。今後の

丹波市の教育の方法について、岸田教育長のほうからレクチャーをいただ

きたいと思います。 

 

（岸田教育長）       すみません、少し時間をいただきまして、これから皆さんに審議をいた

だく上で、今、教育の方向性についてどう考えているのか、一度話題提供

させていただいたほうが審議しやすいんじゃないかと思いまして、少し時

間をいただいて、説明をさせていただきたいと思います。 

皆さん御存じのように、今、人工知能とかＩｏＴとか言われて、本当に

社会構造そのものも変わろうとしてまして、今、よく言われるのは、子ど

も達、今、目の前の子ども達が社会人として生きる時代というのは、予測

困難で、正解がないと。そういう時代の中で子ども達は生きていかなきゃ

ならないということがよく言われております。 

以前に、この藤原和博さんというリクルートにもともといた方で、民間

校長として活躍された方なんですけど、この人の話を聞くことがありまし

て、その人のちょっとお話を紹介したいんですが、今、生きる力というの

がよく言われてるんですけども、この藤原さんというのは、一番下に赤い

ところに書いてますけども、家庭教育をベースとする、いわゆる基礎的人
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間力、これを土台として、情報処理力と情報編集力があるという、こうい

うまとめ方をされております。 

２０世紀、今は、どちらかというと、情報処理力に優れた人が社会を支

えてきた。どういうことかというと、決められたルールの中でどれだけ早

く正解が導け出せるかという力ですね。例えば、「平安京ができたのはいつ

ですか」と、こう聞かれると、「鳴くよウグイス平安京やから７９４年や」

と、こういうような正解を引き出す力、こういうものが今までは大事にさ

れてきたと。これは、藤原さんの表現を使うと、ジグソーパズル型、いわ

ゆる、１枚の絵がもう最初からあって、そのピースが欠けてると。そこに

うまく、その欠けたピースに当てはまるピースをいかに早く効率的に見つ

け出すかと、それに優れた人が社会に求められていたと。だから、その時

には、正解が必ずある。どこかに正解があって、その正解に早くたどり着

いた人が優れた人と、こういうような形で経済を、経済社会、いわゆる高

度経済成長を支えてきたと。それはそれで意味があったと。 

でも、これからの世の中というのは、そうではない。２１世紀になると、

先ほど言いましたように、情報編集力というのが必要になるだろうという

ことです。それは、言葉のことのように、情報をどう編集するかというこ

とで、だから、初めから正解があるんじゃなくて、ブロック、レゴのよう

に、一つ一つブロックを、持ってる力や知識や何かを組み立てながら、正

解はないんだけど、多分こうじゃないだろうかと自分で納得する力、そう

いう力がこれからは求められるんじゃないかと。 

だから、多分、こういうふうなことを積み上げていったら、多分こうな

るから、これが正しいんじゃないか、こういう力、これをレゴ型と言われ

てるんですが、こういう表現は、文部科学省では思考力、表現力、判断力

という言葉で表現しています。あるいは、経済産業省では、社会人基礎力

という言葉を使ってます。それから、経済界では、問題解決能力というよ

うな表現をしていますが、そういうふうに、どんな課題に出合うかわから

ないけども、その課題解決に向けて、いろんな人と関りながら、コミュニ

ケーションをとりながら、よりよい解決策を見出していく力、そういうも

のがこれから要るだろうと。 

そういうふうに考えると、今までは、たくさんの知識を頭の中に持って

おくことがよかった時代から、それは全部ＡＩが代替していくでしょうか

ら、これからは、学び続けていく力、つまり、世の中が混沌と変わってい

く、成長していく中で、学び続けていかないと、今日の情報は、もうあす

になると陳腐化していくというような時代になってきますので、そうなる

と、社会での変化において、何をどのように学んでいくかという、みずか

ら主体的に考えて未来を作っていかなければ、作っていく力こそが子ども

達が今、社会人として生きていくためには必要な力ではないかと、こうい

う考え方を私はしてます。 

この学び続ける力は、決して子どもだけじゃなくて、我々大人も学び続

けていかないと、人生１００年時代ですから、今までは、勉強して働いて、

６０で退職して、後は余暇を過ごすというような話だったんですが、今、

人生１００年となりますと、６０というわけではなくなってきますので、

いろんな繰り返しをしなければいけない、学び続けなければいけないとい

うことです。そういう力は、子どもだけでなくて、大人も要るだろうと。 

もう一つは、そういう中で、確かに社会に出たら、今まで学校にいると、

あれをしなさい、これをしなさい、ああしなさい、こうしなさい、先生が

丁寧に指導してくれるので、何をしたらいいかということがわかるけども、

社会に行くと、何も指示されることってありませんよね。社会に出て就職

したら、自分で考えなさい、答えを出しなさいっていう話。そうすると、

やはり子ども達に、これからつくらなきゃいけないというのは、自分で考



 

- 4 - 

え、自分で判断し、自分で決定して、自分で行動できる、こういった自立

した子どもを作っていかなければならないんじゃないか。大きく考えると

そう思っているわけです。 

我々は、２０３０年以降、この世界、世の中で子ども達が活躍していく

ために、今、目の前のことに責任を持たなきゃいけない。でも、その責任

を持つのは、こういう未来を見通して、こういう力が必要だということか

ら逆算して、今、こういう力が要るということをしておかないと、今の目

の前の子ども達だけに力を考えてると、やはり成人になった時に、子ども

達が全員、困るだろうと思うんです。 

ところが、実際、こういうことをしようと思えば、我々もそうですけど、

やはり失敗するっていうことが非常に大事だと思うんです、これからは。

ところが、私が見てる限り、今の子ども達っていうのは、大人の助けによ

って、成功体験はたくさんしてますが、失敗体験というのはあまりしてな

い。だから、困難に出合ったら、すぐに諦めようとしたり、失敗からはい

上がることができないです。それは、我々大人が、家や学校で、失敗をさ

せる機会をつくらなかったんじゃないかなと。先回り、先回りしてしまっ

て。 

つまり、子ども達の中では、本来は失敗するのが仕事なんですけど、正

解しか言ってはだめなんじゃないかなという気持ちになってるんです。な

かなか授業の中で自分の思いを言えない。こんなことを言ったら笑われる

んじゃないかと。家に帰れば、例えば、何かすると、言葉でもそうですね。

ケーキって言えば、ケーキが食べたいとか、そうじゃないのかわからない

けど、ケーキと言えば、ケーキがもうおうちでは用意されるというような、

単語でも生活できるっていう中で、子ども達というのは、自分で考えて判

断するということは、非常に今、少なくなってる。 

でも、もっと目標に向かって、失敗してでもいいから、それに向かって

踏み出さない限り、何も起こらないわけですよね。そうすると、子ども達

が安心して一歩踏み出して、自分で考え、判断・決定して、行動するため

には、安心して失敗できる環境というのが必要だろうと思います。安心し

て失敗できる環境。 

でも、子どもっていうのは、子育てした方はわかりますけども、頑張っ

てもでけへんかった時っていうのは、子ども達は物すごくショックを受け

ますよね。やはり、やはりだめなんや、僕はとか、私はと、自分をだめ出

しすることがあります。そういうものを見てるから、すぐ手を出そうと親

も教師もしてしまうわけですね。何とかしてやりたい。でも、本当の力っ

ていうのは、子どもに任せてみて、やらせて、失敗させて、何で失敗した

んやろうって反省して、本人が、改善して、またやって、また失敗して、

こういう繰り返しをする中で本当の成長に繋がるんだろうと思います。 

例えば、今、いじめって、非常に悲しい事故があります。でも、我々も

一定、いじめというのもあったし、けんかもありました。でも、そのけん

かを繰り返す中で、自分たちがその問題を解決しようとして、話し合った

りなんかしたりして、また仲よくなったり、またけんかしたり、そういう

中でやったり、また、縦割り集団だったので、小さい子を安全に連れてい

くためにはどうしたらいいんだろうというようなことを考える中で、成長

してきたように思います。 

やはり子ども達は、安心して失敗できる、子ども達にとって安心して失

敗できる環境というのは、やはり自分が認められて、見守られているなと

いう安心感があれば、必ず子ども達というのは、新たな挑戦へという勇気

を持つんだろうと思います。いわゆるほどよい距離を持ちながら、ちゃん

と見守ってるという、そういう姿勢が要るんだろうと思っています。そう

いう子どもが必要になるんですが、ところが実際、今度、全国学力・学習
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状況調査といって、この金曜日にもあるんですけども、全国で行われてい

る、文科省がやってるもので、６年生と中学３年生が参加しているわけで

すけど、その質問紙の中に、「将来の夢や希望、目標を持っていますか」と

いう質問で、赤い線が全国平均です、赤い線が。そうすると、小学校の子

は、平成２８年度は全国でマイナス２．１低い。つまり、将来の夢や目標

を持っている割合は全国より低い。小学校については、徐々に改善に、平

成３０年度はプラス２．４、全国平均より少し高く、改善傾向が見られま

すが、中学についても、改善傾向は見られるものの、全国平均すると、丹

波市の子っていうのは、将来の夢や目標を持ってると答える子が、割合が

少ないということがわかります。 

また、「失敗を恐れないで挑戦してますか」っていう、こういう問いにつ

いては、小学校も改善傾向があるというものの、平成３０年度でプラス０．

２、中学校においては、まだマイナス１．１ということで、やはり失敗を

恐れず挑戦する子というのは、丹波市はちょっと少ないというような結果

が出ています。 

また、不登校の問題を見ても、これ、不登校の出現率なんですが、本来

なら楽しく学校へ行ってほしい子ども達が、小学校においては、丹波市で

は平成２９年に０．５５、ですから、２９年度は兵庫県は０．５２ですか

ら、０．５５ということは、県平均よりもたくさん不登校の子がいるとい

うことになります。平成３０年度は、県と全国平均はまだ出てませんが、

０．５９、つまり、２９年度よりもわずかにふえてるという実態が一方で

あります。 

中学校においては、これは改善傾向が見られているわけですが、平成２

９年度が３．２１ということで、平成２７年度は、県、国が２％台だった

のに対して、３．３７％あったんですね。それが徐々に改善をしてきて、

平成２９年度は県、国よりも平均が低く、平成３０年度も２９年度より低

くはなってます。でも、不登校の子ども達がいるという、こういう実態が

ある。 

また一方で、地域に目を向けますと、「地域の行事に参加してますか」と

いう問いは、これを見ていただいたらわかるように、全国平均より断トツ

に多いんですね、参加している子ども達。小学校では２４．２％、中学校

では１４．４％、全国よりも高くなっている。非常に丹波の子ども達とい

うのは、地域行事に参加をしているということがこれからわかります。 

ところが、「地域や社会の出来事に関心がありますか」ということになる

と、結果は逆になっています。小学校で行くと０．１、ちょっと高いだけ

で、中学校についてはマイナス１．８という結果になってまして、イベン

トには参加するけども、地域のことについてはあまり関心はありませんよ

というような結果になっています。 

これら、市長部局で実施された、いわゆる定住意向調査というのがある

んですが、「丹波市に住み続けたいですか」っていう問いがあるんですけど

も、高校生なんですけども、「住み続けたい」と回答した高校生は７．４％

で、「一旦は出るけど、また戻ってきたい」と答えた子は３４．８％。合わ

せると、４２．２％、半分ないんですね。この数字をどう見るかなんです

けども。「わからない」と回答した子が４０．５％というような、こういう

状況があります。 

冒頭に言いましたように、これからは正解がない予測困難な時代を、や

はり自律した人間としてしっかり生きていかなければいけないんだけども、

丹波の子ども達というのは、夢や目標を持ってなかったり、あるいは、地

域に、行事は行くけど、関心がなかったり、あるいは、不登校の子ども達

がいる、こういうような状況を十分に踏まえて、今後の、これからの５年

間を考えなきゃいけない、そのように考えました。 
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学習指導要領というのは、学校にあります。学習指導要領というのは、

専門的な言葉なんですけども、全国どこの地域の学校に通っても同じ教育

が受けられるように国が定めた基準なんです。それが大体、１０年に１回

改訂をされます。小学校では、平成３２年度、２０２０年、来年から全面

実施になります。プログラミング教育とか、教科英語というのが入ってき

ます。中学校は、その次、平成３３年度、２０２１年から全面実施となっ

ていきます。 

その学習指導要領の中で、今回、基本的な理念として示されたのが、社

会に開かれた教育課程という考え方だと。非常に聞きなれない言葉かもし

れませんが、教育課程というのは、カリキュラム、どういう内容をどうい

うように教えていこうかなと、学校で計画される内容ということですね。

それを社会に開きましょうということが基本理念に出てきたわけです。 

これはどういうことかというと、カリキュラムを社会に開くということ

は、私はこう考えてるんです。学校、家庭、地域が子どもの成長に直接か

かわる当事者として、やはり自覚と責任を持って、それぞれの役割をしっ

かり果たしていくべきですよと、つまり、学校丸抱えの教育なんてできま

せんよということです。全て学校の中で完結するということは、非常に難

しい。やはり、地域は地域の役割をきちっと果たし、家庭は家庭の役割を

きっちり果たしていかなきゃいけないということ。 

それからもう一つ、私は、この社会というのは、どういう社会があるん

だろうというように考えたんですけども、私は、この社会というのは二つ

あると思います。一つは、未来社会という社会があるんじゃないかなと。

これは先ほども言いましたように、人工知能、飛躍的な進化で、当の社会

の構造そのものが変わっていくと思います。そういう中で、教育が社会を

リードするということが求められてるんじゃないかと。どういうことかと

いうと、具体的に言うと、人工知能、ＡＩでは代替できない力を身につけ

させる、あるいは、ＡＩに使われるんじゃなくて、ＡＩを使いこなす力を

今からつけなければいけないんではないかなと。子ども達っていうのは、

これからもＩＣＴという、コンピューターというのは、非常に大切な仕事

をしていく上でのツールになっていこうと思います。 

そういうことじゃないかなと思ってて、そのためには、じゃあ、ＡＩで

は代替できない力、ＡＩを使いこなす力をつくるためには、今、今回の学

習指導要領で言われている主体的・対話的で深い学びというのは、自分か

ら主体的に、自分の考えを人と比べながら、対話しながら、友達の意見を

取り上げて、自分の考えを修正しながら、さらにもっと調べていこうとい

う、こういうような授業が展開される、そういう授業づくりをやはりやっ

ていかなきゃいけない。今までのような、それが全部悪いとは言いません

が、はい、こちらを向きなさいというと、全員が前を向いて、同じように

座って、先生の黒板をずっとノートに写して、わかりましたか、はい、と

いうような授業ばかりでは、もうだめだと。やはり一つ、子ども達が、え

っというような課題に出合って、どうしてどうしてという、そして解きた

い、考えたい、正解を知りたいといって、自分たちで勉強し、そして、友

達同士が学び合いながら、さらにその先を調べていこうと、そういう授業

をこれから丹波市では展開していかなきゃいけないと、こう考えています。 

もう一つの社会というのは、地域社会だと思っています。先ほども言い

ましたように、子ども達の成長とか人格形成というのは、もう学校だけで

育むのは限界があります。やはり家庭や地域社会とが連携していく中で、

やはり育まれるものですから、理念を共有し、協働していく、そして、学

校で育むべき資質・能力を社会と共有することが、やはり小学校から大事

ではないかなと。 

そこで、一つの手法として、今、これにも言われてますが、地域ととも
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にある学校へと転換をしていかなきゃいけない。前までは、学校というの

は、物すごく閉鎖的だったところで、なかなか学校外の関係者をあまり入

れるところではなかったんですが、それから開かれた学校という言葉が言

われるようになって、それ以降、さっき言ったように、学校の運営に地域

の人も家庭の人も一緒に参加してください、こういうコミュニティ・スク

ールというものを展開していこうと考えています。 

私は、この社会に開かれた教育課程という国が出した教育理念というの

は、私はこういうふうに考えています。社会とのつながりを強く意識した

言葉だと思ってます。大きな方向としては、子ども達が未来の社会に飛び

込んでいくために、やはりそういったＡＩにはできない力、それは、その

時の状況を的確に判断して、自分のところで考え行動するというのは、Ａ

Ｉは苦手です。決められたデータに基づいて答えを出すことは得意ですけ

ども、そういうふうな力。それと、もう一方は、地域とともに、いわゆる

社会と子ども達をつないでいく、子どもと社会をつないであげるというこ

とで、先生、子どもは大人の背中を見ながら、大人にいわゆるあこがれを

持つような教育、早く大人になっていきたい、そういうような教育を私は

展開をしていきたいと考えております。 

その中で、キーワードで選び出したのが、この「未来を創る」というキ

ーワード。それから、「地域に誇りを持つ」というキーワードを私なりに大

切にしたい言葉として拾い出しています。先ほども、そこでこういうテー

マですね、目標を、「地域に誇りを持ち 自分たちの未来を創る人づくり」

という、こういう基本業務を掲げたい。平成３０年度は、「地域に誇りを持

ち 自分たちの未来を創る丹波っ子」というようにしてたんですが、やは

り先ほども言いましたように、地域に誇りを持って、自分たちの未来をつ

くるのは子どもだけじゃない、大人もそうだということなので、「人づく

り」というふうに変えてみました。 

こうすることで、先ほども言いましたけども、子どもがどんな課題に遭

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

く多様な人と関りながら、コミュニケーションをとりながら、よりよい解

決策を見出す力を育んでいきたい。そして、一人ひとりが未来の創り手に

なるために、学び続ける力、新しい価値を創造する力、社会で自立できる

力、これをきちっと育んでいきたいなと考えています。 

こういう学び続ける力、あるいは新しい価値を創造する力、社会で自立

できる力を育むことで、影響を持つのは少なかったですけども、私にもで

きるんだ、私だからできるんだといって、夢や希望を抱く子ども達を育み

たいと、こう考えています。それを、２、３が、この一番最後、いっぱい

書いてある絵なんですけど、その中心がこれになっています。社会に開か

れた教育課程をベースに、地域に誇りを持ち、自分たちの未来を創る人づ

くり、そして、学び続ける力、新しい価値を創造する力と社会で自立でき

る力というのを育んでいきたいなと思っているわけです。 

じゃあ、これを具体的に実現していくにはどうするかということなんで

すが、ちょっとこれ、小さくて見えにくいですが、一つは、やはりチーム

としての学校力、教師力、いわゆる学校の力ですね。やはりこれが大事に

なろうと思います。チームとして学校力、教師力を高めていく。そのため

に、具体的には、教職に対する強い情熱、これはやはり要ると思います。

それから、専門家としての確かな力量、一人ひとりの教師の力量が高くな

いと。それから、もう一つは、子どもを信じて決して見捨てない。決して、

一人も見捨てない教育をすると。いろんな今、課題を持った子どもさんが

いらっしゃいますが、それは一つのその子の個性だと私は思っています。

だから、そういうふうにして、この子にはこういう個性がある、だから、

他の子とやり方は違うけども、必ずこの子も伸びていくという、見捨てな
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いという、そして、昨日と違う今日を求める教育を展開していく学校で行

かなければならない。 

そのために、やはり子ども達を一人の人間としてきちっと尊重してあげ

る、子どもだという前に人間であるという。だから、よく学校で体罰とい

うのがありますが、やはり一人の人間として尊重すれば、そう簡単に叩け

るものじゃない、蹴れるもんじゃない。 

それから、可能性を必ず信じる、心から信じる。子どもの学習をきちっ

とはかってやる、成長をはかってやる。わかり得る教え方をする。その中

で、子ども達の自己有用感とか自己肯定感とかを育みながら、人を大切に

する心とか、自分の考えを持つ力とか、自分を表現する力とか、チャレン

ジする力を育んでいきたいと思っています。 

ただ、これを下支えするものが必要だと思ってまして、先ほどから言っ

てますように、子ども達一人ひとりというのは、非常に多様な可能性を持

った存在です。多様な教育ニーズを持っています。金太郎あめみたいな子

はいません。いろんな興味を持った子。だから、学校っておもしろいんで

すけども、やはり成熟社会において、そういう新たな価値を創造していく

ためには、やはり一人ひとりが互いに異なり合う背景、家庭環境も違いま

す。そういう異なる背景を尊重した上で、違いを認めた上で、人として同

じ重さで見る目を育てるということが非常に大切だと思ってます。 

私は最近、「みんな違っていい」という言い方がありますけど、私だけ言

うと、みんな違ったほうがいいと思ってます。一人ひとり違ったほうがい

いと。 

一番は、小さくて見えませんけど、一番は、やはり人権尊重に立った学

校というのがまず土台にないと、やはりできない。やはり一人ひとりの背

景が違うんだけども、一人ひとり違ったほうがいい、その子ども達が同じ

ように尊重し合い、お互いを認め合える、そういう人権尊重に立った学校

というのが大前提だと思っています。そういう中で初めて、学校文化とい

うのが育まれるんだろうと思っております。 

その上で、全ての子どもが安心して学べる居場所、全ての教職員が安心

して働ける居場所が要る、子ども達にとって、僕はこの学級にいることに

意味があるとか、この学校にいることに意味がある、そういう感覚を持っ

てほしい。学校で命がなくなるというようなこと、子どもがみずから命を

なくすということは絶対あってはいけない。そういう意味で、やはり居場

所をきちっと作っていくという、そして、授業が楽しい、学級が楽しい、

学校が楽しい、そう通ってくれる学校でなければならない。そして、その

上に立って、学び続ける力に新しい価値を創造するために、基礎基本をし

っかりと教えて、そして、また学びにふさわしい教育環境、例えば、最近

では熱中症がありますので、クーラーの空調設備とか、そういうような環

境整備をきちっとした上で、子ども達を育んでいきたい。これが私どもが

考えている大きなフレームです。 

これは、先ほど言いましたように、学校、家庭、地域が一緒にやってい

くためには、このフレームを一つ置いておいて、それぞれの役割が力をか

して一緒にやっていかなきゃいけない。一つは、認定こども園の役割、人

格形成の基礎を培う場です。生きる力の基礎を培う、育む場であるし、学

校の役割というのは、そういう協働的な学びをするところですので、こう

いう役割をそれぞれしっかり持ちましょうと。また、地域、家庭も同じよ

うに役割があります。例えば、家庭というのは、心身の調和・発達を図る

場所だと思ってます。例えば、無条件に自分を受容してくれる安全基地、

安心基地ですね。家へ帰れば安全だというような意味ですね。心も安らぐ、

ありのままの自分を受け入れてくれる、そういう家庭。また、地域は地域

で、地域の将来の担い手をつくる。まちづくりと人づくりというのは両輪
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やと思ってて、今作ってるまちづくり、そのまちづくりを担ってくれるの

は今の子ども、未来の大人です。未来の大人である子どもですので、やは

りこのあたりをしっかりと役割を果たしていかなきゃいけない。それは、

冒頭に言いました、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たす社会に開

かれた教育課程の一つだろうと思っております。 

この後、今、お話、ちょっと早足で言いましたけど、いろいろ御意見を

賜った後、それぞれの立場で、じゃあ、どういうふうにやればいいんだろ

うというような御意見をいただければ幸いだと思っております。 

ちょっと短い時間でしたけども、一応、私ども教育委員会がこれから考

えている教育の方向性について、説明をさせていただきました。どうもあ

りがとうございました。 

 

（安藤会長）        教育長、どうもありがとうございました。 

 

             （３）【質疑】今後の丹波市の教育の方向について 

 

（安藤会長）        それでは、今、御提案をいただいたことについて、この後、私たちはそ

れぞれの立場でディスカッションを始めていくわけですけども、その前に

確認というか、質疑ですね。今の御提案について、この場で質疑等がある

委員の方はお願いいたします。 

すみません、まず私からいいですかね。全国学テの結果がこういう形で

示されているわけなんですけども、要は、こんなこと言ったらあれなんで

すけど、これはもう学年による傾向なのか、もしくは、丹波市として、や

はり何か手を打った、もしくは、学校の先生方が非常に頑張って何かをし

ていただいたおかげで、こういう改善傾向にあるのかというのは、どうい

うふうに教育委員会としては分析されておられますでしょうか。 

 

（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でございます。今、先生のほうか

ら御質問があった内容なんですけれども、多少、昨年、学年によって差は

ありますが、どの学年においても大幅見られる傾向だというふうに傾向的

には考えております。 

地域行事に参加している率が非常に高いということにおきましては、た

んばふるさと学なんかも実施しておりますし、中学校におきましては、た

んばみらい学というようなことも実施しておりますし、そういった取り組

みのおかげで、伸びている傾向もあるとは考えております。ただ、やはり

問題意識がちょっと低いというあたりは、さらに質を高めていく必要があ

るなというのは考えております。以上でございます。 

 

（岸田教育長）       それと、夢や目標とか、あるいは失敗を恐れない、このあたりのことを

やはり、先生方一人ひとりの意識が少しずつではありますけども、変わっ

てきつつあるんではないかなと思ってます。ただ、今、いろんな授業改善

の工夫、中学校についてもいろんな工夫がされてまして、吉川校長がいら

っしゃってるのに言うのもあれですけど、ちょっと一昔前の中学校に行く

と、大体、チョークだけ持って、前向いて、ばあっと書く、そういう授業

ばかりだったんですけど、今は、違う生徒とグループになって、討論した

り、考える、そういう授業形態が変わってきましたので、やはりそういう

中で、一人ひとりが自信を持ったりもしてきてるんだろうと、そういうふ

うに思っております。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。というような形ですので、要は、今やっている

いいことっていうのは、やはり今後も継続はしていく必要があると思いま
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すので、要は、このあたりですよね、このグループディスカッションでも、

これをどう、もっとよりよくしていくかというような視点は持っていただ

ければいいのかなと個人的には今、お話を聞いて思ったところです。 

その他、いかがでしょうか。 

 

（委員）          久下です。すみません、この役割、家庭の役割、地域の役割、こども園

の役割を通した結果、今、目的としては、自立する力を児童生徒につける

という目標、目的はそうですわね。一番、社会に出るようなこと、これを

したらできるんですね。この動きをしたら。 

というのは、地域に振られた時に、地域が今、戸惑っとるような状況な

んです。 

 

（岸田教育長）       そこが一番、これから解釈が難しくて、今までの関係というのは、学校

から頼まれたことを地域、家庭がやるというようなスタンスでしたよね、

どちらかといったら。こういうことしてくださいよ、例えば、学校でいう

と、ＰＴＡみたいな奉仕活動とかもそうでしょうね。そういうことができ

たんです。 

今言ってるのは、そうじゃなくて、地域も、子どもは地域の宝だという

意味であったら、学校と一緒になって、例えば、自立する子どもをつくる

という目標がその学校にあるんなら、地域としてこういうことをしたらど

うやろうという、逆に提案をしてもらうという、これはどうやろうと。家

庭はどうしたらええんか考えてますという。確かに、言われるように、家

庭でもちゃんとこういうことをしたらだめですよね、学校の先生方、だめ

ですよねっていう、こういうような関係をこれから作っていかないといけ

ないんじゃないか。また、学校か何かに頼まれたさかいに動かんなんとか、

また、ＰＴＡで一生懸命やっとんのに、またこんなこと言うてきやったと

いうところからどう脱却していけるかという、ここがこれからの、私ども

の一番肝というか、ポイントになってこようかと思ってます。なかなかそ

のあたりが理解していただけない、あるいは、距離が縮まらないところで

す。そのあたりもぜひ御意見いただければ、非常にありがたいと思ってま

す。 

 

（安藤会長）        その他、いかがでしょうか。 

ないようであれば、先に、では、進みたいというふうに思います。 

 

             （４）提案に対するワークショップ 

 

（安藤会長）        それでは、提案に対するワークショップに入りたいと思いますので、そ

の準備を、まずはさせていただきたいと思います。お願いします。 

 

（岸田教育長）       すみません、この後、ワークショップをしていただくんですけど、その

注意点だけ、ちょっと。 

まず、これからグループになって話をしてもらうんですけども、意見は

質より量と。それから、意見の前ではみんな平等。それぞれ肩書があろう

かと思いますが、それは外していただいて、平等で話をして。それから、

カンニング、ちょっと附せんに書いてください、隣の様子を見て、カンニ

ングしていただいても結構です。それもオーケー。ただ、もう一つは、避

難するんじゃなくて、どんな意見にも傾聴するという姿勢でお話し合いを

していただきたいなと思ってます。思いついたことは、とりあえずポスト

イットに書き込んでほしいなと。これをワークショップの一応、基本とし

ておりますので、そういうふうな、こんなこと言うて笑われへんやろうか
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という、量をたくさん出した人のほうができがいいと思ってもらったらい

いですので、数をたくさん書いていただいたらいいかなと思ってます。 

この後、進め方なんですけども、ファシリテーターっていう進行役の人

がいらっしゃいますので、最初に自己紹介をお互いにやっていただいて、

どんな、ここで私が今、こういうお話をしました、こういう子どもの自立

って、こういう話をしましたけども、それぞれ皆さんはどんな子に育って

ほしいとか、丹波の子にこんな子に育ってほしいと思うようなことを、２

０分、附せんに書いたりして、話し合ってほしいなと。じゃあ、そういう

子どもを育てるためには、家庭、地域の力をどう生かしたらええんやとい

うことで、自分でまた書いていただいて、また議論していただくと、そう

いうふうなことで、約５０分、１から業務をやっていただきたいなと。そ

の後、グループ発表、それぞれの班でどんな話をしたのかなということを、

各班５分ずつ発表していただいて１５分、そして今度、全体で意見交換を

する。計７０分というようなことを計画しておりますので、また後、タイ

ムキーパーが、もうそろそろ時間ですので、３番に入ってくださいとかい

う合図をしますので、その時は３番のほうへ入っていただくということで

お願いをしたいと思います。 

このワークショップの進め方について、特に質問ないでしょうかね。和

やかに、我々も入れながら、やっていただければありがたい。よろしくお

願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    すみません、それでは、ワークショップのグループにつきましては、今

日、机上に配付させていただいてるワークショップグループ名簿というも

のをつくらせていただいておりますので、これによって３グループに分か

れていただいて、先ほど教育長が言いました大体のタイムスケジュールに

乗って、前に表示しておきますので、時間の目安として、ずっとつけてお

りますので、お願いしたいと思います。 

Ａ、Ｂ、Ｃと３グループに分かれていただくんですけども、Ａのファシ

リテーターのほうを吉川校長先生、すみません、お世話になりたいと思い

ます。Ｂのファシリテーターを田中副会長さん、それから、Ｃのファシリ

テーターを安藤会長さんのほうでお世話になりたいというふうに思います。

大体、Ａグループが、今、副会長がおられるとこら辺、それから、Ｂグル

ープは三川委員、小山委員がおられるとこらで１グループ、Ｃグループは

こちら、私の近くぐらいで分かれて、大体、７人から８人が座れるような

机、２台、３台でちょっと組んでいただくようなことになりますけども、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

（各グループにてワークショップ） 

 

             （５）各班からの発表 

 

（足立教育総務課長）    大体、５分程度でどういった議論があったのかとかいうところ、全てで

はないと思うんですけど、発表いただけたらと思います。 

 

（Ａグループ）       それでは失礼します。Ａグループです。つい今、終わったばかりで、こ

れしばらく横のほうに置いておりましたので、頭の中で何が出てきたか、

ごらんのとおり、たくさん出てきたんです。たくさん出てきて、いろいろ

とグループ分けもしながらだったんですけども、本当にさまざまな形で活

発な意見が出てきましたので、ひとつ、取りとめのない話になってしまう

かもしれませんが、お許しください。 

大きくは、やはり自分自身、どんな子に育ってほしいかという部分なの
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で、この子個人としてどんな力を持ち、どんなふうに育っていってほしい

のかというふうなことと、やはり他人にかかわるようなところで、どんな

力をつけていってほしいのかというふうなところと、大きくはその二つの

部分で、まずは基本的には分かれていったのではないかなというようなこ

とは思います。自分自身、自己肯定感を持ちながら、やはり自尊感情を持

ち、他人への思いやりの持てるような子というものが一つ、大きなグルー

プとして、やはり出てきていたものと、あと、思ったことが、例えば表現

できたりとか、意見がしっかりと言える子、中には、しっかりとごはんを

食べられる子、自分自身のやはり身につけていく、これから先を見据えた

時の資質能力として身につけなければいけないものを、やはりしっかりと

身につけていけられるような子というようなところのグループのことがも

う一つとしては出てきておりました。 

そして、一番下のほうなんですけども、やはり丹波市に育つ、丹波の中

で育つ子というようなことで、丹波のことが好きになり、ゆくゆくは、や

はり丹波の地に帰ってきてほしい、そういう方に育ってほしいというよう

な話のほうが出てきていましたので、グループ分けをしていきながら見て

いきますと、これをちょっと張りながら、ああ、最後に気づいたことなん

ですけど、これ、裏返していくと、一番初め、冒頭で教育長のほうがグラ

ンドデザインみたいなもので提示されたと思うんですけども、あれの一番

下のベースになるところに、人権を尊重する学校というのがあったと思い

ます。そういった形で、一番下のグループのほうに集まってきているもの

が、主にやはり人権を大切にできる子ども達というものがたくさん出てき

ているなと。この下の部分がそれに該当するなというふうなことが出てき

ました。 

そして、人権をベースにしていきながら、さらに居場所がしっかりとつ

くれるとかいうようなことがあったと思います。そして、学校の中で資質

能力を養っていくっていうふうなことがあったと思うんですけれども、そ

れがこの真ん中のあたりの部分で、やはり出てきています。 

そして、最後、出てきたのが、やはり地域社会の中で育つ子っていうよ

うな部分で、最初に示していただいたあの図とちょうど同じような構図に

なってきているのではないかなというようなことで、子ども達にかかわっ

てほしいというふうなところで、ついては出てきたので、あの部分にやは

り近づくような、同じようなことになるのかなというような形で話はまと

まりました。 

続いて、家庭、地域の力をどう生かすかという部分なんですけども、青

色のほうが家庭のほう、黄色のほうが地域というような形で、分けてしま

した。まず、家庭のほうなんですけど、大きな括りとして、二つというよ

うな形で分けています。下のほうの部分については、やはり、家庭の中で

親子でしっかりと話せる場を持つ、触れ合ったりして話す場を持つ、関り

を持つっていうふうなところが、まず基本としては、一番大事なものなの

ではないかなというふうに思います。子ども達の力をつけるためには、ま

ずここがある。 

ほんで、この家庭の中で話していくということを基本にはするんですけ

ど、その中で具体的に、じゃあどういったことを示していけばいいんや、

どういったことを話していく、話す中で、どういったことを親が示してい

かなければいけないんだというふうなところが、結局は、ここのところに

出てきていました。例えば、一つ、我慢すること、例えば、家庭の中でも

学ばせるというふうなことも出てきています。あと、干渉し過ぎないって

いうふうなこと、家庭はやはり子離れをせよというような御意見なんかも

出てきていました。そして、子どもをやはりしっかり見ていきながら、怒

り過ぎず、親がしっかりと態度で示していきながら、家庭生活のほうを過
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ごさせていく必要があるのかなというふうなことで出てきています。 

こういった家庭の中で、子ども達に身につけさせたいことというものを

親が話したり、態度で示したりしていくというふうなことを支えているよ

うなもの、これをやはりバックアップするものが、この地域のほうの中に

あるのではないかなというふうなことで、最後、全体を見渡した時には出

てきています。地域の中では、やはり聞く耳を持つ大人がいるような地域

づくりをしなければいけないこと、それで、地域のイベントの中でも、や

はり親子で参加できるような地域イベントを行ったり、地域行事の中で子

どもに役割を持たせたらいいんじゃないかというような意見のほうも出て

きていました。さらには、地域の歴史というようなものを、やはり学ぶよ

うな機会というものも準備していくことも必要ではないかなというのは、

やはり地域のよいところというものが、家の子ども達に育ってほしい、そ

のためには、そういった人材もある、中には、学校の中では、地域人材、

たくさん活用していますので、その地域人材というものを、やはり学校で

活用してるものを、地域の中でもうまく活用していけるような、そんなつ

なぎもできるんではないかなというような話のほうがありました。 

ですので、家庭の中でしていくものというものを、やはりこういった地

域の中での学びというようなものにも支えられていきながら、子ども達に

返していくような方向になるのかなというような形で話としてはまとまり

ました。すみません、長くなりました。以上です。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、Ｂグループのほう。 

 

（Ｂグループ）       グループＢなんですけど、最初にやりたかったんです。いろいろ意見が

出たんですけど、それをまとめ切れずに、上手な発表ができないのは私、

ファシリテーターの能力の問題なんで、皆様方は物すごくいい意見を出し

ていただきました。 

すみません、どんなふうに育ってほしいかということで、さまざまな立

場から意見をいただきました。勉強の好きな子になってほしいとか、本が

好きなふうになってほしいとか、自分に自信を持ってほしいというような

意見とか、自分の意見をちゃんと言えるような子どもに育ってほしいとい

うようなことが意見として出ました。 

丹波を、地域を愛する郷土愛という、地域が好きだというようなことを

教えるということだけではなくて、自然に、好きやなという、丹波でよか

ったなというようなことが、大人になってずっと住み続けることが、好き

なのかどうかということとはちょっと違うと思うんですね。世界へ出てい

くというような子ども達がふっと振り返って、丹波よかったなというよう

に思うような子どもというか、思うような人を育てたいなという、好きに

なってほしいなという意見が結構ありました。自分で情報発信できるとい

う意見もたくさんありました。 

あまりしっかりグループを分けてませんけど、ブルーのほうで家庭、黄

色を地域ということで書いて意見を出してもらいました。家庭のほうなん

ですけど、先ほどともリンクしてるんですけど、子どものよりどころとい

うか、常に帰ってこれるところというふうに家庭があってほしいなという

ことです。家庭では、子どもの意見に耳を傾ける、そこで生まれる会話と

いうのが非常に大事ではないか。テレビのある家庭、テレビのない家庭、

それはあれなんですけど、テレビを見る時間のことをちょっと、あまり議

論には出なかったんですが、時間を決めてるおうちというのは、あると思

うんですよね。それも大事だなと。テレビを軸にして会話が生まれる場合

もありますので、ということで、家庭内のコミュニケーションというか会

話をできるような、会話ができるようなというと、ちょっとおかしいかも
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しれませんけど、コミュニケーションがとれる家庭というのが大事だなと。 

それがまた、地域のこととしても、地域のコミュニケーション、地域の

中で発言できる、自分の意見が述べられる。先ほど、どんな子に育ってほ

しいかというところでも出ましたけど、自分の意見をはっきり言える、地

域の中でも言える、家庭の中でも言えるということが、これが大事だなと。

子どもという、教育という問題でなしに、大人自身がそういう自分の意見

を言えるということを教育の中で培っていってほしいなというのが基本的

な結論というか、何か足らないところがありましたら。 

酒井さんが、スポーツの世界で、日本は個人技といいますか、テニスで

あったり、個人のスポーツ、個人技のスポーツというのはレベルがかなり

高くなってます。だけど、チームプレーというか、サッカーとかラグビー

なんですけど、そこがやはり弱いというのは、コミュニケーション能力が

ないというか、ちょっと劣ってるというところがあるように思います。そ

れは、コミュニケーションをとるためには、日本の場合だったら、日本語

でええわけですけど、ちょっと外国へ行けば、また、外資というか、そう

いう企業に行けば、全て英語ですから、やはり英語の教育は大事やなとい

うようなことは、本当にちょっと私の意見もありますけど、すみません。

ということなんです。 

コミュニケーション能力を高めようというのは、自分で情報発信をしよ

う、自分の意見をはっきり言えるようなというのが、地域でも家庭でも、

また、どんなふうに育ってほしいかというのは、どんな大人になりたいか

という、ずっと教育なんで、今の年齢で、やはり自分の意見が言えるよう

なことに、この会に出させてもろうて、それなりに勉強したことで、それ

もありますね。 

というように、何か結論にならなかったかもしれませんけど、よろしい

ですか。すみません。終わります。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。続いて、Ｃグループです。 

 

（Ｃグループ）       失礼します。Ｃグループです。今、ＡとＢのお話を聞かせてもらいまし

て、Ｃでも同じような意見が出てきました。私たち大人が普段、あまり口

にしませんけども、子どもに対して思っていることというのが、共通した

部分があるなというふうに思いながら聞かせてもらっています。 

Ｃグループのほうでは、まず、自分について、本人について、こんな子

どもになってほしいなということ、それから、対他者ということで、他人

に対してこんな子どもになってほしいな、また、地域に対してということ

で、三つにグループ分けをしました。 

自分のことについては、やはり自分が好きな子どもであるとか、夢を持

ったり目標があったり、自分の好きな熱中できることが見つかって、それ

に対して一生懸命に取り組む子どもになってほしいなという意見が出てき

ました。対他者に対しては、挨拶ができるとか、困った人がいたら声をか

けて助けてあげるとか、つながりがあるような子どもになってほしいと。

人とつながれる子になってほしい、コミュニケーションが大事だなという

話をしました。地域に対しては、地域の中に入って、自分のふるさとが好

きな子どもになってほしいという意見が出てきています。 

ここからかわります。家庭、地域でどう生かしていくかということです。

青が家庭、黄色が地域です。まず、先ほど三つの自分、それから他者、地

域というもの、三つのグループ分けをしたんですけど、それに基づいて話

をしますと、まず対自分ということで、家庭がどういう役割を果たすかと

いうことであれば、まずは、家庭というのは、基本的な生活習慣の基本が

あるところですから、まず、家庭で基本的な生活習慣、お手伝い、しつけ
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のあたりをきちんとするということ、それから、家庭の中できちっと感謝

の言葉をあらわす、それから、きちんと挨拶をする、そうすることで、自

尊感情のようなものが育っていくのではないかということ。あとは、笑顔

があるとか、しっかり食べるとか、そういうことが家庭の中で育まれてい

くことが大事かなという意見が出ました。 

続いて、人とのつながりの部分でいうと、まず家庭の中では、家庭の中

でも親を尊重するとか、親が人権感覚を持って、身近なところでいうと、

夫婦間で仲よくするとか、おじいちゃんおばあちゃんの否定をしないとい

うか、そこを大事にする姿勢を親がまず見せるということで、子どもの他

者への関りが育っていくのではないかということ。それから、あと、三つ

目ですね。地域のことでいうと、まず、親が進んで地域の行事に参加する、

地域の役員であるとか消防、それから、親戚とかの行事、親戚とか集まる

行事なんかにも積極的に参加することで、子ども達は地域にどんどん愛情

を持つんじゃないかということです。 

地域の役割としてでいうと、まず、イベントとか魅力を感じるもの、そ

れから、丹波市ですから、丹波市の魅力を、娯楽施設はいっぱいあるんで

すよね、遠くへ行くと、都会へ行くと。でも、もっと身近に丹波の魅力を

感じる部分がたくさんある、歴史であるとか文化財であるとかを大事にし

て、子ども達にもそういう、学校でも学習するけど、家でも地域の学びを

たくさんふやすということです。それから、地域で子どもを育てるという

こと、だから、他人の子どもでも遠慮なく注意ができたりとか、また、そ

れを許せるような親でありたいということです。最後には、地域で孤独を

感じさせないような雰囲気であるとか、地域で困っている人を助けられる

ようなコミュニティができたらということで、そういうものが子ども達の

人とかかわるところにつながっていくのではないかという話になりました。

以上です。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、ありがとうございました。最後にというか、このワークショ

ップの最後に、それぞれのグループで今、発表いただいたんですけど、他

のグループのところで、どうしてもこれだけはお尋ねしたいというような

ところがあれば、意見交換のような形で、少しだけ時間をとれたらなと思

いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

  

（委員）          すみません、うちのグループの中で出てきたことなんですけど、地域、

家庭という言葉がいっぱいあって、その地域という言葉に限っていうなら、

どこを指してるか。概念じゃないですけど、地域っていうものの捉え方を

どう持っていくかによって、今後の教育の体系というのが変わってくるの

かなということを改めて感じておるところなんです。やはり、ここで出さ

れた地域というのは、自治会であったりとか、家庭とつながってる自治会

がほとんどであって、それが仮に丹波市として捉えるには、じゃあ、これ

がどこまで生かせられるのかなと。そのあたりで久下さんも、一番最初に、

委員も質問されたんじゃないかなと思うんですけど、地域というところの

捉まえ方が、ビジョンが見えてないところで話をしてしまうと、やはりね

らいが見えなくなってしまうというところが、委員からも出されたのかな

ということで、ちょっとつけ足したいと思います。地域の捉まえ方をどう

考えていったらいいのか。 

 

（足立教育総務課長）    今、地域の捉え方ということで、今言われたように、自治会もあれば小

学校区という地域もあるし、あるいは、旧町域という地域もあると思うん

ですが、どれが正解ということは、多分ないと思うんですけども、今、教

育長の冒頭の話の中では、コミュニティ・スクール、地域とともにある学
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校づくりということを考えると、一つには、小学校区というのが核になる

のかなというふうに、これは私が今、そう思ってるんですけども、これか

らの議論の中で、その辺は定義づけも必要になるのかなというふうに思い

ます。ということでよろしいでしょうか。 

他、何かございますでしょうか。 

それでは、ないようでしたら、このワークショップについては、ここま

でということにさせていただきます。一旦、会長さんのほうに。 

 

（安藤会長）        皆さん、どうもありがとうございました。やはり最後の質問、鋭い質問

がやはり出てくるぐらい、いいワークショップになったのかなというのが

私の個人的な感想であります。どうも御協力ありがとうございました。 

 

次第           ５ その他 

 

（安藤会長）        その他のところに行きたいと思うんですけども、次回の進め方について

の話をお願いします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、引き続き失礼します。５番のその他というところで、次回の

進め方ということで書かせていただいておりますが、本日、ワークショッ

プをいただいたいろんな御意見については、事務局のほうで、今日のこの

模造紙のほうを回収をさせていただいて、まとめるというよりも、意見を

一旦、全部羅列していったような形のものをつくりたいと思っております。

そういったことをもとにですけど、計画ですんで、次回には骨子になると

思います。それから章立てといったようなところまで御提案をさせていた

だきたいというふうに考えております。次回については、そういったとこ

ろでの議論をいただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。今のような流れでよろしいでしょうか。皆さ

ん、大丈夫でしょうか。 

 

次第           ６ 次回の審議会日程 

 

（安藤会長）        それでは、次回の審議日程のほうお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、失礼をします。次回の審議会の日程ですけども、今日が４月

１７日ということでございますが、ちょっと５月については、大型連休も

あったりしますので、飛ばさせていただいて、少し飛ぶんですけども、６

月２７日木曜日の午後３時ということで、ちょっと時間的にはいつもの時

間からおくれますが、３時に山南庁舎の３階の会議室、前回の会議の場所

でさせていただきたいというふうに考えております。 

 

（安藤会長）        次回の会議日程について、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、次回、６月２７日でよろしくお願いいたします。 

それから、本日、冒頭に前回質疑の回答についてということで、時間の

関係で、机上配付ということでさせていただきました。最後に時間があれ

ば意見交換をと思っておったんですが、今日のところ、時間がありません

ので、教育委員会の考え方をお示ししてる分について、さらに御質問等あ

る場合には、またメールとか書面で、事務局のほうまでいただけましたら、

次回の会議の時にでもお答えをしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 
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次第           ７ 閉会 

 

（安藤会長）        それでは、最後、閉会ということで、田中副会長様のほうから御挨拶を

お願いいたします。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、第３回丹波市教育振興基本計画審議会を閉会とさせ

ていただきます。今回はワークショップということで、皆さん方の意見を

さらに活発に出してもらったと思いますし、次回の会議でも御意見をどん

どん出していただけるようにお願いしたいと思います。今日はありがとう

ございました。 


