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令和元年第４回丹波市教育振興基本計画審議会 会議録 

 

◇開 会  令和元年 ６月２７日（木） 午後 ３時００分 

◇閉 会  令和元年 ６月２７日（木） 午後 ４時４５分 

◇会 場  山南支所庁舎３階 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  壇  宣枝 

       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          藤原 泰志 

 ・教育部次長兼学校教育課長  足立 正徳 

 ・市民活動課長        井尻 宏幸 

 ・教育総務課長        足立  勲 

 ・学事課長          前川 孝之 

 ・子育て支援課長       上田 貴子 

 ・文化財課長         長奥 喜和 

 ・学校教育課副課長      足立 和宏 

 ・学校教育課指導主事     西垣 雅文 

 ・教育総務課企画調整係長   船越 正一 

 ・教育総務課企画調整係主幹  荒木 美保 

 

次第           １ 開会 

 

（足立教育総務課長）    失礼します。皆さん、こんにちは。第４回丹波市教育振興基本計画審議

会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。私、教育総務課の

足立勲と申します。よろしくお願いいたします。審議に入るまでの間、お

手元の次第に沿って会議のほう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。 

本日の会議資料は、事前に郵送させていただいておりますが、お忘れの

方はございませんでしょうか。また、机上に２枚、市関係の出席者名簿、

それから、７月６日のフォーラムの要項を追加資料として配付させていた

だいておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

会議に先立ちまして、あらかじめ皆様にお願いしたいことがございます。

本審議会は、原則として公開となっております。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、御理解いただきますようお願いい

たします。 

次に、議事録作成のために録音をさせていただきます。御発言の際には

お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。 

また、本日の会議時間は、概ね２時間以内を予定しております。雨のほ

うも心配でございます。午後５時までの終了予定で御審議賜りたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

 

次第           ２ あいさつ 

 

（足立教育総務課長）    それでは、次第の２番、あいさつということで、当審議会の安藤会長か

ら御挨拶をいただきます。 
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（安藤会長）        皆様、こんにちは。本日は、お忙しい、かつ足元のお悪い中、ありがと

うございます。本日も活発な御議論をお願いしたいと思います。今回は、

振興基本計画骨子の案を、今日はするということでございますので、今後

の非常に背骨となる部分であると思いますので、慎重かつ大胆な御意見を

お願いしたいというふうに思います。 

先ほど事務局のほうからありましたけども、ちょっとお天気が気になる

ところもありますので、手を抜くわけではありませんが、迅速かつ濃厚な

時間にしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ今回も御協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 

次第           ３ 委嘱書交付 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。続きまして、３番、委嘱書交付に移ります。

当審議会は、丹波市教育振興基本計画審議会条例第３条により組織されて

おり、その構成員の中には、ＰＴＡの代表が規定されております。このた

び丹波市ＰＴＡ連合会の役員改選が行われ、当審議会委員についても交代

されることになりましたので、委嘱書のほうを交付させていただきます。 

今回交代されます委員は、会議資料の最終ページの委員名簿６番目の足

立貴光委員及び７番目の壇宣枝委員の２名です。本日、足立貴光委員は御

欠席ということで御連絡をいただいております。壇委員のほうには、まこ

とに失礼ながら、机上のほうに委嘱書のほうを配付をさせていただいてお

りますので、御確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

それでは、以降の進行につきましては、安藤会長様のほうでよろしくお

願いいたします。 

 

次第           ４ 協議事項 

 

             （１）章立て・施策体系（案）について 

 

（安藤会長）        それでは、早速、協議事項に入りたいというふうに思います。今回の協

議事項は、先ほども申し上げましたとおり、教育振興基本計画の章立て及

び施策の体系案についてでございます。まず、その原案について、事務局

のほうから御説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    座ったまま失礼します。教育総務課長の足立でございます。それでは、

資料に基づきまして、第２次丹波市教育振興基本計画の章立て・施策体系

（案）を御説明申し上げます。資料は、次第の次をめくっていただいた１

ページ目と２ページ目、それから、Ａ４横向けの３枚とじの資料となって

おります。 

まず、章立てにつきましては、Ａ４縦向けのほうの資料でございますが、

前文及び第１章から第５章に分けております。前文では、「基本計画の策定

に当たって」と、基本計画策定の目的として、計画策定の趣旨及び計画期

間と構成について触れてまいります。計画期間につきましては、第１回審

議会においてもお示ししておりますとおり、丹波市総合計画と計画期間を

合わせていくため、令和２年度から令和６年度の５年間としております。 

次に、第１章では、丹波市の教育の成果と課題として、第１次丹波市教

育振興基本計画の検証を四つの基本方針ごとに行ってまいります。これに

つきましては、第２回審議会でお示ししました後期基本計画の総点検など

に基づいて検証を行ってまいります。 

次に、第２章では、教育を取り巻く社会の変化について、資料に記載の
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キーワード、人口減少社会であったり人生１００年時代、予測困難な時代

等々のキーワードをもとに、今後、教育施策で留意すべき点等について記

述してまいります。 

次に、第３章では、丹波市の教育の目指す姿とし、この章を基本構想と

位置づけます。基本理念といたしましては、第１次丹波市教育振興基本計

画の基本理念である「心豊かでたくましい人づくり」が目指す生きる力や

豊かな心を育むことを引き継いでいくことに加え、将来どこに住むことに

なったとしても、生まれ育った丹波市を自身のよりどころとする、ふるさ

とを意識する意味で、「ふるさとを愛し、心豊かでたくましい人づくり」を

基本理念といたします。 

また、この基本理念は、丹波市総合計画のまちづくり目標の一つである

「ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち」に沿ったものであると

考えています。 

基本目標としましては、次期学習指導要領の基本となる理念であります

「社会に開かれた教育課程」の考え方のもと、地域とともにある学校づく

りや主体的・対話的で深い学びを推進するために、「地域に誇りを持ち、自

分たちの未来を創る人づくり 一人ひとりが未来の創り手に」とし、その

ために必要な学び続ける力、新しい価値を創造する力、社会で自立できる

力の三つの資質能力を育成することとします。 

次に、基本目標を達成するため、学校教育を中心とする「生きる力を育

む教育の推進」、「生涯学習・社会教育を中心とする生涯を通じて学び、活

躍できる生涯学習の推進」、そして、これらの教育を支えるために「学びを

支える環境の整備」の三つを基本方針とします。 

資料２ページのほうをご覧ください。 

第４章では、基本計画及び施策体系を示しています。基本計画は、先ほ

ど申し上げました三つの基本方針のもとに各施策を体系づけたものとなっ

ています。詳しくは、次ページ以降で説明をさせていただきます。 

最後に、第５章では、計画の進行管理を示しています。ここでは、教育

委員会施策の自己点検・自己評価及び有識者による外部評価を活用し、Ｐ

ＤＣＡサイクルのもと計画の評価・検証を行っていくこととしています。 

続いて、Ａ４横向けの資料１ページから３ページをご覧ください。 

こちらのほうは、先ほど申し上げました第４章の基本計画及び施策体系

であります。左側は、現計画である第１次後期基本計画の施策体系、右側

は、次期計画である第２次基本計画案を記載しています。左側の第１次後

期基本計画では、基本方針、施策に加えて、令和元年度の取り組み項目も

掲載をしております。右側の次期計画では、取り組み項目までは掲載をし

ておりません。本日の審議で施策体系が固まった段階で書き込んでいく予

定にしております。 

まず、基本方針１番目、「生きる力を育む教育の推進」では、（１）から

（３）については、基礎基本となる知徳体として、いわゆる学力、心の育

成、健やかな体づくりとして、前回の計画を踏襲しております。次に（４）

では、丹波市の特色として、自然を生かした学習やキャリア教育などを丹

波のフィールドを生かした教育の推進として施策名をつけております。

（５）は、認定こども園における質の高い幼児教育・保育を提供するため

の幼児教育・保育の推進であります。（６）では、特別支援教育を初め、一

人一人のニーズに応じた教育の推進、（７）では、人権教育の推進を掲げて

おります。 

第１次計画で掲載しておりました（４）の「子どもたちの連続した学び

の保障」は、あえて施策として特出しはしておりませんが、次期計画の（１）

の「次世代を生き抜く学力の育成」であるとか、（５）の「幼児教育・保育

の推進」の中に、これらの取り組みを含んでまいります。また、（８）の「学
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校の組織力及び教職員の資質能力の向上」は、基本方針三つ目の「学びを

支える環境の整備」のほうに移行させていきます。 

次に、２ページをご覧ください。 

基本方針２番目、「生涯を通じて学び活躍できる生涯学習の推進」では、

（１）の「家庭教育の推進」については変わらず挙げております。（２）で

は、「青少年の健全育成」と第１次計画ではしていたものを、「地域の将来

を担う人づくりの推進」として、地域の教育力による人づくりを掲げてお

ります。（３）では、第１次計画では、成人教育、そして、高齢者教育とし

て、（３）（４）として区分していたものを、年代を問わずに生涯学習等に

より学んだことを地域社会に還元することを意識して、「学びの成果を生

かせる社会教育の推進」としました。次に、（４）の「文化・芸術活動」か

ら図書館については、（５）「暮らしに溶け込む図書館づくり」として、施

策をベースに抜き出しをさせていただいております。（７）では、「豊かな

人権文化を創造する人権教育」として、この生涯学習・社会教育の基本方

針の中に入れております。第１次計画では、一つの基本方針、「豊かな人権

文化の創造・定着」として、四つの基本方針の一つの基本方針としており

ましたが、次期計画では、学校教育分野、生涯学習・社会教育分野それぞ

れに人権教育を施策として位置づけることで体系化をしているということ

でございます。 

次に、３ページのほうをご覧ください。 

基本方針３番目、「学びを支える環境の整備」では、（１）で「学校、家

庭、地域が協働して取り組む地域とともにある学校づくりの推進」を新規

施策として挙げています。（２）では、前計画では、基本方針の１番目に掲

げていた施策をこの基本方針に位置づけております。そして、学校給食、

学習環境の整備・充実、学校の適正規模・適正配置の推進は、大きく変更

していません。そして、第１次計画の（８）「子育て支援施策の充実」及び

（９）「要保護児童対策の充実」については、来年度から市組織の再編によ

り児童福祉部門が市長部局に移管されることから、教育委員会施策ではな

くなるため、教育振興基本計画のほうからは削除をしていくということに

しております。 

最後に（６）として、「教育委員活動の活性化」として、新教育委員会制

度のもとでのチェック体制確立や教育委員と関係団体・機関との意見交換

による教育施策への反映などを推進していきます。以上で、第２次丹波市

教育振興基本計画の章立て、施策体系の案の説明とさせていただきます。

以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、今から事務局に御説明をしていた

だいた章立て及び施策の体系案について審議をしていきたいと思います。

これからの、ちょっと進め方で御提案なんですけども、全体をやっていく

と、どこに、ぶれそうですので、まず一つずつ時間は割いていって、個別

に検討していきたいと思いますけども、その方法でよろしいでしょうか。 

では、そのように進めさせていただきたいというふうに思います。 

それでは、まず資料の１ページのほうですが、まず、章立てについてい

かがでしょうか。何か御意見等はございますでしょうか。前文、第１章、

第２章、第３章、第４章、第５章から成るものでございますけれども、い

かがでしょうか。 

なお、第３章の基本目標については、前回の審議会の時に、教育長のほ

うから御説明いただいたスライドの資料ですね、私の手元にもありますけ

ども、この資料でまとめられていますので、前回の資料もちょっと参考い

ただいて、何か御意見を賜れればと思います。 

何もないようでしたら、もう章立てを全部、皆様の御了承をいただいた
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ということで、次に進むことになりますけども、よろしいでしょうか。 

それでは、章立ての大きな方向については御承認をいただいたというこ

とで進めさせていただきたいというふうに思います。ただ、１点、やはり

第３章の１、２、３については、何か御意見があれば賜ったほうがいいと

思うんですけれども。 

 

（委員）          ちょっとお聞きするんですけど、基本的に、この章の組み換えとかあっ

たんですけど、その流れによって、これ、固定じゃなくて、また変化して、

これを章につけ加えるとか、そういうようなことはできるわけですか。結

局、はっきりわかってないんで。 

それと、今、質問、どう質問したらええんか、ちょっとわかりにくいん

ですわ。いわゆる章立てとか何かについては、基本的に、昔の１次を受け

継いだ格好で章立てができてますんで、当然、変える必要はないという、

初めての審議会でやってきたものですので、変える必要ないということで

理解するわけなんですけど。 

あとは、基本的には、基本方針とかそこら辺が協議する内容ではないん

ですかね。だから、結局、前の審議会でした１次基本計画によって章立て

してるから、それはあまり変えるということは、ちょっと難しいと思うん

ですけど。 

 

（安藤会長）        もちろん、その御意見はごもっともなんですけども、やはりちょっと時

代もたっていますので、もし必要があればということで。ないようであれ

ば、もう、具体的な施策のほうに入ってもいいかなとは思っております。 

それでは、もう具体的な施策のほうに入っていくということでよろしい

でしょうか。章立てはもう基本的にはお認めいただいたということで。 

ありがとうございます。それでは、章立てについては、委員の皆様から

お認めいただいたということで、続いては、４章の施策の具体的な中身に

ついての検討に入ってまいりたいというふうに思います。別刷りの資料で

すね、この横向きの資料をもとに御意見を頂戴できればというふうに思い

ます。 

それでは、これも同様に、まず、「生きる力を育む教育の推進」で。 

 

（岸田教育長）       すみません、ちょっとおくれまして、どうもすみません。今ちょっとず

っと言ったんですけど、章立てのことで、１章、２章、３章というのはい

いと思うんですが、ただ、今回、第３章の基本理念なり基本目標につきま

しては、今までのものと変えておりますので、このあたり、これでよいか

どうか、御意見はできたらいただきたい。前は、「心豊かでたくましい人づ

くり」ということで、今度は「ふるさとを愛する」という、こういうキー

ワードを入れたということと、前は、「丹波に学び、丹波で育つ、丹波を担

う人づくり」、「市民総がかりで推進する丹波の教育」で、これ、一番初め

の前期計画の時に、相当すったもんだしてつけた基本目標なんですけども、

今度は、ふるさとを愛するっていうことで、やはり丹波に誇りを持つとい

う、地域に愛着と誇りを持った上で、自分たちの未来をつくる。これから

新しい時代に入っていきますし、最近、文部科学省と経済産業省からそれ

ぞれ、これからの教育についての新しい取りまとめが公表された中で、相

当、学校教育というのが大きく変わっていこうとしてます。今の学級、学

年というのがそのままあるのかどうかということも問い直されようとして

る中で、学校のあり方というのは、すごく変わっていきます。 

なので、そういう時代に子どもたちが出ていっても、しっかりと自分た

ちの生き方を見つけられるということで、自分たちが未来をつくるという

形に変えました。「人づくり」としたのは、これは子どもだけのことじゃな
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くて、人生１００年時代になると、大人もやっぱりこういった地域に誇り

を持って自分たちの未来をつくるというような思いで、今回、思い切って、

基本理念並びに基本目標を変えたところがあります。 

御意見をお伺いしたいのは、前回のほうがええんじゃないかとか、ある

いは、もしこうするんであれば、こういう表現でもいいんじゃないかとか、

もし御意見があれば、一番僕は、骨太になるところでございまして、具体

的には、学び続ける力と新しい価値を創造する力と社会で自立できる子の

力と、この三つを育む、それを育むために、今から検討していただこうと

した、いわゆる第４章があるわけなんですけども、その４章の内容をつく

り出すのは、この第３章の内容なので、もしここで御意見をお伺いできる

んであれば、少しお伺いしたいなというのが本音でございまして、いや、

ええんやということでしたら、それでいいんですけど、ちょっと御意見が

ありましたらお願いしたいなと思います。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。教育長からの熱い御要望でもありますので、ぜ

ひいま一度、読んでいただいて、これからの時代、１００年を見据えた丹

波のまず最初の第一歩を飾るにふさわしい基本理念と目標であるのかとい

う点から、いま一度ちょっと御検討のほうをよろしくお願いいたします。 

 

（委員）          ３章ではないんですけど、ちょっとお聞きしたいのは、第４章の次世代

を生き抜く学力の育成と。次世代というのは、第５、いわゆる超スマート

社会ということの考え方なんですかね。次世代という概念が、ちょっとよ

くわからんもんやから。それに基づいて、逆から言ったら、それに基づい

て基本理念ができ上がって。だから、そう考えた時に、ちょっと次世代と

いうのが。 

それと、地域という、３章で言われる基本目標で、地域という概念。地

域概念がもうちょっとようわからへんのです。だから、今までは丹波市と

か何か違っとったと思うんですけど。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    失礼します。ここにある次世代なんですけれども、ソサエティー５．０

というような社会ももちろん目指してはおるんですけれども、これから子

ども達が迎える社会というのは、本当に想像がつかないような社会になり

ますので、そういった中で、やっぱり子ども達がたくましく生き抜いてい

く力、自ら課題を見つけて、それを解決できるような力を育んでいく必要

があると考えてます。具体的には、プログラミングとかもそうですし英語

とかもそうですし、そういったものを含めて、次世代と捉えて、ここには

挙げております。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。地域についてはいかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃったのは、３章の地域でありますかね。 

 

（委員）          基本目標。 

 

（足立教育総務課長）    基本目標。 

 

（委員）          ３章の基本目標について。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課の足立です。ここの地域というのは、丹波市という地域であ
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って、地域社会という意味が一番大きいといいますか、ふるさとという、

基本理念の中では言ってますし、そういう概念で捉えております。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にはいかがでしょうか。 

今のところで言えば、恐らく次世代という表現は、多分、第２章のこの

教育を取り巻く社会の変化全体から多分来ている言葉なのかなというふう

に思いますので、例えば、第２章のタイトルになってるように、括弧で何

か次世代の何とかとか、多分、そういうのがあれば、もうちょっと４章に

出てくるものとの整合性がわかるのではないかと個人的には考えましたけ

れども。他はいかがでしょうか。 

 

（田中副会長）       すみません、田中です。先ほどのところなんですけど、「ふるさとを愛し

心豊かでたくましい人づくり」というところの「ふるさと」というのは、

先ほど説明があったように、丹波市として考えればいいんですかね。ちょ

っと私の校区、小川小学校なんですけど、地域、コミュニティ・スクール

の前の段階で、いろいろ討議した中で、ふるさとを愛しとか、地域に誇り

を持ってとかというようなお話をしたことがあるんです。中には、外から

来られたお母さんとかいらっしゃいますので、その方にとってのふるさと

というのは、例えば、京都なのか和歌山なのかということになりますね。 

地域に誇りを持つということに対しては、一般的に地域ということで理

解したほうがいいのか。それと、小学校、中学校の教育の基本計画、小中

の。高校に行って、高校はちょっと遠くのほうへ行くとかなってきて、大

学ということになってくると、まただんだん、言うたら、地域から離れて

いくような気がするんです。それを、地域を離れるなというような教育は

できないと思いますし、逆に、世界に向かって飛び立っていこうというよ

うな教育を他のところを読むと、生きる力もそうですし、絡んでくると思

うんですよね。だから、ここをちょっと慎重に言葉を使わないと、という

気がちょっとしました。すみません。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。今、非常に難しいことというか、難しいですけども

核心を突く御提案だったかと思うんですけど。 

 

（足立教育総務課長）    今言われたふるさとであったり地域というところと、田中副会長さん言

われた、ずっと地域におりなさいということではなしに、将来、社会に出

て、丹波市以外に移り住むことになって、世界で活躍するようになったと

しても、この地域、言いかえれば丹波市に誇りを持ってほしいということ

であったり、また、別の言い方をすれば、ふるさと丹波市を愛して、他地

域でも活躍してもらうというような意味合いで、ふるさとであったり地域

であったりという言葉は使わせていただいております。 

また、先ほども、冒頭の説明でも少しふれましたけど、自身のよりどこ

ろという意味合いで、ふるさとというのはよく使われておりますので、郷

土愛とか、そういったものも含んだふるさとというような捉え方をしてい

ただければありがたいなと思ってます。 

 

（安藤会長）        他はいかがでしょうか。 

 

（岸田教育長）       今の御意見、ありがとうございます。前回も丹波を担うという、「担う」

というところで、相当議論が出まして、担うというのは同じことで、誇り

をここにいないといけないのかという、当時、このアンケートをつくった

時に、そこが先ほどもちょっと言いました基本目標で結構、議論になった

と。担うというのは、やっぱり、外に出てても担えるんじゃないかという、
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結局、一番丹波市で議論になるのは、学力をつければつけるほど、出てい

ってしまうと。そこそこ学力はいいというような文化というような方も、

まだ丹波市には残ってたりして、これからやっぱり、もっともっと飛び立

てるようになって、世界に飛び立てという場合もあるし、そういうあたり

がいろいろあると思うんですね。そういう中で、担うという時にも議論に

なったと思うんですけど、このふるさとというのも、必ずしも、生まれ育

ったところがふるさとではない場合がありますね。ただ、そういったもの、

自分にとってのふるさとが、まず愛せるということが、心豊かなものの土

壌ではないかという。ふるさとというのは、今、田中さんが言われたよう

に、人それぞれのふるさとというのがあっていいと思うし。 

これを「地域」ということにしたのは、「丹波市」としなかったのは、地

域とともにある学校づくりという言葉を使ってるんですが、学校、家庭、

地域とかと言いますよね。だから、自分の住んでる、丹波市というのは、

自分の生活圏という中で、まずそこで愛着と誇りを持つということが、丹

波を担う第一歩であると、その担い方というのは、いようが出ようが、ど

ちらでもいいんですけど、どこに子ども達がいてもいいんですけども、や

はり自分たちが生まれ育った、自分の生活の中の地域を、まず誇りを持っ

て愛着を持たないと、それがまず、自分だけの未来だけを考えてるわけで

はないということで、あえてふるさとと地域とという言葉にちょっとこだ

わったということと、ここ５年では、地域とともにある学校づくりという

ことで、学校運営協議会制度の、いわゆるコミュニティ・スクールをツー

ルとした学校、家庭、地域が一体となって子どもを育む学校教育を推進、

あるいは社会教育を推進していきたいというような思いがあったので、前

の丹波を担うという基本目標等も、意味合いはよく似てるんですけど、そ

れをさらに一歩進めた形で、何か基本目標にしたいということで、こうい

う表現に入れさせていただいたところです。ここも、やっぱり地域という

のとふるさとという、二つの、この２種類を使っちゃいますので、いろん

な思いがあって、中でも検討したりする時にも意見が出たところではあり

ます。 

それから、次世代につきましても、前は、確かな学力の定着だったか、

何か、最初はそう書いてたんですけど、やはり、確かな学力ももちろん必

要なんですけど、やはり今、会長さん言われたように、第２章のところに

ある程度書き込んで、そういう社会の中で生きていくために必要な力とい

うものをきちっと書き込んでいく必要があるだろうと。２０２１年の１月

には、もう大学入試が変わったものが、１月１６、１７日にもう実施が決

まりましたので、そう大きく、今の高校２年生以下の子にしたら、入試一

つ変わるということは、学び方がすごく変わってくるということなので、

やはりそういう意味で、確かな学力と同時に、次の力を育んでいかないと

いけないんじゃないかということで、次世代という言葉に表現したという

ところです。 

 

（安藤会長）        今、御説明がありましたけれども、いかがでしょうか。もしくは、他に

何か御意見があれば。 

 

（委員）          丹波という言葉が出てくるのは、どのあたりから出てきますか。丹波市

の振興計画なんで、丹波という言葉がどのあたりから出てきます。 

 

（岸田教育長）       どのあたりかというのは、これから検討していくわけですが、この中で、

第４章の中で、この間、定例教育委員会、教育委員会の中でも話があった

んですけども、例えば、これの１ページの、「丹波のフィールドを生かした

教育の推進」というところがあるんですよ。丹波って、何が魅力ですかと
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いうアンケートをすると、自然です、豊かな自然ですとか言われるんです

けど、じゃあ、子ども達が自然の中で生かされてるか、あるいは、生きて

るかというと、川にも行かない、山にも行かない、虫も捕まえない。なの

で、気持ちは神戸にいるような丹波になる。 

やはりここが、今、久下さん言われたとおりで、丹波じゃないと、丹波

ならではの振興計画ではないと、普通に書いてしまったら、隣の市に持っ

ていっても通じるような振興基本計画では意味ないので、丹波の自然を生

かした教育というと、どんなことができるんだろうと。やっぱりそういう

特色ある書き込みをこの中にしていかないとという話ですね。 

次世代のところでもそうです。確かな学力といったら、どこの県でも、

どこの市でも、どこでも言うてますけど、やっぱり次世代をこの丹波、先

ほど言ったように、学力というものを、例えば、年配の方やったら、もう

おまえ、勉強せんでいいさかい、家おってくれやというような中で、どう

いう子どもの学力をつけていくんだという、丹波の持ってる課題というも

のをできるだけ書き込んでいく。だから、言葉として、出るか出ないかと

いうと、ちょっとこれから書き込みの中で多分出てくるんだろうけど、活

字で今、出してるのは、この（４）のところだけなんですけど、答えにな

ったかどうかわかりませんけど。 

 

（委員）          それと、すみません。今までは、平仮名の「たんば」を使うとったんや

けど、漢字のこの「丹波」というところを使ったのは、何か。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課、足立です。今回、この第１章の（４）で「丹波」という漢

字にしております。今、御指摘があったように、従前は平仮名でしたが、

特にあまりそこを意識せずに、今のところは書いております。また、今後

の審議の中で、どちらがよいのかもお決めいただければというふうに思い

ます。 

 

（安藤会長）        委員は、例えば、この「丹波を愛し」とか「丹波に誇りを持ち」ってい

うその基本理念、基本目標のほうが、やっぱりいいんじゃないかというよ

うな御提案だったんでしょうか。 

 

（委員）          考え方として、丹波市の指標なので、丹波市、丹波という言葉を最初、

早く出してきたほうがいいんかなというような意識で。それとこの、丹波

篠山というようなことになってきましたんで、丹波という部分は、逆に早

く打ち出せないかなと思ったような気がしたんですけどね。いわゆる今、

教育長言われますように、丹波独特のものをつくるんやと、どこでもいい、

基本計画の何％か何十％がどこどこと一緒やというような格好か、それは、

参酌してつくるということになってますんで、大半が同じになってくるわ

けですね。国の基本計画に基づくから。 

と思ったんですけど、そういうことで、丹波というものを愛さんといか

んのかと思っただけで。 

 

（安藤会長）        貴重な御意見だと思いますので、丹波市という言葉を、丹波でもいいと

思うんですけど、いつ出すかとか、どう強調するかというのは、もし何か

今、御意見があれば、ちょっと他の委員さんからも、そこはお聞きしたい

んですけども。 

御意見がちょっと出ないようですので、今までの議論で、事務局として

はいかがでしょうか。 

 

（藤原教育部長）      教育部長の藤原です。特に御意見がないようでしたら、この基本理念な
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り基本目標により、後の文面を進めていきたいと思いますので、またこう

いう中身をまた推し進めていく中で、もし、この言葉よりこっち側のほう

が、もう少しいいんじゃないかなということも出てくるかもしれませんの

で、今ちょっと、章立てとか項目で話をずっとさせていただいてるので、

あまり中身を書いた上での章とか項目じゃないと思いますので、その辺見

ながら、また、次回の審議会の時には、中身を提案をしてもらいますので、

その時の中で、ちょっと御意見いただけたらというような感じがしますの

で、よろしくお願いします。 

 

（安藤会長）        それでは、項目としての、今は据え置きにさせていただきまして、次回

以降は、内容が詳細に決まった段階で、再検討、もしくは、もっと内容の

ほうで丹波らしさというのを打ち出すことを、次回以降、議論するという

ことで、この章立てについては概ねお認めいただいたということでよろし

いでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、章立てはこの原案のとおりにお認め

いただいたということで、続いて、施策の具体的な中身のほうに入りたい

と思いますので、この横書きのほうの資料を出していただければというふ

うに思います。 

それでは、この横書きの資料について、まず第一番目の基本施策である

「生きる力を育む学校教育の充実」の中身について、御議論していただき

たいというふうに思いますが、委員の皆様から何か御意見はございますで

しょうか。御意見、御質問ですね。ありましたら、お願いいたします。 

特に前回からの変更点ですよね。そこについて御意見をいただければと

思います。 

 

（委員）          失礼します。１のところで言ったらいいのか、３のところで言ったらい

いのかなと思いながら今、手を挙げさせていただきました。先ほど、丹波

市らしさという言葉が出てきましたので、ちょっとそれに関連をしまして、

この施策の流れとして、予測困難な時代にという言葉がいっぱい出てきた

と思うんです。それって、今の子ども達が予測困難な時代に取りこぼされ

たらだめとか、おくれないようにとかって、何かそういうことじゃなくて、

誰も取りこぼさない、みんなが住みやすいまちづくりという発想が土台と

して大事なのかなと思います。 

この会ではなくて、他の部署がされていることなんですけれども、例え

ば、障がい福祉課中心に、誰もが住みやすいまちづくりという取り組みを

されていたり、丹波市障がい者の施策推進委員会というので、障がい者に

ついてのいろんな施策が話し合われるというようなこともされています。 

質問の中で、本校の児童生徒に関係することで、丹波市にはないものが

あるんです。医療的ケアといって、気管切開、たんが詰まって息ができな

くなってしまわないように、のどのところに穴をあけて、たんの吸引をし

てもらっている子がいます。それから、胃ろうといって、胃に穴をあけて

もらって、直接に食事を胃の中に流し込んでとっているというような子も

います。学校にいる間は、本校でも医療的ケアの子が過ごしています。 

前後でいうたら、こども園の受け入れはありません。こども園の時代に

は、現在、こども発達支援センターになって、７月からはミルネに移動す

るもみじのほうで、昨年度の途中から看護師さんを見つけてくださって、

受け入れてくださることになりまして、もみじで過ごしている子ども達も

います。今年度から、その看護師さんが、学校にその子たちも通うように

なりましたので、小学部の子ども達も受け入れるというように、徐々に受

け入れの幅を広げてくださっています。 

問題は、卒業後、丹波市には、医療的ケアの子たちを受け入れていただ
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ける施設がないんです。その一方で、とっても丹波市にはいいものがあっ

て、市立の看護学校があるんです。なので、ちょっとそのメリットを生か

せる形で福祉と教育と連携ができたらいいなというふうに思っています。

医療的ケアの子を助けてもらいたい部分もあるんですけれども、本当に医

療的ケアの部分も含めてなんですけれども、とっても元気な小学生だった

り高校生だったりするんです。すごく学校が好きで、友達が好きで、音楽

が好きで、集団が好きでっていうので活動しています。でも、その当たり

前の学生生活を支えるのって、そのちょっとした医療的ケアなんです。そ

の子たちと過ごしていたら、私たちも本当に、仕事だと忘れるぐらい、と

っても楽しいです。なので、その子たちといたら、とっても楽しいって思

ってくれる子は、たくさんいると思います。思っていただける方も、たく

さんいると思います。 

その中で、その医療的ケアの子を、普通の生活を支えられる技術を習得

するための勉強をする場所がこの丹波市にはあるので、何かうまいこと連

携できたらいいなと。何かパイプをつくっていただけるようなことが、こ

の中に記載していただけたらいいなというふうに思っています。よろしく

お願いします。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。重要な視点を御提案いただいたのかなと思いま

すけど、事務局はどうでしょうか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   ありがとうございます。非常に今、委員長もおっしゃってたんですけれ

ども、重要な視点を教えていただきましたので、今、教育長のほうも、教

育と、それから、他の、うちの教育部だけではなくて、他の福祉部とか、

そういった横の連携を非常に大事にしていかなあかんということで、そう

いった話し合いの機会も多々持っておりますので、何とかそういった場も、

情報共有とかもしながら、この中に落とし込んでいけるような形で考えて

いきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

 

（安藤会長）        それでは、今の委員の御意見については、また今後、ちょっと検討して

いただいて、また次回以降の具体的な施策になった時に、また議論できれ

ばなと思います。 

 

（委員）          お尋ねするんですけど、３ページに、３ページの上の教育委員会の首長

部局に事務が入って、行政事務が首長事務に入ったところについての８、

９については、これは、載らへんということになるわけですね。恐らく考

え方、福祉関係は載らへんということになるんですわ。だから、これを検

討せんといかん。だから、首長の下に入った、教育委員会が首長の下に入

らないものだけが来とるのやけど、置いてあるんやけど、文化財係が置い

てあるようなことで。あとは、首長の下に座って、福祉とか全部、首長の

下にあるんやけど、これが、今までは、子育てとか支援とか、こういう格

好が、いろいろ今、細見さんが言われたような格好が、ここにはうたわれ

ないという、この考え方でいうたらするかなと思ったんですけど。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    今、委員さんが言われる分については、いわゆる行政の組織上の話の中

で、今、児童福祉の部門を教育委員会が補助執行させていただいてます。

それが来年度から市長部局へ返っていくということで、恐らく教育委員会

の事業、施策になってこないので、この教育振興基本計画からは外します

よという意味合いです。 
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一方で、委員さんが言われたのは、いわゆる教育と福祉の連携の話をし

ていただいたかと思いますので、それは、さっき次長がお答えしたように、

いろんな横の連携をしながら、具体的施策にたどり着ければ一番いいんで

すけども、そういうものを検討していきましょうという、教育の部分で、

何かそこと連携がとれないかということの話ではなかったかなと思います

ので、ちょっとこの８番、９番というのは、行政の組織上の中でどうして

も外れていくということで御理解いただきたいというふうに思います。 

 

（委員）          それは理解しとるんですけど、基本的に今、細見さんが言われたことを、

この振興計画の中にどううたうかということに対して、お考え願いますと

いうことだけです。条例は難しい。部局事務やないことを問うたのかとい

うことになってくるんで。 

 

（藤原教育部長）      すみません、教育部長の藤原です。先ほど申しました子育てとか要保護

児童の対策については、市長部局で来年度から執行するということになり

ますので、除くということになるんですが、先ほども教育総務課長が申し

ましたように、委員さん言われた分については、教育と福祉と健康、そう

いうあたりをどのように連携してったら、教育のほうによりうまくつない

でいけるというのか、連携していけるのかということを、どういう形にな

るか、ちょっと、今の時点では具体的にこの項でこう書きますとかいうの

はちょっと言えないんですが、今日の御意見を聞いた中で、学校教育なり

社会教育の中で、もしそういうところが出せるなら、書いていきたいとい

うように思っております。その辺、また内部で協議をさせていただいて、

この表現といいますか、させていただきたいなというように思います。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。恐らく、１か３のところで、文章としてそうい

う横の連携を駆使するというようなこと、文言は入れていくというような

形になるのではないかなというふうに思います。またこれは、次回以降、

完成というか、完成した案をまた皆さんで議論できればと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員）          質問にもなるんですけれども、１ページ目、１枚目の右側、第２次のと

ころについて、１「生きる力を育む教育の推進」ですよね。１次のほうで

は、「学校教育の充実」ということで、「学校」という言葉がついてたんで

すが、こちらのほうは「教育」ということで、もしかすると、先ほど章立

てのところでの基本理念なり基本目標が「人づくり」というところにコン

セプトが行っているので、そういう意味で「学校」という言葉を抜かれた

のかなと思ったりもするんですが、実際、生きる力を育む教育の推進の両

括弧つきを見ていくと、何か学校教育中心になっているのかなと。それが、

次の２ページの２番のところで行くと、それが生涯学習に繋がって、とい

うふうに見れるんですけども、そしたら、その１番のところも、「学校教育

の推進」とかという形になるのかなと。ちょっとそのあたりの事情なり、

わかれば教えていただきたいというのと、理由は何かなと思うんですけど。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   意見、ありがとうございます。今、おっしゃったような意味合いで、学

校教育を外しているところもあるんですが、これからの時代というのは、

学校だけで子ども達を育んでいくのは、非常に難しい、地域、家庭、それ

ぞれが当事者意識を持って育んでいただくことが大事やというようなこと

で、ここは一旦、外してはおるんですけれども、確かに言われるように、



 

- 13 - 

１の部分で、学校教育の色合いが強いんですが、例えば、（４）の「丹波の

フィールドを生かした教育」のあたりで、地域の中で今ある、例えば、美

術館であったり、あるいは生き物のふれあいの里であったり、そういった

施設も生かしながら育てていくというような意味合いもありまして、もち

ろん幼児教育でしたら、こども園との連携もありますので、そういった意

味で、学校教育というだけじゃなくて、いろんな力も借りるという意味で、

教育と捉えているとしているところでございます。 

 

（安藤会長）        委員よろしいでしょうか。何かあればおっしゃっていただいて。 

 

（委員）          章立てというところではないと思うんで、この基本計画の具体的な取り

組み施策のところになってくると思うんです。この教育、２次のほうの生

きる力を育む教育の推進というところのこの「教育」というのは、例えば、

コミュニティ・スクールも含んでという形になるならば、何かあえて、教

育というのは幅が広いので、こういって教育ってここに書いてしまうなら

ば、生涯教育というか、生涯学習の分野も踏襲されてしまいそうな感覚を

受けたんです。２番の内容が、１番の大もとからの項目に入るような内容

に感じたので。だから、そういう意味でいったらについては、ちょっと２

番と少し分け方が明確になるような。意味合いはわかったんですけど、こ

の言葉を見ると、という感じを受けたので。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    また他の委員さんの御意見もお伺いして、考えてはいきたいと思ってお

るんですけれども、県の基本計画とかもありまして、そういったものを参

酌しながら、つくりはしておりますので、また他の委員の御意見がありま

したら、お聞かせ願えたらというように思います。 

 

（安藤会長）        他の委員さんはいかがでしょうか。これ、県の施策も同じ言葉なんでし

たっけ。私、手元になくて。同じワード。 

 

（足立教育総務課長）    漢字が違う分があります。 

 

（安藤会長）        漢字が。いかがでしょうか、ほか。 

 

（足立教育総務課長）    そしたら、今、委員さんおっしゃられてるように、確かに、施策の中心

は学校教育になってますので、県を参酌して、こういう表現も使わせては

もらってますが、他にそちらのほうがわかりやすいということであれば、

丹波市としては、県の文言そのままじゃなしに、学校教育としていくこと

も、何ら差し支えないかなというふうには思っております。 

 

（委員）          自治基本条例に基づいて、生涯学習はうとうてるんで、この振興計画に

基づいて、学校というものをうとうたほうが、教育基本計画に基づいて、

学校教育基本計画ではないんで、それだから、教育というのは、学校とい

うのは当然聞こえた中で、今度はまとまったと思うんやけど、やはり生涯

学習と学校側の関係とかは分けたほうが。戸惑いますわ。 

 

（安藤会長）        他に御意見ある方はいらっしゃいますか。 

 

（委員）          ２ページの２の生涯学習を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進とな

っておるんですが、生涯学習計画をつくった時に、知識循環型生涯学習と
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いうことをうたうてますんで、知識循環型学習の推進という格好にはなら

んですかね。２７年に生涯学習計画をつくったから。そういうことで、こ

の間の話も、知識循環型ということなんで、生涯学習については、知識循

環型の生涯学習の推進という格好がええと思うんですけど。 

 

（安藤会長）        タイトルを「生涯を通じて学び、活躍できる知識循環型生涯学習の推進」

と書くほうがいいのではないかと。 

 

（委員）          これ、生涯学習って、知識循環型という格好を問うたんです。 

 

（安藤会長）        すみません、ちょっと２に入ってしまったので。１をちょっと再度、整

理をして、２に入りたいと思います。１については、今、委員が言われた

ように、学校教育という文言をとりあえず次回の案では入れていただいて、

またその文章との検討を通して、最終的に学校教育とするか、教育とする

かというのを、また委員さんの御意見をちょっと賜りたいと思いますけれ

ども、そういう形で、まずは事務局に原案作成をお願いするということで

よろしいでしょうか。 

それでは、１については、以上で、今のところ終わりにしたいというふ

うに思います。ありがとうございました。 

それでは、２番ですね。生涯学習のほうに参りたいと思いますけども、

今、委員さんのほうから出てきた知識循環型という、生涯学習計画のほう

に載っている文言をどうこの教育振興基本計画に生かすかということにつ

いて、他の委員さんから何か御意見等、頂戴できればありがたいと思うの

ですが。 

他の委員さんからの、ちょっと御意見がないようですので、委員のこと

について、事務局としてはいかがでしょうか。 

 

（井尻市民活動課長）    市民活動課長の井尻と申します。生涯学習基本計画については、今、委

員さんが言われたとおり、生涯学習基本計画の前期計画の中で、この内容

についてうたっております。 

今回の教育振興基本計画においても、同じ言葉で、例えば、２の（３）

のところで、学びの成果を生かせるという循環社会の内容がタイトルとし

ては入っておると思いますので、その中で、生涯学習基本計画にうたって

いる内容を幾らか示させていただいたらどうかなというふうに思います。 

 

（安藤会長）        いかがですか。 

 

（委員）          よろしいです。生涯学習計画が２７年にできて、忘れてないかなと。 

 

（井尻市民活動課長）    すみません、市民活動課長の井尻です。現在、生涯学習基本計画の改定

も本年度から始めておるところでございまして、その内容についても置き

かえて、教育振興基本計画に次ぐ内容で調整を行っておりますので、御安

心をください。 

 

（安藤会長）        知識循環型というワードは、例えば、学びの成果を生かせるというよう

な文言に含まれていますし、また、生涯学習計画のほうも、こちらと連動

して充実を図るというコメントがありましたので、というところです。 

他にいかがでしょうか。生涯学習の分野ですけれども。お願いします。 

 

（委員）          文字にこだわって見てしまうということではないんですけど、例えば、

この２番の（１）についても、家庭教育の推進という形で結局終わってし
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まうと、どうもやっぱり、何かしっくりこないというか。先ほどのおっし

ゃってた内容も含めると、家庭教育なんだろうなと思うし、地域も家庭も

学校も、生涯学習にはっていう形になるんだろうから、それでいいんだろ

うなと思いつつ、心安らぐ場となる家庭教育の推進というふうに書くと、

これはやっぱり、あくまでも教育振興基本計画であって、そこで何かひっ

かかるかなと。 

かといって、１次のところで進めてきた内容をそのまま言葉を使ってし

まうのも何なのかなというふうに思いますので、例えば、家庭教育の支援

の推進とか、ちょっとややこしくなるんですけど。家庭教育というそのも

のを生涯学習の推進の中でつくり上げていくという意味合いを残して、だ

から、家庭教育支援という一固まりじゃなくて、家庭教育というものを、

そのものを支援するということの推進というふうにしたほうが、よりしっ

くりくるのかなと思ったりしたんです。変わらなければ結構です。 

 

（安藤会長）        要は、直接的なコメントというより、間接的なというような意味合いで

すかね。委員のおっしゃってることは。 

 

（委員）          生涯学習で、家庭教育の推進は、誰がするのか。主体はどこに。 

 

（安藤会長）        主体は保護者とか家庭ですよね。推進するのは家庭ですからね。 

 

（委員）          だから、保護者とか地域が、自分の家に帰って家庭教育をするようにす

る。それを。 

 

（安藤会長）        その条件、それを支援するというように。 

 

（委員）          そうです。 

 

（安藤会長）        というような意味合いの文言が必要という、非常に難しい話。でも、意

味合いとしては、非常におっしゃってる意味はわかるかなというように思

います。まず、事務局からちょっと回答いただいた後に。 

 

（足立教育総務課長）    すみません、そしたら、今、委員さんおっしゃっていただいたところは、

また検討はさせていただくということで、意味合いについてはよくわかり

ました。 

今、一つ、前回の審議会で教育長のほうから御説明を申し上げました今

後５年間の教育の方向性の中で、基本方針の一つ目は、学校を中心とした

学校とこども園の役割を書かせていただいてますし、今、検討いただいて

ます第２の基本方針は、家庭の役割と地域の役割、他は文化財とか、その

地域に含まれるものもあるんですが、そこの役割でもって、基本目標を達

成していこうというところの章になっておりますので、そういう考えのも

とにこの章立てというか基本方針を立てておりますということを御理解い

ただきたいなというふうに思います。 

指摘の分については、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

 

（委員）          私も、言おうかな、言うまいかなと、いろいろと迷ってたんですけど、

何か言葉のもじりを捕まえていうような感じになるのも嫌だなと思ってた

んですけど、先ほど委員が言われましたけれども、「心安らぐ場となる家庭

教育の推進」と、ここには文であるんですけれども、若干この心安らぐ場

となるというような、一つ、これは色合いのついた言葉なんですよね。で

すから、そういうのをというところに、若干、ひっかかりがあったわけな
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んです。 

でも、心安らぐ場となるということ自体は、何も悪い意味じゃないんで

す。確かにそういう場となる家庭というのは、当然のごとく必要であるわ

けなんですけれども、そういう場を行政のほうから逆につくっていけると

か、それをおまえたちつくれとかいうことであっては、またいけないし。 

ですから、今、委員が言われたような、そういう家庭教育を支援するよ

うに推進するとか、そういうふうに持っていくほうが、もう少し意味が通

じやすいのかなというようなことを感じました。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。 

 

（足立教育総務課長）    御意見ありがとうございます。施策名のタイトルは別にして、今言われ

た家庭の役割というのは、非常に大きなウエイトを占めております。今後

この施策の中身を書き込んでいく中で、何も行政がこうあらなければなら

ないとか、そういう書き方をするんではなしに、第１次の基本計画の中で

も触れているようなことを踏襲していく中で、家庭教育の役割、あるいは

教育力の向上について触れていきたいなというふうに思っております。 

この文言については、まだまだ御検討いただいたらと思いますが、施策

の意味合いとしては、そういうところで思っております。以上です。 

 

（岸田教育長）       ちょっと補足しますけど、家庭、地域、学校の一体的で、地域とともに

ある学校というのは、よりキーワードとしてありまして、家庭、それから

地域、学校ということを大きく書きたいということで、前回入れてもらっ

てもいいんですけど、前回は、「健全な心を育む家庭教育力の向上」という

タイトルで、学習機会の提供の充実であったり、それから相談体制の充実

であったり、支援をしていくようなあたりで書き込んでますので、それが

変わるわけじゃないので、今回の言葉については、入れ直すにしても、だ

から、最初、３章にこだわったのは、うちがこの５年で目指そうとしてる

のは、地域とともにある学校、いわゆる学校、家庭、地域が当事者意識を

持つという、そういうことなんですよね。それを今度打ち出していきたい

ということなんです。 

今は、どちらかというと、言葉は悪いですけど、いわゆる家庭は学校に

対してサービス業のように思ってるけど、それを学校が全部抱え込んでい

るというようなところがあったり、そうじゃなくて、やはり家庭は家庭で、

きちっとした役割があるでしょうと。当事者として。学校は学校として、

ちゃんとした知識を渡す役割があるでしょうと。地域は、やっぱり担って

くれる子ども達を育てる役割があるでしょうという、それをやっぱり、当

事者なんですよという、だから、そういう当事者意識をきちっと持ちまし

ょうということを、何かここでうたい込んでいきたいんですよね。 

だから、誰のせいにするわけじゃなくて、みんなでやって、責任をお互

いにそれぞれカバーし合って、やっぱりそういうような丹波市色というも

のを何とかうたい込みたいということで、心安らぐというのは、私がこの

間、前回出した、Ａ４一枚の中の言葉をちょっと拾ってつくってくれとる

んですけど、こういう文言訂正はさせていただくとして、思いとしては、

そういうような書き込みをこの中でしていきたいということなんです。 

それと、もう一つは、どうしても学校教育だけでは、もうやれなくて、

学校教育以外のものをどういうかというと、社会教育といいますよね。だ

から、もう一つは社会教育をきちっとやっていかないと、とてもじゃない

けど、学校で飽和状態になってる子ども達に対してどうするかということ

も、ここでやっていくということなんです。 

当然、だから、先ほど市民活動課長が言われたように、今、生涯学習の
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ほうをつくられてますけど、そういった計画は当然、この中にも入れ込ん

でいかないと、やはりだめじゃないかなと思ってますので、そういうちょ

っと意味合いが、今度はちょっと濃くなってきてるということなんですよ

ね。前回より。ちょっと補足ということで。そういう考え方で、まずはち

ょっと御意見いただければとは思いますが。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。前回のを見ても、やっぱり支援という言葉は使

われているので、恐らく、それにさらに、今、教育長おっしゃったように

３者できちんと教育に関する責任を持っていこうという意味合いは、これ

に込められているということですけども、それを踏まえて、また何か御意

見がいらっしゃる方は。どうぞ。 

 

（委員）          先ほどの教育長さんの話で、ストンと落ちたような感じでいけるんで、

だったらということで、先ほどの１番と同じように、育成というところで、

言葉がありますので、ここは家庭教育とか、人づくりとか、社会教育とい

うところでの推進という言葉を外してしまったほうが、むしろその意味合

いは主体的にならないかなというようなことを感じました。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。他に今の委員の御意見に対して御意見のある委員は

いらっしゃいますか。 

一応、委員、この学校教育のほうは、「推進」がついてても、別に。「生

きる力を育む学校教育の推進」とか。 

 

（委員）          それで行くと、２番のタイトルのところは、「生涯を通じて学び、活躍で

きる生涯学習の推進」ですので、これは、並行でどちらも推進する内容な

んだという、具体的な推進内容は何なのといったら、例えば、豊かな心の

育成であったりとか。推進するものじゃなくて、育成を何か目的にしてい

くとか、目標にしていくという意味に考えると、どれも推進するんだから、

（１）（２）（３）の何とかの推進というのは、もう要らないと思います。

そのほうが主体的に見えるかなと。 

 

（安藤会長）        他に何か御意見のある方は。 

事務局のほう、いかがでしょうか。生涯学習の推進という言葉があるの

であれば、家庭教育、人づくり、社会教育等については、推進という文言

は不要ではないかという。 

 

（藤原教育部長）      教育部長の藤原でございます。大きな項目の中に生涯学習の推進とかい

うのがあるというような状況もありますし、それぞれ推進、推進というよ

うなことばかり、言葉じりでいいましたら、同じになってますので、この

あたりも中身の項目、小項目といいますか、今日は出てませんが、前回の

部分でしたら、家庭教育の中で、教育支援の推進とか、地域ぐるみの子育

て支援とかといって書かせていただいておる部分の項目の中で書くことに

よって、また推進が要るのか要らないのかという、その辺も出てこようか

と思うんです。 

今もちょっと教育長と言ってたのですが、この後、していただく学びを

支える環境の整備のところで、（５）で「学校の適正規模・適正配置の推進」

と書いておるんですが、「推進」ということは、もう、平たくいうと学校統

合を進めていくんですよみたいにとられんこともないと。そういうことで

はない意味でのことを書いておるつもりなんで、その辺がどうなのかとい

うことも含めて、中身を書かせていただいた時の中に、また御意見いただ

くほうがいいのかなというような感じがしましたので、また、そのあたり
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が次回、出させていただいた時に、御意見、項目については、特にこう書

いたほうがええん違うんかなというようなことをいただけたらうれしいな

というような感じがいたしました。 

 

（安藤会長）        それでは、小見出しのほうの文言については、また次回以降、正式な文

章案ができてから、また委員の皆様にちょっと御意見を賜りたいというよ

うに思いますので、それで進めるということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、続いて、３ページの「学びを支える

環境の整備」というところに参りたいというふうに思います。 

先ほども一つ出てきてはおりますけれども、それ以外に何かありました

ら、御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（委員）          確認です。今言われたことの（１）「地域とともにある学校づくりの推進」

ということについては、地域の教育を考える会とか、ああいうことのイメ

ージで、結局、今、部長が言われましたように、いわゆる、だから、そう

いうことに読み取られる今、時期ですよということ。時期が、今の時期は

そういうことですやん。結局、青垣から上がってきて、山南、和田中とい

うて、順番に市島も検討してもろうたし、そういう格好で進んでるから、

それをさらに推進するという意味にとられかねないなという気もするんで

す。 

 

（足立教育総務課長）    ここの（１）のところは、いわゆる学校統合のことを言ってるんではな

しに、コミュニティ・スクールをツールとした地域とともにある学校づく

りを進めていこうというところで、具体な取り組みとしては、コミュニテ

ィ・スクールを挙げていくということなんですが、施策ですね、学校づく

りのほうを出して書かせていただいていると。 

統合につきましては、（５）適正配置・適正規模のところで書かせていた

だくことになります。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。どうぞ。 

 

（委員）          そういうことで、ちょっとさらにお聞きしたいんですけど、５の学校の

適正規模・適正配置の推進と、これが適正ですよ、これが配置ですよとい

う案を持って推進するわけですね。だから、その案を当然、そこで提示す

るわけですね。 

 

（足立教育総務課長）    ここのところでは、具体な案を提示するというよりも、学校適正規模・

適正配置の基本方針というのを、今ですと平成２２年度に策定をして、今、

それをもとに各地域で取り組みをしていただいてるんですが、１０年を経

過しますので、この第２次基本計画の間に、また基本方針の見直しを行う

というところでもって、触れさせていただくことになろうかというふうに

思っております。以上です。 

 

（委員）          確認ですけど、教育委員会が方針を出した、あの方針の。今言うてる、

１０年間の云々。教育委員会の方針を出してる。 

 

（足立教育総務課長）    今言われる平成２２年度につくってる方針のことです。それとは別に、

今、各地域で動いてる山南の中学校の統合、それから、これから現在提言

をいただいている市島地域のことについては、２次計画の中でも触れてい

くことにはなるというふうに思います。 
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（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

特にないようであれば、この環境の整備についての審議は、また具体的

な文言を皆さんで読み合わせしてからということにしたいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

それでは、３についても、そういう方向でお認めいただいたということ

にしたいと思います。 

それで、少しちょっとお時間がありますので、２枚目のほうにちょっと

戻っていただきたいんですけども、実は、今回の振興基本計画では、以前

の振興基本計画では４本立てで、人権が一つの章というか節というか、出

てはいたんですけども、今回の振興基本計画では、要は、人権教育は、全

ての基盤になっているものだという意味合いも込めまして、要は、各施策

の中にそれぞれ分けて入れるというような書き方に変更をさせていただい

ているわけですけれども、最後、これについて、委員の皆様からの、ちょ

っと御意見を頂戴をしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

（委員）          自治基本条例をつくる時も、人権はベースにあるということで、生涯教

育をうたったわけです。ということで、人権は全てのベースであるから、

新たにうたう必要はないというような格好で、住民基本条例ができ上がっ

てます。というようなことですんで、ベースにあるということで、認識を

どこで、文面でつけるかということに行ったらええと思うんですけど。 

 

（安藤会長）        今、委員の御意見はこういう形でしたけども、いかがでしょうか。 

特に他に御意見がないようですので、人権教育については、事務局のほ

うからの御提案どおりに、各施策にベースとしての位置づけで記載すると。

ただ、文面としてはありましたように、どこかにそういった文言を入れた

ほうがいいのではないかということについては、またちょっと改めて事務

局のほうで文案作成の時に御議論いただいて、また次回というふうにした

いと思いますけども、いかがでしょう、事務局のほう。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、各全ての施

策の根底にあるということが人権でありますが、特に人権教育の分につい

ては、教育委員会施策でもありますので、今、学校教育の中でも触れてい

きますし、社会教育、生涯学習の中でも一つの施策として触れていくよう

に、それぞれの１と２の基本方針の中の最後の施策ということで、今、書

かせていただいておりますので、具体的にはここで書き込みをさせていた

だくということで御理解いただけたらというふうに思います。 

 

（安藤会長）        一応、これで本日の審議は全て終えたわけですけども、また改めて、何

か、最後になりますけども、御意見のある委員がいらっしゃいましたら、

御意見賜りたいんですけれども、いかがでしょうか。 

それでは、よろしいでしょうか。 

それでは、審議への御協力ありがとうございました。一旦、これで審議

を終えさせていただきまして、また進行を事務局のほうに戻したいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次第           ５ その他 

 

次第           ６ 次回の審議会日程 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、協議事項のほうが終わりましたの

で、次、５番のその他ということで、次第のほうに書かせていただいてお
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りますが、一つ目は、今後のスケジュールということでございます。６番

の次回審議会の日程を協議いただくまでに、今後のスケジュールというこ

とで日程を入れておりますが、御確認をいただきたいというふうに思いま

す。本日が、第４回の審議会ということで、６月２７日でございます。 

実は、次回の審議会を、６番にも書いておりますが、８月２８日水曜日

の１４時からでお世話になりたいというところを考えております。ここで

は、今日御審議いただいた章立て、施策体系をもとに、具体な施策を書き

込んでいった中で、素案として御提示をさせていただいて、それの審議を

お世話になりたいというところで思っております。 

この審議会といたしましては、その素案審議決定を受けまして、１１月

に第６回というような流れ、そして、そのところでは、特に修正がなけれ

ば、もう答申という形でお世話になれればというふうに思っておりますが、

その間に、教育委員会での協議、あるいは、これ、最終的に議案になって

きますので、議会への中間報告、あるいはパブリックコメントといった手

続等もございますので、そのことをこの今後のスケジュールの中に書き込

みをさせていただいております。 

今後の審議会といたしましては、順調にいけば、８月２８日の第５回、

そして、１１月中旬の第６回というようなところかなと思いますが、審議

の過程によっては、もう一度開催をいただかなんということもあろうかと

思います。いずれにしても、１２月の議会には議案としてこの教育振興基

本計画を提案をしていくということになりますので、御審議のほどよろし

くお願いしたいというふうに思っております。 

それから、その他のもう１点といたしましては、本日机上に配付をさせ

ていただいておりますＡ４一枚もので、地域とともにある学校づくり、先

ほどの施策の中の一つにもあったかと思いますが、コミュニティ・スクー

ルを推進していく上で、もう近々ですが、令和元年７月６日の土曜日に氷

上住民センターの大会議室のほうで、地域とともにある学校づくりの推進

フォーラムのほうを開催をさせていただきます。講師には、文部科学省の

ほうから西祐樹氏をお招きして開催をさせていただきますので、この審議

会委員の皆様も、ぜひ御出席のほうをいただきますようにお願いを申し上

げます。 

それとまた、本日、説明等はできませんでしたが、第３回の審議会にお

いて、ワークショップを３班に分かれてお世話になりました。その時に出

ましたポストイットに書いていただいた御意見を羅列という形にはなって

しまうんですけども、班ごとに意見をまとめさせていただいておりますの

で、また今後、具体な施策の書き込み等、確認いただく中では、そういっ

たところで、この中のキーワードもあわせて確認いただければというふう

に思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

事務局からのその他と、次回の審議日程の提案を一緒にさせていただき

ましたけども、こちらのほうからは以上でございます。 

 

（委員）          ８月２８日前に、結局、素案を送ってくれるというのは、いつごろにな

る予定ですか。 

 

（足立教育総務課長）    恐らく今回は、今の骨子に肉づけをしたものなんで、相当のボリューム

があると思いますので、遅くとも１週間前にはお届けをさせていただきた

いなと思うんですが、ちょっとこちらのほうも、書き込みに相当時間が要

るかなというふうには思っております。以上です。 

 

次第           ７ 閉会 
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（足立教育総務課長）    そしたら、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

いただければと思います。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、第４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。皆さんにおかれましては、長時間、慎重審議していただ

きまして、会議の進行に協力していただきましたこと、厚くお礼申し上げ

ます。まだ雨が降っておるかどうか、あれなんですけど、ちょっと大雨と

いうような情報もありますので、気をつけてお帰り願いたいと思います。

どうも今日はありがとうございました。 

 

 


