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第７回丹波市教育振興基本計画審議会 

 

◇開 会  令和元年 11月 13日（水） 午後１時 00分 

◇閉 会  令和元年 11月 13日（水） 午後 2時 30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  荒木 真也   壇  宣枝 

       細見美貴子  坂谷 高義  大木 辰史 

       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 

 ・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 

 ・教育総務課企画調整係長   船越 正一 

 

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。教育総務課の足立です。それでは、

ただいまから、第７回丹波市教育振興基本計画審議会のほうを始めさせて

いただきます。公私ともお忙しいところ、ご出席いただきありがとうござ

います。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。 

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、本日のレジュメのほうを配布

させていただいておりますので、ご確認くださいますようお願いいたしま

す。会議に先立ち、毎回ですが、皆様にお願いしたいことがございます。

本会議は、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、ご理解いただきますようお願いいた

します。 

次に、議事録作成のために、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。会議時

間のほうですが、通常 2 時間ということでございます。今日は最終の会議

ということで、もう少し早いのかなと思いますが、最大でも２時半ぐらい

までに、今日は終わりにしたいと思いますので、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、次第のほうの２番、あいさつ。当審議会の安藤会長から、ご

あいさつをいただきます。 

 

（安藤会長）        皆さん、こんにちは。お忙しいところ、ありがとうございます。 

              この審議会もですね、本日をもってですね、今のところ予定ですけども、
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無事に終えることができることになるのかな、というふうに思っておりま

す。終わりのあいさつになっているみたいな感じなんですけども、本当に

皆さんはですね、有意義なご意見をですね、まとまってここまで来れたの

かなというふうに思っております。最後、もうひと踏ん張りと言うんでし

ょうか、ありますので、また論議をですね、よろしくお願いいたします。 

 

 

次第           ３ 報告事項 

 

               パブリックコメントの結果について 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、報告事項から協議事項までにつき

ましては、会長さんの方で進行のほう、お願いいたします。 

 

（安藤会長）        はい。それでは改めまして、皆さん、こんにちは。 

              まずですね、協議事項に入る前にですね、報告事項として、パブリック

コメントの結果を事務局の方から、報告させていただきたいと思います。

で、すみません。先ほど事務局の方からもありましたように、ご発言の際

ですね、録音しておりますので、お名前等を述べてからですね、ご発言の

ほうお願いいたします。 

              それではですね、事務局から、報告をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    はい。失礼いたします。教育総務課の足立です。 

              報告事項のパブリックコメントの結果につきましては、１０月１０日か

ら１１月５日にかけて実施しました、パブリックコメントでございます。

市役所本庁舎、及び各支所、住民センター、新たにオープンしました市民

プラザ窓口と、市ホームページ上でのパブリックコメントを募集しました。 

              結果といたしましては、一件のご意見がありましたが、判読不能という

ことから、丹波市パブリックコメント手続き実施要綱第１１条第３項の規

定により、公表しないとしたことから、実質的には意見はなしということ

でございました。以上でございます。 

 

（安藤会長）        はい、ありがとうございます。 

              ただいまの報告について、委員の皆様、何かご質問、ご意見等あります

でしょうか。 

              えっと、すみません。具体的には判読不能というのは、どういう状況な

んでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    はい、教育総務課の足立です。 

              実際にパブリックコメントの意見の用紙に、どういうたらええんですか、

文字らしきものは、記入がされておりましたが、実際にこれをこう読み取

るということができないということ。それから、質問内容を確認するにも、

連絡先等については記入がされていないということから、連絡の取りよう

もないということで、実質的に意見なしという取扱いにさせていただきま

した。以上でございます。 

 

（安藤会長）        判読不能については、以上のような内容だそうですけども、それでよろ

しいでしょうか。ありがとうございます。 

 

 

次第           ３ 協議事項 
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               第２次丹波市教育振興基本計画（案）について 

 

（安藤会長）        それではですね、報告事項を終わりにさせていただきまして、次に協議

事項ですね、４番目。第２次丹波市教育振興基本計画（案）についてです。  

今回提案されている案につきましては、第６回審議会以降ですね、審議

会に、教育委員会、議会総務文教常任委員会等に意見を踏まえて事務局で

精査し、修正したものとなっております。なお、修正箇所ですね、赤字の

ほうで表記されておったかと思います。それではですね、事務局から、主

な修正箇所について、説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    はい。失礼します、教育総務課の足立です。 

              それでは、ただいま会長の方からありましたように、主な修正箇所につ

きまして、事前に配布させていただいております、丹波市教育振興基本計

画（案）によって、説明のほうさしていただきます。 

              まず、１ページから順でございますが、１ページ上段のところに、赤字

で「よりよい解決策を見出す」ということで、書かせていただかせており

ます。これは、前回の審議会で、委員の方から、ここがいわゆる「最善解」

ということになっておりましたが、ページ１７の基本方針には「よりよい

解決策を見出す」というようなことから、表記を統一してはどうかという、

ご意見をいただいておりました。それによりまして、ここは修正させてい

ただいたものでございます。 

              それから、３ページ。これも四角囲みのところでございます。基本構想

のさらに四角囲みですが「教育振興基本計画は、『丹波市総合計画』のま

ちづくり目標の一つである」というところ。従前は「基本方針」としてお

りましたが、現在総合計画はまちづくり目標ということで、目標のほう設

定しておりますんで、その表記を訂正させていただいたものでございます。 

              それから次に、６ページでございます。これ第１章の部分でございます

が、③の「地域づくりにつながる成人教育」のところで、「平成２３年か

ら」ということを、上段で追記させていただいておりますが、このことに

つきましては、第１次の計画の期間中の、さらに前半のほうですが、２３

年度から、社会教育分野が、市長部局が一部補助執行になったと、いうと

ころを触れておく必要があるかなというところで、書かしていただいて、

さらに、「生涯学習による地域の教育力向上と地域づくりの推進を図って

きた」というところを、前段で書かしていただいております。以下、その

中でというのは、従前からの表記のままということでございます。 

              それから、９ページのほうに入りまして、これも同じく第１章の③の「安

全・安心な教育環境の実現」というところですが、ここについては、従前

の第１次での実績が第４次学校施設整備計画で行ったものが、すべてちょ

っと書ききれていなかったと、いうところが１点と、それからエレベータ

ーという表記が、EV ということで、ちょっと紛らわしい表現でもあった

ということから、その表記を変えさせていただいて、ここの四行を、訂正

をさしていただいております。 

              そして、１５ページ。少しとびますが、第２章の「教育を取り巻く社会

の変化」のところの「教育政策の動向」の中の「②学習指導要領の改訂」

でございますが、２番目のぽつですね、中ほどの赤字のところですが「『主

体的・対話的で深い学び』の視点に立った授業改善を実現するために、」

というところに書いておりますが、従前、この「主体的・対話的で深い学

び」というのは、こう２つ出てきて、非常に回りくどい言い方をしてたと

いうところで、表現を変えさせていただいたということでございます。 

              そして、先に、この２１ページ。赤字は無いんですけども、この施策の
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体系図の中で、一番右側の施策の下から２番目「学校の適正規模・適正配

置」ということで、ここで止めております。従前までは「の推進」と入れ

ておりましたが、ここについては、推進すると言うよりも、こう適正規模・

適正配置を考えていく、その取組を指定しとることで、推進は取らしてい

ただいたというところでございます。あの施策ですんで、５６ページのタ

イトルのほうも、同じく訂正をさせていただいている、というところでご

ざいます。 

              それから、２２ページのところでは「次世代を生きぬく学力の育成」の

中で、施策の概要のところに「幼児期から小中学校まで学びの連続性を意

識した」ということで、ここで学びの連続性ということを、追記をさせて

いただいております。 

              また、その隣の２３ページ。この施策の成果指標のところですが、目標

値であります、成果指標１番目の「授業で、課題の解決に向けて、自分で

考え、自分から取り組んでいた児童生徒の割合」というところを、小学校

のほうを少し、結果的には下げたということですが、これは中学校のほう

が上がっていくのが、めざすべき姿ではないかというところから、ちょっ

と小学校のほうを訂正をさせていただいております。それからまた、あの、

２番のプログラミング教育のところでは、中学校のところが、中学校の全

教員の割合で４０パーセントと書いておったものを、技術教員として、こ

こは１００パーセントをめざしていくと、いうところ。それから、３番の

英語検定については、従前はセファールという表現があったんですが、書

く英語検定３級相当としておったんですが、丹波市の場合は英検でいって

おりますので、英検３級ということで、こちらのほうは訂正さしていただ

いております。 

              それから、少しとびまして、３７ページ。「地域の将来を担う人づくり」

の施策のところで、その取組項目の１番目であります「子どもたちの成長

を支える体制づくり」というところですが、基本的には大きく変わってな

いですが、ここのコミュニティ・スクールというところ、特に意識して書

く必要があるんではないかという指摘を受けておりまして、そういった表

現を、下から二行目ですね、追記をさしていただいたり、文化活動やボラ

ンティア活動というような言葉を、新たに入れさせていただいたという。 

              それから、ページちょっと戻ってしまいますが、２４ページの取組項目

の２番目のところです。「道徳教育の充実」のところですが、「特別の教

科 道徳」と、言い方何も変わってないんですが、正式な表記として、教

科と道徳の間に、一文字空けるというところで、空白を入れさせていただ

いたというところでございます。 

              それから次に、２６ページ。ここも、ちょっと戻ったかたちになります

が「健やかな体の育成」というところで「朝食を毎日食べる児童生徒の割

合」ですが、ちょっと、あの、現状値が、従前のほうの会議でちょっと違

っておりまして、再度確認したところ、９３．４パーセントというのが正

しいということで訂正をさせていただいております。 

              それから、２８ページのほうでは「フィールドを活かした教育の推進」

というところですが、取組項目の１番目の「③氷上回廊水分れフィールド

ミュージアムの活用」というところで、中央分水界の説明の仕方を少し変

えたということで、意味合いは変わっていないというところでございます。 

              それから続きまして、４０ページです。「文化芸術に親しむこころ豊か

な市民生活の醸成」のところの成果指標を２点、修正をしております。１

つは「文化ホール事業の来館者数」について、２８，０００人、目標値の

ほう修正しております。また「丹波アートコンペティションの作品応募数」

を１７０点ということで修正しておりますが、これは、こちらのほうは、

文化芸術推進基本計画でいう目標値を持ってきておりますんで、そこと整
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合性を取る、ということで合わせていただいております。 

              それから次に４２ページ。「暮らしにとけこむ図書館づくり」ですが、

取組項目の２番目のところですね「サポーターやボランティアと協働しな

がら、市民が集う親しみのある図書館をめざします。」ということで、表

現を分かりやすいように修正をさせていただいたというところ。それから

成果指標の、４３ページの成果指標の１番目、ここがあの、図書館の登録

者と市外の登録者というような、ちょっとこう、成果指標としてこう、よ

り分かりにくいという指摘もありまして、「図書館登録書のうち当該年度

に図書館資料を借受けた登録者」ということで、（有効登録者）として、

表現を変えた。目標値そのものは従前の通りと、いうことでございます。 

              それから、次の４４ページのところです。「歴史文化遺産の保存・活用

と継承」のところの、これも３番の成果指標の１番目ですが「１年以内に

地域の伝統芸能や伝統行事へ参加した、また鑑賞したことのある市民の割

合」というものの目標値を５７．０パーセントに修正しております。これ

も先ほど申し上げました、文化芸術推進基本計画との整合性を図るという

ことで、訂正をしております。 

              それから次に４８ページです。取組項目の「地域とともにある学校づく

りの推進」のところですが、取組項目の１番目の「①学校運営協議会制度

による取組の充実」というところを、少し表現を変えさせていただいてお

ります。赤字のとおりということです。それから同じく成果指標のところ

で、２番目のところ「地域の人々が学校と連携・協働して子どもの成長を

支えていると思う市民の割合」を、５０パーセントとしておりましたが、

これを重要な施策であるということから、もう少し上方修正という意味で

８０パーセントにさしていただいたと。これは前回の審議会でも少し訂正

していたんであれば報告していたかというふうに思います。 

              それから次の５０ページ「教職員の資質・能力及び学校の組織力向上」

のところでは、成果指標で１番目「授業中に ICT を活用して指導できる教

員の割合」を、これも１００パーセントに上方修正させていただいている

ということ。それから３番目の成果指標のところですが「月に４５時間以

上超過勤務を行う教員」としておりましたが、これはもう「教職員」。事

務職員であったり校長もすべて含むというのが、正解ですんで、ちょっと

修正という形で「教職員」としております。さらに目標値についても、こ

れは国のほうからの、国のほうも今度、改正がされていく中で、やっぱり

０パーセントを目指すべきということで、目標値についても「０」という

ことで、させていただいております。 

              それから、次の５３ページ「学校給食の充実」のところの成果指標の２

番目ですが、これはあの、数字をまるめさしていただいたということで、

小数点２位まで表記をしておりましたが、小数点１位でとめて「９８．４」

と「９９．５」ということで、修正をさせていただいております。 

              それから次に５６ページ「学校の適正規模・適正配置」のところですが、

成果指標につきまして「市島地域小学校統合のあり方」のところ、目標値

を前は「実施レベル」としておりましたが、令和６年の目標値としては「検

討組織による方針が確定」されるというところ、もう少し具体に書くいう

ことで、目標値を定めております。また次の「学校適正規模・適正配置の

基本方針の見直し」については、従前は令和２年度中に策定ということで

すが、令和６年度を目標値にするんであればやっぱり「見直し後の方針に

沿った取組」ということで、少しここも修正させていただいたというとこ

ろでございます。 

              それから、最後になりますが５８ページのところです。こちらのほうで

は、これはパブコメ中に委員さんからのご指摘もあって訂正を、修正を加

えておりますが、この審議会の中では、各施策の「各主体の役割」という
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ところ、こう空白で、「学校・家庭・地域」という欄だけを設けておりま

す。そのことは審議会ではご理解いただいてるんですけども、一般にこれ

を出すと記入漏れではないかと、いうこともあるので、あえてここは『空

白となっている「４．各主体の役割」を活用しながら」』ということで、

「それぞれが当事者意識を持って子どもたちの成長に関わる仕組みを構築

する」ために、こういったことを設けていますよということで、少し追記

をさせていただいたというところで、修正なりを加えさせていただいたと

いうところでございます。 

              以上が主なというか、一応すべての修正点というところで、報告をさせ

ていただきます。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。 

              それでは、ただいま事務局からですね、ご説明いただきました計画案、

全体ですね、何かご質問・ご意見のある委員の方がいらっしゃいましたら、

ご発言をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です。すみません。この計画についてではないんですけども、意見

願いたいということで、５６ページで、市島町の小学校統合協議ですね、

この間行ったんですけど、いわゆるその地域の教育を考える会ということ

が、要綱を作ってですね、自治会長もしくは自治協議会の会長がですね、

委員なってという、要綱が、結局押し付け要綱みたいなんで立ち上っとる

という、誰も解釈しとったったですね、この間で。いわゆる、反対の意見

が上がった時に。それで丹波市の教育を考える会が、いろいろ反対したわ

けなんやけど。提言をまとめた、誰もの意見を聞いた提言ですかと、いう

ようなことで、基本的にはあれ、条例を立ち上げてないんで。要綱で立て

られてるから、非常に、後でこう、提言の意味がですね、あの提言の経緯

がですね、地域で提言の経緯が、いわゆる作られてないんですよね。この

間はそういうかっこうで後で、提言ですんでまたあるいう話になったんで

すけど、その時に、これ言いよりました「PTA や地域との意見交換をもと

に統合について検討します」。PTA や統合にしますと、いうことで、結局

は PTA やそういうもんが意見を言ってでも提言の統合ありきですよと、

いう表現になってますわね。あの時の考え方やったら、教育長が基本的に

はそういう提言を真摯に受けてやります、やすい内にしますよというよう

な回答やと思うたんですけどね、それで結局、統合ということで、これ計

画がまるまっとるという解釈したらよろしいですね。これいわゆる、こう

なった時に、そこに突っ込まれる可能性があるんでね。そういうことを質

問されると思いますんで。 

 

（足立教育総務課長）    はい、ご意見ありがとうございます。 

              ちょっとこの計画とは別のところもあるんですけども、先般の市島の教

育を考えるフォーラムのところで、今おっしゃっていただいたような意見

が出てたのは事実です。で、その中で、教育委員会としては、提言という

ものを重く受け止めていると。その提言を基に、やっぱりあの、提言は５

小学校の統合ということでいただいていますんで、そのことをもう少し具

体に、今後考えていくんやということで、やっぱりそれはこの表現でいか

していただきたいということでございます。 

 

（久下委員）        久下です、すみません。 

              基本的に、これからのあの地域の人が、地域でもう一回いろいろ会議さ

してくれとか、まあいろいろありましたけど、あくまで提言を受けた統合

ということの意見を、いただくというかっこうでなるということやね。も
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しもそういう PTA とかね、あくまで目標値は統合でありますよと、いう

ことですわね。それで間違いないと。 

 

（足立教育総務課長）    あの、ここについては、統合について検討すると、いうことですし、前

回のフォーラムの時も、やはりその地域であったり、その当事者の意見を

聞かしていただきますよということで、ここでその PTA とか、というと

ころの意見を聞いて、進めていきますと。また、片方で自治振興会のほう

からもご意見いただいてて、やっぱりその当事者、保護者の意見を十分に

聞いて、これから進めて欲しいということもありますんで、そういったと

ころで、この計画のほうでは、PTA や地域の意見ということで書かしてい

ただいておる。あくまで統合について考えていくと、いうことでございま

す。 

 

（久下委員）        すみません、久下です。すみません。 

             あの時に、基本的に統合の仕方とか、そういうことに対して、書いておら

れた、そういう意見は汲み取るということになるんですかね。 

 

（足立教育総務課長）    はい。これについては今後の協議いうことですが、そういったことも含

めて、そういった考える組織なりを作って、今言われた段階的なのか、２

つなのか３つなのか、というようなことも含めて考えていくということで

の話でございました。 

 

（久下委員）        はい、久下です。すみません。 

その時に、成果指標の中で、今度、基本方針の見直しということを書い

てますね。で、今のフォーラムとか、そういう、青垣町、これから市島町

の提言が出たところでそういう、それから山南中、和田中の関係とかです

ね、そういうかっこうを加味した見直しということも入るということです

かね。いやその、やり方ですよ。 

 

（足立教育総務課長）    はい。見直しについてはこれからということになりますが、あの従前に

出てる２３年に作られたその適正規模・適正配置の基本方針というのが、

国の方針に基づいて作っているものが大半ですんで、それをもう少し地域

の実情に合わせたような形とか、今年と来年度にかけて、委員会を立ち上

げて見直していくということですんで、まだはっきりとした方向性は出て

ないです。 

 

（安藤会長）        よろしいですか。他に何かございますでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です。ちょっとお聞きするんですけどね、いやあの、住民基本条例

とか学校の関係も出てきたんですけれども、他の計画は、どういう状況な

んですかね、今。 

 

（足立教育総務課長）    あの、すべての計画は全然把握しきれてないんですけども、同じ時期に、

これちょうど総合計画も、同じ期間でさしていただいてました。総合計画

のほうで一件出てるということで、従前、これ１０年前の計画ですので非

常にたくさん出て来てしてたし、私が前に担当していた子ども・子育て計

画なんかも、第１期計画なんかではたくさんいただいたと、いうような記

憶はしてますが、今回のこの教育振興基本計画、あるいは同じ時期にやっ

た総合計画を見ると、こう意見は、向こうで一件、こっち実質ゼロ件、と

いうような結果となっております。以上です。 
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（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

              それではですね、意見が出尽くしたような感じがするんですけども、い

かがでしょうか、次に行きます。無いようであれば、よろしいですね、じ

ゃあ。勿体ぶって言うほどでもないですけど。 

              それではですね、意見、どうぞ。 

 

（久下委員）        久下です。すみません、もう一回。 

              あの、いわゆるその目標値とか適正計画で、それ終わって、それで再任

用できるという状況をつくってきてきて、結局あの水道事業のかっこう、

それから激甚の指定を受けて、前山でああいう問題が発生した。いわゆる、

３年間しかあれはできないんで、そういう期間の限定された補助事業につ

いては、マンパワーが足らんのやからああいう状態をつくってきたという

ことで、定員適正計画でこれで課に配置するものがですね、大体人数が決

まってきたと思うんですけども、これ目標値がね、これからもずっと上げ

ていくような、総合計画で出すたびにですね、こう目標値を上げていかん

なんのですかね。その辺りが、非常にこれからの、次の代のもんが苦しむ

というところでしょう。結局、５年間で１００パーセントとかいう、本当

にそれがいいんであろうかと思うたり、例えば、激甚指定されて、３年間

であれ補助金の関係で全部しないとあかん、だめであるということが、あ

あいう問題を発生さしたと、僕は思うとるんですけどね。そういうような

ことで、この目標値が、これからずっと、一時的に、ある程度止めておか

ないと、１００とか、これどうなん。これからの総合計画、前、総合計画

自体が行政改革の、行政のあれで入ってきてましたからね。結局マンパワ

ーが絡んだ、あの繰り越しみたいなものが全部増えとるわけですね。まあ

ちょっとそれは懸念ですというだけのことだけです。 

 

（足立教育総務課長）    あの、全体的なことはちょっと置かしていただいて、その目標値のとこ

ろですけど、今回も、夏頃からこの計画、案という形でお示しさせていた

だいた中で、事務局でも何度か見直しをしたり、ご意見もいただいたきな

がらしてます。結構１００パーセントというのも、確かに多いんですが、

やっぱりこれは１００パーセントめざすべき目標であるということで、設

定して、これが８０だったらいいということではなしに、結果じゃなしに、

今、５年先を見据えて、ここは１００パーセントをめざさないといけない

ものとして、挙げております。で、５年後、それの検証して１００パーセ

ント取れてなかったら、何が課題であったかと、いうようなことを、やっ

ぱりそれを PDCA サイクルの中で、図っていくべきであろうと。中には当

然、１００をめざせない目標値もたくさんある中で、現状値からこれは１

０ポイント改善しようというような、現実的な目標値の設定をしているも

のもありますので、そこはご理解をいただきたいなということと、先ほど

言われた、大きな災害が起きた時には、やっぱり市も業務継続計画という

ものを持っていまして、その中でもやっていかないといけない施策、そう

でない、もう災害復旧あるいは復興に向けて、すべてを傾注していくため

に、施策を止めないといけないというようなものも、当然中にはあります

ので、それはまたその時に、その計画に沿った取組をしていきたいという

ように思っています。以上です。 

 

（安藤会長）        それではですね、意見のほうが出尽くしたように思いますので、提案さ

れている計画案をもってですね、審議会から教育委員会の答申とさせてい

ただきたいと思いますけども、ご異議はありませんでしょうか。はい、あ

りがとうございます。 

              それではですね、意義ございませんようなので、これで協議事項を終了
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させていただきたいというふうに思います。 

              

 

次第           ４ その他 

 

             （１）教育長あいさつ 

 

（岸田教育長）       ありがとうございます。 

              第１回の審議会に置きましては、先ほど私達市教委に言われましたけど、

地域社会、「社会に開かれた教育課程」の中の社会を“地域社会”という

見方と、“未来社会”という見方に捉えていますという中でですね、２０

３０年の時代を見据えた教育のあり方、またそれから、地域あるいは保護

者の皆さんと一緒に、教育、学習を考えていく教育のあり方、この大きく

２点について諮問させていただいたところでございます。そこでそれにつ

きまして、ただいま、答申をいただいたところでございます。 

その中で、この審議会の中でお話しをさせていただきましたように、今

の子ども達というのは、正解のない、予測困難な時代で生きていかなきゃ

いけない。今の年長さんが、もう多分中堅の３０代後半くらいで、頑張っ

ている時代になるんじゃないかと思うんですが。ですから、遠い話ではな

くて、そういうところに子ども達が生きていかなきゃいけない。今、予測

困難な時代の中で生きていくためにはですね、自分で考え、自分で判断し、

自分で決定し、自分で行動する、つまり自立できる子ども達にしなければ

いけない。 

ところが、今、親も学校もですけども、子ども達がつまづかないように、

つまづきそうになったら手を出すと、いうような教育が往々にして行われ

ているんじゃないかという。多分、そういう教育を続けていると、そうい

った予測困難な時代では、子ども達は生きていけない。私はいつもあの「教

育長室から」というコラムをたまに書くんですけど、子ども達が出来なく

て困っている時に、手を出すのは「手助け」。もう子どもができるように

なっているのに、手を出すのは「手出し」と。手を出したい時こそ我慢す

る時やと、こういつも私は思ってましてですね、やはりこの自立する子ど

も達をどう作っていくかというのが、大きな課題であると。 

そのためには、時代が大きく変わって来ますから、学び続ける力をきち

っと付けてやらなきゃいけない。これは、大人もそうです。人生１００年

時代になって、今までやったら６０で退職して、あと余生を過ごすという

話ですが、多分、これからは、７０、８０まで働いていくんじゃないかな。

そうした時に、どんどんどんどん学ばなきゃいけない。ということは、子

ども達だけじゃなくて、大人も含めて学び続ける力を付けていく必要があ

るだろうと、私は考えております。先ほども言いましたけれども、来年度

から小学校では、新しい学習指導要領、全面実施になって、プログラミン

グ教育とか、外国語活動が入ってきます。教科として、入ってきます。そ

ういう中で、特に今言われているのが、「主体的・対話的で深い学び」の

視点に立った授業を改善しなさい、いうのが今、各学校で取り組んでいる

ところです。つまり、先生が与えられたことだけ答えていくという子ども

じゃなくて、子ども達自身が考えて行動する授業づくりをしていけと、い

うようなことで、そうじゃないと、生きていけないというようなことで、

言われているところです。 

そういった思いを、この令和６年までの計画に、皆さんの意見を聴きな

がら、落とし込んでいったつもりですが、先ほど委員長さんからありまし

たように、会長さんからありましたように、これを決して絵に描いた餅に

ならないように、単年度、単年度、具体的な施策を作ってですね、丹波市
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の子ども達のために取り組んでまいりたいと思いますので、今後とも、こ

の審議会は終わりますけども、いろんな立場で、またいろんなところで、

ご意見をいただいて、一緒に丹波の子ども達をはぐくんでいきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げまして、お礼に代えさせていただきま

す。本当にありがとうございました。 

 

             （２）今後のスケジュール 

 

（足立教育総務課長）    それでは、その他の項目の２番目でございます。簡単に書かしていただ

いております、今後のスケジュールについて、ご報告を申し上げておきま

す。 

              本日、答申いただきました計画案を、１１月２０日、１週間先ですが、

水曜日に、定例教育委員会に提案をさせていただきます。そしてこの教育

委員会で、承認の後、丹波市議会へ議案として、提案をさしていただく予

定となっております。可決をいただくと、正式な教育振興基本計画として、

５年間の計画を実施していくという運びになっておりますので、よろしく

お願いをしたいと、いうふうに思います。 

              今後のスケジュールにつきましては、以上となってございます。一応、

レジュメの方では、最後閉会ということで、先ほど感想もいただきました

が、副会長さんのほうから、閉会のごあいさつをいただきましたらありが

たいと、いうふうに思います。 

 

次第           ６ 閉会 

 

（田中副会長）       はい、以上をもちまして、第７回丹波市教育振興基本計画審議会を終わ

らせていただきます。長期間、皆様、ご苦労様でございました。また、先

ほどお話があったように、いろんなとこで顔を合わせるかもわかりません

ので、その時にはぜひ、議論をふっかけるなり、いろいろと活発に活動し

ていただければありがたいなと、思っております。 

              どうも、ご苦労様でした。 

 

（一同）          ありがとうございました。 

 


