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平成２９年９月２０日

1  はじめに

　 篠山市教育委員会では、教育基本法に基づき、平成２６年１１月策定の「第２期　篠山き

らめき教育プラン（篠山市教育振興基本計画）」に基づき、篠山の教育を進めています。

　 篠山市は、緑豊かな山々に囲まれ、里に広がる農地と集落、そこで受け継がれてきた四

季折々の農の営みや先人たちが創り上げてきた文化があります。創造農村「人・自然・文化

が織りなす食と農の都」の実現に向け、「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」という多

篠 山 市 教 育 委 員 会

　 平成２８年度の篠山の教育に係る執行状況について、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第２６条第１項の規定に基づき、その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、報告書としてまとめました。

様性を重視した教育に取り組みました。

　 この点検評価は、平成２８年度の教育施策を振り返るとともに、篠山の教育がより確かな

ものとして充実するため、広く市民の皆さんと、篠山の教育の達成度や次なる展開に向け

課題や実績を共有したく考えています。
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・加藤　明　氏　（関西福祉大学　学長）

・向井　祥隆　氏　（社会教育委員・公民館運営審議会議長）

・溝畑　和美　氏　（前 味間認定こども園長）

　

２　教育委員会の点検・評価について

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第２６条第２項【抜粋】)

　推進目標として掲げてきた施策について「実績と成果」を点検するとともに、「課題と次な
る展開」について評価をしました。
　併せて、この点検・評価を行うに当たって、外部有識者の意見を掲載して、今後の施策
に反映します。また、各事業の成果指標に対する実績も資料として掲載しています。

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第二十六条 　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に
委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委
任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結
果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２ 　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の
知見の活用を図るものとする。

●対象

　　  平成２８年度に全戸配布しました『篠山の教育（主要施策版）』に掲載の事業

●点検・評価の方法

●外部有識者

●点検・評価の根拠法
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採決結果

【議案】

可決

可決

可決

可決

可決

可決

※移動教育委員会（中央図書館・味間こども園）

可決

可決

可決

可決

可決

可決

３　教育委員会会議等　教育委員活動の実績

第１号　平成２８年度９月補正予算案を市長に提案することについて

第２号　篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱の一部を改正する要綱
の制定について

第３号　篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定に
ついて

【協議事項】

第１号　第１号　平成２７年度教育委員会の点検・評価について

審議時間【2時間35分】

第４回定例会（H28.7.13）

【議案】

第１号　平成２９年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択について

審議時間【2時間9分】

第５回定例会（H28.8.17）

【議案】

審議時間【2時間15分】

第３回定例会（H28.6.22）

【議案】

第１号　社会教育委員・公民館運営審議会委員の委嘱について

第２号　篠山市図書館協議会委員の委嘱について

審議時間【2時間4分】

審議時間【2時間11分】

第２回定例会（H28.5.25）

【議案】

第１号  平成28年度6月補正予算案を市長に提案することについて

第２号　篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について

第３号  篠山市教育支援委員会委員の委嘱について

１　教育委員会会議　…　定例会　　12回　　臨時会　　1回

議案等の内容

第１回定例会(H28.4.20)

第１号　篠山市立認定こども園条例の一部を改正する条例を市長に提案することについて

第２号　篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例を市
長に提案することについて

第３号　篠山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について
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可決

可決

可決

可決

可決

※移動教育委員会（篠山市立西紀中学校）

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

審議時間【3時間35分】

第３号　篠山市立太古の生きもの館条例を市長に提案することについて

第４号　篠山市保育所規則の一部を改正する規則を制定することについて

第５号　篠山市立認定こども園規則の一部を改正する規則を制定することについて

第６号　篠山市多子世帯保育料軽減事業助成要綱の一部を改正する要綱を制定すること
について

【協議事項】

第１号　平成２９年度「篠山の教育」（素案）について

第１号　主体的・対話的で深い学びのある授業形態の工夫について

審議時間【2時間10分】

第９回定例会（H28.12.13)

【議案】

第１号　平成２９年度当初予算案を市長に提案することについて

第２号　篠山市基金条例の一部を改正する条例を市長に提案することについて

審議時間【2時間40分】

第８回定例会（H28.11.16)

【議案】

第１号　平成２８年度１２月補正予算案を市長に提案することについて

第２号　平成２９年度公立学校教職員異動方針について

【協議事項】

第１号　篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則の一部を改正する規則の制定
について

第２号　篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する
規則の制定について

第３号　篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ
いて

第４号　篠山市学校給食運営規程の一部を改正する訓令の制定について

【協議事項】

第１号　子どもの可能性を伸ばすキャリア教育の充実について

第６回定例会（H28.9.14）

【議案】

第１号　平成２７年度教育委員会の点検・評価について

審議時間【3時間29分】

第７回定例会（H28.10.18）

【議案】
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

承認

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

審議時間【20分】

第８号　御徒士町景観整備補助金交付要綱の制定について

審議時間【2時間30分】

第13回臨時会（H29.3.29)

【議案】

第１号　篠山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について

第２号　篠山市教育委員会事務局等事務処理規程の一部を改正する訓令の制定について

第２号　みどり賞表彰要綱の一部を改正する要綱の制定について

第３号　三宅剣龍賞表彰要綱の一部を改正する要綱の制定について

第４号　篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について

第５号　篠山市立学校地域運営協議会設置要綱の廃止について

第６号　篠山市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定に
ついて

第７号　篠山市立太古の生きもの館条例施行規則の制定について

第２号　篠山市病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について

第３号　篠山市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

審議時間【2時間50分】

第12回定例会（H29.3.22)

【議案】

第１号　篠山市安全衛生委員会学校特別部会運営要領の一部を改正する訓令の制定につ
いて

【協議事項】

第１号　平成２９年度「篠山の教育」（案）について

審議時間【3時間20分】

第11回定例会（H29.2.9）

【議案】

第１号　教育方針「平成２９年度篠山の教育」の策定について

第４号　みどり賞被表彰者の決定について

第５号　三宅剣龍賞被表彰者の決定について

第６号　篠山市無形民俗文化財の指定について

【承認事項】

第１号　篠山市篠山伝統的建造物群保存地区保存計画の一部変更について

第２号　篠山市福住伝統的建造物群保存地区保存計画の一部変更について

第10回定例会（H29.1.17）

【議案】

第１号　平成２８年度３月補正予算案を市長に提案することについて

第２号　篠山市基金条例の一部を改正する条例を市長に提案することについて

第３号　篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例を市長に提案することについて
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２　総合教育会議

３　教育委員研修等

①　丹波地区教育委員会連合会

開催日
H28.8.3

H28.10.13

H28.1.27

②　兵庫県市町村教育委員会連合会
開催日

H28.5.13

③　近畿市町村教育委員会連絡協議会
開催日

H28.10.25
紀の川市 演題　「大学のもつ力を地域教育に活かすには」
　粉河ふるさとセンター 　　　　　　講師：近畿大学生物理工学部

　　　　　　　　　　地域交流センター長　仁藤　伸昌　氏

　　　　　　講師：放送大学教養学部　教授　小川　正人　氏

開催場所 研修等の内容
和歌山市 ・研修大会

開催場所 研修等の内容
姫路市 ・総会・研修会

イーグレひめじ 地教行法改正の論議と新教育委員会制度の課題

池田市・神戸市 池田市教育委員会『小中一貫教育の取組み』
神戸市立博物館『特別展　古代ギリシャ～時空を超えた旅～』

丹波市 ・第２回　研修会
山南住民センター 講演：教職員のメンタルヘルスについて考える

　　　　　　　　　～燃え尽きる前にどう支えあうか～

　　　　　　　　　　講師：兵庫教育大学大学院学校教育研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　　新井　肇　氏

丹波市 ・総会及び第１回研修会
柏原住民センター 講演：効果のある学校に見られる７つのルール

　　　　　　　　　　講師：お茶の水女子大学　　教授　浜野　隆　氏

【報告・協議事項】
・将来を見据えた進路指導について
・篠山の教育について

開催場所 研修等の内容

第２回　総合教育会議 ※市内県立高等学校関係者を招いての情報共有及び意見交換
【報告・協議事項】
・篠山の教育について

第３回　総合教育会議 ※市内塾関係者を招いての情報共有及び意見交換

第１回　総合教育会議
【報告・協議事項】
・篠山市教育大綱の進捗状況について
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④　人権教育研修
開催日

H28.7.30

H28.10.1・2

H28.11.26・27

４　式典・行事等

①　学校（園）訪問

②　入学（園）式・卒業（園）式

③　篠山市高齢者大学等開・閉講式

④　市内幼・小・中・特別支援学校体育大会・運動会

⑤　篠山ABCマラソン大会

⑥多紀小学校開校式
開催日

H28.4.3

開催場所 主　な　内　容

多紀小学校 多紀小学校開校式

芦屋ルナ・ホール テーマ
「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を
確立しよう」

大阪府 ・全国人権・同和教育研究大会

和泉市立人権文化セ
ンター

テーマ
「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を
確立しよう」

篠山市 ・兵庫県人権教育研究大会丹波地区大会

中央図書館・四季の森
生涯学習センター

テーマ
「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を
確立しよう」

芦屋市 ・兵庫県人権教育研究大会中央大会兼丹波地区大会

開催場所 研修等の内容
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

１－１ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援
○キャリア形成の支援
　「キャリア教育推進体制の整備」「キャリアプランニング能力（夢や目標をもち、具体の計画を立
て、それに向かって進んでいく力）の育成」「社会参画への意欲・態度等の育成」「多様な体験活
動の実施」を通して、社会的自立に必要な態度や能力を育てる。
○小中連携心のサポート事業の実施
　９年間の発達や学びの連続性を踏まえ、キャリア形成の支援や生きる力の育成が図れるよう、小
中連携のあり方について、実践的な研究を行う。また、小・中学校連携の充実にも取り組む。

○キャリア形成の支援
　各校の実態に応じて兵庫県が作成するキャリアノートを活用するよう促すとともに、キャリア教育
の推進状況調査を通じて、各校の取組状況を把握し、前年度よりも取組の充実が図られるよう促
した。各校ともにキャリア教育担当教員が配置され、キャリア教育推進に向けた体制整備が図れ
た。

○小中連携心のサポート事業の実施
　中学校区ごとに６年生を対象にした出前授業の実施や部活動体験などの推進により、中学校入
学への不安解消に向けた取組の充実が図れた。また、教職員の合同研修や合同委員会の実施
など、子どもの成長を支える教職員の組織体制の強化も図れた。

○キャリア形成の支援
　体験活動がキャリア形成に資する意義を踏まえ、体験活動を通じたキャリア形成に努めるうえ
で、キャリアノート等を活用した自分自身の成長を実感できるしくみを大切にする。また、中学生に
おいては、社会的・職業的自立に向けて様々な生き方に関する情報が得られる機会を大切にし、
主体的に進路を選択することができる態度を育む。

○小中連携心のサポート事業の実施
　小中連携を通じた情報共有を通じて、校種間のつながりを意識した取組の推進を図る。そのた
めに、問題行動や不登校への対応、学習規律の重点など、研修会等を活用した中学校区ごとの
連携の推進に向けた取り組みを促す。

４　各施策の状況

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

林業体験(西紀小学校) 小中連携事業(今田中学校)
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

１－２ 体験教育の推進
○環境体験事業・自然学校の充実
　小学３年生を対象とした環境体験事業や小学５年生を対象とした自然学校を実施し、自然に対
する豊かな感性、命を尊ぶ心、問題を解決する力など、児童の「生きる力」を育む。
○「トライやる・ウィーク」「『トライやる』アクション」の充実
　地域の中で行う社会体験活動を通して、感性や創造性を高め、自らのあり方や生き方、地域と
のつながりを考えるきっかけになるよう、生徒の主体性を尊重した活動の推進に取り組む。

○環境体験事業・自然学校の充実
　環境体験事業について、教科に位置づけた３回以上の校外体験活動を実施し、事前及び事後
学習も行い、命の大切さを学ぶ事ができた。
　自然学校については、海辺を学習の場とし、児童が人や自然と触れ合い、理解を深めることで、
生命に対する畏敬の念を育むことができた。また、長期共同生活宿泊、体験を通して、自ら考え、
主体的に判断し、行動することで、よりよく問題を解決する力や、共に生きる心を育むことができ
た。

○「トライやる・ウィーク」「『トライやる』アクション」の充実
　市内５中学校の第２学年（在籍者数３６８名）が、各自の活動場所（受入事業所数１３４）におい
て、農林業体験、職場体験、文化・芸術創作体験、ボランティア・福祉体験等さまざまな社会体験
活動を実施した。生徒アンケートでは、「充実していた」（９３％）、「働くことの大切さ、厳しさ、楽しさ
を感じた」（９０％）、保護者では「このような機会があればまた参加させたい」（９２％）、事業所では
「地域にとっても有益な活動である」（７０％）という結果が得られた。

○環境体験事業・自然学校の充実
　県の体験事業である「わくわくオーケストラ教室」、「トライやる・ウィーク」へと、有機的につなげる
ことによって自立心の育成や豊かな情操の育成を図る。

○「トライやる・ウィーク」「『トライやる』アクション」の充実
　トライやる・ウィークの活動を通じて、自立した社会人・職業人として将来に必要な能力の育成に
資するよう、事前事後の取り組みの充実を図る。そのためには、生徒自身にしっかりと目的や目標
を意識させることで、主体的に取り組む態度を育む。

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

自然学校
トライやる・ウィーク（イスづくり）（西紀中）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

１－３ グローバル化に対応した教育の推進
○外国語指導助手（ALT）の活用
　ＡＬＴと英語担当教員との連携により、小学校では、外国語の音声や基本的な表現など基礎を
養い、中学校では、英語で自分の考えや意見を述べるなど、コミュニケーション能力を育成する。
○国際理解教育の推進
　外国に関する文化や伝統等、様々な知識を有する地域人材などをゲストティーチャーとして招
き、国際理解や多文化共生について主体的に考え、行動しようとする態度を育む。
○「わたしたちの篠山市」「篠山ふるさとガイドブック」の活用
　小学校社会科の補助教材に、３・４年生は「わたしたちの篠山市」を、５・６年生は「篠山ふるさと
ガイドブック」を活用し、篠山市の様子や自然・歴史・文化について学ぶ取り組みを充実する。

○外国語指導助手（ALT）の活用
  ＡＬＴと小学校教員や中学校英語科教員とのティーム・ティーチング（ＴＴ）の方法について、実
践紹介やワークショップ等による実践的な研修を実施した。また、指導主事が市内全ての小・特別
支援学校を訪問し、　外国語活動の授業を参観し、指導助言を行い、教員の資質や指導力の向
上を図った。

○国際理解教育の推進
　国際理解プログラムとして、市在住外国人等の地域人材や国際理解センターからゲストティー
チャーを招聘し、体験的な異文化理解や国際理解を推進した。市内全小・特別支援学校（１５校）
が実施した。

○「わたしたちの篠山市」「篠山ふるさとガイドブック」の活用
　小学校社会科の補助教材として活用することを通じて、篠山市を教材とすることで社会科への興
味関心を育むとともに、郷土への理解を促すよう活用を図った。

○外国語指導助手（ALT）の活用
　市内研修を実施し、ALTとのさらなる効果的なティーム・ティーチングの実現に努める。ＡＬＴや
リーダー研修受講者と連携し、研修の充実を図る。平成３２年度の小学校における外国語の教科
化を見据えて、教員の資質及び指導力向上を図るため、ALTとのコミュニケーションやTTを通して
教員の英語運用力の向上を図る。

○国際理解教育の推進
　継続して実施し、異文化理解や国際理解の推進に努め、グローバル化に対応した人材の基礎
を培う。各学校の実態や授業内容に合わせ、計画的に実施できるようにする。

○「わたしたちの篠山市」「篠山ふるさとガイドブック」の活用
　「わたしたちの篠山市」に使用している、写真や資料など一部古くなっているため、部分的に写
真や資料の差し替えを行う必要がある。また、学習指導要領の改訂（平成32年度）に向けて、改訂
の計画、準備を行う。

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

ALTを活用した外国語活動 スーパーマーケットの見学
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

２－１ “子育ていちばん”に向けて
○幼児のうたまつりの実施
　市内の認定こども園・幼稚園の４・５歳児を対象に、プロの演奏家による生の音楽に触れる機会
を提供することで、豊かな感性を磨く。
○乳幼児の心身づくり
　全ての公立認定こども園・保育園・幼稚園で、園を離れて地域の中で活動する保育や、枝豆の
もぎとりなど季節物や特産物を生かした自然体験活動に取り組み、子どもたちの健全な心身の育
成を図る。

○幼児のうたまつりの実施
　平成28年10月19日（水）に実施し、参加対象者640人中625人参加、参加率97.7％であった。
「ホールに行って音楽を聴く」ことは、“いつもとは違った雰囲気を感じる体験”となり、プロによる生
の音楽に触れることで、それぞれの幼児の心に響くものがあった。また、この日のために練習して
きた歌を他園の園児と一緒に歌ったことで、歌を歌う楽しさやみんなと一緒に歌う楽しさなどを肌
で感じることができた。
　平成27年度に「丹波篠山 デカンショ節」が日本遺産に認定されたことを受け、平成28年度の幼
児のうたまつりにはデカンショ踊りを盛り込み、幼児期からデカンショ節に親しみを感じることができ
た。

○乳幼児の心身づくり
　年間を通して各園・地域の実態に応じて日常保育の中で園外保育を実施した。また、行事として
地域の諸団体との交流を実施。（更生保護女性会や愛育班とのサツマイモ苗植え・収穫、地域の
農園でのイチゴ狩り、地域のお茶畑での茶摘み体験、黒枝豆もぎ体験、デカンショ競演会への参
加、老人会との昔遊び交流、窯元指導による丹波焼き体験など）
　園外へ出かけ、身近な自然に日常的に触れることで、興味・関心を深めることができた。また、地
域をよく知り、親しみをもつことで、愛着を感じることができつつある。

○幼児のうたまつりの実施
　長年続いており、園児も楽しみにしている行事である。引き続き、公演内容に篠山らしさを取り入
れるなど工夫しながら進めたい。

○乳幼児の心身づくり
　職員が、一人一人の乳幼児の心身の発達理解に努め、援助するとともに、各園において地域の
実態を細やかに把握し、発達段階に応じた、かつ一貫した指導計画にもとづく保育を行う。
　そのため、眠育・食育・あそびを総合的に検討するふた葉プロジェクトの内容と連動した職員研
修を実施するとともに、平成29年度に幼稚園教育要領等が改正され、平成30年度から施行される
ため、新しい要領に則した保育を実施できるよう研修を行う。

施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

幼児のうたまつり 幼稚園の自然体験活動
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

２－２ 子どもの根っこを育てる環境づくり
○ふた葉プロジェクトの推進
　乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合的に推進するため、「ふた葉プロジェクト」を継続し、
家庭と連携しながら、子どもたちの基本的な生活習慣の確立に取り組む。今年度は、「朝ごはんを
しっかり食べよう」「思いきり外で遊ぼう」など、子育てで大切なことを伝える「篠山版子育て日めくり
カレンダー」を作成する。

○ふた葉プロジェクトの推進
　ふた葉プロジェクトチーム会議を4回開催し、ふた葉プロジェクトのめざす内容を保護者へわかり
やすくお知らせするための「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」を作成し、保育園・幼稚園・こ
ども園在園の全家庭等に配布した。
　また、モデル園である味間こども園の養護教諭により、眠育の一環として実施した睡眠調査結果
をもとに研修し、0～5歳児の睡眠状況について認識を深めることができた。
　さらに、講演家の辻中公氏による子育て講演会を3回開催し、うち1回は人形劇団クラルテによる
人形劇上演も合わせて行うなど、保護者と連携した子育て支援となるよう取り組んだ。
　第1回：平成28年10月29日（土）　篠山市民センターにて　保護者8人、職員24人
　第2回：平成29年1月20日（金）　四季の森生涯学習センター　保護者36人
　第3回：平成29年1月21日（土）　ハートピアセンター　保護者6人

○ふた葉プロジェクトの推進
　「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」については、平成28年度に作成して保育園・幼稚園・こ
ども園在園児の全家庭等に配布したが、新たな子育て世代に継続的に周知する。
　そこで、平成29年度からは保健福祉部健康課との連携の下、3歳児健診において継続的に配布
する。
　また、平成29年度のプロジェクトのあり方として、子育て日めくり応援メッセージの具現化に際し、
関係部署における課題を抽出し、プロジェクトチーム会議で施策を検討する。

施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

篠山発 子育て日めくり応援メッセージ

子育て日めくり応援メッセージ(1日目)
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【実績と成果】

２－３ 幼保一体化の推進と就学前教育の充実
○城東保育園の施設整備、旧きよたき幼稚園の耐震補強
　城東保育園については、園児数の増加に対応するため、０・１歳児保育室を増築する。旧きよた
き幼稚園舎については、たき幼稚園の移設に向けて、耐震診断調査・耐震補強工事を進める。

○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動
　全ての公立認定こども園・保育園・幼稚園において、からだの土台・軸を鍛え、動きやすく・転び
にくいからだづくりを意識した保育を実施し、姿勢を正すことへの啓発を図る。また、諸感覚（触
覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚）を鍛え、脳をバランスよく発達させる。

○預かり保育事業の充実、味間認定こども園の施設整備
　幼稚園教育時間終了後に保育を受けることができない園児に対して、預かり保育を実施する。
古市地区の預かり保育として、古市幼稚園舎内で新たに開設する。
　味間認定こども園については、保育ニーズに応えるため、西吹地内に新園舎を建築し、現在の
おとわ園とすみよし園を１箇所にまとめて平成28年7月に開園する。

○城東保育園の施設整備、旧きよたき幼稚園の耐震補強
　城東保育園の園児数増加に対応するため、0・1歳児室の増築工事について実施した。
工事については、平成29年2月3日から着工し5月31日完了予定。
　旧きよたき幼稚園の耐震診断を実施したことで庇と屋根の軽量化が必要であることが判明し、多
紀地区における教育保育施設のあり方に係る検討を進めることができた。
　旧きよたき幼稚園耐震診断業務委託（平成28年5月3日～平成28年9月30日）

○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動
　平成28年4月の保育園・幼稚園・こども園長会において体幹づくりの重要性について説明し、各
園とも体幹を鍛えることを意識した取組を進めるよう周知した。
　また、平成28年度第1回保育園・幼稚園・こども園・預かり保育合同研修会（平成28年5月6日）に
おいて、五感の発達を含めた乳幼児の育ちについて教育長講話を行い、各職員がその重要性に
ついて意識を深めることができた。

○預かり保育事業の充実、味間こども園の施設整備
　平成28年4月1日から古市幼稚園単独となる預かり保育どんぐりはうすを新設した。
　味間こども園については、新園舎の建築を完了し、平成28年7月4日から開園した。
　　・新築工事（平成27年9月4日～平成28年5月30日）
　　・新築工事監理業務委託（平成27年9月4日～平成28年6月30日）
　　・厨房機器購入（平成27年12月16日～平成28年5月31日）
　　・屋外遊具設置工事（平成28年4月22日～平成28年6月30日）
　　・水路修繕工事（平成28年5月9日～平成28年6月30日）
　　・駐輪場整備工事（平成28年5月17日～平成28年5月31日）
　　・教育備品、保育備品、庁用備品の購入（～平成28年7月3日）

施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

味間こども園新園舎 預かり保育どんぐりはうす開所式
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【課題と次なる展開】
○城東保育園の施設整備、旧きよたき幼稚園の耐震補強
　当初は旧きよたき幼稚園舎を耐震補強して、たき幼稚園を移転する予定であったが、多紀地区
における子育て支援を充実させるため、たき幼稚園の移設にあたっては0～3歳児の保育機能も
備えた（仮称）たきこども園として整備する。平成31年4月に開園する見込みであり、平成29年度に
は基本・実施設計の作成を行う。

○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動
　体幹づくりや五感の発達を踏まえた保育・教育活動を引き続き全ての保育園・幼稚園・こども園
で実施するとともに、「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」を活用しながら家庭とも連携しなが
ら取り組む。

○預かり保育事業の充実、味間こども園の施設整備
　平成28年度に新設した預かり保育どんぐりはうす及び新園舎に移転した味間こども園について
は、運営及び施設面で不具合がでないよう、現場職員と連携しながら進める。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

２－４ 子ども・子育て支援の体制づくり
○病児保育事業の実施
　病気の時や病気の回復期の子どもを保育できるよう、市内の医療機関内に１施設を開設し、子
育てと就労の両立支援を図る。

○放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の充実
　小学校の授業終了後に保育を受けることができない児童に対して、生活の場を提供し、仲間づ
くりや生活指導を行う。大山地区・古市地区において開設した施設の充実と、多紀地域において
は、チルドレンズミュージアム内に新たに開設した民営施設の支援を進める。

○病児保育事業の実施
　急病時など保護者の皆様が子育てと仕事の両立ができるよう一時的な預かり先として、医療社
団法人小嶋医院へ委託し病児保育室「にこにこ」を３月１日に開所した。開所１カ月で延べ１２名
の利用があり、１６１名の利用登録申請があった。

○放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の充実
　公設公営の古市児童クラブ、公設民営の大山児童クラブ、民設民営の多紀児童クラブの３クラ
ブを新たに設置し、受入れ先の充実を図った。
　また、古市児童クラブは、借用しているクラブ室が手狭まなため新築に向け調整を図った。

○病児保育事業の実施
　急病時などに、スームズに受入れが出来るよう、利用登録申請を事前行ってもらうよう、乳幼児や
児童の保護者にＰＲや啓発活動を行ってく必要がある。また、新たに設置した施設のため、円滑な
運営が出来るよう、委託事業者と連絡調整や情報効果に努める。

○放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の充実
　市内１０クラブの継続的な運営と、未設置の小学校区においては、ニーズ等を把握し必要に応じ
て地元と調整をはかりながら開設に向け検討を行う。

施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

病児保育室「にこにこ」 児童クラブ
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

３－１ 確かな学力の確立①
○篠山市学力・生活習慣状況調査の実施
　篠山市独自の調査を継続し、学力の定着状況を把握・分析するとともに、効果的な指導方法の
研究・普及・啓発に取り組む。また、教育大綱に掲げる「一人も見捨てない」を踏まえ、つまずきや
すいところを把握して、確実に学力を定着させるための補充指導を行う。
○学力向上プロジェクト事業
　「学力向上プロジェクチーム」を設置して、確かな学力の定着に向けた方策を研究する。また、全
学校でアクティブラーニング（主体的・協働的学習）などの視点を取り入れた授業改善に取り組
む。

○篠山市学力・生活習慣状況調査の実施
　学習の定着状況について客観的な把握に努めることができ、課題に対応した問題を作成した
り、指導を充実させたりすることで改善に資することができた。また、生活習慣に係る調査も併せて
実施することで、学力を育む基礎についても把握することができた。

○学力向上プロジェクト事業
　全国学力・学習状況調査の分析に基づき、課題のある問題の改善を図るため、問題集を作成し
た。また、本市の授業スタンダードの徹底を図るため、プロジェクト委員による公開授業を行うととも
に、授業モデルのDVDを作成し、市内学校へ配付した。

○篠山市学力・生活習慣状況調査の実施
　調査対象を昨年度よりも下の学年に広げたが、さらに下の学年における課題が明らかになった。
そのため、さらに調査対象を広げることで、児童生徒の定着状況等の実態把握を行う。

○学力向上プロジェクト事業
　全国学力・学習状況調査の分析を引き続き行うとともに、これまでの課題を参考にして対策を講
じることで課題の改善を図る。

施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

動作化を取り入れた国語の授業（西紀小学校） 生徒による数学の説明場面（丹南中学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

３－１ 確かな学力の確立②
○問題データベースの活用推進
　各教科の問題データベースを活用し、基礎的な知識・技能の定着や学習生活習慣の確立をめ
ざすとともに、学力調査等で明らかになった課題のある領域の課題解決を図る。
○読書活動の充実
　学校図書館支援員を２人に増やし、全小学校へ派遣することで、読書活動・読書環境の整備・
充実に取り組みます。また、自分の思いや考えを文章にまとめる活動により、言語能力の向上を
図る。

○問題データベースの活用推進
　篠山市学力・生活習慣状況調査の結果から明らかになった課題の改善に向けて、問題データ
ベースを活用した問題が作成され、積極的な活用がなされた。また、学習タイムや放課後学習
等、さまざまな時間を通じて、多くの問題を用意し、個々の課題に応じた学習が展開できた。
年間活用に係るデータベースへのアクセス回数は市内１９校で延べ１１，９１３回、各校６２７回/年

○読書活動の充実
　すべての小学校において、毎週1回、または、隔週1回学校図書館支援員を配置し、教職員と連
携し、学校図書館の整備や充実に取り組んだ。また、支援員による図書だよりの発行や「読み聞
かせ」「ブックトーク」などをすることで、児童の読書活動の充実を図ることができた。

○問題データベースの活用推進
　問題データベース事業については平成２９年度を最終年としている。
　平成２９年度においては各校において更に適切に活用を図る。

○読書活動の充実
　学校図書館における読書活動の整備・充実だけでなく、日々の授業や学習の中で、読書活動
が充実できるように連携する。

施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

「確かな学力」の定着を目指した学習指導 読み聞かせ

17



【実績と成果】

【課題と次なる展開】

３－２ 豊かな心の育成
○道徳教育の充実
　「私たちの道徳」、「兵庫版道徳教育副読本」、「地域教材」を活用し、主体的に人生や社会を切
り拓くための社会性や規範意識、思いやりの心などの道徳的実践力を伸ばす。
○学校における人権学習の充実
　全ての教育活動を人権教育の視点で捉え、自分の大切さとともに他の人の大切さも認めること
ができる態度や資質を育成します。中学校では、全生徒が人権作文に取り組む機会を設定する。

○道徳教育の充実
　全ての小・中学校において学習指導要領に基づいた年間指導計画を作成し、道徳教育を推進
している。また、「私たちの道徳」、「兵庫版道徳教育副読本」の活用についても全ての学年で位
置づけ、活用された。
　兵庫県教育委員会の指定により、道徳教育実践研究事業指定地域校として、今田小学校及び
今田中学校を中心として実践研究に取り組み、市内各校に啓発した。

○学校における人権学習の充実
　人権教育資料については、小学生用「ほほえみ」９４％、中学生用「きらめき」８３％が活用され
た。また、人権教育研修会においても、これらの資料のさらなる活用に向けて、実践交流を行っ
た。
　各校において、人権集会、授業参観、人権通信等の取り組みを通して人権学習の充実を図ると
ともに、教材研究や講演会等の校内研修を実施し教職員の意識や資質の向上が図れた。

○道徳教育の充実
　道徳教育実践研究の推進を通して、「私たちの道徳」、「兵庫版道徳教育副読本」のさらなる活
用を図るとともに、教員の教材分析力及び指導力向上を図り、道徳教育のさらなる充実に努める。
また、特別の教科　道徳への推進に向けて評価のあり方等について研究を深め、市内学校にお
いて適切に移行措置が図られるよう推進を図る。

○学校における人権学習の充実
　人権教育資料「ほほえみ」、「きらめき」のさらなる活用を進める。また、インターネットによる人権
侵害、外国人等、新たな人権課題や個別の人権課題について教職員の研修を充実させる。さら
に、部落差別解消推進法の意義について、啓発するとともに学校の果たすべき役割について認
識を深める。

施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

人権教室「盲導犬とのふれあい」（篠山養護学校）道徳の授業場面（今田小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

３－３ 健やかな体の育成
○「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」「体力・運動能力調査」の実施
　小学校・特別支援学校の小学６年生が一堂に会した陸上競技の記録会や、体力・運動能力調
査を継続し、運動能力の向上と体力づくりへの関心・意欲を高める。また、生涯にわたりスポーツ
を楽しもうとする意欲を高める。
○少年期における胃がんリスク防止の取り組み
　中学１年生を対象に、胃がんリスクの原因であるピロリ菌尿中抗体検査を実施し、検査結果によ
り、精密検査および除菌治療につなげる。
○京都大学と連携した疫学研究
　学童期の生活習慣や食習慣が、将来の病気の大きな要因となっていることから、京都大学が進
める疫学研究に協力し、子どもの生活習慣改善の一助とする。

○「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」「体力・運動能力調査」の実施
　平成２６年度から市内小・特別支援学校６年生を対象に、一斉開催としている。本大会の全市一
斉開催により実施方法や事前事後指導を工夫充実できた。
　また、より多くの児童と競い合うことにより、運動に親しみ一層の体力や運動能力の向上を図るこ
とができた。
○少年期における胃がんリスク防止の取り組み
　平成26年度より市保健福祉部局と連携し学校検診尿検査用の残検体を活用して、中学1年生を
対象にピロリ菌尿中抗体検査を実施しており、平成28年度の実施状況は、対象人数322人中307
人のピロリ菌尿中抗体検査を実施し、検査実施率としては95.3％となった。
　平成28年度検査による陽性者は16人(5.2％)で、保健福祉部局より精密検査及び除菌治療につ
いて保護者に呼びかけを行っており、早期治療に役立った。
○京都大学と連携した疫学研究
　平成28年度より一般社団法人健康・医療・教育情報評価推進機構（以下「ＨＣＥＩ」という。）と情
報提供契約書を締結し、義務教育の9年間の健康診断情報が記載されている中学3年生の健康
診断票を個人が特定できる情報以外をデータ化しＨＣＥＩに提供を行った。
　ＨＣＥＩは、提供した9年間の健康診断情報データを「健康診断シート」としてまとめ、各学校を通
じて全中学3年生に配布した。
　この健康診断情報は、ＨＣＥＩより京都大学等の疫学研究データとして蓄積・活用される。

○「篠山市小・特別支援学校陸上記録会」「体力・運動能力調査」の実施
　継続して実施することによって、指導方法の工夫改善につなげ、児童の体力や運動能力の更な
る向上を図る。実施児童生徒の体力・運動能力の実態と傾向の把握や分析を行い、計画的・継続
的に実践する取り組みを推進する。また、生涯にわたりスポーツを楽しもうとする意欲の向上につ
ながるよう、さらに指導内容・指導方法の工夫改善を図る。
○少年期における胃がんリスク防止の取り組み
　胃がんの原因の一つであるピロリ菌の感染状況の把握は、早い段階で行うことが有効とされるた
め、市保健福祉部局と連携して継続実施する。
○京都大学と連携した疫学研究
　疫学研究を行う上でより多くのデータの蓄積は必要不可欠であることから引き続き情報提供を行
う。

施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

体力・運動能力調査（ソフトボール投げ）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

３－４ 特別支援教育の充実
○「障がいのある幼児児童生徒への合理的配慮の提供
　「合理的配慮」とは、障がいのある子どもにとっての社会的障壁を取り除くために必要な教育上の
配慮のことで、子どもの特性の正確な把握に努めるとともに、安全で円滑に学校生活が送れるよう
合理的配慮の提供と環境整備を進める。

○特別な支援を必要とする子どもの早期発見・早期支援
　臨床心理士、保健師等が認定こども園・保育園・幼稚園を訪問し、観察、助言、指導を行います。
また、マークシートによる子どもの発達スクリーニング検査を実施する。

○「障がいのある幼児児童生徒への合理的配慮の提供
　個別に支援を要する児童生徒の相談を受けるスクールソーシャルワーカーを配置し、社会福祉
の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、学校・家庭・
関係機関の連携を強化しながら課題解決に向けて取り組むことができた。
特別支援教育指導を担当する学校経営指導主事を配置し、就学指導や個別対応にかかる体制を
強化することができた。
　教職員の育成に関して研修会を実施し、若手教員育成などの支援や相談にも対応することがで
きた。　ささやまキッズ発達支援チームが小・中学校等の要請に応じ、各学校等を訪問し、支援を
必要としている児童生徒等の状況を把握するとともに、具体的な指導支援方法について、教職員
に対し、助言を行った。

○特別な支援を必要とする子どもの早期発見・早期支援
　臨床心理士及び保健師にこども園・保育園・幼稚園を巡回いただき、園児を観察、保育士及び幼
稚園教諭等へ助言いただいた。平成28年度の巡回相談対象園児数は、前期121人、後期123人で
あった。

○「障がいのある幼児児童生徒への合理的配慮の提供
　サポートファイルについては作成されたファイルを適切に引き継いでいくことに課題が見受けられ
る場合がある。福祉部局主催の発達障がい児等支援連絡会議等を活用しさらにスムーズな引き継
ぎについて検討を進めていくためにサポートファイルの見直しや合理的配慮の提供シートの活用を
促すなど連携を図る。また、ささやまキッズ発達支援チームについては本市の特別支援教育に係る
教育相談の中核を担うよう、チームの役割を拡大していく。

○特別な支援を必要とする子どもの早期発見・早期支援
　保育園・幼稚園・こども園を巡回する臨床心理士の日程について他事業との調整が困難な為、十
分な日数を確保できない状況となっている。
　保健福祉部健康課と連携しながら、引き続き巡回相談を希望する各園の要望に対応できるよう進
めていく。

施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

教職員の専門性の向上

20



【実績と成果】

４－１ 安全安心で質の高い学習環境の整備
○地域に信頼される安全で安心な学校園づくり
　安全管理、安全教育、組織活動を通して、未然防止、救急対応に係る体制を充実し、安全で安
心な学校園づくりを進めます。また、地域学校園安全委員会を中心に、情報の共有化を図る。

○学校施設の大規模改修
　古市小学校、丹南中学校で大規改修工事を実施する。

○篠山産木材を活用した教育環境づくり
　　「篠山市ふるさとの森づくり構想」に基づき、篠山産木材を使った机・椅子を、６カ年計画で全
小学校に導入します。また、多紀小学校へは、ペレットストーブ１台をモデル的に導入する。

○地域に信頼される安全で安心な学校園づくり
　学校園施設の一斉安全点検を実施するほか、安全・安心への意識を高めるため「学校安全のつ
どい」や救急講習会等を実施するなど、「学校園安全管理マニュアル」を基本とした安全教育・安
全点検を家庭や地域と連携して実施することができた。また、点検個所の見落とし等がないよう、
毎年度の引継ぎを実施しするとともに、全学校に地域学校園安全委員会を設置し、複数の視点
で安全点検を実施した。
　また、平成２８年８月１９日に教職員を対象に実施した学校安全研修会では、安全で安心な学校
づくりの核となる教員を育成するため、市民救命士の資格取得に係る講習会を実施するとともに、
護身術講習会を実施した。

○学校施設の大規模改修
  老朽化の進む学校施設の大規模改修工事について、平成２８年度は古市小学校、丹南中学校
において実施し、児童・生徒が安全で安心して生活できる環境を整備することができた。
【工事概要】
・古市小学校：屋上防水工事、外壁改修工事、トイレ改修工事、樋清掃他
・丹南中学校：屋上防水工事、外壁改修工事、校舎・屋内運動場改修工事他

○篠山産木材を活用した教育環境づくり
　６カ年計画の1年目として、導入済みの多紀小除く全小学校の1年生に篠山産木材を使った机・
椅子を導入するとともに、多紀小学校へ、ペレットストーブ１台を導入した。
　木育の視点による篠山産木材を活用した教育環境づくりを進めることができた。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

組み立ての様子 護身術講習会（市教委） 交通安全教室（八上小学校）
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【課題と次なる展開】
○地域に信頼される安全で安心な学校園づくり
　今後も地域に信頼される安全で安心な学校づくりを推進するため、学校職員だけでなく、地域
やＰＴＡ等の協力を得ながら、継続的に安全教育、安全管理を推進していく必要がある。
　特に、次年度は、学校安全の一層の充実を図るため、学校安全安心づくり事業の指定校である
古市小学校の取組を篠山市教育委員会主催の研修会で実践発表を行うなどし、市内全学校に
その取り組みを広める。

○学校施設の大規模改修
　建築後２０年を経過している学校施設については、緊急性、安全性の観点から計画的に改修工
事を行う必要があり、平成２９年度には、西紀北小学校、今田小学校、西紀中学校で大規模改修
工事を実施します。
　また、平成３０年度の改修に向けて、城東小学校、城南小学校、西紀小学校、篠山養護学校の
実施設計を行う。

○篠山産木材を活用した教育環境づくり
　６カ年計画の2年目として、引き続き、導入済みの多紀小除く全小学校の1年生に篠山産木材を
使った机・椅子を導入し、木育の視点による篠山産木材を活用した教育環境づくりを進める。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－２ 地域とともにある学校づくり
○コミュニティ・スクールの推進
　全ての学校をコミュニティ・スクール研究推進校に指定し、家庭・地域がより主体的に学校運営に
参画する新しい仕組みづくりを進めます。また、「丹波篠山学」（丹波篠山を学ぶ授業）の実施や、
地域の動植物をテーマとした「学校（地域）のヒーロー」をつくる取組を進める。

○子どもの居場所づくり推進事業の充実
　地域が関わり子どもを育む「通学合宿」や「トライしようＤＡＹ」を通して、地域の教育力の向上をめ
ざす。

○コミュニティ・スクールの推進
　平成２６年度に４校、平成２７年度１３校、平成２８年度は市内全学校２０校を推進校として調査・研
究に取り組む。保護者や地域住民などから構成する学校地域運営協議会を設置し、地域がより主
体的に学校運営に参画することにより、学校と保護者・地域が一体となった新しい学校運営や効果
的な教育活動の実現が図れた。
  また、地域とともにある学校づくり研修会を開催し、地域のヒーローや宝物を生かしたコミュニティ・
スクールづくりについて、市内全校で情報共有を図り、地域とともにある学校づくりの推進を推進し
た。
　 取組の中で学校の安全管理や子どもを見守る活動、児童の学習面への支援、地域行事への参
加、ふるさと学習への協力、農業体験への支援地域、防災での連携、学校行事への地域の参加
等が進み、成果を上げた。

○子どもの居場所づくり推進事業の充実
　 「通学合宿」は地域、ＰＴＡ、学校の連携のもと、3団体が実施し、ふるさと講話や夕食づくり、もら
い風呂などにより、地域の方々と子どもたちの交流を深めることができた。「トライしようＤＡＹ」は6団
体が実施し、地域の方々が指導ボランティアとなり、三世代交流事業やキャンプ、デカンショ楽習、
卒業記念作品制作など、子どもたちが自ら学ぶ心や故郷を大切にする心豊かな人間性を育む活
動が行われた。

○コミュニティ・スクールの推進
　平成２９年度から法に基づく規則に則り、コミュニティ・スクール推進事業を本格実施する。学校経
営目標の提案・承認から、学校関係者評価につながる評価サイクルを確立し、学校運営協議会に
よる学校運営を確立する。

○子どもの居場所づくり推進事業の充実
　今後も地域ぐるみで子どもを見守り、地域の教育環境の再生を図ることを目的に、子どもの居場
所づくり推進事業を継続的に実施する。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

通学合宿の様子
味まつりで城東まるごと丼を製作、販売

（城東小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－３ 家庭の教育力の向上
○ＰＴＣＡフォーラムの開催
　青少年育成に関する事例発表などをとおして、地域ぐるみで子どもたちを育てることの大切さを
再認識し、思いやりと郷土愛を持った子どもの育成をめざす。

○家庭教育支援事業の実施
　親子のスキンシップや親同士の交流・仲間づくりができるよう、「親子スイミング講座」、親子の絆
づくりプログラム「赤ちゃんがきた」を実施する。

○ＰＴＣＡフォーラムの開催
　平成28年度の開催にあたっては、市ＰＴＡ協議会、青少年健全育成推進連絡協議会、子どもの
居場所づくり推進協議会、ロータリークラブといった関係団体とテーマや内容について協議を重
ね、活動テーマを「育てよう　こころの通い合う　ふるさと篠山を担う　子どもたち～学校・家庭・地域
が一体となって～」と設定した。小学校ＰＴＡ、高校、社会体育団体による実践発表、子どもの学び
館代表取締役 福永卓司氏による一人芝居「君をいじめから守る」を行い、子ども達を地域全体で
育んでいくことの大切さなどを伝えることができた。参加者は前年度並みの283名であり、参加者ア
ンケートの結果は、実践発表及び一人芝居とも好評の意見が大半であった。

○家庭教育支援事業の実施
　「親子でスイミング講座」は、乳幼児を持つ親を対象に、日頃の疲れを癒し心と体をリフレッシュさ
せるとともに、子育てをともに楽しむ仲間づくりの輪をひろげることを目的とし、水中遊びと親のアク
アエクササイズを内容として開催した。参加者は、10組22名（延べ30組60名）
　親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」は、初めて子どもを育てる親が、子育てに必要な知
識を学び、子どもとの絆をつくると共に、助け合える子育て仲間をつくることを目的に開催した。参
加者は、40組80人（述べ160組320名）。

○ＰＴＣＡフォーラムの開催
　今後も地域課題の解決につながるテーマを関係団体と協議しながら設定し、学校・家庭・地域が
一体となって子どもの健全育成を考える機会を継続して提供する。

○家庭教育支援事業の実施
　できるだけ多くの方に参加してもらえるように事前の広報を丁寧に行っていき事業の効果を高め
ていきたい。また、親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」については、ファシリテーターの指
導力を高めていくためファシリテーター間で緊密に連携を取り合いながら進める。
　今後の中長期的な視野としては、乳幼児を子育て中の保護者（特に母親）の悩みを聞き取り、
ニーズの高い事業を探っていく。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

PTCAフォーラムの様子 家庭教育支援事業の様子
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－４ 教職員の資質能力の向上
○効果的・組織的な学校運営
　「学校評価ハンドブック」を参考に、全ての教職員が学校運営の成果や課題を共通理解したうえ
で、学校評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルによる運営改善に取り組む。
○いじめの防止等への的確な対応
　いじめ対応チームを中心に年間計画を整備し、いじめの未然防止・早期発見に努める体制づくり
を推進する。また「学校いじめ防止基本方針」に基づき、適切かつ迅速な対処を行う。
○子どもと向き合う時間の確保
　「帰りやすい雰囲気づくり～みんなですすめようノー残業デー～」をテーマに設定して教職員の
勤務時間の適正化を図るなど、子どもと向き合う時間の確保を推進する。

○効果的・組織的な学校運営
　すべての学校で学校評価を実施し、その結果を各学校のホームページで公表しました。
　学校評価の結果を踏まえ、全教職員が学校運営の成果・課題を共通理解し、ＰＤＣＡサイクルに
よる運営改善に取り組んだ。

○いじめの防止等への的確な対応
　いじめ対応チームによる組織的な取組の充実を促すことで、いじめの積極的な認知への理解が
深められた。また、「学校いじめ防止基本方針」にもとづく、いじめの未然防止・早期発見・早期対
応の取組の推進が図れた。

○子どもと向き合う時間の確保
　学校業務改善を推進するため、下記の取り組みを実施した。
　　（１）すべての学校において、週1回の教職員提示退勤日を設定
　　（２）すべての中学校において、平日週1回以上・休業日月2回以上のノー部活デーを設定
　また学校業務のＩＴ化を推進し、事務の軽減を図った。

○効果的・組織的な学校運営
　引き続き学校評価を実施し、学校運営の成果・課題をすべての教職員が共通理解し、ＰＤＣＡサ
イクルによる組織的な学校運営改善を推進する。

○いじめの防止等への的確な対応
　各学校におけるいじめ対応チームの組織的な取組の強化に向けて、各校の「学校いじめ防止基
本方針」を見直し、一層の組織体制の充実を図る。また、これまでいじめ対応ネットワーク会議を通
じて、培ってきた関係機関との連携強化を継続する。

○子どもと向き合う時間の確保
　引き続き、各種書類の電子化やグループウェアの活用による情報の共有化等のＩＴ化を推進し、
もって事務の更なる軽減を図る。
　また、教職員の意識改革を進め、勤務時間の適正化を図り、もって子どもと向き合う時間の確保と
ワークライフバランスの実現を目指す。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

クラス合唱（篠山中学校） 資質向上のための研修（城南小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－５ インターネット社会への対応
○情報モラル教育・青少年育成の推進
　ネットワークの特性を踏まえ、コミュニケーションのあり方、情報発信に伴う責任、長時間利用によ
る心身の健康への影響等について、児童生徒が自ら判断し考える学習活動の充実を図ります。ま
た、保護者に向け、「子どもの成長に合わせた適切なインターネットの利用」「家庭のルールを子ど
もと一緒に考える」「携帯電話等へのフィルタリング設定」を啓発する。

○情報モラル教育や青少年育成の推進
　学校やPTA活動において、児童生徒や教員、保護者を対象としたインターネット利用に関する
研修会を開催するなど、学校と家庭が連携しながら情報モラル教育を推進することができた。
　特に、平成２８年度は、インターネット利用に関する児童生徒の健全な判断能力の育成を図るた
め、市内すべての学校において、児童生徒の意見を取り入れたインターネット（スマホ）利用に係
る学校オリジナルルールをつくった。

○情報モラル教育や青少年育成の推進
　今後も引き続き、ネット利用に関する児童生徒の健全な判断能力を育成するため、学校と家庭
が連携した情報モラル教育を推進する。
　また、各校で決めたインターネット利用に関するルールを持ち寄り、他の学校のルールを知るこ
とで、自分たちの取組を更に充実させる意欲を高める。さらに、各校で決めたルールを定着させる
手立てを他校との意見交換をしながら児童生徒が主体となって検討する。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

情報機器講習会（篠山東中学校） インターネット利用のルール（西紀北小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－６ 保幼小中高大の連携
○保幼小連携の強化、中高連携の推進
　小学校へのスムーズな移行をめざし、認定こども園、保育園、幼稚園と小学校の交流を深め、連
携を強化します。また、中学校と高等学校の教員が連携し、継続的に生徒の学びを支える。

○神戸親和女子大学との事業連携
　「スクールサポーター制度」を効果的に活用して、教育活動への学生の参画を推進するなど、協
定に基づき、大学と篠山市の教育の充実・発展をめざす。

○保幼小連携の強化、中高連携の推進
　幼稚園及び公私立こども園において、就学前の5歳児が小学校を訪問して体験入学したり、定
期的に小学校を訪問して交流活動を行うなどした。
　特にほとんどの幼稚園については、従来から小学校長が幼稚園長を兼ねており、幼小連携を図
りやすい体制を継続した。

○神戸親和女子大学との事業連携
　スクールサポート制度の利用希望は無かった。

○保幼小連携の強化、中高連携の推進
　幼稚園においては小学校長が幼稚園長を兼ねているため、小学校との連携が図りやすい反
面、幼稚園現場の職員配置としては脆弱である。
　園長配置のあり方も含め、市内の幼稚園及びこども園の適正配置やあり方について検討する。

○神戸親和女子大学との事業連携
　大学との連携を強化し、スクールサポート制度の活用を図るとともに、学生が卒業後も篠山の教
育に関わる関係づくり、環境作りを行う。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

小学生と交流する幼稚園児
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

４－７ 学校の適正規模・適正配置
○多紀地域における学校づくり
　統合した多紀小学校での円滑な学校生活を構築します。また、統合後における児童、保護者、
地域住民の意識を把握するため、アンケート調査を実施する。

○多紀地域における学校づくり
　多紀３小学校が統合し、新たに多紀小学校としてスタートするため、平成２８年４月３日に多紀小
学校開校式を行った。また、統合後約１年が経過した平成２９年３月には、今後の多紀小学校の
運営に活かすため、児童、保護者、地域住民に対して、統合に関するアンケート調査を行い、意
識調査を行った。

○多紀地域における学校づくり
　多紀小学校の円滑な運営を進めるとともに、閉校施設の適正な維持管理を行う。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

多紀小学校開校式 校旗授与(多紀小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

５－１ 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興
○篠山市高齢者大学の充実
　「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに、高齢者一人一人の生きがいづくりの場を提供する
ととに、オープン講座の取組など、高齢者と小学生・中学生が交流できる環境づくり、機会づくりを
進める。
○魅力ある図書館サービスの提供
　「図書館ビジョン」に基づき、資料の収集、レファレンスサービスの充実、市民センター図書コー
ナーの充実に努めるなど、あらゆる世代に応じた図書館サービスを提供する。また、神戸大学と連
携し、地域資料の整理・保存と、郷土資料等の電子書籍化を計画的に行う。
○視聴覚機器を活用した教育活動の支援と地域映像の活用
　「視聴覚ライブラリービジョン」に基づき、視聴覚機器を活用して教育活動を支援するとともに、人
づくり・まちづくりにつながる視聴覚資料を制作する。また、地域の出来事やまちづくりの取り組み
を映像で記録・保存し、インターネットを活用して広く周知する。

○篠山市高齢者大学の充実
　「高齢者大学」では、1,071人の受講生を集め一般教養講座、趣味講座を開催し、受講生が企
画運営に参画することにより主体的に学べる体制づくりを行った。また、児童生徒の学習意欲を高
める狙いから、学校との連携事業として、５小学校で一般教養講座等を開催した。
○魅力ある図書館サービスの提供
　図書館ビジョン」に基づき、利用者ニーズに応え得る資料の整備と提供を行うとともに、講演会や
講座のほか愛南町との姉妹都市締結のＰＲ展などの開催、学校園との連携事業や神戸大学共催
で地域資料の整備、郷土資料の電子化を計画的に実施した。
　また、市民センター図書コーナーは、子育てに関連する資料や情報を集約発信するコーナーを
設置するなど、より利用しやすい場となるよう変更した。
○視聴覚機器を活用した教育活動の支援と地域映像の活用
   編集室の利用は、各種メディアからDVDへの変換など、市民の貴重な映像資料の保存・活用に
大きな役割を果たしている（延べ900件）。またビデオカメラなどの視聴覚機器を貸出し（延べ612
件）、編集室の利用と併せて使い方や活用方法の助言を行った。インターネットを活用した情報発
信では、「丹波篠山まるいのTV」（毎月1回）や、地域映像ニュースなどの映像を17本制作し地域
の出来事や街づくりの取り組みを広く周知できた。

○篠山市高齢者大学の充実
　受講者が、主体的に参加できる環境を作り、健康でいきいきとした暮らしにつなげるため、受講
者のニーズの高いテーマを設定する。
○魅力ある図書館サービスの提供
　利用者のニーズを踏まえた選書や配架の工夫などを行うとともに、広域利用サービスの開始や
本を身近に感じ、読書を継続するきっかけのひとつとして「読書手帳」を実施し、図書館の利用促
進につなげる。
○視聴覚機器を活用した教育活動の支援と地域映像の活用
　視聴覚機器を活用し、教育活動や視聴覚資料の作成を支援するとともに、ビデオ講座などの講
習会等を通じて、映像に携わる人材の育成を行う。また、新規利用者増加をめざし、積極的な広
報を行う。
　「ささやまビデオサークルレインボー」や地元高校生の協力のもと、地域映像ニュースや丹波篠
山まるいのTVの制作に取り組み、映像を通じた情報発信をインターネット配信等で行う。

施策の基本方向５ 市民が主体的に参画する生涯学習づくりの推進

ビデオ講座高齢者大学の様子
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

５－２ 生涯スポーツの充実
○スポーツ活動の充実と推進
　スポーツを通じた健康づくりと誰もが取り組めるスポーツの普及・啓発を行うため、スポーツ推進
委員会による活動を推進します。また、篠山ＡＢＣマラソン大会を継続して開催する。
○ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０
　東京オリンピック・パラリンピックに向け、ホッケー競技の普及・啓発を核として、市民のスポーツ
活動に対する機運を高め、生涯スポーツ社会の実現をめざす。
○畑グラウンド施設の整備
　旧畑小学校（畑複合教育施設）グラウンドを、サッカーの試合が開催できる多目的グラウンドとし
て整備し、地域住民のスポーツの拠点施設として広く活用する。

○スポーツ活動の充実と推進
　スポーツ推進委員会は、体力測定会や市民12チームが参加するミニ駅伝大会を開催するととも
に、車いすマラソン大会や篠山ABCマラソン大会といったスポーツ事業への運営支援、および障
がい者スポーツフェスティバルといった交流事業の運営協力を行った。
　第37回篠山ABCマラソン大会は、「日本遺産のまち 丹波篠山を走ろう！」を大会テーマに
10,587人のエントリー、うち篠山市民ランナー361人の参加を得て開催した。
○ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０
　学校体育、クラブ活動、PTA親子活動の時間を活用したジュニアホッケー教室、ファミリーホッ
ケー教室等の出前式ホッケー体験教室を年間37回実施した。
　競技力向上事業では、リオ五輪ホッケー女子代表選手３名を招聘したホッケー教室や、他県強
豪チームとの強化試合として市内ジュニアチームの香川県,滋賀県遠征を行った。
○畑グラウンド施設の整備
　閉校となった畑小学校跡地のグラウンドを、日本スポーツ振興センターの助成金を活用し、少年
サッカーができる多目的グラウンドとして整備し、併せて、不足している駐車場を整備し、利便性の
向上を図った。
【整備内容】グラウンド整備3,200㎡、ネットフェンス設置、サッカーゴール２基、遊具（滑り台、ブラ
ンコ、スプリング遊具２基）設置、駐車場（３６台分）

○スポーツ活動の充実と推進
　スポーツ推進委員会は、スポーツの普及・啓発のみならず、福祉関連団体との連携により、すべ
ての市民の健康増進に寄与するため、ストレッチ体操や歩き方講座など日常生活に活用できる知
識の普及に努める。
　篠山ABCマラソンは他府県からの参加者を安定的に迎えている一方で、市内ランナーの参加者
は全体の3%前後を推移している。市民の健康増進への寄与という目的のみならず、市をアピール
する事業としての要素も大きいことから、観光や地域活性化担当の部署と広く連携し、新たなビ
ジョンを打ち立てる。
○ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０
　市民のスポーツ活動に対する機運を高め、生涯スポーツ社会の実現をめざすためのひとつとし
て、ホッケー競技を核に事業を進めているが、今後は多様な種目への展開も検討する。
○畑グラウンド施設の整備
　地域活性化につながる活用がなされるよう啓発するとともに、施設の適正な維持管理を行う。

施策の基本方向５ 市民が主体的に参画する生涯学習づくりの推進

ミニ駅伝大会 リオ五輪ホッケー女子代表選手
によるホッケー教室

畑スポーツ施設竣工式
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

６－１ 文化財と町並みの保存・活用
○篠山市歴史文化基本構想推進事業の実施
　文化遺産総合活用推進事業と連携し、「歴史文化まちづくり資産」の一体的な保存・活用を図
り、指定文化財として価値あるもの指定し文化財の保護活用に努める。

○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　篠山地区、福住地区の重要伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物等の保存修理と
保存地区のまちづくりを地区住民と連携して進める。

○篠山市歴史文化基本構想推進事業の実施
　文化財保護審議会を2回開催し、篠山市内の文化財の保護活用について審議を行い無形民俗
文化財1件（春日神社祭礼）を指定した。また、指定文化財の啓発のために説明看板等5基の建て
替え・新設を行い地域の歴史文化を活かしたまちづくりに関する取り組みに対して助成 を行っ
た。（9団体）
■地域の歴史文化を活用した取組数　9団体（昨年5団体）

○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　保存地区における伝統的建造物等の保存や町並み景観を向上させるため、篠山地区4件、福
住地区4件計8件の保存修理事業を実施した。また、篠山・福住地区まちなみ保存会と連携し、全
国伝統的建造物群保存地区協議会全国大会に参加すると共に町並視察研修を開催し、町並み
保存に対する意識の向上が図れた。
■保存修理物件数　8件（昨年10件）

○篠山市歴史文化基本構想推進事業の実施
　地域の歴史文化を活かしたまちづくり事業を行う団体に助成金を交付し、地域の歴史文化を活
用した取組を継続して支援する。団体数が増えることが予想でき、効果的な事業に対し適切な助
成をおこなっていく。

○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　篠山・福住伝建地区ともに建物の修理・修景希望が多く、要望件数に対して補助件数が追いつ
かない状況である。また、小規模な修理・修景工事に対する補助を望む要望も多く補助のあり方
について検討する。
　平成32年度に全国伝統的建造物群保存地区協議会の総会（全国大会）を篠山で開催予定して
いるため、各まちなみ保存会と連携しながら総会に向けての準備・計画を進める。

施策の基本方向６ 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

まちなみ保存会視察研修

31



【実績と成果】

【課題と次なる展開】

６－２ 文化・芸術の振興
○文化施設４館運営の充実
　文化施設４館（篠山城大書院、歴史美術館、武家屋敷安間家史料館、青山歴史村）を、「ふるさ
と篠山」が学べる場として活用します。また、特別展・企画展により篠山の歴史文化を発信する。

○交響ホール主催事業の実施
　「人形劇・11ぴきのねことあほうどり」や「桂文珍ふるさと独演会」など、子どもから大人まで誰もが
楽しめる公演を実施するとともに、市民自らが企画する市民企画事業を支援する。

○文化施設４館運営の充実
　篠山市4文化施設（歴史美術館・武家屋敷安間家史料館・篠山城大書院・青山歴史村）を指定
管理で管理運営を行うことで、効率的に施設の管理を行うことができた。また、特別展・企画展を
実施し、地域の歴史と文化を発信することができた。全体の入館者数は、昨年度と比較すると増
加傾向にあり入館者数を伸ばしている。
■平成28年度篠山市4文化施設　　入館者数：104,045人(昨年99,359人）

○交響ホール主催事業の実施
　平成２８年度は、優れた芸術鑑賞機会の充実を図るため、子どもから大人まで幅広い世代の
方々が楽しめる様々なジャンルの鑑賞型公演10本、コンクールを1本、市民が自ら企画・運営する
市民協働企画事業2本の計13本の多彩な事業を実施した。とくに市民共同企画では、日頃から活
躍している地元グループとプロとの共演で活気みなぎる交流と舞台芸術に対する関心の高まりを
とおして、人材育成の促進にもつながった。
【主催事業】人形劇11ぴきのねことあほうとり(6/12)、篠山ミュージックキャンプ2016（9/8・9・10）、オ
ペラティクコンサート「レジェンド」（12/10・11）、新春よしもとお笑いライブin篠山（1/14）他
【市民共同企画】篠山秋の狂言会（9/19）、松竹新喜劇×花いちもんめ特別講演（10/21）
来場者アンケート結果：回答率50.8％、とても良かった53.5％、良かった23.4％

○文化施設４館運営の充実
　篠山市4文化施設（歴史美術館・武家屋敷安間家史料館・篠山城大書院・青山歴史村）では、
指定管理による自主事業が行われており、市の広報などでPRに努めている。日本遺産認定による
インターネット等IT導入による案内などを有効に使うなど、関係部局とも連携を図り、こうしたPR方
法を改善しながらさらなる入館者数の増加を目指す。

○交響ホール主催事業の実施
　多彩なジャンルの公演を企画しているが、集客数が計画を下回った。
　交響ホールは平成30年度に開館30周年を迎える。魅力ある公演の実施にあわせて、関心をひく
広報等様々な仕掛けを検討する。また、市民力を活かした舞台作りに向けて、市民共同企画事業
の充実に努めるとともに、舞台裏を支える市民ボランティアスタッフの技術向上を図る。

施策の基本方向６ 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

オペラティックコンサート「レジェンド」
市民との合同演奏 特別展「入江波光展～書簡で辿る“光の画家”の足跡～」
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

６－３ 伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実
○脊椎動物化石の保護・活用事業
　丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム構想に基づき、篠山層群及び脊椎動物化石の調査・
研究と保護・活用を進めるとともに、全ての小学校で篠山層群や化石について学ぶ校外学習プロ
グラムを実施する。また、初任者教員の研修に、篠山層群と化石の内容を取り入れる。

○脊椎動物化石の保護・活用事業
　市民に対する篠山層群の啓発事業として、化石発掘体験イベント（計10回・157名）を実施すると
ともに小学校を対象と下校外学習プログラム（13校・364名）を実施した。さらに、太古の生きもの館
市民研究所において化石保護技術員及びボランティア（8名）により化石調査を継続的に実施す
るとともに、ボランティアの技術向上を図った。
　また、丹波並木道中央公園内の「太古のいきもの館・市民研究所」新築工事が完了した。
　篠山層群の啓発活動について、化石発掘体験を通して、子どもたちに篠山層群の化石に関す
る関心を高めることができた。
■化石発掘体験イベントの参加者数　157人（昨年133人）
■学校における校外学習プログラム実施校数　13校（昨年15校）

○脊椎動物化石の保護・活用事業
　太古の生きもの館・市民研究所の展示をさらに充実し魅力向上を図る。また、人と自然の博物館
や丹波地域恐恐竜フィールドミュージアム構想推進協議会等とさらに連携を図り、太古の生きもの
館・市民研究所の活用を図る。

施策の基本方向６ 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

化石発掘体験の様子 太古の生きもの館・市民研究所
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

７－１ 人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成
○あいさつの実践
　あいさつは篠山市を挙げて取り組む、人権施策の大きな柱です。学校・家庭・地域が連携した啓
発・実践活動に継続して取り組み、明るく温かいまちづくり、学校づくりをめざす。

○あいさつの実践
　　各学校においては、児童会・生徒会等の活動として積極的にあいさつ運動に取り組んでいる。
また、学校地域運営協議会の実践項目の中にあいさつ運動に取り組んでいる学校も１０校ある。さ
らに、市役所人権教育課のあいさつ運動啓発事業に全ての小学校が連携して取り組んだ。

○あいさつの実践
　各学校においてあいさつ運動に取り組み久しいが、何よりも生活の基本単位である家族間であ
いさつができるよう学校としても指導・啓発する必要がある。今後、人権推進課が進めるあいさつ
運動啓発事業や、小学校で取り組むこととなった「おはようカード」を活用し、さらなるあいさつ運動
が展開されるように取り組む。

施策の基本方向７ 郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

地域の方と一緒にあいさつ運動（西紀北小学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

７－２ ふるさと篠山を愛する心の育成
○篠山の魅力に学ぶ社会教育事業の実施
　「篠山市民文化講座」「丹波ささやまおもしろゼミナール」「古文書入門講座」など、篠山の歴史・
文化・伝統・自然に触れる社会教育事業を通して、篠山の魅力を伝える地域人材の育成に努め
る。

○篠山の魅力に学ぶ社会教育事業の実施
　篠山の歴史・文化・豊かな自然などの魅力を題材にし、受講生によるサポーターが中心となり企
画と学習支援を行いながら学ぶ取り組みとして、「ささやま市民文化講座」は230名の受講生が現
地研修を含む7回の講座を、「丹波ささやまおもしろゼミナール」は114名の受講生が7回の現地学
習を行った。また、「古文書入門講座」では、50名の受講生が篠山の古文書を活用して8回の講座
を行った。これらの事業を通して篠山の魅力を伝える人材の育成ができた。

○篠山の魅力に学ぶ社会教育事業の実施
　受講生自らが企画運営に参画するサポーター制度を継続し、篠山の魅力を発信継承できる人
材の更なる育成が必要である。日本遺産、創造都市ネットワークの関係部署とも連携をしながら篠
山の文化を広く深く理解できる事業内容を企画する。

施策の基本方向７ 郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

篠山市民文化講座現地学習会の様
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

７－３ 学校給食の充実と地産地消の推進
○篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実
　教育大綱を踏まえ、篠山産コシヒカリをはじめとした地元食材の活用率向上に努めます。また、
地域の食材をいかした献立で「全国給食甲子園」への出場をめざす。

○特色ある献立づくりの充実
　幅広い食品の使用と多様な調理法を取り入れ、「食」の大切さを感じる献立づくりを進めます。ま
た、愛媛県愛南町との「交流給食献立」を実施する。

○食文化の継承と創造
　「郷土味学講座」や「かぞくｄｅおいしんぼクッキング」により、食文化の継承と創造、家庭の食育
力の向上に努めます。また、郷土料理のレシピ集を新たに作成し、普及・啓発に活用する。

○篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実
　主食となる米飯や米粉パンの米粉には、篠山産コシヒカリを100％使用した。また、篠山まるごと
丼や篠山茶週間、旬の地元食材を活用した献立などを実施し、子どもたちの地元農業や食材に
対する関心を高め、生産者への感謝の気持ち、ふるさとを愛する心を育んだ。
　学校給食で使用する野菜品目のうち地元産使用率の目標を40％とする中、結果は40.6％で
あった。
　「全国給食甲子園」への出場は果たせなかった。

○特色ある献立づくりの充実
　幅広い食品の使用と多様な調理法を取り入れるとともに、「カムカム献立」や「豆まめ献立」など８
つの特色ある献立を提供していくなかで、子どもたちの「食」に関する意識・知識の向上を図った。
　また、愛媛県愛南町との「交流給食献立」を実施し、給食を通して互いの地域の特産物や地域
性を知る交流を行った。(篠山市：9月6日「タイの潮汁」、愛南町：10月18日「山の芋のかき揚げ」
「黒枝豆のしおゆで」）

○食文化の継承と創造
　篠山の豊かな食材を使い、「郷土味学講座」は伝承と創造の2コースに99名の受講生で5回の講
座を、「かぞくdeおいしんぼクッキング」は夏休み中に353名の親子等受講生に5回の講座を行い、
食文化の継承と家族の食育力を高めることができた。

○篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実
　地産地消を推進するなかで、特に野菜については、生産量が気候等による影響を受けやすい。
安定した地元野菜の納入量を確保するため、地元野菜活用調整会との連携を更に密にするととも
に、地元産食材を安定的に給食に活用する方策の検討を続ける。

○特色ある献立づくりの充実
　継続して、子どもたちが「食」の大切さ、ふるさとの四季や良さを、感じることのできる献立を提供
する必要がある。そのために、昔から伝わる四季折々の伝統食も取り入れながら、ふるさと献立な
ど特色ある献立の充実に努める。

○食文化の継承と創造
　「郷土味学講座」、「かぞくdeおいしんぼクッキング」は共に大変人気があるため、より多くの方に
受講いただける取り組みが必要である。

施策の基本方向７ 郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

平成２８年度 愛南町交流給食献立かぞくdeおいしんぼクッキング
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【施策の基本方向１】　自立して未来を切り拓く態度の育成

５　外部有識者意見

　教育委員会の点検・評価に関して、法令に基づき、外部有識者から意見聴収をしました。
　施策の基本報告１～７ごとにご意見・ご助言をいただきましたので下記のとおり掲載します。

・「トライやる・ウィーク」「『トライやる』アクションの充実」の名称のもとに、社会的自立に向けたキャリア形
成に向けての活動を行い、成果を上げていることがうかがわれる。さらに、このような活動のなかで、ネガ
ティブの感情の克服も含めての精神的自立に向けた活動、加えて学習自立に向けての効果的な取り組
みも期待されるところである。

・キャリア形成の取組などで自分の将来や職業への期待、夢をもつことが社会的自立につながり、学習
意欲を向上させている成果が感じられる。

・自立心の育成や豊かな情操の育成も体験学習によって大きな成果が感じられ、継続して関わる機会を
大切にしてほしい。

・主体性を強化するためにも、自分を表現する力を大切にし、自分の想いや意見を述べる機会を増や
し、意見を主張し合うディベート学習やグループディスカッション等も効果がるのではないかと思う。

【施策の基本方向２】　子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

・演奏の鑑賞、栽培、うたまつりの等々の行事の展開によって、その目標の実現は十分に図られていると
思われる。これらの活動がその後の学校教育の中でどのように継承、発展されていてくのかについての
プランと実施及び評価等のグランドデザインの作成が望まれるところである。

・幼児のうたまつりに「篠山」を取り入れた実施内容は良かった。うたまつりのみならず、あらゆる遊びの中
で「篠山」を意識した取り組みは大切だと思う。

・小さい時からの自然との関わりや遊び、取組が積み重ねとなって、自然に対する興味や関心が深くな
り、また、自然との関わりを通して自分の想いを表現し、心に留めていくことが篠山の自然を大切に思うこ
とにつながると思う。また、自然との関わりを充実させるためにも、地域の人の協力が得られる体制づくり
も必要。

・「体幹を鍛える遊び」を取り入れているが、継続することが大切であり、年々弱くなっている持久力、持
続力も高まり、また、怪我の減少にもつながる。しっかりした体づくりは乳幼児期からの取組が大切であ
る。自然の中で遊ぶことが体幹を鍛えることにもつながると感じるので、戸外に出て存分に体を動かす機
会が必要。

・幼・保一体化に向けてそれぞれの立場で研修・研究もされているが、子どもの発達や保育内容などに
ついて、幼・保・こども園の職員が年間を通して一緒に協力し、研究して学び合う機会を増やし、０歳児
から就学前の一貫した保育・教育を推進してほしい。

・施設設備等の環境づくりに関しては、先を見据えた取り組みが重要であると感じる。

・病児保育事業、放課後児童健全育成事業、預かり保育事業など、保護者や子どもの大切な支援につ
ながっているが、そこに配置される職員の人数や資質の向上も重要になる。
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・高齢者大学、図書館サービス、生涯スポーツ等々、個々の取り組みの成果を見て取れる。今後は、これ
らを一体化するものとして生涯学びの大学・生涯スポーツ・生涯対話としての読書といったように一体化
し、青年・中年も包括、一元化したグランドデザインのもとに施策を計画、推進してはどうだろうか。

・社会教育は、社会的課題を視野に入れた、地域の取り組みの中で市民が切磋琢磨しながら高まり合
い、相互教育を念頭に置いた学習機会の創造を意図すべきである。子供から高齢者までが地域という
舞台の中で協働しながら、文化を共有し、ともに支え合う福祉的視点も含めた学習機会の提供が必要で
ある。

・各地区にまちづくり協議会が設立され、自治会を中心に各種団体が加盟しての住民網羅型の運営が
展開されている。本来公民館を中心に行われていた学習機会の提供は、地域の中で構築されるものへ
と主軸を置きなおす時期ではないか。

・社会教育と地域づくりの実践とが連携し、教育行政が地域との協働を提案しなければ、社会教育の現
場はますます市民から遊離し、一部高齢者の趣味・教養のニーズを充足するだけの機関になってしま
う。その必要性すらも論じられなくなっていくことが危惧される。各地区担当の窓口職員を社会教育の支
援員として置くような思い切った施策もあってもいいのではないか。

・「確かな学力」の実現に向けてつまずきやすいところやつまずきの分析に基づいて指導の改善を図っ
ていることについては、おおいに評価できる。ただ、「創造性を伸ばす教育」の視点からは、見方・考え方
に代表される思考力を伸ばすことについての取り組みの一層の強化が望まれる。特別支援教育の充実
についての取り組みも十分に評価できる。

・個々の学力や能力を確立させるための施策がとられていると感じる。自分の目指すところにどのように
学べばいいのか明確に指導、支援出来ることが大切だと感じる。

・豊かな心の育成に関して「道徳教育」も重要であり、現在起こっている問題をしっかり把握し、取り組む
ことができる教職員組織の強化に努めてほしい。

・特別な支援を必要とする子どもの早期発見・早期支援は重要であるが、保護者の認識に差があり、マイ
ナスなイメージを生んでいる状況も見られる。保護者、地域も含めてその重要性や認知度を高める施策
も大切ではないかと感じる。

【施策の基本方向４】　子どもの学びを支える環境づくりの推進

・社会資本としての校舎の整備、コミュニティ・スクールによる地域のコミュニティ意識の高揚と強化、家庭
の教育力向上のためのいろいろな試み、教職員の資質・能力の向上等、めざす目標の実現についてお
おいに評価できる成果を上げていると思われる。

・篠山産木材で机やいすが導入される環境づくりは共感できる。また、篠山産の木材を使った乳幼児の
玩具も導入と聞いた。乳幼児にとって安全で安心使用の木の玩具は使いやすく、温かみの感じられる玩
具なので随時導入させることを望む。

・各学校園の「安全マニュアル」が作成され重要なことであるが、その活用が出来ているか、把握できて
いるかがさらに大切である。「安全マニュアル」活用の取組や近年想像を超える自然現象も考えての状
況判断が出来る体制づくりも必要と考える。

・地域との連携づくりが積極的に行われている。地域で子どもを育てる意識の向上が安全で健全な生活
にもつながっていく。

・学びの連続性に関して様々な事業が提案され、実施により効果をあげていることが理解できる。縦のつ
ながりが弱い状況にあるので、積極的に推進していただきたい。

【施策の基本方向５】　市民が主体的に参画する生涯学習づくりの推進

【施策の基本方向３】　生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進
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・視聴覚機器を使用した教育活動は、子ども達にも受け入れられやすく効果的であるように感じる。歴史
や文化にあふれた篠山を学び、伝えていくことの大切さを認識し、積極的に利用できるサービス、参加で
きる事業の展開を望む。

・地域の方が率先して取り組んでいる事業について、広げていくことも大切。

・グローバル化する社会に求められる資質・能力は4つある。まず地域や自国の文化を理解し誇りをもつ
こと。そしてそれを踏まえて異文化への尊敬を持つこと。加えて、コミュニケーション力とコラボレーション
力である。その第一に位置づく自分の住んでいる地域の文化を考慮して理解し、誇りを持たせる上で
「篠山の魅力に学ぶ」諸事業は、農産物の理解等も含めてきわめて大切であり、それに対する取り組み
が順調に進み、活性化していることがうかがわれる。

・あいさつが人をつなぐ基本であることから、篠山市をあげて取り組んでいるのはすばらしい。また、各地
において独自に展開されているあいさつ運動もあり、この実践が継続して行われることを望む。

・食育の面からも安全安心な地産地消の取組は重要である。学校給食・保育園給食その他各施設の給
食事業全体の充実につながるように願う。

【施策の基本方向６】　文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

・有形、無形の文化遺産・文化財をどのように守り継承していくか、これについての効果的な方策の一つ
は、教育においてそれらを大切にしていこうとする価値観を育てることであるが、まちなみ保存会視察研
修や文化施設を使っての諸活動、化石発掘体験等々は、そのために効果的であると考えられる。世代
を超えて一体となってのいっそうの有機的な取り組みが望まれるところである。

・篠山の歴史や文化、自然遺産について学ぶ機会を増やし、市民が興味・関心をもって取り組めるよう
に、また、観光客にも有意義なバーチャルリアリティ映像の作成などもいいのではないか。

【施策の基本方向７】　郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進
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【施策の基本方向１】 自立して未来を切り拓く態度の育成

１－１ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援 【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・キャリア形成の支援
将来の夢や目標をもっている児童生徒の割
合を80％以上にする。

77％
【77％】

・スクールブリッジ事業
の推進

西紀地区３小学校を対象に年３回実施する。
3回実施
【3回実施】

・小中連携心のサポート
事業の実施

小中合同事業の開催を年８回以上とする。
推進委員会等10回、出前授業等７回
【推進委員会等８回、出前授業等９回】

１－２ 体験教育の推進

事業内容 成果指標 実績

・環境体験事業の充実

作物の栽培や小動物の飼育を通じて、地域と
協働してふるさとの自然のよさに気づき、命の
営みやつながり、命の大切さを学ぶ学習プロ
グラムを全校で実施する。

地域ボランティア等の協力を得て、全校で
実施
【地域ボランティア等の協力を得て、全校
で実施】

・自然学校の充実
学校では得難い体験活動プログラムを充実
し、集団の中における個々の役割を果たせる
活動を全校で実施する。

集団活動や宿泊体験を全校で実施
【集団活動や宿泊体験を全校で実施】

・トライやる・ウィークの
充実

「トライやる・ウィーク」の活動で、自分の考え
や行動に影響があったと思う生徒の割合を８
０％以上とする。

74％
【75％】

・「トライやる」アクション
の充実

全ての中・特別支援学校で実施を継続する。
全ての中・特別支援学校で実施
【全ての中・特別支援学校で実施】

事業内容 成果指標 実績

・外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）の活用

英語科教員及び外国語活動担当教員とＡＬ
Ｔとの研修会を年間２回以上実施する。

３回実施
【２回実施】

・小学校外国語活動指
導補助員（ＪＴＥ）の活用

申請のあった学校全てにＪＴＥを派遣する。
申請のあった全校（9校）で平均１1回実施
【申請のあった全校（10校）で平均10回実
施】

・海外からの視察等の
受入及び関わりの充実

積極的に視察・交流を受け入れる。
米国ワラワラ市、ネパール
【米国ワラワラ市、ネパール】

・国際理解教育の推進
全小学校、特別支援学校に対して、年１回実
施する機会を提供する。

各校（市内全１５校）年１回実施

６　成果指標に対する実績

１－３ グローバル化に対応した教育の推進

（注）事業名の後に（※）がついているものは、市長部局が所管します。
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【施策の基本方向２】子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・幼児のうたまつりの実
施

全ての認定こども園・幼稚園を参加対象とす
る。

私立を含む、こども園、幼稚園が参加
【私立を含む、こども園、幼稚園が参加】

・乳幼児の心身づくり
全ての公立認定こども園・保育園・幼稚園に
おいて、自然体験活動を充実する。

全こども園、保育園、幼稚園が実施
【全こども園、保育園、幼稚園が実施】

事業内容 成果指標 実績

・ふた葉プロジェクトの
推進

各家庭において、子育て日めくりカレンダー
の活用が図られること。

全こども園、保育園、幼稚園児の家庭に
「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」を
配布

・眠育の推進
５歳児において、１日の睡眠時間（午睡含む）
が、１０時間以上確保する。

10時間以上の睡眠時間を確保できている
5歳児の割合　58.4％

・食育の推進
各家庭が、子どもの食についての関心を高め
る。

全こども園、保育園、幼稚園で実施
【全こども園、保育園、幼稚園で実施】

・あそびの推進
全ての公立認定こども園・保育園・幼稚園に
おいて「地域散策」や「集団あそび」を実施す
る。

公立の全園で実施
【公立の全園で実施】

事業内容 成果指標 実績

・幼保一体化の推進 預かり保育を、市内６カ所で実施する。
6カ所で実施
【5カ所で実施】

・味間認定こども園の施
設整備

平成２８年７月に開園する。
平成28年7月4日に開園
【造成工事を行い、建築工事に着手】

事業内容 成果指標 実績

・子育て相談の充実
全ての公立認定こども園・幼稚園で相談事業
を実施する。

全こども園、幼稚園で実施
【全こども園、幼稚園で実施】

・病児保育事業の実施 １施設を開設する。 1施設で実施（平成29年3月1日～）

・放課後児童健全育成
事業の充実

公設公営２カ所、公設民営６カ所、民設民営
２カ
所で事業実施を行う。

公設公営2カ所、公設民営５カ所、民設民
営１カ所で実施
【公設公営１カ所、公設民営５カ所、民設
民営１カ所で実施】

２－１ “子育ていちばん”に向けて

２－２ 子どもの根っこを育てる環境づくり

２－３ 幼保一体化の推進と就学前教育の充実

２－４ 子ども・子育て支援の体制づくり
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【施策の基本方向３】 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・篠山市学力・生活習慣
状況調査の実施

全国学力・学習状況調査は全教科全国平均
以上、篠山市学力・生活習慣状況調査は全
教科目標値以上にする。

（H28）
・市調査実施概要
　実施教科及び学年
　小３・・・国語・算数
　小４及び小５・・・国語・算数・理科
　小６・・・理科
　中１及び中２・・・国語・数学・理科
　中３・・・理科
【上記のうち目標値を上回った教科及び学年】
　国語・・・小５・中１・中２
　算数・数学・・・中２
　理科・・・なし

・全国調査
　実施教科及び学年
　小６・・・国語A・B及び算数A・B
　中３・・・国語A・B及び数学A・B
【上記のうち全国平均を上回った教科及び学年】
　国語A・・・小６及び中３　国語B・・・なし
　算数・数学A・・・中３　算数・数学B・・・なし
-----------------------------------------
(H27)
・市調査実施概要
　実施教科及び学年
　小４及び小５・・・国語・算数・理科
　中１及び中２・・・国語・数学・理科
【上記のうち目標値を上回った教科及び学年】
　国語・・・小５
　算数・数学・・・中２
　理科・・・なし

・全国調査
　実施教科及び学年
　小６・・・国語A・B、算数A・B及び理科
　中３・・・国語A・B、数学A・B及び理科
【上記のうち全国平均を上回った教科及び学年】
　国語A・・・中３　国語B・・・小６及び中３
　算数・数学A・・・中３　算数・数学B・・・なし
　理科・・・なし

・学力向上プロジェクト
事業

研修会を年間２回実施する。
研修会を４回実施
【研修会を４回実施】

・指定研究事業の充実 研究推進校を８校以上とする。 【研究推進校１７校】

・問題データベースの
活用推進

篠山市学力・生活習慣状況調査の結果をい
かし、問題データベースを活用した課題解決
プリント作成の推進を図る。

【問題データベースを導入実績】
・小学校=国語、算数、理科、社会
・中学校=国語、数学、理科、社会、英語

【問題データベースを導入実績】
・小学校=国語、算数、理科、社会
・中学校=国語、数学、理科、社会、英語

・新学習システム等の推
進

新学習システムの活用を図る。 個に応じた指導の充実に向けて活用

・読書活動の充実
学校図書館図書標準の定める蔵書冊数を満
たす学校数の割合を５０％以上にする。

39％
【39％】

・ＩＣＴ活用の推進 全ての学校で情報モラル教育を行う。

インターネット利用に関するルールづくりを
実施
【インターネット利用に関するルールづくり
を実施】

３－１ 確かな学力の確立

　

42



【施策の基本方向３】 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

事業内容 成果指標 実績

・道徳教育の充実
人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒
の割合を、小学校で８０％、中学校で７５％に
増やす。

小学校７５％、中学校６８％
※全国学力・学習状況調査児童生徒質問
紙から
【小学校７５％、中学校７７％】

・学校における人権学
習の充実

人が困っているときは、進んで助けているとい
う児童生徒の割合が、小学校・中学校ともに８
０％以上になる。

小学校８５％、中学校８０％
※全国学力・学習状況調査児童生徒質問
紙から
【小学校７５％、中学校７９％】

・外国人児童生徒指導
補助員の派遣

就学後３年を目途に、児童生徒が学校生活
に対応できるよう派遣する。

年間3,003時間を派遣
【年間2,180時間を派遣】

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・「篠山市小・特別支援
学校陸上記録会」の実
施

指導力向上の実技研修会を年間１回実施す
る。

１回実施
【１回実施】

・体力・運動能力調査の
実施

運動が好きな児童生徒を増やす（全国平均
値を上回る）。

全国学力・学習状況調査の結果、小学５
年生男子、中学２年生男女とも上回る。
【全国学力・学習状況調査の結果、小学５
年生男子、中学２年生男女とも上回る。】

・学校における食育の
推進

朝食を食べて登校している児童生徒の割合
を
100％にする。

95%
【96%】

・喫煙・飲酒・薬物乱用
防止教育の充実

全ての学校で薬物乱用防止教室を開催す
る。

小学校６３％中学校80％
【小学校６３％、中学校８０％】

・少年期における胃が
んリスク防止の取り組み

対象となる中学校１年生の検査実施率を９
５％以上にする。

実施率95.3%（322人中307人）
【実施率95%となった。（396人中376人）】

事業内容 成果指標 実績

・校園内体制の整備及
び広域的・有機的な
ネットワークの形成

全ての小・中学校において特別支援教育に
係る校園内委員会を年３回以上開催する。

3回以上開催95％、2回5％、1回0％
【3回以上開催85％、2回5％、1回10％】

・特別支援学校の充実
センター的機能の充実に向けた研修の参加
者が１００人を超える。

延べ３００人以上が参加
【延べ３００人以上が参加】

・「個別の教育支援計画
（サポートファイル）」を
活用した関係機関との
連携強化

個別の支援計画の毎年の見直しと引継会を
実施する。

見直しと引継会を実施
【見直しと引継会を実施　】

・特別な支援が必要な
子どもの早期発見・早
期支援

市内全てのこども園・保育園・幼稚園におい
て巡回相談を実施する。

私立を含む、全園で実施
【私立を含む、全園で実施】

３－２ 豊かな心の育成

３－３ 健やかな体の育成

３－４ 特別支援教育の充実
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【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・地域に信頼される安全
で安心な学校園づくり

全ての学校園において、教職員に対する安
全研修会を年間１回実施する。

全ての学校園で1回実施
【全ての学校園で1回実施】

・学校安全安心パトロー
ルの充実

年間を通じて、巡回パトロールを実施する。
年間194回実施
【年間195回実施】

・防災教育・防災体制の
充実

学校と地域が連携した防災体制を確立する。
引渡訓練・救急講習会を実施
【引渡訓練・救急講習会を実施】

・学校施設の大規模改
修

大規模改修工事を計画的に実施する（2校）。
古市小学校、丹南中学校で実施
【城北畑・味間小学校、今田中学校で実
施】

・遠距離通学者への援
助

援助対象者への補助率１００％を維持する。 【補助率100％（151人）】

事業内容 成果指標 実績

・コミュニティ・スクール
の推進

「学校（地域）のヒーロー」をつくった学校の割
合を７０％以上とする。

小学校92.9％、中・特別支援学校50％
【小学校85.7％、中、特別支援学校
33.3％】

・オープンスクールの充
実

全ての学校園で、年間５日以上、オープンス
クールを実施する。

全校で年間５日以上実施
【全校で年間５日以上実施】

・ひょうご放課後プラン
の充実

アンケートによる参加児童の満足度を８０％以
上
にする。

満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・子どもの居場所づくり
推進事業「通学合宿」の
充実

アンケートによる事業実施の満足度を８０％以
上にする。

満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・子どもの居場所づくり
推進事業「トライしようＤ
ＡＹ」の充実

延べ参加児童・指導ボランティア数を１,０００
人以上にする。

延べ1,238名
【延べ1,182名】

・青少年健全育成団体
との連携強化

関係団体の連携の強化が図られる。
PTA等と連携し事業を実施
【PTA等と連携し事業を実施】

【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

４－１ 安全安心で質の高い学習環境の整備

４－２ 地域とともにある学校づくり
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【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

４－３ 家庭の教育力の向上 【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・ＰＴＣＡフォーラムの開
催

参加者数が３５０人以上になる。
参加者数283人　2/11実施
【参加者数286人　2/11実施】

・家庭教育支援事業の
実施

参加者の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

事業内容 成果指標 実績

・効果的・組織的な学校
運営

学校評価の結果をホームページで公表する
学校の割合を100％にする。

100%
【100％】

・いじめの防止等への
的確な対応

「いじめはどんな理由があったとしてもいけな
いことだ」と思う児童生徒の割合を１００％にす
る。

96％
【95％】

・生徒指導体制（組織的
対応）の充実

「学校に行くのは楽しい」と思う児童生徒の割
合を９０％以上にする。

87％
【86％】

・相談体制の充実
スクールカウンセラーを交えた生徒指導委員
会の定例化を図る。

全校で生徒指導委員会や情報共有会を
実施
【全校で生徒指導委員会や情報共有会を
実施】

・篠山市教育支援セン
ターの充実

子ども支援会議・センター会議の定例化を図
る。

毎月１回実施

・様々な研修機会の活
用

篠山市教育委員会が主催する研修会を、１５
種別実施する。

18種別の研修会を実施
【16種別の研修会を実施】

・人権教育に係る研修
の充実

篠山市教育委員会主催の研修会は年間１
回、各学校主催の研修会は年間２回以上実
施する。

市教育委員会で年間１回実施、年間2回
以上実施した学校の割合は100％
【市教育委員会で年間１回実施、年間2回
以上実施した学校の割合は91％】

・教職員のメンタルヘル
ス

初任者の学校訪問指導を年２回実施する。
2回実施
【2回実施】

事業内容 成果指標 実績

・情報モラル教育や研
修の充実

情報教育担当者に対する研修機会を年間１
回確保する。

研修会を2回確保
【研修会を2回確保】

４－４ 教職員の資質能力の向上

４－５ インターネット社会への対応

　

45



【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

事業内容 成果指標 実績

・神戸親和女子大学と
の事業連携

「スクールサポーター制度」の活用を図る。
利用者無し
【１名（９回）】

事業内容 成果指標 実績

・多紀地域における小
学校適正配置の推進

子どもたちが新しい学校生活に適応する。

「多紀小学校には慣れましたか」
慣れた76％、少し慣れた21％、慣れない
3％
※平成29年3月実施の多紀小学校児童へ
のアンケート結果抜粋。

【施策の基本方向５】市民が主体的に参画する生涯学習づくりの推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・学習の成果が実感で
きる取組

教育事業におけるアンケート結果の満足度
平均値が７０％を超える。

満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

事業内容 成果指標 実績

・篠山市高齢者大学の
充実（※）

受講生の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・青少年想像力・行動力
開発プログラム事業の
実施（※）

参加者の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・「図書館ビジョン」によ
る図書館運営

年間の入館者数を１３８，０００人以上にする。
127,097人
【132,558人】

・図書館資料の収集及
び提供

蔵書冊数を２０９，０００冊以上にする。
209,350冊
【201,947冊】

・中央図書館レファレン
スサービスの充実

年間の調査相談件数が６００件以上にする。
218件
【304件】

・市民センター図書コー
ナーと配本所の運営の
充実

図書コーナーの入館者数が年間２４，０００人
以上になる。

22,496人
【22,717人】

・中央図書館と学校園と
の連携

学校園への年間貸出冊数を３１，０００冊以上
にする。

22,645冊
【32,539冊】

４－６ 保幼小中高大の連携

４－７ 学校の適正規模・適正配置

５－１ 「生涯学習」＝「３つのライフステージ」という考え方

５－２ 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興
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【施策の基本方向５】市民が主体的に参画する生涯学習づくりの推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・地域資料の整理・保存
と郷土資料等の電子書
籍化

資料の電子書籍化数を年間４０点以上にす
る。

75点
【31点】

・視聴覚機器を活用し
た教育活動の支援（※）

編集室の利用件数を８００件以上にする。
900件
【640件】

・地域映像の収集と活
用（※）

地域映像を年間２５作品以上制作する。
29作品
【26作品】

・ＩＣＴふれあいサロンの
運営（※）

ＩＣＴふれあいサロン利用人数を年間２，０００
人以上にする。

1,640人
【1,841人】

・第２８回丹波篠山ビデ
オ大賞の実施（※）

応募数を８０作品以上にする。
48作品
 【91％】

・障がい者社会学級の
運営支援

参加者の満足度を８０％以上にする。
95%
【86%】

・在住外国人に対する
学習支援

国際理解教育プログラムの市内利用者を８０
０人以上にする。

969人
【754人】

事業内容 成果指標 実績

・スポーツ活動の充実と
推進

団体連携協力事業に対する支援を１回実施
する。

篠山市スポーツクラブ21連絡協議会主催
グラウンド・ゴルフ大会、ファミリーバドミント
ン大会協力
【篠山市スポーツクラブ21連絡協議会主催
グラウンド・ゴルフ大会、ファミリーバドミント
ン大会協力】

・第37回篠山ＡＢＣマラ
ソン大会の開催

篠山市民のランナーの割合を、ランナー全体
の３．５%以上にする。

3.41％
【3.67%】

・ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０ 篠山出身のオリンピック選手を輩出する。
篠山市出身選手1名がＵ２１男子日本代表
チームのメンバーに選出
【　未達成　】

・篠山総合スポーツセン
ター、西紀運動公園の
管理運営

利用者数が前年度比で１０１％を上回る。

篠山総合スポーツセンター利用者
　476,390人(前年比115%)【413,835人】
西紀運動公園利用者
　 80,463人(前年比106%) 【75,979人】

５－２ 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興

５－３ 生涯スポーツの充実
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【施策の基本方向６】 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・篠山市歴史文化基本
構想推進事業の実施

地域の歴史文化を活用した取組が増加す
る。

9団体
【5団体】

・篠山地区と福住地区
における町並みの保存
と活用

８件の保存修理を実施する。
篠山地区　4件、福住地区　4件
【篠山地区　5件、福住地区　5件】

・篠山春日能の充実 参加者数を６００人以上にする。
525人
【500人】

事業内容 成果指標 実績

・篠山市立文化施設４
館運営の充実

４館の入館者数を１０１，０００人以上にする。
104,045人
【99,359人】

・篠山市展の充実 作品の応募者数を２５０人以上にする。
260人
【275人】

・交響ホール主催事業
の実施

主催事業収支比率を７１％以上にする。
51.4%
【60.4%%】

・交響ホールボランティ
アスタッフの育成と連携

ボランティアスタッフの舞台・音響・照明の技
術研修会を延べ５５回以上実施する。

103回
【86回】

・市民ニーズに沿った交
響ホールの利活用

交響ホール（舞台）の利用率を６５％にする。
53.4%
【61.3%】

事業内容 成果指標 実績

・脊椎動物化石保護・活
用事業

化石発掘体験イベント（年間５回）の参加者数
を１８０人以上にする。

157人
【133人】

・学校における化石を生
かした取組の推進

全ての小学校で６年生を対象に校外学習プ
ログラムを実施する。

１3校で実施
【15校で実施】

６－１ 文化財と町並みの保存・活用

６－２ 文化・芸術の振興

６－３ 伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実
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【施策の基本方向７】郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

【　】は平成27年度実績

事業内容 成果指標 実績

・郷土を知る取組 学校や地域でガイドブック等が活用される。
全ての新小学3年生に配付し、授業等で
活用

・ふるさと創生奨学金の
充実

奨学生全員が進級・卒業する。
全員（2人）が進級
【全員（４人）が進級・卒業】

・ふるさと篠山探訪事業
の実施

全ての学校で研修等による地域学習を実施
する。

全校で実施
【全校で実施】

・学校における食農教
育の推進

全ての小学校で農業体験活動を実施する。
全校で実施
【全校で実施】

・篠山市民文化講座の
実施（※）

受講生の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・丹波ささやまおもしろ
ゼミナールの実施（※）

受講生の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・古文書入門講座の実
施（※）

受講生の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

事業内容 成果指標 実績

・篠山産コシヒカリ・地元
食材を活用した学校給
食の充実

学校給食で使用する野菜品目のうち、地元
産の
使用率を40％以上にする。

40.6％
【40.7％】

・親子クッキング等の食
育推進活動の充実

親子クッキングを年間３回実施する。
4回実施
【4回実施】

・篠山らしい特色ある献
立づくりの充実

月ごとに特色ある献立を８回提供する。
特色ある献立を毎月8回以上実施
例：「カムカム献立」「豆まめ献立」など
【8回】

・郷土味学講座の推進
（※）

郷土料理を作ることができる人数（２０歳以
上）を食育推進計画目標値（４０％）に近づけ
ること。

満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

・かぞくｄｅおいしんぼ
クッキングの実施（※）

受講生の満足度を８０％以上にする。
満足度に関するアンケートが未実施のた
め実績はありません。

７－２ ふるさと篠山を愛する心の育成

７－３ 学校給食の充実と地産地消の推進

７－１ 人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成

指標の設定無し
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各施策の関連資料
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・ 58

・ 58

・ 59
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・ 61

・ 61

・ 62

・ 64

・ 65

・ 65

・ 66

・ 67

・ 68

篠山市の人口推移 (単位：人)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

男 20,892　　　　 20,773　　　　 20,545　　　　

女 22,719　　　　 22,505　　　　 22,253　　　　

計 43,611　　　　 43,278　　　　 42,798　　　　

世帯数 16,870　　　　 16,966　　　　 17,075　　　　

(基準日4月1日)

視聴覚ライブラリー施設等利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

預かり保育申込者数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園園児数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保育園・認定こども園園児数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

篠山ふるさと創生奨学金貸与状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公民館施設の利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西紀運動公園利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

篠山総合スポーツセンター利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目　次

学校給食　特別(除去)給食申請者数推移・・・・・・・・・・・・・・・・

学校給食　特別(除去)給食除去食材別申請者数・・・・・・・・・・・・・

学校給食　地元野菜使用率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小学校・中学校・特別支援学校児童生徒数一覧・・・・・・・・・・・・・

児童クラブ利用者数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

たんば田園交響ホール利用等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

図書館統計情報一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

篠山春日能実績一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

文化施設４館入館者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高齢者大学受講者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　幼児教育分野

　学校教育分野

　社会教育分野

（歴史美術館、武家屋敷安間家資料館、青山歴史村、篠山城大書院）

篠山ＡＢＣマラソン参加者等一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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(単位：人)
年齢 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

０歳児 9       8       8       
１歳児 13       16       15       
２歳児 12       17       16       
３歳児 24       19       19       
計 58       60       58       
０歳児 7       3       4       
１歳児 13       9       14       
２歳児 17       17       14       
３歳児 19       22       22       
計 56       51       54       
０歳児 1       3       4       
１歳児 6       6       8       
２歳児 15       17       11       
３歳児 16       19       23       
計 38       45       46       
０歳児 5       4       3       
１歳児 8       11       6       
２歳児 11       11       12       
３歳児 17       15       13       
計 41       41       34       
０歳児 22       18       19       
１歳児 40       42       43       
２歳児 55       62       53       
３歳児 76       75       77       
計 193       197       192       
０歳児 11       17       14       
１歳児 17       18       25       
２歳児 23       22       20       
３歳児 31       38       30       
４歳児 39       24       34       
５歳以上児 32       35       21       
計 153       154       144       
０歳児 12       10       6       
１歳児 15       17       17       
２歳児 22       23       21       
３歳児 24       33       33       
４歳児 20       26       23       
５歳以上児 12       17       26       
計 105       126       126       
０歳児 13       15       23       
１歳児 27       31       31       
２歳児 26       43       47       
３歳児 48       42       60       
４歳児 64       100       87       
５歳以上児 88       68       99       
計 266       299       347       
０歳児 36       42       43       
１歳児 59       66       73       
２歳児 71       88       88       
３歳児 103       113       123       
４歳児 123       150       144       
５歳以上児 132       120       146       
計 524       579       617       

(基準日：3月1日)

城東保育園

たかしろ保育園

にしき保育園

今田保育園

公
立

保育園計

味間認定こども園

富山こども園

認定こども園計

園名

保育園・認定こども園園児数一覧

ささやまこども園

私
立

公
立
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(単位：人)

園名 年齢 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

４歳児 5         8         1         

５歳児 14         7         9         

計 19         15         10         

４歳児 18         10         12         

５歳児 15         20         11         

計 33         30         23         

４歳児 15         9         9         

５歳児 12         19         9         

計 27         28         18         

４歳児 15         7         6         

５歳児 23         18         7         

計 38         25         13         

４歳児 24         14         21         

５歳児 11         26         15         

計 35         40         36         

４歳児 19         20         21         

５歳児 14         17         21         

計 33         37         42         

４歳児 27         28         28         

５歳児 30         28         29         

計 57         56         57         

４歳児 4         2         5         

５歳児 6         4         2         

計 10         6         7         

４歳児 10         11         12         

５歳児 10         10         11         

計 20         21         23         

４歳児 26         28         22         

５歳児 27         27         29         

計 53         55         51         

４歳児 13         14         17         

５歳児 15         14         16         

計 28         28         33         

４歳児 22         18         18         

５歳児 23         21         16         

計 45         39         34         

合計 398         380         347         

(基準日：3月1日)

幼稚園児数一覧

かやのみ幼稚園

岡野幼稚園

たまみず幼稚園

八上幼稚園

城南幼稚園

大山幼稚園

西紀きた幼稚園

西紀みなみ幼稚園

たき幼稚園

篠山幼稚園

古市幼稚園

今田幼稚園
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(単位:人)

施設名 幼稚園名 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

通年利用 59            57            44            

長期休業等利用 1            3            2            

計 60            60            46            

通年利用 31            39            46            

長期休業等利用 1            1            1            

計 32            40            47            

通年 40            32            36            

長期休業等利用 3            3            5            

計 43            35            41            

通年利用 4            1            3            

長期休業等利用 0            0            0            

計 4            1            3            

通年利用 30            25            22            

長期休業等利用 0            1            1            

計 30            26            23            

通年利用 － － 20            

長期休業等利用 － － 0            

計 － － 20            

169            162            180            

(基準日：３月１日)

くすのきクラブ

しろたきクラブ

なつぐりっ子はうす

きたっこはうす

うりぼーはうす

どんぐりはうす

預かり保育利用者数一覧

総　計
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（単位：人）

施設名 区分 平成２6年 平成２７年 平成２８年

通年 34           39           48           

長期 42           39           25           

計 76           78           73           

通年 35           53           60           

長期 32           36           37           

計 67           89           97           

通年 33           20           13           

長期 18           26           18           

計 51           46           31           

通年 ― ― 22           

長期 ― ― 16           

計 ― ― 38           

通年 28           37           32           

長期 24           27           17           

計 52           64           49           

通年 ― ― 9           

長期 ― ― 18           

計 ― ― 27           

通年 76           89           109           

長期 55           93           90           

計 131           182           199           

通年 61           61           69           

長期 37           42           39           

計 98           103           108           

通年 ― ― 20           

長期 ― ― 9           

計 ― ― 29           

通年 37           45           35           

長期 13           36           28           

計 50           81           63           

通年 304           344           417           

長期 221           299           297           

計 525           643           714           

（基準日：４月１日）

合計

富山児童クラブ

篠山児童クラブ

児童クラブ利用者数一覧

今田児童クラブ

古市児童クラブ

城南児童クラブ

味間児童クラブ

大山児童クラブ

西紀児童クラブ

多紀児童クラブ

城東児童クラブ
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（単位：人）

平成26年 平成27年 平成28年

篠山小学校 154          144          143          

八上小学校 116          115          114          

城北畑小学校 157          153          155          

岡野小学校 179          184          190          

城東小学校 114          103          107          

福住小学校 43          38          

大芋小学校 24          23          96            

村雲小学校 43          35          
※平成28年度から統合
し多紀小学校

西紀南小学校 91          96          100          

西紀小学校 73          73          67          

西紀北小学校 48          42          39          

大山小学校 58          56          57          

味間小学校 491          515          511          

城南小学校 191          193          193          

古市小学校 84          79          81          

今田小学校 159          158          159          

2,025          2,007          2,012          

篠山中学校 451          458          414          

篠山東中学校 126          117          119          

西紀中学校 149          133          135          

丹南中学校 299          315          317          

今田中学校 96          90          72          

1,121          1,113          1,057          

幼稚部 5          3          1          

小学部 6          10          10          

中学部 8          8          4          

高等部 21          19          22          

40          40          37          

3,186          3,160          3,106          

（基準日：５月１日)
※福住小学校、大芋小学校、村雲小学校は平成２８年４月に統合し、多紀小学校となりました。

計

合計

児童生徒数一覧

特
別
支
援
学
校

小
学
校

中
学
校

計

計

児童生徒数
校名
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学校給食　地元野菜使用率

【年間重量ベース】

【年間品目数ベース】

６４品目中　　地元野菜 ＝ ２６品目使用 品目ベース使用率　＝

№ № №

1 23 45

2 24 46

3 25 47

4 26 48

5 27 49

6 28 50

7 29 51

8 30 52

9 31 53

10 32 54

11 33 55

12 34 56

13 35 57

14 36 58

15 37 59

16 38 60

17 39 61

18 40 62

19 41 63

20 42 64

21 43

22 44

 ＝ 地元産を使用したもの

  　（目標 ＝ 40%）

品　　　目

地元産使用率内地元産（kg）納入量（kg）

青ネギ

白菜

たまねぎ

じゃがいも

21,744.0      

2,585.0      

2,392.2      2,550.0      

3,190.0      

22,150.0      

10.1%        

24.2%        

45.0%        

63.1%        

12品目計

菜の花

きゅうり

キャベツ

にんじん 11,475.0      

12,259.0      

3,660.0      

※　目標は「25%を維持」であるが、夏期の大雨及び冬期の大雪のため収穫量減により目標を下回った。

12,100.0      

大根

14,950.0      13,342.0      

品　目 計画量（kg）

5,232.5      5,600.0      

12,750.0      

43.0%        

9.5%        

1,136.0      

913.0      

579.0      

1,349.0      

5,259.0      

1,164.0      

1,509.2      

2,250.0      

1,092.0      

さやいんげん

うすいえんどう

黄パブリカ

79,840.0      15,545.2      

90.0      

310.0      

1,150.0      

1,340.0      

ごぼう

子だいずもやし

にんにく

にら

にんじん

大根

青ネギ

青ピーマン

菜の花

水菜

ほうれん草

さといも

さつまいも

小松菜

かぼちゃ

40.6%

白菜

たまねぎ

じゃがいも

品　　　目

9.3%        

27.8%        

41.1%        

9.2%        

79.8%        

45.5%        

96.0      

178.0      

20.0      

3,284.0      

1,410.0      

1,046.0      

223.0      

44.0      

75,036.7      20.7%        

水菜

ほうれん草

品　　　目

とうがん

土生姜

チンゲン菜

せり

ズッキーニ

白ねぎ

さんしょう木の芽

乾燥大豆

カリフラワー

かぶ

えのきたけ

丹波大納言小豆

丹波黒大豆枝豆

丹波黒大豆

たけのこ

だいこん葉

セロリ

かぼちゃ

きゅうり

キャベツ

アスパラガス

赤ピーマン

重
量
ベ
ー
ス
１
２
品
目

ミニトマト

マッシュルーム

本しめじ　

細もやし

干しシイタケ

ブロッコリー

にがうり

なめこ

なす

トマト

わけぎ

れんこん

レタス

やまのいも

むきえんどう

むき枝豆

ぶなしめじ

太もやし

ビート

パセリ

金時にんじん

とうもろこし
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学校給食　特別（除去）給食　申請者数推移

（単位：人）

※　園児・児童・生徒の給食数は各年度5月1日時点

学校給食　特別（除去）給食　除去食材毎の申請者数

＜東部・西部学校給食センター合計＞

平成２８年度平成２７年度平成２６年度

52     

合 　  計

果 物 類

野 菜 類

ナッツ類

食 材 名

魚 介 類

乳 製 品

卵

モモ、びわ、リンゴ、バナナ、メロン、スイカ、キウイ、パイナップル、柿、
すもも、イチジク、グレープフルーツ、生の果物

52     

1,873     1,827     1,759     

2.35%     2.85%     2.96%     

44     

59     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 1,861     1,868     1,879     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　項目

西部学校
給食センター

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 47     53     

東部学校
給食センター

 除去給食実施者割合　　①／②

 園児・児童・生徒の給食数　  ②

 除去食申請者　　　　　　　　 　①

 除去給食実施者割合　　①／② 2.53%     2.84%     3.14%     

合　　計

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 91     105     111     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 3,734     3,695     3,638     

 除去給食実施者割合　　①／② 2.44%     2.84%     3.05%     

47

38

延べ
人数

そば、ヨモギ、山芋、里芋、長芋、ホウレンソウ、小麦（グルテン含む）、
トマト

ピーナッツ、アーモンド、ココナッツ、ナッツ類全般、くるみ、豆乳、ごま、
納豆

エビ、カニ、タコ、イカ、アジ、アサリ、ホタテ、カキ、貝類、魚卵、いくら、
ししゃも

牛乳、チーズ、ヨーグルト、生クリーム等（内、飲用牛乳のみ除去は19人）

卵の二次製品含む

除　　去　　食　　材

172

15

23

21

28
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篠山市ふるさと創生奨学金　貸与状況

(単位：人)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計

7 11 19 16 19 9 10 9 9 7 7 7 6 3 139

5 11 18 14 15 9 10 9 7 6 6 7 4 2 123

公立 3 6 14 11 12 6 7 6 5 5 6 5 2 1 89

私立 2 5 4 3 3 3 3 3 2 1 0 2 2 1 34

【貸与額】

平成１５年度～平成１７年度

　公立 8,000円/月、私立18,000円/月

平成１８年度以降

　公立10,000円/月、私立20,000円/月

年度
(平成)

申請者数

貸与者数

公
立
市
立
の
内
訳
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平成２９年３月５日 (日)

１,２０８ △ 31 １,００８ ９２０

１,２３９ 97.5% １,２０８ １,００８

人数

１８７ △ 15 １５０ １３３

２０２ 92.6% １８７ １５０

人数

８,１２３ 283 ６,９３１ ５,５１２

７,８４０ 103.6% ８,１２３ ６,９３１

人数

１,０６９ 77 ８７８ ５８６

９９２ 107.8% １,０６９ ８７８

人数

１０,５８７ 314 ８,９６７ ７,１５１

１０,２７３ 103.1% １０,５８７ ８,９６７

人数

第３６回大会 (81.0%)

第３５回大会 (78.3%)

第３４回大会 (83.3%)

当日気象条件（11時現在）：気温 １１．５℃、風向 北北東、風速 ０．８ｍ、湿度 ６４．８%、天気　晴れ

第３７回篠山ＡＢＣマラソン大会参加者人数対比表

88.7%

79.5%

80.2%

85.3%

完 走 者 数出 走 者 数

出 走 者 数

申 込 者 数

完 走 者 数

出 走 者 数

(参考)

83.4% 91.3%

人　数　　

　　種　目

申 込 者 数

今 回 申 込 者 数

前 回 申 込 者 数

１８７人

７,３８０人

79.7%84.7%

66.7%

６,４６７人

６,９８７人

８,９６７人

82.1%率

登録男子

登録女子

未登録男子

未登録女子

率

率

率

合計

１０,５８７人

率

１,２０８人

１０,２７３人

１０,２８３人

１０,３３３人

８,６２１人

８,２６４人

８,８５９人

６,９３１人

９２０人

１３３人

５,５１２人

５８６人

７,１５１人

８,１２３人

８７８人１,０６９人

１５０人

１,００８人
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(単位：人)

施設名 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

体育館 87,704             80,452             101,454             

武道場 14,368             32,979             59,424             

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 4,556             4,235             7,098             

会議室 1,475             5,197             1,636             

土ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 96,146             103,207             107,928             

人工芝グラウンド 83,913             77,958             60,586             

テニスコート 89,317             109,807             138,264             

合計 377,479             413,835             476,390             

(単位：人)

施設名 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

プール利用者 63,608             72,312             76,791             

グラウンド利用者 4,775             3,483             3,537             

多目的ルーム 1,527             184             135             

合計 69,910             75,979             80,463             

篠山総合スポーツセンター　利用状況

篠山市立西紀運動公園　利用状況
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(単位：人)

施設名 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

大会議室（全面） 9,967             10,885             9,042             

大会議室（4割） 1,828             648             1,188             

大会議室（6割） 2,343             1,925             1,463             

第１会議室 6,218             6,055             5,285             

第２会議室 5,228             5,709             6,085             

第３会議室 5,220             5,398             4,590             

ＩＴ講習室 1,773             1,465             2,665             

和室 １ 3,524             4,284             2,874             

和室 ２ 3,151             3,788             2,873             

小会議室 3,794             4,285             3,792             

調理実習室 6,288             4,519             4,768             

多目的ホール 25,589             24,881             21,955             

合計 74,923        73,842        66,580        

四季の森生涯学習ｾﾝﾀｰ利用状況
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(単位：人)  
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

多目的広場利用者数 10,177             14,077             15,301             

(単位：人)  

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

海洋センター体育館 13,228             11,963             15,407             

子育てプレイルーム 368             221             8,019             

城東グラウンド 14,377             13,055             13,608             

城東多目的広場 1,820             3,174             1,107             

第一和室 1,742             2,051             1,849             

展示室 3,176             2,516             4,048             

大会議室 2,483             2,995             2,384             

第１研修室 2,506             1,950             2,292             

第２研修室 1,558             1,408             1,325             

第３研修室 1,189             1,302             1,304             

第二和室 886             252             308             

実習室 1,316             707             893             

サークル室 855             561             657             

合計 45,504             42,155             53,201             

(単位：人)  
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

西紀体育館利用者 6,832             4,739             7,926             

※Ｈ２７は耐震工事で利用休止期間あり

(単位：人)  

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

今田体育館 3,464             9,732             12,387             

今田グラウンド 14,242             12,895             14,286             

テニスコート 856             1,110             879             

健康増進センター 7,935             6,085             6,715             

合計 26,497             29,822             34,267             

※Ｈ２６は耐震工事で利用休止期間あり

城東社会教育施設利用状況

篠山城跡三の丸多目的広場利用状況

西紀社会体育施設利用状況

今田社会体育施設利用状況
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篠山市高齢者大学　受講者数推移

(単位：人)

男 女 計
前年
度比

男 女 計
前年
度比

男 女 計
前年
度比

あおやま 49 145 194 -7 53 154 207 13 48 176 224 17 

かやのみ 8 86 94 4 25 101 126 32 29 111 140 14 

羽束 16 29 45 0 20 32 52 7 17 29 46 -6 

たき（福） 4 29 33 -2 4 33 37 4 4 33 37 0 

たき（ハ） 15 50 65 11 12 42 54 -11 11 40 51 -3 

たき（大） 2 23 25 1 6 21 27 2 7 23 30 3 

しゃくなげ 9 53 62 -13 10 56 66 4 13 55 68 2 

たんなん 51 297 348 0 65 303 368 20 55 325 380 12 

さぎそう 19 109 128 3 5 96 101 -27 16 79 95 -6 

合計 173 821 994 -3 200 838 1,038 44 200 871 1,071 33 

平成２７年度平成２６年度

中央

城東

公民館

平成２８年度
学園
学級
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篠山市立文化施設４館 入館者数一覧 

 

施設名 
入館者数(人) 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

歴史美術館 18,192   19,536   18,454   

武家屋敷 

安間家史料館 
15,073   15,918   17,089   

青山歴史村 16,255   16,892   20,863   

篠山城大書院 46,682   47,013   47,648   

合 計 96,202   99,359   104,054   

 

 

 

篠山春日能実績一覧 

(単位：人) 

種 別 第 41 回（H26 年度) 第 42 回（H27 年度) 第 43 回（H28 年度) 

入場券 414      351      363       

招待券 122      97      95       

関係者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 46      52      67        

合 計 582      500      525        
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１　図書館入館者数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

中央図書館 137,327    132,558    127,097    

市民センター図書コーナー 23,646    22,717    22,496    

計 160,973    155,275    149,593    

中央図書館 478    462    441    

市民センター図書コーナー 88    84    83    

計 566    546    524    

1,527    1,689    1,344    

一日平均入館者数 31    34    28    

中央図書館 287    287    288    

市民センター図書コーナー 269    270    271    

２　登録者数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

中央図書館 24,549    25,211    25,828    

市民センター図書コーナー 2,803    2,836    2,860    

団体 557    591    589    

計 27,909    28,638    29,277    

登録者数(団体除く)／人口 63    66    68    

３　蔵書冊数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

中央図書館 158,325    167,433    174,571    

市民センター図書コーナー 34,042    34,514    34,779    

計 192,367    201,947    209,350    

４　貸出利用者数及び貸出冊数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

中央図書館 6,267    6,192    5,929    

市民センター図書コーナー 800    759    689    

計 7,067    6,951    6,618    

中央図書館 291,525    289,708    274,559    

市民センター図書コーナー 27,400    24,723    23,312    

計 318,925    314,431    297,871    

貸出冊数／人口 7.3    7.3    7.0    

兵庫県平均 6.8    7.0    7.0    

図書館統計情報

　○金曜（18：00～19：00）の中央図書館入館者数

　○図書貸出冊数

　○開館日数

　○館別蔵書冊数

　○実貸出利用者数
　　　  (団体を除く）

　○総入館者数

　○一日平均入館者数

　○登録者総数

　○登録率

　○貸出密度
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たんば田園交響ホール利用等の状況

１．ジャンル別利用日数 (単位：日)

項目/年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

音楽（ｸﾗｼｯｸ） 9      9      11      

音楽（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ、演歌） 10      9      8      

音楽（音楽教室） 12      9      11      

音楽（民謡、邦楽） - 2      5      

音楽（合唱） 22      25      17      

音楽（吹奏楽） 22      15      14      

ﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ 17      26      21      

オペラ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 3      48      5      

舞踊（日舞、民舞） 16      5      9      

演劇 2      2      4      

伝統芸能 7      5      7      

演芸、落語 2      1      3      

映画 3      - -

講演、ｼﾝﾎﾟ、各種大会 20      25      20      

スタインウェイ練習 7      6      18      

楽屋貸 219      190      174      

その他 42      - 3      

合計（利用回数） 413      377      330      

利用日数 249      246      225      

利用率 96.5%　　　 94.3%　　　 89.6%　　　

※利用率(ピアノ・楽屋を除く) 62.8%　　　 61.3%　　　 53.4%　　　

開館日数 258      261      251      

利用率＝利用日数/開館日数*100

２．入館者数状況 (単位：人)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

ﾎｰﾙ自主事業 8,856    9,833    9,290    

県、市主催 4,902    6,259    8,852    

文化振興事業 27,715    29,461    21,858    

その他事業 1,946    746    2,048    

合計 43,419    46,299    42,048    

３．本番利用本数(1日2公演は2本) (単位：本)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

ﾎｰﾙ自主事業 18      15      15      

県、市主催 9      10      15      

文化振興事業 36      37      28      

その他事業 4      3      5      

合計 67      65      63      

４．友の会入会者数 (単位：人)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

330      198      227      
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利用区分 H26年度 H27年度 H28年度

ビデオ編集 422  304  551  H26年度 H27年度 H28年度

メディア複製 300  293  292  166人 173人 182人 

録音 21  10  20  

その他 49  33  37  H26年度 H27年度 H28年度

合計 792  640  900  654人 578人 788人 

H26年度 H27年度 H28年度

100人 88人 100人 

貸出機器種別 H26年度 H27年度 H28年度

プロジェクター 173  150  152  H26年度 H27年度 H28年度

スクリーン 138  124  106  133人 137人 126人 
ビデオカメラ
(記録媒体含む) 135  153  186  

ビデオカメラ用三脚 59  69  83  H26年度 H27年度 H28年度

DVD・BDデッキ 35  34  52  283人 312人 272人 

VHSデッキ 2  1  2  

その他 37  34  31  H26年度 H27年度 H28年度

合計 579  565  612  69人 64人 64人 

H22～H28登録者：550人

H26年度 H27年度

1,916 1,841 H26年度 H27年度 H28年度

74.5% 68.5% 355人 323人 283人 
インター
ネット

26.3% 26.6% 

文書作成 20.2% 26.4% H26年度 H27年度 H28年度

表計算 12.5% 15.4% 1916人 1841人 1640人 
パソコンの
基本操作 16.8% 9.1% 
その他
ソフト利用 2.5% 1.7% H26年度 H27年度 H28年度
スタッフ
に質問

21.6% 20.9% 132人 128人 109人 

H22～H28登録者：1606人

延べ利用人数

1.編集室利用実績（件数）

60.9% 

1,640 

H28年度 実利用者数

H22～H28登録者：748人

21.8% 

新規利用者数

主
な
利
用
目
的

（
割
合
）

2.視聴覚機器貸出実績（件数）

3.ＩＣＴふれあいサロン利用実績（人数）

延べ利用人数

（内サポート必要割合）

実利用者数

延べ利用人数

新規利用者数

新規利用者数

延べ利用人数

篠山市視聴覚ライブラリー　設備等利用状況一覧

実利用者数

17.3% 

7.6% 

6.8% 

22.4% 

24.1% 
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