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平成３０年９月１９日

1  はじめに

　 篠山市教育委員会では、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。

　 篠山市には、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

課題や実績を共有したく考えています。

篠 山 市 教 育 委 員 会

様性を重視した教育に取り組んでいます。

　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、教育委員会は

毎年、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、その

結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表しなければなりません。

　 この点検評価により、平成２９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
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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）

・細見　紀子　氏　（元　篠山小学校　校長）

　

２　教育委員会の点検・評価について

●対象

　　  平成２９年度に全戸配布した『篠山の教育（主要施策版）』での掲載事業

●点検・評価の方法

　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。

●外部有識者

●点検・評価の根拠法

    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】)

（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。
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採決結果

可決

可決

可決

可決

承認

承認

承認

承認

可決

可決

可決

可決

承認

※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

【報告】

第１号　小中学校児童生徒の問題行動等について

審議時間【1時間18分】

第２号　篠山市教育支援委員会委員の委嘱について

第３号  篠山市文化保護審議会委員の委嘱について

【承認事項】

第１号　学校運営協議会委員の任命について

審議時間【2時間12分】

第４回臨時会（H29.5.29）

【協議事項】

第１号  議席の決定について

審議時間【10分】

第３回定例会（H29.5.17）

【議案】

第１号  平成29年度6月補正予算案を市長に提案することについて

第３号　学校運営協議会を置く学校の指定について

第４号　学校運営協議会委員の任命について

審議時間【2時間57分】

第２回臨時会（H29.5.15）

【議案】

第１号  教育長職務代理者の指定について

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

【承認事項】

第１号　篠山市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令の制定について

第２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

３　教育委員会会議等　教育委員活動の実績

１　教育委員会会議　…　定例会　　12回　　臨時会　　7回

議案等の内容

第１回定例会(H29.4.19)

【議案】

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を市長
　         に提案することについて
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可決

可決

可決

可決

承認

※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

可決

※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

可決

可決

可決

可決

可決

審議時間【2時間20分】

第１１回定例会（H29.10.17）

【協議事項】

第１号　篠山市の学力向上施策について

審議時間【1時間55分】

第１号　平成２８年度教育委員会の点検・評価について

審議時間【3時間10分】

第１０回定例会（H29.9.20）

【議案】

第１号　篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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

第２号　平成２８年度教育委員会の点検・評価について

第９回定例会（H29.8.17）

【議案】

第１号　平成２９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の制定について

第３号　篠山市図書館協議会委員の委嘱について

【協議事項】

第１号　平成３０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８回臨時会（H29.8.1）

【報告】

第１号　小中学校児童生徒の問題行動等について

審議時間【1時間55分】

第６回臨時会（H29.6.15）

【報告】

第１号　小中学校児童生徒の問題行動等について

審議時間【40分】

第７回定例会（H29.7.19）

【議案】

第２号　篠山市延長保育促進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

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
第４号　社会教育委員・公民館運営審議会委員の委嘱について

【承認事項】

第１号　学校運営協議会委員の任命について

審議時間【2時間27分】

第５回定例会（H29.6.15）

【議案】

第１号  篠山市一時預かり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
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※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

可決

可決

可決

可決

可決

可決

※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

【報告】

第１号　小中学校児童生徒の問題行動等について

審議時間【1時間】

第２号　篠山市立認定こども園規則の一部を改正する規則の制定について

第３号　篠山市放課後児童健全育成事業の実施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

【協議事項】

第１号　平成３０年度「篠山の教育」（素案）について

審議時間【2時間40分】

第１５回臨時会（H29.12.21）

第２号　篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則の
　         一部を改正する規則の制定について

第３号　平成３０年度公立学校教職員異動方針について

審議時間【１時間30分】

第１４回定例会（H29.12.21)

【議案】

第１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

【報告】

第１号　小中学校児童生徒の問題行動等について

審議時間【1時間9分】

第１３回定例会（H29.11.15)

【議案】

第１号　平成２９年度１２月補正予算案を市長に提案することについて

第１２回臨時会（H29.10.17）
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

可決

可決

可決

可決

※篠山市教育委員会会議規則第14条の規定に基づき非公開

可決

【議案】

第１号　篠山市西紀青年集会所条例施行規則を廃止する規則の制定について

審議時間【2時間5分】

審議時間【2時間9分】

第１８回臨時会（H30.2.20）

【報告】

第１号　生徒の問題行動について

審議時間【40分】

第１９回定例会（H30.3.29)

第１７回定例会（H30.2.20)

【議案】

第１号　「平成３０年度篠山の教育」の策定について

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　篠山市学校跡地施設の管理運営に関する要綱の一部を改正する要綱の制定につ
　         いて

第４号　篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則の
　         施行細則の一部を改正する訓令の制定について

第８号　篠山市子どものいじめの防止等に関する行動指針を改定することについて

【承認事項】

第１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

【協議事項】

第１号　平成３０年度「篠山の教育」（案）について

審議時間【3時間36分】

第２号　平成３０年度当初予算案を市長に提案することについて

第３号　みどり賞被表彰者の決定について

第４号　三宅剣龍賞被表彰者の決定について

第５号　篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償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６号　篠山市公の施設使用料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７号　篠山市西紀青年集会所条例を廃止する条例を市長に提案することについて

第16回定例会（H30.1.18）

【議案】

第１号　平成２９年度３月補正予算案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
H29.11.27

H30.1.30 大阪府豊中市

H30.2.6

②　兵庫県市町村教育委員会連合会

開催日
H29.5.22

③　近畿市町村教育委員会連絡協議会

開催日
H29.10.24

　　　　　　講師：和歌山大学　教育学部　教授　武田　鉄郎　氏

開催場所 研修等の内容
紀の川市 ・研修大会
　粉河ふるさとセンター 演題　「発達障害の子供と向き合う」

洲本市 ・総会・研修会

洲本市文化体育館 学習指導要領の改訂について

　　　　　　講師：文部科学省初等中等教育局教育課程
　　　　　　　　　　主任学校教育官　小野　賢志　氏

講師：甲南女子大学　人間科学部　教授　村川　雅弘
　　　　　　　　　　

開催場所 研修等の内容

神戸市中央区
　
神戸市立博物館「ボストン美術館の至宝展」視察研修

篠山市 ・第３回　研修会
丹南健康福祉センター 演題：「新学習指導要領を見据えたカリキュラムマネジメント」

篠山市民センター 取組報告：高校生等若者のメンタルヘルス充実に向けて

　　　　　　　　　　報告者：丹波健康福祉事務所　地域保健課
　　　　　　　　　　　　　　　保健師：川崎　由岐子　氏

演題：「思春期のこども達のこころと関わり方について」
　　　　　　　　　　講師：ひょうご こころの医療センター
　　　　　　　　　　地域医療連携部長　渡邉　敦司　氏

・第２回　研修会
幼保連携型認定こども園せんり
ひじり学園・ひじりにじいろ保育園視察研修

・篠山市教育大綱の進捗状況について

開催場所 研修等の内容
篠山市 ・総会及び第１回研修会

第１回　総合教育会議（H29.7.20）

【報告・協議事項】
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④　全県夏季教育委員会

開催日

H29.8.22・23

いじめ・不登校対策について

自然体験活動の意義と課題

サイバー空間の危機から子どもを守るために

⑤　人権教育研修

開催日

H29.7.29

H29.12.2・3

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　三宅剣龍賞・みどり賞表彰式

⑥　篠山ABCマラソン大会

松江市　くにびきメッセ
大展示場

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」

島根県 ・全国人権・同和教育研究大会

ホテル北野プラザ
六甲荘 　　　　　　講師：大阪教育大学学校

　　　　　　　　　　危機メンタルサポートセンター
　　　　　　　　　　教授　瀧野　揚三　氏

　　　　　　講師：（（一財）野外活動協会　専務理事
　　　　　　　　　　（兵庫県教育委員）　清水　勲夫　氏

　　　　　　講師：兵庫県警察本部生活安全部
　　　　　　　　　　サイバー犯罪対策課警部補　本田　英理　氏

開催場所 研修等の内容

開催場所 研修等の内容

神戸市 ・研修会
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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 【拡充】
　教育活動全体を通じた組織的、系統的なキャリア教育の充実を図り、社会的自立に必要な能力
や態度を育てる。「篠山市キャリア形成支援事業～夢プラン～」を実施し、生徒が主体的に進路を
選択する態度を育む。

○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。

○篠山市キャリア形成支援事業～夢プラン～の実施
　市内中学2年生、特別支援学校中学部2年生及びその保護者を対象に、自らの生き方を考える
機会として、市内3高等学校の学校紹介を通じて進路について考えるとともに、本市にゆかりのあ
る講話を聞いた。
　参加した市内中学2年生は、身近なキャリアモデルである高校生たちの学校紹介に真剣に耳を
傾けていた。また、少し早い段階で進路について考えるきっかけとなり、キャリア形成に大いに役
立ったと考える。
　■篠山市キャリア形成支援事業：平成30年2月7日（水）四季の森生涯学習センター
　　　　　〇講演「未来を拡げるために今できること」
　　　　　　　　百人一首競技かるた名人（2013～2015年）　岸田　諭氏
　　　　　〇高校紹介　市内３高等学校

○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、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。
○各種事業の実施
　キャリア形成支援事業として、夢プランの実施や県補助事業のプロから学ぶ創造力育成事業を
活用するなど、自分らしい生き方を実現するための力を育むキャリア教育の推進に努める。

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

郵便局での校外学習 卒業生・歌手 遠山恵さんによる
トーク＆ライブ（篠山東中学校）（多紀小学校）
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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 【継続】
　体験型環境学習を通じて、命の大切さや命のつながりを実感させ、自然に対する豊かな感性や命
を尊ぶ心や、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 【継続】
　学校・家庭・地域の連携のもと、地域の中で行う社会体験活動を通して「生きる力」を身につけると
ともに、地域の良さやふるさとの恵みに触れる。

○環境体験事業・自然学校の充実
　環境体験事業は、教科に位置づけた校外体験活動を年間３回以上実施し、事前及び事後学習を
通して、生命の尊さや大切さを学ぶ事ができた。
　自然学校は、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２年生（在籍者数３１９名）が、活動場所（受入事業所数１２５）において、農林業、
文化・芸術創作、ボランティア・福祉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」（８３％）、「働くことの大切さ、厳しさ、楽しさを感じた」（８５％）、保護者では「このよう
な機会があればまた参加させたい」（８４％）、事業所では「地域にとっても有益な活動である」（７
２％）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、段階的につなげるこ
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」をより充実させるために、原点に返り、事業の目的や目標を明らかにするとと
もに、事前・事後の指導を強化する。事前指導では、地域の人々への感謝の気持ちを育み、規範意
識の醸成に向けた生徒指導の充実を図る。事後指導では、「トライやる・ウィーク」での体験を振り返
り、社会における自らの役割や将来の生き方・働き方を考えさせるなど、生徒のキャリア発達を支援
する。また、ボランティア等の体験を通して、地域とのつながりを深化させ、心の教育の充実を図る。

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

（古市小学校：環境体験事業）
トライやる・ウィーク（林業体験）川に住む生き物の調査
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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 【拡充】
　ＡＬＴを中学校に配置するとともに、小学校、特別支援学校にも派遣し、小中の円滑な接続を意
識した外国語教育を推進する。ＡＬＴの人数を４人から８人に増員し、児童生徒が生の英語に触れ
る機会を増やすとともに、より効果的なチームティーチング（TT）の推進を通して、外国語教育の
更なる充実を図る。

○外国語指導助手（ALT）の活用
　小学校においては、ALTを毎週1回派遣できるようになった。
　このことで、高学年の授業だけでなく、中・低学年の外国語活動の授業にもALTが加わり、TTの
授業を行うことができた。また、ALTが幼稚園を訪問することもできた。
　ALTの訪問回数が増えたことで、親しみが増し、休み時間や給食、掃除の時間でも、児童は
ALTと触れ合えた。また、ALTが作成した教材や掲示物等を通して、異文化への理解を深めたり、
改めて日本の文化について知る機会となったりした。
　教員にとっては、ALTと２人でデモンストレーションができ、より自然な流れで授業が展開できた。
また、授業の打合せや振り返りの時間が確保できるようになったことで、生の英語に触れ、教員自
身が英語を話す機会が増えた。

○外国語指導助手（ALT）の活用
　研修会を実施し、ALTとの効果的なティーム・ティーチングの実現に努める。ALTやリーダー研
修受講者及び外国語教育推進ワーキンググループ委員（推進リーダー）と連携し、研修の充実を
図る。２０２０年度から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。

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による英語の授業 修学旅行先でのインタビュー
（今田中学校） （古市小学校）
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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
○就学前の保育環境の整備 【拡充】
　子育て家庭のニーズに応じた幼児期の教育・保育を提供できる環境整備を進める。たき幼稚園
の旧きよたき幼稚園への移設に際しては、多紀地区における就学前の保育環境を整えるため、た
きこども園(仮称)を整備することとし、基本設計に着手する。

○就学前の保育環境の整備
　たきこども園（仮称）の建設に向け、用地測量及び埋蔵文化財調査を実施した。また、新園舎の
基本・実施設計及び旧きよたき幼稚園舎解体撤去工事を進めた。
　・用地測量業務委託（平成29年10月27日～平成30年2月28日）
　・埋蔵文化財調査業務委託（平成30年2月20日～平成30年2月26日）
　・基本・実施設計業務委託（平成29年10月19日～平成30年6月30日）
　・旧きよたき幼稚園舎解体撤去工事（平成30年3月9日～平成30年5月31日）

○就学前の保育環境の整備
　たきこども園の整備については、平成３１年４月１日の開園に向け、実施設計の確定、新築工事
の実施、備品購入及び引越作業などを遅滞なく進める必要がある。また、こども園が新築園舎で
円滑にスタートするため、指導計画、年間行事予定、持ち物・服装、園務分掌などを平成３０年度
中に作成する。

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

旧きよたき幼稚園舎解体撤去工事 たきこども園（仮称）完成イメージ
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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 【継続】
　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などに取り組む。「篠山発　子育て
日めくり応援メッセージ」の具現化を順次図ることとし、絵本などの読み聞かせおよび眠育をテー
マに取り組む。また、日めくりの活用・啓発と併せて、子育て講演会を実施する。
○木のおもちゃの導入 【新規】
　いろいろなものや空間を表現できる積み木などを導入する。篠山産木材を使用する。

○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５回開催し、市内の子育て支援関連施設を訪問しながら、それ
ぞれの連携について検討した。
・保育現場の職員が眠育についての見識を深め、保護者へ啓発できることを目的に、眠育の第一
人者である兵庫県立リハビリテーション中央病院子どもの睡眠と発達医療センターの三池輝久参
与を招き、眠育研修会を実施した。
　　■眠育研修会：平成29年8月26日（土）篠山市民センター　保育現場職員４２人
・講演家の辻中公氏による保護者向け子育て講演会を開催し、人形劇団クラルテによる人形劇上
演も合わせて行った。
　　■子育て講演会：平成29年10月20日（金）篠山市民センター　保護者６人
・「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」については、3歳児健診において継続配布した。

〇木のおもちゃの導入
　すべての市立保育園・幼稚園・こども園において、年齢層に応じた篠山産木材を使用した木の
おもちゃを導入した。
　　0・1歳児 ：木の車
　  2・3歳児 ：ままごとセット
　　3～5歳児：板積木
　　4・5歳児 ：積み木

○ふた葉プロジェクトの推進
　保健福祉部健康課と連携し、３歳児健診において「篠山発 子育て日めくり応援メッセージ」を継
続配布する。
　平成３０年度を「理念から行動の年」とし、子どもや保護者が実際の体験を通して「眠育・食育・あ
そび」の大切さに自ら気づくことができるよう、「体験」をキーワードとした仕組みづくりを検討する。

〇木のおもちゃの導入
　平成３０年度は３か年計画の２年目として、型はめ、玉転がしパズル、つみもりを導入する。

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

子育て講演会（篠山市民センター） 篠山産木のおもちゃ（味間こども園）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

２－３ 幼保一体化の推進と就学前教育の充実
○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動 【継続】
　体幹を鍛えることで、動きやすい体・転びにくい体を形成し、諸感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、
触覚）を鍛えることで、脳をバランスよく発達させる。

○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動
　４月開催の保育園・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、第1回保育園・幼稚園・こども園・預かり保育職員合同研修会において、諸感覚の発達を
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。
　■合同研修会：平成29年5月12日（金）篠山市民センター　保育現場職員１２２人
　さらに、自然を取り入れた保育は、感覚器の鋭敏な乳幼児期から諸感覚を使って自然を感じ、
自然を理解することが重要であることから、各園に於いて地域の自然の中で遊んだり、園内の環
境として自然物を取り入れる等の取り組みを行った。

○子どもの体幹を鍛え、諸感覚を発達させる保育・教育活動
　体幹づくりや諸感覚の発達を踏まえた保育・教育活動を引き続きすべての保育園・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、家庭とも連携しなが
ら取り組む。
　また、篠山の四季折々の豊かな自然環境をとおして保育実践を行い、諸感覚を通して様々な体
験をさせることにより、豊かな感性を育んでいく。子ども達は自然環境が豊かな空間に入ると、自ら
体を動かして遊びだすものである。自然の中での遊びが少なくなった子ども達のために、園では
自然に触れて遊ぶ機会や場所を計画的に設定していく。

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

幼稚園の自然体験活動 （八上幼稚園） 幼稚園の自然体験活動（たき幼稚園）
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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
○子育て相談の充実 【継続】
　こども園・保育園・幼稚園が地域における幼児期の教育センターとしての役割を担う。子育て悩
み相談「子育てなんでも相談プラザ」を篠山市こども発達支援センターと連携して実施し、保護者
を支援するネットワークを構築する。
○病児保育事業の実施 【継続】
　病気時及び病気回復期の子どもを保育することにより、子育てと就労の両立支援を図る。

○子育て相談の充実
　味間こども園とたき幼稚園を相談専門員派遣園と位置づけ、篠山市こども発達支援センターか
ら言語聴覚士、作業療法士、発達支援保育士を派遣いただき、子育てなんでも相談プラザを実
施した。相談日は、両園あわせて６日間であり、実人数６人の相談者に対応することができた。「言
葉の発達がゆっくりである。」「どのようにしつけをしたらよいか。」「トイレトレーニングをどうしたらよ
いか。」「子どもに対して感情にまかせて怒ってしまう。」「正しく発音できない。」などの相談内容
に、専門員が適切にアドバイスを行った。

○病児保育事業の実施
　医療法人社団小嶋医院に運営委託を行い、午前8時30分から午後5時までで、年間２３６日開設
した。事前利用申込は３３１人有り、年間延べ３３６人の児童等が利用した。
  児童等が、病気等で、集団保育が困難な時にその児童を一時的に病児保育室で保育すること
で、保護者の子育てと就労の両立の支援を図ることができた。

○子育て相談の充実
　発達支援が必要なケースも含め、悩みをもっている保護者が相談に行きやすい環境を整えるこ
とが必要である。平成３０年度は、子育てなんでも相談プラザの初回開催日をこれまでの８月から７
月へ早め、７月の幼稚園個人懇談で保護者に悩みがあるとわかった場合には、直ちに相談プラ
ザを勧められるよう開催日の設定を工夫する。

○病児保育事業の実施
　より多くの方に認知していただくため、ポスターやチラシによる啓発や幼稚園の入園説明会など
でＰＲ活動を行う。また、開設間もない施設のため、よりよい運営が出来るよう受託事業者と協議・
調整を図る。

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

子育て相談室（味間こども園） 病児保育室にこにこ
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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
○学力向上プロジェクト事業 【継続】
　「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し推進する。授
業や家庭学習のポイントを示したリーフレットやチェックシートを研修会や校内研修などで活用し、全
学校で主体的・対話的で深い学びの視点から学習課程などの授業改善に取り組む。
○ＩＣＴ（情報通信技術）活用の推進 【拡充】
　児童生徒の情報活用能力を育むとともに、情報モラル教育を推進する。教育情報化推進基本計
画(仮称)を策定するとともに、タブレットとしても使える学校教育用パソコンへの更新とすべての普通
教室にインターネット環境の構築をめざす。

○学力向上プロジェクト事業
　「学力向上プロジェクトチーム」を設置し、「篠山市学力・生活習慣状況調査」において、学習の定
着状況や生活習慣の状況についての把握を客観的に行なった。それらの分析を基にして、教員を
対象とした研修会の実施、リーフレット「いきいきささやまっ子学力向上プラン」を作成し、平成３０年
度小学校入学生の家庭に配付し、学力向上の啓発に努めることができた。

○ICT（情報通信技術）活用の推進
　教育情報化推進プロジェクトチーム会議を６回開催し、本市の「教育の情報化推進基本計画」を策
定した。また、学校教育用パソコンとして市内８小学校・３中学校にタブレットパソコンを導入するとと
もに児童生徒の情報活用能力の育成や教員のＩＣＴ活用指導力の向上を目的とした研修を２回実
施した。

○学力向上プロジェクト事業
　本事業による授業スタンダードの周知、徹底のため、リーフレットの作成や公開授業を行ってきた。
それらの活用や定着が今後も課題である。全国学力・学習状況調査の分析を引き続き行うとともに、
これまでの施策についても考察して、課題の改善を図る。

○ICT（情報通信技術）活用の推進
　篠山市教育の情報化推進基本計画に沿って、情報教育や校務の情報化を進める。研修等によ
り、教員のＩＣＴを活用する指導力を向上させ、児童生徒がコンピュータや情報通信ネットワークの情
報手段を適切に活用できるようにする。また、学校における情報通信機器を活用した授業の実践事
例集を作成し、普及・推進していく。

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

ＩＣＴを活用した授業（西紀中学校）
リーフレット「いきいきささやまっ子学力向上プラン」
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【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 【継続】
　未来に向けて主体的に人生や社会を切り拓く人づくりの基盤としての道徳性を養い、豊かな心
を育む道徳教育を進める。「特別の教科　道徳」の実施（小学生は平成３０年度、中学生は平成３
１年度から）を見すえて、道徳教育推進教員を中心として、学校全体で道徳教育の推進に努め
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、活用した。
　兵庫県教育委員会のスーパースキルアッププログラムの指定を受け、今田小学校及び今田中
学校において４回の研修を行い、特別の教科　道徳の本格実施を見据えた評価のあり方を中心と
して実践研究に取り組み、市内各校に啓発した。
　さらに、特別の教科　道徳に向けた市内教員向けの研修を小学校で1回、中学校で１回行い、全
体計画の作成、指導計画の作成等について講話を聞き、校内における推進体制構築の一助とし
た。

○道徳教育の充実
　小学校では平成３０年度から、中学校では平成３１年度から、特別の教科　道徳の実施により、
検定教科書が採択される。教科書を適切に活用しながら、「私たちの道徳」、「兵庫版道徳教育副
読本」を引き続き活用する。併せて、教員の教材分析力及び指導力向上を図り、道徳教育、特別
の教科　道徳のさらなる充実に努める。また、より適切な評価のあり方等については継続的に研究
を深めていく。

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

道徳の授業場面（西紀小学校） 道徳教育の教員研修（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
○学校における食育の推進 【継続】
　学校の教育活動全体を通じた組織的・計画的・継続的な食育を進める。
○喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実 【継続】
　発達段階に応じて健康への影響を理解させ、興味本位な情報に適切に対応できるようにする。
○部活動支援事業 【新規】
　「部活動支援員」として地域の協力を得て、部活動での適切な指導方法等の推進を図る。

○学校における食育の推進
　栄養教諭や地域人材を活用し、地域の食材を通して食に関する知識を深めるとともに、地域の
自然や文化への興味も高めることができた。また、給食試食会や食育だよりにより、保護者への啓
発を行うことができた。

○喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実
　薬物乱用防止教室の各校での開催について啓発した。また、アルコール関連問題啓発週間の
周知や子ども向けリーフレット「たばこのこと知ってる？」の配布、薬物乱用に係る啓発ポスターを
各校で掲示する等、啓発活動を推進した。

○部活動支援事業
　平成２９年度から、専門的な知識と技能を有し、スポーツ、音楽、美術等における活動の楽しさ
や段階的な指導ができる地域の指導者を「部活動支援員」として活用し、市内全中学校がこの事
業を実施した。７人の部活動支援員に活動いただいた。生徒たちの技術の向上が図られるととも
に、教員の知識も深まり、効果的な指導を行うことができた。

○学校における食育の推進
　学校の教育活動全体を通じた組織的・計画的・継続的な食育を進めることについては、引き続
き、学校における食育推進体制の整備に努める。また、家庭や地域、福祉部局と連携し、子どもた
ちの望ましい食習慣の形成を図るとともに、体験活動（調理実習や食材の栽培等）を通じて、生産
者への感謝の気持ちや篠山の農業や自然、食文化について理解を深めていく。

○喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実
　今後も引き続き、薬物乱用の危険性・有害性に関する正しい知識を周知徹底し、薬物乱用防止
に努める。

○部活動支援事業
　生徒数の減少による教員の減少に伴う部活動顧問不足、専門性のある効果的な指導方法な
ど、生徒がやりがいをもって活動ができる部活動になるよう継続実施する。

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

篠山産業高校生との交流（食育） 部活動支援事業
（西紀南小学校） （篠山中学校・丹南中学校）
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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
○校園内体制の整備および広域的・有機的なネットワークの形成 【継続】
　各学校園における支援体制の整備を推進するとともに、市内の医療、保健、福祉、労働などの関
係機関との連携体制を整備する。
○ささやまキッズ発達支援チームの設置 【継続】
　臨床心理士などにより支援チームを結成し、各学校園への巡回相談を行う。教育相談（発達相談）
の実施にあたっては、臨床心理士などによる心理検査を実施し、篠山市教育支援センターの相談
機能や篠山市こども発達支援センターとの連携を行い、充実を図る。

○校園内体制の整備および広域的・有機的なネットワークの形成
　市内の医療、保健、福祉、労働などの関係機関との連携体制さらに強固にするため、また、早期
からの支援を年齢域で適切に引継ぐためにサポートファイルの各様式を全面改訂した。シートの改
訂については、就学前、学齢期、高等教育の期間及び就労期に至るまでよりスムーズに継続した支
援を行うことを視点とした。また、保護者との合意形成をより確実に行うことも視点とすることで、保護
者、学校園及び関係機関が同一の認識のもとで支援を行うことを意図とした。サポートファイルの改
訂のポイント及び活用の仕方については、学校園並びに関係機関に対して説明会を計画し、その
周知に努めた。

○ささやまキッズ発達支援チームの設置
　ささやまキッズ発達支援チーム員に新たに臨床心理士を加え、発達検査等を含む、教育相談の
ニーズに対応できる体制を構築した。
　臨床心理士を新たに加えたことで、児童生徒及びその保護者、１０４名（保護者を含む）に発達検
査等を主とした教育相談を実施することができた。

○校園内体制の整備および広域的・有機的なネットワークの形成
　市内の教育資源をさらに有効活用できるように継続的なネットワーク形成を目指していく必要があ
る。篠山市こども発達支援センターとの、より密接な連携を図ることや、医療機関との連携を図ってい
く必要がある。

○ささやまキッズ発達支援チームの設置
　教育相談体制の充実を図っているところであるが、市内の学校園及び保護者からのニーズに対し
てはより細かに対応する必要がある。臨床心理士を配置する時間数や教育相談の内容等につい
て、今後もさらに充実させるために研究してくことが必要である。

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

バランスボールを使った感覚遊び
（篠山養護学校）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

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 【継続】
　安全計画に基づいた安全で安心な学校園づくりを進める。安全管理、安全教育、組織活動を通
して未然防止、救急対応に係る校内体制を充実させる。
○学校施設の大規模改修 【継続】
　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行うとともに、平成３０年度の実
施に向け、城東小学校、西紀小学校、城南小学校および篠山養護学校の大規模改修実施設計
を実施する。

○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、8月22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、学校安全安心づくり事業指定校の古市小学校の取組を紹介するとと
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２９年度は西紀北小学校、今田小学
校、西紀中学校において、外壁や屋上防水の改修等を実施し、児童・生徒が安心して学校生活
を過ごせる環境を整備することができた。また、平成３０年度の改修に向け、城東小学校、西紀小
学校、城南小学校および篠山養護学校の実施設計を行った。

○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、学校職員対象に市民救命士の資格取得
に向けた取組を進める。

○学校施設の大規模改修
　老朽化の進む学校施設においては、安全性の観点から計画的に改修工事を実施する必要が
あり、平成３０年度には、城東小学校、西紀小学校、城南小学校および篠山養護学校で大規模改
修工事を実施する。
　また、平成３１年度の改修に向けて、岡野小学校、西紀南小学校および大山小学校の実施設計
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

施設の安全点検の実践（安全研修会）
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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 【拡充】
　全ての学校にコミュニティ・スクールを導入し、保護者や地域住民などがより主体的に参画する
新しい学校運営や効果的な教育活動の実現に向けて取り組む。

○コミュニティ・スクールの推進
　平成２６年度からスタートしたこの事業は、３年間の調査・研究段階を経て、平成２９年度、市内
全ての学校が、教育委員会規則に基づく学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクール指定校
となった。特に、学校運営協議会設置の趣旨を踏まえ、各委員による「学校運営方針の承認」が
求められる中、積極的に参画しようとする機運が高まってきている。単なる指摘に留まるのではな
く、各委員が当事者として自分の果たすべき役割を自覚し、協働体制が築けたこと、また、予算執
行において、地域の特色を生かした事業、予算執行計画が提出されたことは大きな成果である。

○コミュニティ・スクールの推進
　コミュニティ・スクール推進事業を、より深化・発展させるためには、改めて、学校、家庭、地域の
三者が、コミュニティ・スクールの意義・目的について、共有を図ることが重要である。コミュニティ・
スクールの研修会等を通じて、機会ある毎に目標の共有化を図ることや、成果を上げている学校
の取組を紹介するなど、子どもたちの生きる力を育むため、各校が持続可能な仕組みづくりに取り
組む。そのためにも、年間２回の市教委主催の研修会の実施や、指導主事による訪問指導を継
続する。また、各委員に研修会への参加を呼びかけたり、ホームページ等を通じて様々な教育活
動を公開するなど、当事者意識の高揚を図るとともに、各学校運営協議会単位で連携協働できる
機会を設定する。

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

地域の方の指導による西紀音頭講習会 学校運営協議会と生徒会の意見交流会
（西紀中学校）（西紀小学校）
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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
○家庭教育支援事業の実施 【継続】
　安心して子育てができる環境づくりに向けて、「親子スイミング講座」や親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた」の講座を実施し、情報交換や仲間づくりの機会を提供する。

○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１回（延べ３回）開催した。参加者は、１７組３４名（延べ４７組９４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４回（延べ１６回）
開催した。参加者からは「他のママと話をすることで、情報交換ができたり、自分のストレス発散に
なったり、新しい出会いもあって、得るものが多い１か月となりました。」「みんな悩んでいることが一緒
とわかり、心の余裕が持てました。」「０歳の時のかかわりが赤ちゃんの成長に重要な時期だとわか
り、より愛情を持って接するようになりました。」等の満足度が高い感想があった。当プログラムを契機
に、受講生が自主的に子育てグループをつくり、お互いに悩みや心配事を共有しながら、子育てを
実践しており、この事業の成果が多方面に波及している。参加者は、４４組８８名（延べ１５８組３１６
名）

○家庭教育支援事業の実施
　親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」については、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、ファシリテーターを育成す
るとともに、その指導力を高めていくため関係者間で緊密に連携を取り合いながら進めたい。
　今後の中長期的な目標としては、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きたい。

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

親子スイミング講座 親子の絆プログラム「赤ちゃんがきた」

22



【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
○職能成長を支える研修機会の活用 【継続】
　さまざまな教育課題に適切に対応するため、専門家としての教職員の資質向上をめざした研修会
を実施する。
○教育研究所（仮称）の準備 【新規】
　教職員に求められる基本的な資質能力および教科指導、生徒指導等の専門的な知識・技能・実
践的指導力の向上を図る教育研究所の設立準備を行う。

○職能成長を支える研修機会の活用
　 計画していた15種別の研修に加え、若手教職員育成研修、ＩＣＴ活用研修、業務改善研修、中学
校運動部活動研修、理科教員を対象としたサイエンス公開講座等、計２０種別の研修会を実施し、
教職員の資質及び指導力の向上を図った。

○教育研究所（仮称）の準備
　 ５～7月にかけ、他市町（三田市教育研修所、猪名川町教育支援センター、加西市立総合教育セ
ンター）を視察訪問した。沿革や設置目的、運営方針等について、それぞれの自治体の特徴等を
整理し、情報共有を通して教育研究所の果たすべき役割について理解を深めた。９月以降は、本
市の教育研究所（仮称）の基本構想策定に向け、設立準備委員会を立ち上げ、設立理念や使命に
ついて検討を進めた。

○職能成長を支える研修機会の活用
　 研修の半数を夏季休業中に実施していることから、年間を通してバランスよく研修を計画する必要
がある。また、様々な研修機会を設定するのはよいが、小規模校を配する本市の実態からは、教職
員の多忙化が進む一因にもなりかねない。教職員一人一人が自身を振り返り、自らの職責やキャリ
アステージに応じて力量を高め、高度な専門的知識や技能の習得が図れるよう、研修内容の精選と
焦点化を進める。

○教育研究所（仮称）の準備
　 2020年４月の教育研究所開設に向けて、準備委員会で検討を重ね、基本構想の策定を進めて
いる。
　また、教育研究所の設立理念や使命、及び各分野（幼児教育、学力向上、生徒指導、特別支援
教育、教育の情報化、教育資料等の収集と活用など）の価値づけが必要であり、それらの構想と並
行し、組織体制や施設・設備等について検討を進める。

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

小中連携の合同研修会
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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
○青少年育成に係るインターネット社会への対応 【継続】
　青少年がインターネットを適切に利用できるようになるため、インターネットの特徴を理解し、青
少年を見守ることのできる地域づくりをめざす。

○青少年育成に係るインターネット社会への対応
　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。
　また、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、各校で作成
しているインターネット利用に関するルールの啓発活動を推進した。
　特に、市内小・中学校の児童生徒の代表と担当教員が出席した「インターネット利用に係る児童
生徒及び教員合同学習会」（８月４日実施）では、各校で決めている利用のルールを報告しあいな
がら、どう定着させるかの手立てを意見交換するなど、各校で決めたルールの定着に向けた取り
組みを行うことができた。

○青少年育成に係るインターネット社会への対応
　インターネットやスマートフォン（以下、インターネット等）の急速な普及に伴い、SNSやゲームに
依存する子どもたちが増加し、社会問題となっている。これは、子どもたちがインターネット等の利
用に関する健全な判断能力を育成されないまま利用することが原因と考えられており、子どもたち
の健全な育成が阻害される恐れが増大している。
　ついては、市教委主催の情報モラル教育研修会を実施し、児童生徒の情報活用能力等に係る
資質・能力の育成に向けたカリキュラムの作成及び授業づくりに資する。
　また、引き続き各学校で策定したインターネット等利用に関するルールの啓発を行い、インター
ネット等の利用に関する児童生徒の健全な判断能力の育成と有害情報から児童生徒を保護する
取組を推進するとともに、学校と家庭、関係機関が連携した情報モラル教育を推進する。

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

インターネット利用に係る
児童生徒・教員合同学習会
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【実績と成果】

４－６ 保幼小中高大の連携

○保幼小連携の強化 【継続】
　こども園、保育園、幼稚園と小学校の連携を図り、小学校へのスムーズな移行をめざし、校園間
の交流を深め、連携を強化する。
○中高連携の推進 【継続】
　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とともに、生徒一人一人の個
性を重視した教育の実現をめざす。「オープンハイスクール」への積極的な参加を促し、進路指導
の充実を図る。

○保幼小連携の強化
　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をしたり、
定期的に小学校を訪問したりして交流活動を行った。また、５歳児については担任が年度末に就
学先の小学校に、園児についての引継ぎを行い、円滑な幼小接続を行っている。このことが、小
学校の受け入れ方に活かされているだけでなく、子ども達にとっても入学後の緊張感の中、安心
した学校生活につながっている。

○中高連携の推進
　平成２７年度の兵庫県公立高等学校入学者選抜から、通学区域が、県内１６学区から５学区に
再編されたが、過去３年間の篠山市内の中学生の進路状況をみると、市外の高等学校に進学す
る生徒の割合は、平成２７年度が１１８人で全日制進学者数全体の３３％、平成２８年度は９３人で２
８％、平成２９年度は９０人で２８％となっており、年度によって多少変動はあるものの、市外高等学
校への進学者は、全日制進学者数全体の３０％前後を推移していることがわかり、この結果から、
本市において、学区再編による影響は極めて少ないと考えている。
　篠山市内には伝統ある３つの高等学校があり、いずれも特色ある学科を備え、魅力的な学校づ
くりが展開されている。中学生には、「オープンハイスクール」への積極的な参加を呼びかけ、進路
指導の充実を図るとともに、年３回の中高連絡会を通し、情報交換や課題共有を図っている。ま
た、昨年度は子どもたちのキャリア教育の一環として、市内中学２年生、特別支援学校中学部２年
生及びその保護者を対象とし、自らの生き方を考える「篠山市キャリア形成支援事業～夢プラン
～」を２月に実施した。自らの夢や目標の実現に向け、主体的に進路を選択する態度を育むた
め、市内３高等学校の生徒による学校・学科紹介や篠山のふるさと大使で元競技かるた名人の岸
田諭氏に講演を頂き、将来の生き方を考える機会とした。

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

小学生と交流する古市幼稚園
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【課題と次なる展開】

○保幼小連携の強化
　平成３０年４月施行の３要領（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教
育・保育要領）の改訂により、幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿が示されている。幼児期
の学びを小学校以降の教育に見通しをもってつなげていくことが求められる。このことから、各幼
稚園、こども園では小学校教育とのつながりを意識した接続期の教育課程である「アプローチカリ
キュラム」の作成や、それをもとにした幼小連携の工夫に取り組んでいく。

○中高連携の推進
　篠山市では、自立を育むキャリア教育の視点から、引き続き市内３高等学校の連携を強化し、子
どもたちが自信と誇りを持って、地元の高等学校で学ぶしくみづくりに努める。
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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
○新たな学校教育環境の研究 【継続】
　小学校統合後に実施したアンケート結果などを踏まえ、子どもたちの実態を把握するとともに、コ
ミュニティ・スクールのあり方も含め検証する。

○新たな学校教育環境の研究

○コミュニティ・スクールの推進
　平成２６年度からスタートしたこの事業は、３年間の調査・研究段階を経て、平成２９年度、市内全
ての学校が、教育委員会規則に基づく学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクール指定校と
なった。特に、学校運営協議会設置の趣旨を踏まえ、各委員による「学校運営方針の承認」が求め
られる中、積極的に参画しようとする機運が高まってきている。単なる指摘に留まるのではなく、各委
員が当事者として自分の果たすべき役割を自覚し、協働体制が築けたこと、また、予算執行におい
て、地域の特色を生かした事業、予算執行計画が提出されたことは大きな成果である。

○新たな学校教育環境の研究

○コミュニティ・スクールの推進
　コミュニティ・スクール推進事業を、より深化・発展させるためには、改めて、学校、家庭、地域の三
者が、コミュニティ・スクールの意義・目的について、共有を図ることが重要である。コミュニティ・ス
クールの研修会等を通じて、機会ある毎に目標の共有化を図ることや、成果を上げている学校の取
組を紹介するなど、子どもたちの生きる力を育むため、各校が持続可能な仕組みづくりに取り組む。
そのためにも、年間２回の市教委主催の研修会の実施や、指導主事による訪問指導を継続する。ま
た、各委員に研修会への参加を呼びかけたり、ホームページ等を通じて様々な教育活動を公開す
るなど、当事者意識の高揚を図るとともに、各学校運営協議会単位で連携協働できる機会を設定す
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

4-2 地域とともにある学校づくり
〇コミュニティスクールの推進 【再掲】

地域の方の指導による西紀音頭講習会 学校運営協議会と生徒会の意見交流会
（西紀中学校）（西紀小学校）

4-2 地域とともにある学校づくり
〇コミュニティスクールの推進 【再掲】
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

５－１ 「生涯学習」＝「３つのライフステージ」という考え方

○学習の成果が実感できる取組 【継続】
　「篠山の教育」が市民一人一人の自信と誇りとなるよう、社会教育委員と連携し、社会教育の充
実を図り、生涯学習社会の進展をめざす。

○学習の成果が実感できる取組

　※他の事業で記載

　※他の事業で記載

○学習の成果が実感できる取組

　※他の事業で記載

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

学習の成果が実感できる取組は、他の事業での様々な記載事
項（全ての学校教育・家庭教育・社会教育の成果）と重なるた
め、ここでは再掲しません。

学習の成果が実感できる取組は、他の事業での様々な記載事
項（全ての学校教育・家庭教育・社会教育の成果）と重なるた
め、ここでは再掲しません。

学習の成果が実感できる取組は、他の事業での様々な記載事
項（全ての学校教育・家庭教育・社会教育の成果）と重なるた
め、ここでは再掲しません。
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【実績と成果】

５－２ 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 【拡充】
　「であい・ふれあい・まなびあい」の場を提供し、高齢者の生きがいの創造と世代間交流を支援
する。オープン講座の取り組みなど、高齢者大学全学園と小学生・中学生が交流できる環境づく
り、機会づくりを進める。
○「図書館ビジョン」による図書館運営 【拡充】
　丹波地区広域利用サービスを開始し、篠山市・丹波市両市の相互利用を進める。また、平成２９
年度から読書履歴を記録できる「読書手帳」を導入し、読書のきっかけづくりと読書活動の推進、
あわせて継続した図書館利用を促進する。
○第２９回丹波篠山ビデオ大賞の実施 【継続】
　「生きる」をテーマに「丹波篠山ビデオ大賞」を開催。未来につながる映像文化のメッセージを発
信する。

○篠山市高齢者大学の充実
　「高齢者大学」では、１，０７０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、ふるさと学習の一環とし
て、平成２９年度から全７学園において小学校で一般教養講座等を開催した。受講生からは、当
事業で子どもたちと触れ合うことにより元気づけられたり、大人にはない子どもたちの感性に驚い
たりといった、概ね良好な感想を受けており、今後の事業展開に期待されていることが感じ取れ
た。

○「図書館ビジョン」による図書館運営
　生涯学習に活用される多様な蔵書の整備、提供を行うとともに、新規事業として、丹波地区広域
利用サービスの開始や「読書手帳」を配布し、読書活動の推進とあわせて図書館の利用促進を
図った。また、講演会や絵本講座のほか企画展等の開催をはじめ、学校園との連携事業を実施し
て読書活動の支援を行うほか、神戸大学との連携による郷土資料の整理などを継続して行った。

○第29回丹波篠山ビデオ大賞の実施
  本コンクールは、アマチュア映像作品の顕彰や公表を通して、地域づくりや生きがいづくりに寄
与している。　「グランプリ部門」は「生きる」をテーマに全国からすばらしい作品が寄せられ、決勝
大会では作品のテーマや作者の想いに会場が一体となって共感・感動を味わうことができた。
「ささやま新発見！再発見！」をテーマにした「チャレンジ部門」では日本遺産のまち・丹波篠山の
魅力を市民がさまざまな視点で再認識できる機会となった。来場者アンケートは満足度８４．６％で
あり、目標指標８０％を上回った。　（作品応募数：グランプリ部門３４件、チャレンジ部門１１件）

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

絵本の読み聞かせ 入門講座 第29回丹波篠山ビデオ大賞決勝大会たんなん学園と城南小学校の交流
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【課題と次なる展開】

○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、運営
委員会等を通じて受講者のニーズを把握しながら関心の高いテーマを設定していく。

○「図書館ビジョン」による図書館運営
　生涯学習に活用される多様な蔵書の整備と利用者が必要とする資料などを的確に提供するた
め、レファレンスの充実を図るとともに、外国人サービスを充実するため外国語版利用案の整備や
各種外国語資料を収集する。また、篠山市が取り組んでいる「篠山に住もう帰ろう運動」の支援とし
て、コーナーを設置して資料や情報を提供する。

○第29回丹波篠山ビデオ大賞の実施
　平成３０年度は、３０周年という大きな節目を迎えるにあたり、｢丹波篠山ビデオ大賞３０周年記念
大会｣を行う。記念大会では、「生きる」などをテーマに募集する映像作品の発表・審査を行うほ
か、特別企画として、河合雅雄先生原作の「少年動物誌」をもとにした、本大会審査委員長である
西垣吉春監督の映画「森の学校」や、篠山今昔映像の上映など、さまざまな計画をビデオ大賞実
行委員会を中心に進めている。また、３１回以降の運営については、来場者の高齢化、応募作品
数の減少といった現状課題を踏まえ、若い世代の参加、市内応募作品と来場者数の確保、事業
のＰＲ方法など、映像文化の底上げにつながる効果的な事業推進について実行委員会やライブ
ラリー運営委員会で検討を進めている。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

５－３ 生涯スポーツの充実
○ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０ 【継続】
　２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、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。

○ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０
　学校クラブ活動、ＰＴＡ親子活動、子ども教室などの時間を活用し、年間３２回の出前式ホッケー教
室を実施した。また、市民を対象としたミニホッケー大会を開催し、多世代がスポーツに親しむ機会
を創出した。
　また、競技力向上のための取り組みとして、トップアスリート等によるホッケー教室、指導者養成講
習会、ジュニアチームの県外強化遠征等を実施した。特にトップアスリート等によるホッケー教室で
は、アテネオリンピック金メダリストのオーストラリア代表選手やリオデジャネイロオリンピック出場の日
本代表選手などをスペシャルコーチとして招聘し、選手育成を進めた。
　成果として、篠山・丹南中学校ホッケー部が活躍。男子部が創部以来初めての近畿中学総体優
勝、女子部は全日本中学生都道府県対抗選手権大会において第３位で入賞した。
　また、篠山市出身の２選手がＵ－２１日本代表に選出されたほか、篠山中学校ホッケー部の女子２
選手がＵ－１６日本代表に選出され海外強化遠征に参加するなど、着実に競技力向上を図ることが
できた。

○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中で、現在はホッ
ケー競技を中心とした事業を実施しているが、今後は多様な競技種目への展開も検討していきた
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

キャプション

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

アテネ五輪金メダリストによる

ホッケー教室
U-16日本代表に選出された

中学女子選手
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【実績と成果】

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 【拡充】
　文化庁の「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・
活用を図る。
○国史跡の環境整備 【拡充】
　史跡篠山城跡の内堀石垣の復元整備を再開し、計画的に史跡整備を推進する。
○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用 【拡充】
　重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物などの保存修理を保存地区住民と連携して
取り組む。

○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、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。
■地域の歴史文化を活用した取組数　１１団体（２８年度９団体）

○国史跡の環境整備
八上城跡では、保存管理のため登山道の整備と石碑の補修工事をおこなった。

 篠山城跡では、高石垣の修理計画を含めた史跡篠山城跡整備基本計画を平成２９～３０年度に
かけて策定する。また、石垣の現状を把握するために、高石垣の測量を実施し、史跡篠山城跡の
維持管理のために、石垣及び内堀周辺の草刈等を行った。

○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物等８件の修理・修景事業補助を実施し

た。また、１０月に発生した台風の被害を受けた伝統的建造物等の復旧に対して補助を行い、篠
山及び福住地区のまちなみ保存会に対して補助を行った。また、文化庁の観光拠点形成重点支
援事業を活用して福住地区において駐車場、トイレの整備、庭園に関する講演会及びモニターツ
アー等を実施している篠山市西京街道拠点形成協議会に補助を行った。

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

八上城跡石碑補修 福住地区駐車場・トイレ整備
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【課題と次なる展開】

○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。団体数がさらに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必要がある。

○国史跡の環境整備
　八上城跡周辺の環境整備とが求められており、地域と連携しながらどのような取組ができるか検
討する必要がある。また、篠山城跡においては、保存管理計画を策定し、計画的に整備を進める
必要がある。

○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　篠山・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
について検討が必要である。
　２０２０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。
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【実績と成果】

６－２ 文化・芸術の振興

○篠山市展の充実 【拡充】
　篠山市展の開催を通して篠山市民の創作活動の奨励と芸術文化の振興を図ります。また、より
多くの作品が展示できるように、展示場所などの改善を図るとともに、市民作品の展示充実に努め
る。
○交響ホール主催事業の実施 【継続】
　市民のニーズに沿った魅力ある優れた公演を実施するとともに市民企画による文化芸術活動を
支援する。２９年度は、ささやま市民ミュージカル第８弾・ピノキオを上演する。
○和文化教育　第14回全国大会（兵庫県篠山大会）の実施 【新規】
　平成２９年１０月２９日（日）に、和文化教育全国大会を開催し、日本遺産のまち「丹波篠山」の地
域に根ざした伝統文化教育の取り組みを全国に発信する。

○篠山市展の充実
　第１３回篠山市展を開催し、市内外から広く作品を公募し、出品作品２４１点について、各専門
分野の審査員に審査いただき、入選作品１８９点を篠山市民センターに展示した。入選した優れ
た作品を鑑賞する機会を提供することにより、篠山市民の芸術文化に対する関心や理解を深める
ことができた。近年、写真部門の出品数が増加傾向のため、手狭になった写真部門の展示場所
を見直し、写真作品の展示数増加を図ったことで、入選率が前回４６．２％から今回７１．９％に改
善され、他の部門と同等の７０％以上となった。また、審査員の定期的な交代や入選作品の講評・
講義を行い、市民作品や日本六古窯作品などを中心とした特別展示にも取り組んだ。
■第13回篠山市展：平成29年11月19日～26日　　来場者数１，０４１名（２８年度９９５名）

○交響ホール主催事業の実施
　優れた文化芸術の鑑賞と参画の充実を図るため、子どもから高齢者まで幅広い世代の方々が
楽しめるジャンルの鑑賞型公演１０本と市民共同企画事業、市内中高生吹奏楽講習、声楽コン
クール、市民ミュージカルの計１４本の多彩な事業を実施した。市民ミュージカルは、半年間の練
習を経て４回公演を行い、出演者とスタッフ相互の努力助け合いにより２，２００名の観客が感動す
る舞台となった。さらに、世界的指揮者佐渡裕氏率いるオペラ「フィガロの結婚」全幕公演を開催
し、芸術文化の発展につなげられ、これらの成果により、会館利用率も前年度を上回った。
【主催事業】■大黒摩季コンサート（6月18日）　■夏川りみと京フィルコンサート（9月23日）　他
　来場者アンケート結果：回答率５６．３％　　とても良かった６０．１％　　良かった２４．５％
　年間利用率　９５．６％、舞台の利用率　５７．４％

○和文化教育　第14回全国大会（兵庫県篠山大会）の実施
　平成29年10月29日（日）に篠山市民センターにおいて実施した。日本遺産認定のまち篠山市の
地域に根ざした伝統文化教育の実践を発信するとともに、全国各地の伝統文化教育の実践を交
流することができた。

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

第13回篠山市展の様子 ささやま市民ミュージカル「ピノッキオ」
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【課題と次なる展開】

○篠山市展の充実
　篠山市展にさらに優れた作品が多数出品されるよう、展示空間や展示方法に工夫を加えなが
ら、運営体制の更なる充実を図り、篠山市の伝統文化の発信と文化の交流を推進し、市民に親し
まれる市展をめざす。

○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、公演によっては集客数が見込みを下回る公演があっ
たため、市民のニーズ、開催時期について料金も含め検討する必要がある。
　今後も魅力のある公演の開催とあわせて、市民の力を生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について、技術向上を図り、オ
ペレータークラブへの新規入会者の促進に努める。

○和文化教育　第14回全国大会（兵庫県篠山大会）の実施
　次回開催地である広島県熊野町への引き継ぎを確実に行うとともに、今後もそれぞれの地域の
伝統・文化に関わる体験的・実践的な学習を継続する。
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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
○脊椎動物化石保護・活用事業 【拡充】
　兵庫県立丹波並木道中央公園に建設した太古の生きもの館を体験学習の拠点とし、篠山層群お
よび脊椎動物に関する化石の展示や露頭の展示を行う。また、宮田の重点保護区域を取得し、体
験学習の場として活用する。

○脊椎動物化石の保護・活用事業
　市民に向けた篠山層群の啓発活動として、化石発掘体験イベント（計１０回・１５８名）、小学生を対
象とした校外学習プログラム（計１２校・３２０名）を実施した。
　太古の生きもの市民研究所においては、化石保護技術員及びボランティア（１２名）により化石調
査を継続的に実施し、ボランティアの技術向上を図った。
　また、「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、丹波並木道中央公園内に篠山
市立太古の生きもの館を開館するとともに、世界最古級のほ乳類化石「ササヤマミロス・カワイイ」の
実物大復元模型を製作して展示の充実を図った。
　さらに、宮田の重点保護区域の土地を取得した。
■化石発掘体験イベントの参加者数　１５８人（２８年度１５７人）
■学校における校外学習プログラム実施校数　１２校（２８年度１３校）
■篠山市立太古の生きもの館入館者数　８，５６３人（２９年度）

○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ながら、市民ボラン
ティアの育成に努める。また、石割体験の参加者を増やすため、化石の講座を石割体験と同時に行
うなど新たな企画を検討する。さらに、宮田の重点保護区域において、地域の中学校と連携しなが
ら露頭の見学や地層の校外学習を行い、ふるさとの自然資産への関心を高め、理科学習への取組
を深める。

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

校外学習プログラム ササヤマミロス・カワイイ復元模型
（太古の生きもの館）（古市小学校:石割体験）
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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 【継続】
　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、日頃からあいさつが交わせ
る、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、家庭・地域と連携してあいさつ運動を行うとともに、児童会・生徒会等の活動と
して積極的に取り組んだ。
　また、人権推進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んでいるが、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。

朝のあいさつ運動（西紀南小学校）

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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【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
○ふるさと創生奨学金の充実 【継続】
　より多くの高校生等が活用できるよう、制度の啓発を行うとともに、利活用しやすい今後の方向性を
検討する。

○ふるさと創生奨学金の充実
　【奨学金の事前予約制度の導入】
　篠山市ふるさと創生奨学金（貸与）は、高等学校などの在学者のみが申請できる制度であったが、
加えて中学校および特別支援学校中学部第３学年が進路選択の段階で、予約申請し、貸与を予約
決定する「事前予約制度」を導入した。経済的理由により就学困難なものが、安心して進学決定す
ることができるよう平成３０年３月に制度改正を行った（平成３０年４月１日施行）。

　

○ふるさと創生奨学金の充実
　奨学生事前予約募集（中学及び特別支援学校中学部３年生対象）をより効果的に実施するため
　①制度周知の徹底を図る
　　修学旅行説明会（４月）、進路説明会（6月）にて、生徒・保護者に対して制度説明の機会を
　　設ける。
　②2学期末の受験校決定時（11月頃）までには貸与予約についての審議を完了する
　など、進路決定に確実につながるよう事業を進めていく必要がある。

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
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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
○篠山らしい特色ある献立づくりの充実 【継続】
　学校給食摂取基準と食品構成表に基づき、栄養バランスのとれた特色ある献立内容の充実を
図るとともに、昔から伝わる四季折々の伝統食も取り入れながら、子どもたちが篠山の四季や郷土
の良さを感じる、「ふるさと献立」の充実に努める。

○篠山らしい特色ある献立づくりの充実
　栄養バランスのとれた献立であることはもとより、給食が正しい食生活、よりよい食習慣を身につ
けるための「生きた教材」となるよう、幅広い食品の使用と多様な調理法を取り入れた。併せて「カ
ムカム献立」や「豆まめ献立」、「行事食献立」などの特色ある献立を月８回以上提供していくなか
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、「黒豆ずし」や「とふめし」などの伝統食、丹波篠山茶を使用した料理を提供する「篠山茶
週間」や「ぼたん汁」など、篠山の特産を活かした献立を「ふるさと献立」として取り入れていくなか
で、子どもたちが郷土の良さを感じ、愛する気持ちを育んだ。

○篠山らしい特色ある献立づくりの充実
　子どもたちの「食」に対する関心や、ふるさとの良さを感じ愛する気持ちを育むことのできる献立
を、継続して提供する必要がある。
　そのために、さらに特色ある献立の充実を図るとともに、地元食材の旬に応じた献立づくりなど、
ふるさとを感じることのできる地元食材の活用率向上について検討を続ける。

篠山の味献立

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

焼きサバのデカンショねぎソース、きんかん）

（黒豆ごはん、ぼたん汁、緑茶和え、牛乳、
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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。

・自然学校や林業等の体験教育については、子どもだけでなく、保護者も同伴で同じ体験活
動をしてはどうであろうか。茶の間でのコミュニケーションも促進されるだけでなく、他の子どもた
ちの中での我が子の様子が観察でき、子育てについての多くの必要な情報が得られるはずで
ある。

・社会的自立のためのキャリア教育推進体制が整備されている。体験したことがどのように今後
の生き方に繋がっていくのか期待するところである。

・外国語指導助手が４人から８人に増やされ、小学校にも毎週１回訪問できたということは、素
晴らしい。2020年からの小学校外国語の教科化に向けた準備体制が整っているように思う。更
に、教職員の資質向上並びに学習内容の充実に向け取り組んでいかれることを期待する。

・自立の心を養うことには、社会性(社会の中で自分の立ち位置を自覚できる)をどのように学習
するかということだと考える。個々の多様な生き方も大切だが、環境の中で立ち位置を調整でき
る力が無いと苦しい思いを重ねることにもなりかねない。自分(性別・希望・趣味趣向・特技
等々)を生かし認められる経験と他者をも認める経験が、今いる環境の中で自分の立ち位置(居
場所)に気付いたり、更に力を発揮できる機会を創造するものだと信じている。子供たちにとっ
て感謝され感謝する機会の多くあらんことを願う。国際感覚を養うことは日常的な生活の中でも
可能になりつつある。６００人を超える在住外国人との暮らしは地域活動の中でもプログラムで
きる。市内で働いている外国の人たちを教育現場に招待し多様な文化に触れる機会を作って
ほしい。

【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

・就学前、幼保一体化等の教育の充実については評価できるが、さらに加えて小学校教育と
の有機的、効果的な連携、一体化を図る施策を行う必要がある。遊びを軸にした総合活動の
幼保の教育を、小学校での教科の学習を軸にする教育にどのようにつなげていくか。スタート・
カリキュラムといったレベルではなく、カリキュラム・マネジメントの問題と捉えての施策の立案、
推進を期待したい。

・「子育て講演会」の参加者が少ないように思う。引き続き、魅力が見取れる啓発活動に努めて
ほしい。

・ふた葉プロジェクトの推進の課題に、「『体験』をキーワードとした仕組みづくりを検討する」と
書かれている。体験できる場の提供も含め、より具体的に示さなければ、達成困難なように思
われる。

・健全な身体と健全な心。根っこを育てる環境づくりの大切さは、近年特に心の病気に悩む人
たちが増えていることからも重要課題と考える。精神的な苦痛に負けない強い心は、幼少期３
歳までの親から得る、肌感覚の温もりで育つ脳の発達段階にあると聞いている。近年の子育て
は親が抱っこをする機会も少なく、肌の温もりで安心感を得る機会もなく、根っこの部分が十分
に育っていないことも原因であろうか。就学前教育以前の親の子育て姿勢にポイントを当てた
親教育も課題である。ただ十分に育っていない脳も、強い心にするための訓練方法があるよう
だ。
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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

・新しい教育課程のキーワードの一つである「主体的、対話的で深い学び」についてより一層
の理解を深め、実践化する取り組みを強化すべきである。加えて、「社会に開かれた教育課
程」のめざすところや、「カリキュラム・マネジメント」力の研修についても実効性のある研修を強
化して行うべきである。

・「学力向上プロジェクト事業」で作成されているリーフレット「いきいきささやまっ子学力向上プ
ラン」がプランで終わらないよう、市内各小学校並びに中学校の実態に応じて広く活用された
い。

・「情報通信機器を活用した授業」に取り組むと、どうしても１時間中機器を使って進める授業を
考えがちである。一つの学習の手段としての活用、また機器を使ってならではの効果的な活用
について十分研修を積んで授業実践されることを期待している。

・平成30年度より、小学校では、「特別の教科　道徳」が始まっている。担任だけで観察する、
指導する、評価する、というのは極めて難しい。学校組織を強化し、組織あげて推進できる体
制づくりを再考する必要がある。

・生きる力を培うことが学力だけではないことは確かであるが、学力偏重の社会の在り方に抗う
ことが難しい学校教育の状況も理解できる。有名校進学に一喜一憂している親たちの存在も
学校教育の大きな壁かもしれない。親の不安定な生活実態は子供たちへの影響も多大であ
る。親の姿から夢や希望を抱くことを断念している子供もあるかもしれない。豊かな感性や創造
性は「安心」を基礎として、自然や人、心に響く芸術や思いやりの心にふれることで開花する。
優れた技能や感性表現を実践している人との出会いも大切であるが、地域の中にはささやか
な暮らしの実践者でありながらも、尊敬される生き方をしているたくさんの人たちがいる。先生と
いうワンクッション置く立場も必要であるが、直接地域の実践者から学び取る機会を増やしてほ
しい。

【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

・教職員の資質能力の向上のための施策とその成果のエビデンス、そしてそれにもとづく今後
のあり方について、を来年度の最重点施策の一つに加えるべきである。「主体的、対話的で深
い学び」の理解等も、それに統合して効果的、効率的に行うとよい。

・老朽化が進む学校施設の大規模改修工事が計画的に進められているのは大変嬉しいことで
ある。ただ、年度当初計画に上がっていなくても緊急を要する補修工事も出てくることもある。
今後も安全・安心な環境づくりに率先して取り組んでいただきたい。

・教育研究所の設立を楽しみにしている。子どもたちのためにも次世代の教職員の資質向上
に向けた研修所であるよう力を注いでほしい。更に、伝達研修の場ではなく、学校諸課題につ
いて実のある研鑽を積む場となるよう期待している。

・子供の学びを支える環境づくり?　子どもたちにとって学びの場が学校だけでないとの考えは
理解できるところだが、すべてのプログラムが学校を土俵にしての指針になっているようにも感
じる。学校での防災訓練や安全教育、防災士や消防署員による学校での授業。児童は安全な
暮らしを受け身で実践することだけではなく、安全な暮らしの一翼を担う地域での役割も持た
せるべきだと考える。夕方に拍子木をたたきながら「マッチ一本火事の元、火の用心」と村の中
を回った学童期もあった。「ご苦労さん」、「ありがとう」の言葉に地域の一員であることを自覚し
たものである。
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・地域の文化・自然遺産を生かした効果的な教育・まちづくりが推進されている。
・各地域ごとにまちづくり協議会が存在し、それぞれの地域で伝統や文化を大事にしながら諸
活動に取り組まれている。学校教職員も自分の住んでいる地域の行事に積極的に参加し見聞
を広めてほしい。
・地域の祭礼、河原町での街並みアートフェスティバル、兵庫・篠山とっておきの音楽祭、丹波
篠山ひなまつり等々、公的な支援も薄く民間有志が熱い思いで実践しているイベントが、今篠
山の元気を創っている。有能な人材のいる公的機関がそれらのイベントに個人的であれ関わ
る人材を送り出せていないのはどう分析をすればよいのか。少子高齢化は着実に地域の活力
を衰えさせている現実がある。共働・参画はそこに人的支援の窓口を創ることではないかと考
える。地域づくりに「笑顔」で参画・協働している公務員がいると思うだけで泣けてくる。あたらし
い施策に期待する。

【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

・郷土に対する誇りを、異文化に対する尊敬へとつなげていく施策も必要である。

・「あいさつ運動」は、学校だけでなく篠山市全体で取り組まれ、それぞれの地域でも工夫しな
がら取り組まれ根付いてきている。市が示す「５つの道しるべ」すべてが市民の生活のなかで合
言葉として広がっていくような啓発を今後もお願いしたい。

・学校給食において地産地消のすばらしい取り組みがされている。「篠山らしい特色ある献立」
が家庭の中でも味わえる、また学校給食を味わえない一般市民が家庭で参考にできる学校給
食献立の冊子を配布するなどの取り組みを考えてほしい。

【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

・文部科学省の初等教育局に生涯教育局が統合されるが、これを受けて、生涯学習の施策を
幼、小、中教育と一体化して考えていく必要があるのではないか。

・「篠山ビデオ大賞」、すばらしい取り組みである。篠山の人も多数チャレンジし、このような場を
通して篠山のよさを再認識し、篠山が語れる場であり機会でありたいと思う。

・高齢化が進む地域においては、子どもがいなく、子どもとの接点がない。高齢者大学と幼児
や小中学生が交流できる環境づくりや機会づくりを更に充実させてほしい。

・この地に生きる喜びを実感する機会は、いつ・どこで・誰と。学びのニーズはいつ・どこで・誰
と・何を。生涯学習=3つのライフステージは、戦後日本が進めてきた教育体制の根幹にあるも
のだが、年齢に適応する学習プログラムは時代とともに進化しているとしても、学んだことが生
かされていることの実感のない現実はどう理解すればいいのか。専門的で高度な学習内容は
大学受験へのアプローチであり、社会人になるとともに消去された感があるのは私だけであろう
か。一部仕事で役立っている知識もないことはないが、２０年も経つと若い頃の知識はほぼ失
われている感がする。７０歳を超えた人たちが集う「高齢者大学」。このあり様は何なのか。数百
人もの高齢の学生が個人的な受け身の学習と趣味に喜びを感じている実態。
　社会的なボランタリーな活動もなく、自分たちの永年培ってきた経験を地域に役立てることも
なく。地域の一員として生きている実感を味わう機会はどのように創出されているのだろうか。か
つては地域に生かせる自分たちの経験と知識を見つけるための高齢者大学だった頃もあった
と記憶している。学習=実践を意図してのプログラムも開発した時期もあった。すべての公的社
会教育機関はそうあってほしいと願う。まちづくりに参加・参画する機会としての学びであって
ほしい、事務局も施策もその機会の提供者であってほしい。地域が生涯学習の実践場になり
つつある篠山ではなおさらである。

【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
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【その他】　

・素晴らしい事業がそれぞれにおいて展開されている。今後も引き続き、明確で具体的な計画
の中で、篠山市ならでこそできる施策の取り組みをお願いし期待している。

・地域に密着した教育行政を推進するためには、地域を知る人材が多数いることとなる。教職
員であれ、教育委員・社会教育委員であれ専門分野と地域の資源教育を結び付け活用するノ
ウハウを持つことが必要である。さらには事務局関係者であれ地域を知る人材が必要である。
それにはそれぞれの地域との深い関係性を求めることである。期待とご健闘を祈る。

・私は丹波篠山が好きだ。身近に感じる豊かな自然。子供の頃からの慣れ親しんだ神社仏閣
があり祭礼がある。そして日々の暮らしに一喜一憂しながら生きている人たちの笑顔がある。
　あいさつの基本は「無財の七施」にある。声を掛け合う「あいさつ」だけでは明るい温かいまち
づくりや学校づくりはできない。「あいさつ」がなぜ大切なのかを生きる力として実践するために
は、心学や哲学の「人の道」を説く説明が必要だと考える。先人たちの学びは共に生きることを
大切にする「万人は一人のために、一人は万人のために」。地域の一員として生きることの喜び
や生きがいを実践的な学びの中に取り入れることで郷土愛に結びつけていたように思う。「共
生」「共同」「共有」「共感」「共働」「共助」、「協働」「協力」「協同」等々これからの地域教育のコ
ンセプトが見えてくるような気がする。
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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28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
合が80％以上になること。

８０％
【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回実施するこ
と。

３回実施
【３回実施】

・小中連携心のサポート
事業の実施

小中合同事業を年８回以上開催すること。
推進委員会等１１回、出前授業等６回
【推進委員会等10回、出前授業等7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
ログラムを市内全小学校３年生で実施するこ
と。

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
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市内全小
学校５年生で実施すること。

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が８
０％以上になること。

71%
【74％】

・「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こ
と。

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回以上実施すること。

３回実施
【３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を派遣するこ
と。

申請のあった全校（１４校）で平均8回実施
【申請のあった全校（９校）で平均１１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・交流を受け入れること。
米国ワラワラ市、韓国
【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こと。

各校（市内全１５校）年１回実施
【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

「事業内容」欄で下線付の事業

は、P9～P39で点検・評価の対

象となっている事業です。
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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28年度実績

事業内容 成果指標 実績

・乳幼児の心身づくり
全ての公立こども園・保育園・幼稚園におい
て、自然体験活動を充実すること。

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、「篠山発子育て日めくり応
援メッセージ」の活用が図られること。

3歳児健診において未所持家庭へ配布
【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時間以上確保すること。

１０時間以上の睡眠時間を確保できている
５歳児の割合４１．８％（※実際の睡眠時
間を記録し、2週間の平均から算出）
※味間こども園による実績

・食育の推進
各家庭が、子どもの食についての関心を高め
ること。

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」を実施するこ
と。

公立の全園で実施
【公立の全園で実施】

・木のおもちゃの導入
全ての公立こども園・保育園・幼稚園におい
て導入すること。

全ての公立こども園・保育園・幼稚園にお
いて導入

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

成果指標を設定した項目無し

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

成果指標を設定した項目無し
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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28年度実績

事業内容 成果指標 実績

・学力向上プロジェクト
事業

研修会を年間３回実施すること。
研修会を３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校以上とすること。
研究推進校20校（全校）
【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こと。

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

・読書活動の充実
学校や図書館で１日あたり３０分以上読書す
る児童生徒の割合が３２％以上になること。

３２％
【３９％】

・ＩＣＴ活用の推進
ＩＣＴを活用した研修会を年１回実施するこ
と。

２回実施

３－１ 確かな学力の確立

・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
教科目標値以上になること。

（H29）
・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３・小５・中２
　算数・数学・・・なし
　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・・・なし（小中同じ）国語B・・・なし（中同じ）
　算数・数学A・・・なし　算数・数学B・・・なし
-----------------------------------------
（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
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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

３－２ 豊かな心の育成 【　】は平成28年度実績

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・中学校とも８０％以上にな
ること。

小学校７１．９％、中学校７１．１％
【小学校７５％、中学校６８％】

・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８０％以上になること。

小学校９０．８％、中学校８４．４％
【小学校８５％、中学校８０％】

・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こと。

年間４，２１９時間を派遣
【年間３，００３時間を派遣】

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
ること。

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こと（全国平
均値を上回ること）。

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
が100％になること。

９２％
【９５%】

・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
こと。

小学校８５．７％、中学校８０％
【小学校６３％、中学校８０％】

・少年期における胃が
んリスク防止の取組

対象となる中学校１年生の検査実施率が９
５％以上になること。

実施率９７．２%（３６２人中３５２人）
【実施率９５．３%（３２２人中３０７人）】

・部活動支援事業
全ての中学校で部活動支援員を活用する機
会を提供すること。

全ての中学校に活用する機会を提供し
た。

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回以上開催するこ
と。

３回以上開催１００％
【３回以上開催９５％、２回５％、１回０％】

・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人以上になること。

延べ２００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
実施すること。

見直しと引継ぎ会を実施
【見直しと引継ぎ会を実施】

・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こと。

私立を含む、全園で実施
【私立を含む、全園で実施】

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28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回実施すること。

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こ
と。

年間１９７回実施
【年間１９４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
こと。

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こと（３
校）。

西紀北小学校、今田小学校、西紀中学校
【古市小学校、丹南中学校で実施】

・遠距離通学者への補
助

補助対象者への補助率１００％を維持するこ
と。

１００％
【１００％】

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
合を小学校においては１００％、中学校・特別
支援学校においては７０％以上になること。

小学校１００％、中・特別支援学校８３．
３％
【小学校９２．９％、中・特別支援学校５
０％】

・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
クールを実施すること。

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が８０％
以上になること。
※平成30年度より変更

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
【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
実施

アンケートによる事業実施の満足度が８０％
以上になること。
※平成30年度より変更

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
【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」の実施

延べ参加児童・指導ボランティア数が１,０００
人以上になること。

１，０２９人
【延べ参加児童数は１，２３８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こと。
PTA等と連携し事業を実施
【PTA等と連携し事業を実施】

４－３ 家庭の教育力の向上

事業内容 成果指標 実績

・ＰＴＣＡフォーラムの開
催

参加者数が３００人以上になること。
参加者数２６４人　2/11実施
【参加者数２８３人　2/11実施】

・家庭教育支援事業の
実施

参加者の満足度が８０％以上になること。

事後アンケートの結果、①リフレッシュスイ
ミング:「とても満足」+「満足」＝100％　、②
赤ちゃんがきた！：「とても満足」+「満足」
＝100％

【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

（注）事業名の後に（※）のついているものは、市長部局が所管します。
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４－４ 教職員の資質能力の向上 【　】は平成28年度実績

事業内容 成果指標 実績

・効果的・組織的な学校
運営

評価結果をホームページで公表する学校の
割合が100％になること。

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が１００％に
なること。

９６％
【９６％】

・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
合が９０％以上になること。

８６％
【８７％】

・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
会の定例化を図ること。

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
ること。

毎月１回実施
【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
種別実施すること。

20種別の研修会を実施した
【１８種別の研修会を実施した】

・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
施すること。

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１００％】

・教職員のメンタルヘル
ス

初任者の学校訪問指導を年２回実施するこ
と。

２回実施
【２回実施】

・子どもと向き合う時間
の確保

・教職員定時退勤日（週１回）
・ノー部活デ―（平日：週１回以上、休業日：
月２回以上）

・教職員定時退勤日
　市内全学校で実施した。
・ノー部活デー
　市内全中学校で実施した。

・教育研究所（仮称）の
準備

学校経営指導主事（教育研究所設立準備担
当）を配置し、設立に向けた準備を行うこと。

3市を視察、設立準備委員会7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
回実施すること。

２回実施
【研修会を２回実施】

事業内容 成果指標 実績

・小中連携心のサポート
事業の実施

【再掲】
小中合同事業を年８回以上開催すること。

推進委員会等１１回、出前授業等６回
【推進委員会等10回、出前授業等7回】

・中高連携の推進
中学２年生を対象とした篠山市キャリア形成
支援事業を実施すること。

1回実施

・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」の活用が図れるこ
と。

利用者なし
【利用者なし】

【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

４－６ 保幼小中高大の連携

４－７ 学校の適正規模・適正配置

成果指標を設定した項目無し

４－５ インターネット社会への対応
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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28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％以上になること。

教育事業におけるアンケート結果実績を
参照
【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（※）

受講生の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「大変満足した」、
「満足した」の両項目合計が85％

・青少年想像力・行動
力開発プログラム事業
の実施（※）

参加者の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「大変満足した」、
「満足した」の両項目合計が100％

・「図書館ビジョン」によ
る図書館運営

年間の入館者数が１３５，０００人以上になるこ
と。

入館者数１２７，７１１人
【入館者数１２７，０９７人】

・図書館資料の収集及
び提供

蔵書冊数が２１０，０００冊以上とすること。
蔵書冊数２１７，１３６冊
【蔵書冊数２０９，３５０冊】

・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
以上になること。

入館者数２１，８７１人
【入館者数２２，４９６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３２，０００冊以上
にすること。

貸出冊数２１，４５５冊
【貸出冊数２２，６４５冊】

・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
ること。

電子書籍化４３点
【電子書籍化７５点】

・視聴覚機器を活用し
た教育活動の支援（※）

編集室の新規利用者数が年間１００人以上に
なること。
貸出機材の新規利用者数が年間８０人以上
になること。

編集室新規利用者数 ９３人
【１００人】
貸出機材新規利用者数 ７７人
【６４人】

・地域映像の収集と活
用（※）

地域映像を年間２５作品以上制作すること。 ３０作品
【２９作品】

・ＩＣＴふれあいサロンの
運営（※）

ＩＣＴふれあいサロン新規利用者が年間１６０
人以上になること。

サロン新規利用者数　９２人
【１０９人】

・第２９回丹波篠山ビデ
オ大賞の実施（※）

決勝大会来場者の満足度が８０％以上にな
ること。

アンケート結果満足度８4.6％
【９4％】

・障がい者社会学級の
運営支援

参加者の満足度が８０％以上になること。
８７％
【９５%】

・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が８０
０人以上にになること。

８０１人
【９６９人】

（注）事業名の後に（※）のついているものは、市長部局が所管します。

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

５－３ 生涯スポーツの充実 【　】は平成28年度実績

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
すること。

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３８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%以上にすること。

３．３２%
【３．４１%】

・ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０ 篠山出身のオリンピック選手を輩出すること。

篠山市出身選手2名がU21男子日本代表に選出。
篠山市の中学女子選手がU16日本代表に選出。
【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】

・篠山総合スポーツセン
ター、西紀運動公園の
管理運営

利用者数が前年度を上回ること。

篠山総合スポーツセンター　利用者　461,435人
西紀運動公園　利用者　84,095人
【篠山総合スポーツセンター　利用者　476,390人
　西紀運動公園　利用者　80,463人】

【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

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り組みが増加
すること。

１１団体
【９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こと。
篠山地区４件、福住地区４件
【篠山地区　４件・福住地区　４件】

・篠山春日能の充実 参加者数が６００人以上になること。
５１３人
【５２５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館の入館者数が１０１，０００人以上になるこ
と。

１０４，２３８人
【１０４，０５４人】

・篠山市展の充実 作品の応募者数が２５０人以上になること。
２４１人
【260人】

・交響ホール主催事業
の実施

主催事業収支比率が６５％以上になること。
72.6%
【５１．４％】

・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回以上実施すること。

１１１回
【１０３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）の利用率が６５％になるこ
と。

57.4％
【５３．４％】

・和文化教育 第14 回
全国大会（兵庫県篠山
大会）の実施

和文化教育全国大会を篠山の地で開催する
こと。

第14回和文化教育全国大会兵庫県篠山
大会を開催・150名の参加

６－１ 文化財と町並みの保存・活用

６－２ 文化・芸術の振興
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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

６－３ 伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実 【　】は平成28年度実績

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
数が１８０人以上になること。

１５８人
【１５７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こと。

１２校
【１３校】

【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

・学校における人権学
習の充実

【再掲】
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８０％以上になること。

小学校９０．８％、中学校８４．４％
【小学校８５％、中学校８０％】

・あいさつの実践
近所の人に会ったときは、自分からあいさつ
をするという児童生徒の割合が８０％以上に
なること。

篠山市生活習慣状況調査　８７．９％

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こ
と。

全ての新小学３年生に配布し、授業等で活用
【全ての新小学３年生に配布し、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・卒業すること。
全員（1人）が進級
【全員（２人）が進級・卒業】

・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こ
と。

全校実施
【全校実施】

・篠山市民文化講座の
実施（※）

受講生の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「大変満足した」、
「満足した」の両項目合計が83％
【アンケート未実施のため実績なし】

・丹波ささやまおもしろ
ゼミナールの実施（※）

受講生の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「大変満足した」、
「満足した」の両項目合計が95％
【アンケート未実施のため実績なし】

・古文書入門講座の実
施（※）

受講生の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「満足した」の項
目が91％
【アンケート未実施のため実績なし】

（注）事業名の後に（※）のついているものは、市長部局が所管します。

７－１ 人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成

７－２ ふるさと篠山を愛する心の育成
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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

７－３ 学校給食の充実と地産地消の推進 【　】は平成28年度実績

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４１％とすること。

４１．４％
【４０．６％】

・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回提供すること。
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】

・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回実施すること。 ４回実施
【４回実施】

・郷土味学講座の推進
（※）

講座を受講して郷土料理を作ることができる
人の割合が８０％以上になること。

受講生のほぼ全員が郷土料理をつくるこ
とができると回答した（ヒアリング調査）
【アンケート未実施のため実績なし】

・かぞくｄｅおいしんぼ
クッキングの実施（※）

受講生の満足度が８０％以上になること。
事後アンケートの結果、「大変満足した」、
「満足した」の両項目合計が８０％
【アンケート未実施のため実績なし】

（注）事業名の後に（※）のついているものは、市長部局が所管します。
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各施策の関連資料
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篠山市の人口推移 (単位：人)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

男 20,773　　　　 20,545　　　　 20,143　　　　

女 22,505　　　　 22,253　　　　 21,825　　　　

計 43,278　　　　 42,798　　　　 41,968　　　　

世帯数 16,966　　　　 17,075　　　　 17,213　　　　

(基準日4月1日)

篠山ＡＢＣマラソン参加者等一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・

篠山総合スポーツセンター利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童クラブ利用者数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　篠山市教育委員会

太古の生きもの館入館者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さぎそうホール利用等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　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）

公民館施設の利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西紀運動公園利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病児保育「にこにこ」利用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学校給食　食品廃棄物量の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市展出品・入選状況・来場者数状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・・・・・・・・・・・・・

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育委員会組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育委員会職員数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　幼児教育分野

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　公民館

　視聴覚ライブラリー

中央図書館 市民センター図書コーナー

(指定管理)　篠山城大書院

(指定管理) 歴史美術館

(指定管理) 安間家史料館

たんば田園交響ホール さぎそうホール
市長部局に事務を補助執行さ
せている組織

(指定管理) 青山歴史村

社会教育課 生涯学習係 (指定管理)　篠山総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

社会体育係 (指定管理)　西紀運動公園

太古の生きもの館文化財課

こども未来課 幼児教育係 《幼稚園､保育園､認定こども園、預かり保
育､学童保育》
　　・幼稚園　１２園
　　・保育園　４園
　　・認定こども園　１園
　　・預かり保育施設　６施設
　　・学童保育（児童クラブ）　２施設子育て支援係

教
育
長

教
育
部
長

学校教育課 《学校》
   ・小学校　１４校
   ・中学校　５校
   ・特別支援学校　１校

教育支援センター
( 適応指導教室ゆめハウス)

篠山東部学校給食センター

教
育
委
員

篠山西部学校給食センター

平成２９年度　篠山市教育委員会組織機構図

教育総務課 　　・畑複合教育施設
　　・後川複合教育施設
　　・雲部複合教育施設
　　・福住複合教育施設
　　・大芋複合教育施設学　事　課 学　事　係

学校管理係

次
　
長
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平成29年度篠山市教育委員会　職員数一覧表

⑴　事務局（教育長除く）

補職名 課長 指導主事 その他

課　名 補佐 幼稚園主事 (嘱託・臨時)

教育部長 1 1

教育次長 1 1

教育総務課 1 1 1 1 4

学事課 1 2 2 2 5 12

学校教育課 1 1 2 2 3 31 40

社会教育課 1 2 3 6

文化財課 1 1 2 1 5

こども未来課 1 1 2 1 1 1 22 29

計 1 1 6 2 10 4 59 98

⑵　事務局以外の教育機関

補職名 館長 館長・所長 技能 その他

課　名 所長 補佐 労務職 (嘱託・臨時)

学校給食センター 2 2 1 1 1 66 71

中央図書館 1 1 1 2 10 14

たんば田園交響ホール 1 1 1 2 4

計 4 4 1 4 2 1 1 76 89

(3) 小中学校

区分 市費職員

施設名 （嘱託・臨時）

小学校 14 14(県) 14(県) 19(県) 50(県) 13 19 245

中学校 5 5(県) 5(県) 11(県) 47(県) 5 12 137

養護学校 1 1(県) 1(県) 4(県) 17(県) 2 8 66

計 20 20 20 34 114 20 39 448

　　　　　　　　　　　　　　

(4)　こども未来課　管理施設
区分 主任教諭 技能 その他

施設名 主任保育士 労務職 （嘱託・臨時）

幼稚園 12 1※ 7 嘱託・臨時　25 43

認定こども園 1 1 1 2 1 嘱託・臨時　57 69

保育園 4 4 5 嘱託・臨時　46 62

放課後児童クラブ 2 嘱託・臨時　19 19

預かり保育 6 嘱託・臨時　55 55

計 25 6 1 14 1 216 248

※園長　→　小学校長と兼務
※技能労務職　→　調理員

係長 主査・主事 計

教頭 主幹教諭 教諭 計

※技能労務職→　調理員　

※その他（嘱託・臨時）の職名　→　調理員・図書館司書等

（平成29年5月１日現在）（単位：人）

部長 次長 課長 係長 計主査 主事

施設数 校長

（単位：人）

15

※学校教育課　その他（嘱託・非常勤）の主な職名　→　学校経営指導主事、学校情報化専門員、ＡＬＴ、待機児童等預かり補助員等

※こども未来課　その他（嘱託・非常勤）主な職名　→　幼保派遣支援員

（単位：人）

施設数

事務職員その他

教諭

116(県)

52(県)

33(県)

201

※その他　→　加配教諭、養護教諭、栄養教諭、非常勤講師、臨時講師

※市費職員（嘱託・臨時）の主な職名　→　学校運営フォローアップ講師、学校支援員、教育課程支援講師等

（単位：人）

保育士

※その他（嘱託・臨時）の主な職名　→　保育補助員、こども支援員、こども指導員等

10

7

7

※県費職員の小学校長兼務園長の11名は重複するため表中には標記していません。

　　合計883人　　（内訳）   市費職員　　474人（アルバイト等まで含む。）

　　　　　　　　　　　　　　県費職員    409人（非常勤等職員を含む。）

24

（市費39人、県費 409人）

施設数 園長 副園長 計
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(単位：人)
年齢 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

０歳児 8       8       10       
１歳児 16       15       11       
２歳児 17       16       14       
３歳児 19       19       22       
計 60       58       57       
０歳児 3       4       6       
１歳児 9       14       14       
２歳児 17       14       22       
３歳児 22       22       17       
計 51       54       59       
０歳児 3       4       5       
１歳児 6       8       9       
２歳児 17       11       15       
３歳児 19       23       17       
計 45       46       46       
０歳児 4       3       2       
１歳児 11       6       8       
２歳児 11       12       10       
３歳児 15       13       18       
計 41       34       38       
０歳児 18       19       23       
１歳児 42       43       42       
２歳児 62       53       61       
３歳児 75       77       74       
計 197       192       200       
０歳児 17       14       12       
１歳児 18       25       21       
２歳児 22       20       37       
３歳児 38       30       26       
４歳児 24       34       24       
５歳以上児 35       21       30       
計 154       144       150       
０歳児 10       6       7       
１歳児 17       17       12       
２歳児 23       21       23       
３歳児 33       33       33       
４歳児 26       23       26       
５歳以上児 17       26       22       
計 126       126       123       
０歳児 15       23       28       
１歳児 31       31       35       
２歳児 43       47       50       
３歳児 42       60       59       
４歳児 100       87       82       
５歳以上児 68       99       95       
計 299       347       349       
０歳児 42       43       47       
１歳児 66       73       68       
２歳児 88       88       110       
３歳児 113       123       118       
４歳児 150       144       132       
５歳以上児 120       146       147       
計 579       617       622       

(基準日：3月1日)

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

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
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(単位：人)

園名 年齢 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

４歳児 8         1         3         

５歳児 7         9         1         

計 15         10         4         

４歳児 10         12         10         

５歳児 20         11         13         

計 30         23         23         

４歳児 9         9         14         

５歳児 19         9         13         

計 28         18         27         

４歳児 7         6         6         

５歳児 18         7         5         

計 25         13         11         

４歳児 14         21         17         

５歳児 26         15         21         

計 40         36         38         

４歳児 20         21         20         

５歳児 17         21         20         

計 37         42         40         

４歳児 28         28         30         

５歳児 28         29         27         

計 56         57         57         

４歳児 2         5         5         

５歳児 4         2         5         

計 6         7         10         

４歳児 11         12         17         

５歳児 10         11         12         

計 21         23         29         

４歳児 28         22         27         

５歳児 27         29         23         

計 55         51         50         

４歳児 14         17         13         

５歳児 14         16         19         

計 28         33         32         

４歳児 18         18         15         

５歳児 21         16         18         

計 39         34         33         

合計 380         347         354         

(基準日：3月1日)

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

幼稚園園児数一覧

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
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(単位:人)

施設名 幼稚園名 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

通年利用 57            44            48            

長期休業等利用 3            2            3            

計 60            46            51            

通年利用 39            46            49            

長期休業等利用 1            1            1            

計 40            47            50            

通年 32            36            42            

長期休業等利用 3            5            5            

計 35            41            47            

通年利用 1            3            6            

長期休業等利用 0            0            0            

計 1            3            6            

通年利用 25            22            22            

長期休業等利用 1            1            0            

計 26            23            22            

通年利用 － 20            22            

長期休業等利用 － 0            3            

計 － 20            25            

162            180            201            

(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２７年 平成２８年 平成２９年

通年 39           48           62           

長期 39           25           29           

計 78           73           91           

通年 53           60           60           

長期 36           37           25           

計 89           97           85           

通年 20           13           18           

長期 26           18           20           

計 46           31           38           

通年 ― 22           31           

長期 ― 16           18           

計 ― 38           49           

通年 37           32           30           

長期 27           17           24           

計 64           49           54           

通年 ― 9           5           

長期 ― 18           14           

計 ― 27           19           

通年 89           109           132           

長期 93           90           115           

計 182           199           247           

通年 61           69           62           

長期 42           39           43           

計 103           108           105           

通年 ― 20           30           

長期 ― 9           7           

計 ― 29           37           

通年 45           35           31           

長期 36           28           38           

計 81           63           69           

通年 344           417           461           

長期 299           297           333           

計 643           714           794           

（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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病児保育「にこにこ」利用実績

(単位:人)

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

累計登録者数
（基準日　3月31日）

－ 161            331            

延べ利用者数 － 12            336            

※平成29年3月1日開所
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（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年

篠山小学校 144          143          138          

八上小学校 115          114          104          

城北畑小学校 153          155          151          

岡野小学校 184          190          175          

城東小学校 103          107          104          

福住小学校 38          

大芋小学校 23          96            99            

村雲小学校 35          

西紀南小学校 96          100          101          

西紀小学校 73          67          62          

西紀北小学校 42          39          30          

大山小学校 56          57          53          

味間小学校 515          511          525          

城南小学校 193          193          190          

古市小学校 79          81          91          

今田小学校 158          159          156          

2,007          2,012          1,979          

篠山中学校 458          414          411          

篠山東中学校 117          119          117          

西紀中学校 133          135          136          

丹南中学校 315          317          324          

今田中学校 90          72          69          

1,113          1,057          1,057          

幼稚部 3          1          2          

小学部 10          10          12          

中学部 8          4          5          

高等部 19          22          16          

40          37          35          

3,160          3,106          3,071          

（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

※平成28年度から統合し多紀小学校
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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】

５８品目中　　地元野菜 ＝ ２４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

16 38

17 39

18 40

19 41

20 42

21 43

22 44

 ＝ 地元産を使用したもの

土生姜

干しシイタケ

ミニトマト

むきえんどう

モロヘイヤ

重
量
ベ
ー

ス
１
２
品
目

わけぎ

れんこん

レタス

やまのいも

ブロッコリー

ぶなしめじ

にら

にがうり

太もやし

パセリ

なす

トマト

とうもろこし

とうがん

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

チンゲン菜

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

かぼちゃ

きゅうり

キャベツ

アスパラガス

赤ピーマン

うど

オクラ

41.4%

白菜

たまねぎ

じゃがいも

品　　　目

18.8%        

6.6%        

33.5%        

5.0%        

2.2%        

0.0%        

48.0      

7.0      

0.0      

2,734.5      

1,383.0      

962.0      

319.0      

64.0      

75,154.9      18.1%        

水菜

ほうれん草

品　　　目

さやいんげん

うすいえんどう

78,650.0      13,580.7      

90.0      

280.0      

1,260.0      

1,510.0      

子だいずもやし

金時にんじん

にんにく

にんじん

大根

青ネギ

青ピーマン

菜の花

水菜

ほうれん草

さつまいも

小松菜

ごぼう

かぼちゃ

  　（目標 ＝ 4１%）

12,365.7      

3,550.0      

※　目標は「25%を維持」であるが、10月の台風及び11月～2月までの低温による生育不良によって目標使用率を下回った。

11,900.0      

大根

14,150.0      13,692.0      

品　目 計画量（kg）

5,299.5      5,650.0      

12,400.0      

11.9%        

6.4%        

2,319.0      

181.0      

463.0      

2,015.0      

5,356.0      

1,067.0      

766.7      

630.0      

728.0      

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

21,789.0      

3,069.0      

2,101.7      2,720.0      

2,940.0      

22,200.0      

14.7%        

24.6%        

34.8%        

36.5%        

12品目計

菜の花

きゅうり

キャベツ

にんじん 11,375.5      
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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

平成29年度 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２９年度平成２８年度平成２７年度

52     

合 　  計

果 物 類

野 菜 類

ナッツ類・種実
類・木の実類

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、イチゴ、アボカド、サクランボ、梨、マンゴー、生の果物

48     

1,827     1,759     1,714     

2.85%     2.96%     2.80%     

52     

66     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 1,868     1,879     1,882     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　項目

西部学校
給食センター

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 53     59     

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 2.84%     3.14%     3.51%     

合　　計

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 105     111     114     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 3,695     3,638     3,596     

 除去給食実施者割合　　①／② 2.84%     3.05%     3.17%     

43

33

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、もやし

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22人）

卵の二次製品含む

除　　去　　食　　材

174

19

23

24

32
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学校給食　食品廃棄物量の状況

【全国平均】 単位：kg

平成25年度

17.2

　食べ残し 7.1

　調理くず 5.6

　その他 4.5

【篠山市】 単位：kg

平成27年度 平成28年度 平成29年度

3.8 3.6 3.6

　食べ残し 0.8 0.8 0.8

　調理くず 2.8 2.7 2.7

　その他 0.2 0.1 0.1

【東部学校給食センター】 単位：kg

平成27年度 平成28年度 平成29年度

3.8 3.7 3.8

　食べ残し 0.8 0.8 0.8

　調理くず 2.8 2.7 2.8

　その他 0.2 0.2 0.2

【西部学校給食センター】 単位：kg

平成27年度 平成28年度 平成29年度

3.8 3.6 3.6

　食べ残し 0.8 0.8 0.8

　調理くず 2.7 2.7 2.7

　その他 0.2 0.1 0.1

※　篠山市の食品廃棄物量の内訳の「その他」の欄の数値は、
　　キャベツの外葉などをウサギのえさとして、各学校園へ
　　送ったもの。

　　　　　　　　　　年度
　項目

　　　　　　　　　　年度
　項目

食 品 廃 棄 物 量

内
　
訳

食 品 廃 棄 物 量

内
　
訳

食 品 廃 棄 物 量

内
　
訳

食 品 廃 棄 物 量

内
　
訳

　　　　　　　　　　年度
　項目

　　　　　　　　　　年度
　項目

　※ 全国調査は平成25
　　 年度分のみ実施
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篠山市ふるさと創生奨学金　貸与状況

(単位：人)

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 計

6 3 2 11

4 2 1 7

2 1 1 4

2 1 0 3

【貸与額】

　公立10,000円/月、私立20,000円/月

申請者数

貸与者数

公立

私立

公
立
私
立
の
内
訳

67



平成３０年３月４日 (日)

１,３０１ 93 １,０９７ ９９５

１,２０８ 107.7% １,３０１ １,０９７

人数

１５３ △ 34 １３２ １１８

１８７ 81.8% １５３ １３２

人数

８,２１７ 94 ６,９０４ ５,３３０

８,１２３ 101.2% ８,２１７ ６,９０４

人数

１,０４０ △ 29 ８８３ ６０３

１,０６９ 97.3% １,０４０ ８８３

人数

１０,７１１ 124 ９,０１６ ７,０４６

１０,５８７ 101.2% １０,７１１ ９,０１６

人数

第３７回大会 (79.7%)

第３６回大会 (81.0%)

第３５回大会 (78.3%)

当日気象条件（11時現在）：気温１４．７℃、風向 西北西、風速 １．０ｍ、湿度 ６０．８%、天気　くもり

第３８回篠山ＡＢＣマラソン大会参加者人数対比表

89.4%

77.2%

86.3%

84.0%

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)

84.3% 90.7%

人　数　　

　　種　目

申 込 者 数

今 回 申 込 者 数

前 回 申 込 者 数

１５３人

６,４６７人

78.1%84.2%

68.3%

６,９８７人

７,１５１人

９,０１６人

84.9%率

登録男子

登録女子

未登録男子

未登録女子

率

率

率

合計

１０,７１１人

率

１,３０１人

１０,５８７人

１０,２７３人

１０,２８３人

８,９６７人

８,６２１人

８,２６４人

６,９０４人

９９５人

１１８人

５,３３０人

６０３人

７,０４６人

８,２１７人

８８３人１,０４０人

１３２人

１,０９７人
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(単位：人)

施設名 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

体育館 80,452             101,454             75,438             

武道場 32,979             59,424             36,933             

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 4,235             7,098             8,876             

会議室 5,197             1,636             2,125             

土ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 103,207             107,928             109,398             

人工芝グラウンド 77,958             60,586             88,399             

テニスコート 109,807             138,264             140,266             

合計 413,835             476,390             461,435             

(単位：人)

施設名 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

プール利用者 72,312             76,791             79,830             

グラウンド利用者 3,483             3,537             3,985             

多目的ルーム 184             135             280             

合計 75,979             80,463             84,095             

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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

大会議室（全面） 10,885             9,042             12,628             

大会議室（4割） 648             1,188             831             

大会議室（6割） 1,925             1,463             1,417             

第１会議室 6,055             5,285             5,845             

第２会議室 5,709             6,085             5,863             

第３会議室 5,398             4,590             4,978             

ＩＴ講習室 1,465             2,665             2,103             

和室 １ 4,284             2,874             3,576             

和室 ２ 3,788             2,873             3,626             

小会議室 4,285             3,792             4,169             

調理実習室 4,519             4,768             5,766             

多目的ホール 24,881             21,955             24,393             

合計 73,842        66,580        75,195        

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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

多目的広場利用者数 14,077             15,301             14,780             

(単位：人)  

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

海洋センター体育館 11,963             15,407             14,063             

子育てプレイルーム 221             8,019             8,279             

城東グラウンド 13,055             13,608             11,811             

城東多目的広場 3,174             1,107             585             

第一和室 2,051             1,849             1,772             

展示室 2,516             4,048             3,783             

大会議室 2,995             2,384             1,923             

第１研修室 1,950             2,292             1,772             

第２研修室 1,408             1,325             783             

第３研修室 1,302             1,304             1,528             

第二和室 252             308             172             

実習室 707             893             563             

サークル室 561             657             1,046             

合計 42,155             53,201             48,080             

(単位：人)  
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

西紀体育館利用者 4,739             7,926             7,448             

※Ｈ２７は耐震工事で利用休止期間あり

(単位：人)  

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

今田体育館 9,732             12,387             6,414             

今田グラウンド 12,895             14,286             10,055             

テニスコート 1,110             879             161             

健康増進センター 6,085             6,715             4,790             

合計 29,822             34,267             21,420             

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)

H26 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 194 53 154 207 13 48 176 224 17 53 197 250 26 

かやのみ 94 25 101 126 32 29 111 140 14 28 117 145 5 

羽束 45 20 32 52 7 17 29 46 -6 13 26 39 -7 

たき 33 22 96 118 -9 22 96 118 0 28 97 125 -81 

しゃくなげ 62 10 56 66 4 13 55 68 2 13 65 78 10 

たんなん 348 65 303 368 20 55 325 380 12 58 275 333 -47 

さぎそう 128 5 96 101 -27 16 79 95 -6 13 87 100 5 

合計 904 200 838 1,038 134 200 871 1,071 33 206 864 1,070 -1 

平成２８年度平成２７年度

中央

城東

公民館

平成２９年度
学園
学級
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篠山市展出品・入選状況一覧             （単位：点）          

日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真  盆栽（山野草） 合計数 市民作品 市民出品数 市民出品率

出品数 27 128 13 275 - 68 24.73%

入選数 17 55 13 165

入選率 63.0% 43.0% 100.0% 60.0%

出品数 21 119 10 260 23 97 34.28%

入選数 15 55 10 162

入選率 71.4% 46.2% 100.0% 62.3%

出品数 21 121 11 241 20 83 31.80%

入選数 15 87 11 189

入選率 71.4% 71.9% 100.0% 78.4%

27

49

74

2656

33

第13回
（平成29年度）

66.2%

31

24

37

61

73

第11回
（平成27年度）

第12回
（平成28年度）

76.7%

85.2%

93.9%

70.3%

88.9%

52

 

 

 

篠山市展来場者数一覧                 （単位：人）  

多目的ホール
（日本画、洋画、

彫刻、工芸）

催事場
（書、写真）

多目的ルーム
（盆栽）

研修室５
（特別展示等）

第11回
（平成27年度） 1,141 1,190 283 436 9 1,223

第12回
（平成28年度） 958 935 206 417 8 995

第13回
（平成29年度） 963 1,029 183 728 8 1,041

会期日数 来場者数

市民センター
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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 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

歴史美術館 19,536   18,454   18,156   

武家屋敷 

安間家史料館 
15,918   17,089   16,986   

青山歴史村 16,892   20,863   19,738   

篠山城大書院 47,013   47,648   49,358   

合 計 99,359   104,054   104,238   

 

 

篠山市立太古の生きもの館 入館者数一覧 

(単位：人) 

種 別 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

太古の生きもの館 - - 8,563 

ボランティア参加延人数 181 276 322 

化石発見数 626 179 539 

                        平成 29 年 4 月 1 日開館 

 

 

篠山春日能実績一覧 

(単位：人) 

種 別 
第 42 回 

（平成 27 年度) 

第 43 回 

（平成 28 年度) 

第 44 回 

（平成 29 年度) 

入場券 351      363       297       

招待券 97      95       141       

関係者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 52      67        75        

合 計 500      525        513        
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１　図書館入館者数 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中央図書館 132,558    127,097    127,711    

市民センター図書コーナー 22,717    22,496    21,871    

計 155,275    149,593    149,582    

中央図書館 462    441    445    

市民センター図書コーナー 84    83    81    

計 546    524    526    

1,689    1,344    924    

一日平均入館者数 34    28    19    

中央図書館 287    288    287    

市民センター図書コーナー 270    271    270    

２　登録者数 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中央図書館 25,211    25,828    26,557    

市民センター図書コーナー 2,836    2,860    2,875    

団体 591    589    619    

計 28,638    29,277    30,051    

内　丹波市 － － 164    

登録者数(団体除く)／人口 66    68    70    

３　蔵書冊数 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中央図書館 167,433    174,571    182,109    

市民センター図書コーナー 34,514    34,779    35,027    

計 201,947    209,350    217,136    

４　貸出利用者数及び貸出冊数 平成27年度 平成28年度 平成29年度

中央図書館 6,192    5,929    5,956    

市民センター図書コーナー 759    689    664    

計 6,951    6,618    6,620    

中央図書館 289,708    274,559    273,177    

市民センター図書コーナー 24,723    23,312    20,976    

計 314,431    297,871    294,153    

貸出冊数／人口 7.3    7.0    7.0    

兵庫県平均 7.0    7.0    7.0    

　○登録者総数

　○一日平均入館者数

　○登録率

　○貸出密度

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
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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27年度 平成28年度 平成29年度

音楽（ｸﾗｼｯｸ） 9      11      11      

音楽（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ、演歌） 9      8      9      

音楽（音楽教室） 9      11      8      

音楽（民謡、邦楽） 2      5      0      

音楽（合唱） 25      17      11      

音楽（吹奏楽） 15      14      11      

ﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ 26      21      19      

オペラ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 48      5      56      

舞踊（日舞、民舞） 5      9      11      

演劇 2      4      3      

伝統芸能 5      7      4      

演芸、落語 1      3      3      

映画

講演、ｼﾝﾎﾟ、各種大会 25      20      22      

スタインウェイ練習 6      18      16      

楽屋貸 190      174      177      

その他 3      2      

合計（利用回数） 377      330      363      

利用日数 246      225      240      

利用率 94.3% 89.6% 95.6%

※利用率(ピアノ・楽屋を除く) 61.3% 53.4% 57.4%

開館日数 261      251      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27年度 平成28年度 平成29年度

ﾎｰﾙ自主事業 9,833    9,290    11,706    

県、市主催 6,259    8,852    8,107    

文化振興事業 29,461    21,858    18,119    

その他事業 746    2,048    446    

合計 46,299    42,048    38,378    

３ 本番利用本数(1日2公演は2本) (単位：本)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ﾎｰﾙ自主事業 15      16      18      

県、市主催 10      9      15      

文化振興事業 37      32      25      

その他事業 3      3      2      

合計 65      60      60      

４ 友の会入会者数 (単位：人)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

198      227      409      
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さぎそう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27年度 平成28年度 平成29年度

音楽（ｸﾗｼｯｸ） 0 0

音楽（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ、演歌） 0 0

音楽（音楽教室） 0 0

音楽（民謡、邦楽） 0 0

音楽（合唱） 0 0

音楽（吹奏楽） 7 4

ﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ 0 0

オペラ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 0 0

舞踊（日舞、民舞） 0 0

演劇 8 8 10

伝統芸能 0 0

演芸、落語 0 0

映画 0 0

講演、ｼﾝﾎﾟ、各種大会 14 10 13

その他 0 0

合計 29 22 23

利用率 33.3% 25.0% 26.4%

開館日数 87 88 87
利用率＝利用可能日数/開館日数*100

２ 入館者数状況 (単位：人)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ﾎｰﾙ自主事業 0 0 0

県、市主催 841 405 671

文化振興事業 996 783 572

各種団体、大会、映画 840 989 1,343

視察、その他 0 0 0

合計 2,677 2,177 2,586

３ 本番利用本数 (単位：本)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ﾎｰﾙ自主事業

県、市主催 4 2 3

文化振興事業 2 1 1

各種団体、大会、映画 5 4 6

その他

合計 11 7 10
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利用区分 H27年度 H28年度 H29年度

ビデオ編集 304  551  565  H27年度 H28年度 H29年度

メディア複製 293  292  224  173人 182人 174人

録音 10  20  8  

その他 33  37  5  H27年度 H28年度 H29年度

合計 640  900  802  578人 788人 761人 

H27年度 H28年度 H29年度

88人 100人 93人 

貸出機器種別 H27年度 H28年度 H29年度

プロジェクター 150  152  137  H27年度 H28年度 H29年度

スクリーン 124  106  99  137人 126人 141人 
ビデオカメラ
(記録媒体含む) 153  186  184  

ビデオカメラ用三脚 69  83  88  H27年度 H28年度 H29年度

DVD・BDデッキ 34  52  31  312人 272人 260人 

VHSデッキ 1  2  4  

その他 34  31  27  H27年度 H28年度 H29年度

合計 565  612  570  64人 64人 77人 

H22～H29登録者：627人

H27年度 H28年度

1,841 1,640 H27年度 H28年度 H29年度

68.5% 60.9% 323人 283人 250人 
インター
ネット 26.6% 25.4% 

文書作成 26.4% 28.1% H27年度 H28年度 H29年度

表計算 15.4% 26.2% 1,841人 1,640人 1,633人 

パソコンの
基本操作 9.1% 8.0% 
その他
ソフト利用 1.7% 8.8% H27年度 H28年度 H29年度
スタッフ
に質問 20.9% 20.1% 128人 109人 92人 

H22～H29登録者：1,698人

延べ利用人数

1.編集室利用実績（件数）

67.4% 

1,633 

H29年度 実利用者数

H22～H29登録者：748人

27.7% 

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

16.4% 

3.0% 

14.3% 

30.7% 

31.1% 
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