
５月定例教育委員会

新旧対照表
（令和元年５月２９日）

議案

第２号 丹波篠山市教育支援委員会委員の委嘱について  (学校教育課)・・・１頁

第３号 丹波篠山市文化財保護審議会委員の委嘱について  （文化財課）・・・２頁

第４号 丹波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

                            （こども未来課）・・・３頁

第５号 丹波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                    (こども未来課)・・・４頁

第６号 丹波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                      （こども未来課）・・・８頁

第７号 丹波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

                            （こども未来課）・・・９頁

承認事項

第１号 学校運営協議会委員の任命について       (学校教育課)・・・11頁

報告事項

３ 丹波篠山市結核対策委員会委員の委嘱について      (学事課)・・・15頁

  ７ 丹波篠山市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

                          (学校給食センター)・・・16頁

８ 丹波篠山市学校評議員の委嘱について      （こども未来課）・・・17頁

９  第２次丹波篠山市子どもの読書活動推進計画の策定について

                           （中央図書館）・・・18頁

  10  丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会委員の委嘱について

（田園交響ホール)・・・25頁

  11  丹波篠山市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱について

(総務課)・・・26頁



No 区分 氏名 所属等 No 区分 氏名 所属等

1 大木谷　信彰
篠山市医師会推薦
おおぎや眼科

1 大木谷　信彰
丹波篠山市医師会推薦
おおぎや眼科

2 常石　秀市
重症心身障害児（者）施設
医療福祉センター　「きずな」　院長

2 常石　秀市
重症心身障害児（者）施設
医療福祉センター　「きずな」　院長

3 紅山　修 神戸親和女子大学　教授 3 紅山　修 神戸親和女子大学　教授

4 高瀬　典子
篠山市スクールカウンセラー
臨床心理士

4 高瀬　典子
丹波篠山市スクールカウンセラー
臨床心理士

5 藤本　健
小学校長代表
篠山小学校長

5 藤本　健
小学校長代表
城北畑小学校長

6 中道　博
中学校長代表
今田中学校長

6 伊勢　三十六
中学校長代表
西紀中学校長

7 伊勢　三十六
特別支援学校長代表
篠山養護学校長

7 高森　俊広
特別支援学校長代表
篠山養護学校長

8 杉本　克治
幼稚園長代表
岡野幼稚園長

8 小田　環
幼稚園長代表
大山幼稚園長

9 三宅　久美
特別支援教育コーディネーター代表
味間小学校教諭

9 小林　太郎
特別支援教育コーディネーター代表
丹南中学校教諭

10 岡澤　直樹
特別支援学校教諭代表
篠山養護学校主幹教諭

10 岡澤　直樹
特別支援学校教諭代表
篠山養護学校主幹教諭

11 青木　良人
通級指導担当教諭代表
岡野小学校教諭（学校生活支援教員）

11 青木　良人
通級指導担当教諭代表
岡野小学校教諭（学校生活支援教員）

12 齋藤　弓絵
通級指導担当教諭代表
篠山中学校教諭（学校生活支援教員）

12 齋藤　弓絵
通級指導担当教諭代表
篠山中学校教諭（学校生活支援教員）

13 小林まり子
市発達障害児等支援連絡会議委員
家庭児童相談員

13 小林まり子
市発達障害児等支援連絡会議委員
家庭児童相談員

14 水口　優子
市保健福祉部
健康課　保健師

14 水口　優子
市保健福祉部
健康課　保健師

15 森鼻　清美
市保健福祉部
地域福祉課保健師

15 森鼻　清美
市保健福祉部
地域福祉課保健師

16
特別な支援を必要とする幼
児児童生徒保護者代表

鈴木　恵美
保護者
篠山養護学校ＰＴＡ会長

16
特別な支援を必要とする幼
児児童生徒保護者代表

山根　教子
保護者
篠山養護学校ＰＴＡ会長

学校教育関係の職員 学校教育関係の職員

児童福祉関係の職員 児童福祉関係の職員

丹波篠山市教育支援委員会委員　新旧対照表

【旧】平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

医師 医師

識見を有する者 識見を有する者
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№ 分野 氏　名 所属等 № 分野 氏　名 所属等

1 生物 樋口　清一 篠山自然の会代表 1 生物 樋口　清一 篠山自然の会代表

2 仏教美術 加藤　善朗 京都西山短期大学仏教学科教授 2 仏教美術 加藤　善朗 京都西山短期大学仏教学科教授

3 伝統芸能 山口　啓一 大蔵流狂言方 3 伝統芸能 山口　啓一 大蔵流狂言方

4 美術工芸史 今井　進 篠山市市民学芸アドバイザー 4 美術工芸史 今井　進 丹波篠山市市民学芸アドバイザー

5 古典文学 中西　健治 立命館大学文学部特任教授 5 古典文学 中西　健治 元立命館大学文学部教授

6 考古学 池田　正男
元兵庫県教育委員会埋蔵文化財事務所
職員

6 考古学 池田　正男
元兵庫県教育委員会埋蔵文化財事務所
職員

【旧】平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

丹波篠山市文化財保護審議会委員名簿　新旧対照表
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丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱新旧対照表

現行 改正案

○丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱 ○丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱

平成２７年３月１１日 平成２７年３月１１日

教委要綱第３号 教委要綱第３号

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

年間延べ利用児童数 基準額

３００人未満 １，５０７，０００円

３００人以上９００人未満 １，６５０，０００円

９００人以上１，５００人未満 ２，９７０，０００円

１，５００人以上２，１００人未満 ４，２９０，０００円

２，１００人以上２，７００人未満 ５，６１０，０００円

２，７００人以上３，３００人未満 ６，９３０，０００円

３，３００人以上３，９００人未満 ８，２５０，０００円

３，９００人以上 ９，５７０，０００円

年間延べ利用児童数 基準額

３００人未満 １，６００，０００円

３００人以上９００人未満 １，７６３，０００円

９００人以上１，５００人未満 ３，１７３，０００円

１，５００人以上２，１００人未満 ４，５８３，０００円

２，１００人以上２，７００人未満 ５，９９３，０００円

２，７００人以上３，３００人未満 ７，４０３，０００円

３，３００人以上３，９００人未満 ８，８１３，０００円

３，９００人以上 １０，２２３，０００円

別記様式（第３条関係） 別記様式（第３条関係）

（略） （略）
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丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱新旧対照表

現行 改正案

別表（第６条、第７条関係） 別表（第６条、第７条関係）

丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金算定基礎 丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金算定基礎

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助額

１ 放課後児童健全育成事業（放課

後児童クラブ）１支援単位当たり

年額

(1) 構成する児童の数が２０人

未満の支援の単位  

２，２３８，０００円－（１

９人－支援の単位を構成する

児童の数）×２７，０００円

(2) 構成する児童の数が２０

～３５人の支援の単位）

４，３０６，０００円－（３６

人－支援の単位を構成する児

童 の数）×２５，０００円

(3) 構成する児童の数が３６

～４５人の支援の単位）

４，３０６，０００円

(4) 構成する児童の数が４６

人～７０人の支援の単位）

  ４，３０６，０００円－（支

（略） （略）

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助額

１ 放課後児童健全育成事業（放課

後児童クラブ）１支援単位当たり

年額

(1) 構成する児童の数が２０人

未満の支援の単位  

２，３０５，０００円－（１

９人－支援の単位を構成する

児童の数）×２７，０００円

(2) 構成する児童の数が２０

～３５人の支援の単位）

４，４８４，０００円－（３６

人－支援の単位を構成する児

童 の数）×２５，０００円

(3) 構成する児童の数が３６

～４５人の支援の単位）

４，４８４，０００円

(4) 構成する児童の数が４６

人～７０人の支援の単位）

  ４，４８４，０００円－（支

（略） （略）

4



援の単位を構成する児童の数

－４５人）×５３，０００円

(5) 構成する児童の数が７１

人以上の支援の単位）

  ２，９１７，０００円

(6) 開設日数加算額

（年間開所日数－２５０日）×

１７，０００円

(7) 長期休業支援加算額

   長期休暇中に支援の単位  

  を新たに設けて運営する等

の場合

（上記要件に該当する開設

日数）×１７，０００円

(8) 長時間開設加算額

① 平日分（１日６時間を超

え、かつ１８時を越えて開設

する場合）

「１日６時間を超え、かつ１

８時を越える時間」の年間平

均時間数×３７８，０００円

② 長期休業期間分（１日８時

間を超えて開設する場合）

「１日８時間を超える時間」

の年間平均時間数×１７０，

０００円

援の単位を構成する児童の数

－４５人）×６０，０００円

(5) 構成する児童の数が７１

人以上の支援の単位）

  ２，９１７，０００円

(6) 開設日数加算額

（年間開所日数－２５０日）×

１８，０００円

(7) 長期休業支援加算額

   長期休暇中に支援の単位  

  を新たに設けて運営する等

の場合

（上記要件に該当する開設

日数）×１８，０００円

(8) 長時間開設加算額

① 平日分（１日６時間を超

え、かつ１８時を越えて開設

する場合）

「１日６時間を超え、かつ１

８時を越える時間」の年間平

均時間数×３９２，０００円

② 長期休業期間分（１日８時

間を超えて開設する場合）

「１日８時間を超える時間」

の年間平均時間数×１７６，

０００円
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２ 放課後児童クラブ支援事業費

（１支援単位当たり年額）

(1) 障害児受入推進事業

年額 １，７９６，０００円

（略） （略）

３ 障害児受入強化推進事業（１支

援単位当たり年額）

障害児を３人以上受け入れる

場合

年額 １，７９６，０００円

（略） （略）

４（略） （略） （略）

５ 放課後児童支援員キャリアア

ップ処遇改善事業

  １支援の単位当たりの(1)～

(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置

  対象職員１人当たり １２５，

０００円

(2) 概ね経験年数５年以上の放

課後児童支援員で、一定の研修

を受講した者を配置

対象職員１人当たり ２５１，

０００円

(3) (2)の条件を満たす概ね経

験年数10年以上の放課後児童

支援員で、事務所長（マネジメ

ント）的立場にある者を配置

（略） （略）

２ 放課後児童クラブ支援事業費

（１支援単位当たり年額）

(1) 障害児受入推進事業

年額 １，８４７，０００円

（略） （略）

３ 障害児受入強化推進事業（１支

援単位当たり年額）

障害児を３人以上受け入れる

場合

年額 １，８４７，０００円

（略） （略）

４（略） （略） （略）

５ 放課後児童支援員キャリアア

ップ処遇改善事業

  １支援の単位当たりの(1)～

(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置

  対象職員１人当たり １２８，

０００円

(2) 概ね経験年数５年以上の放

課後児童支援員で、一定の研修

を受講した者を配置

対象職員１人当たり ２５６，

０００円

(3) (2)の条件を満たす概ね経

験年数10年以上の放課後児童

支援員で、事務所長（マネジメ

ント）的立場にある者を配置

（略） （略）
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対象職員１人当たり ３７７，

０００円

※１支援の単位当たりの基準

額は、８７８，０００円を上限

とする。

※事業実施月数（１月に満たな

い端数を生じたときは、これを

１月とする。）が１２月に満た

ない場合には、各基準額ごとに

算定された金額に「事業実施月

数÷１２」を乗じた額（１円未

満切り捨て）とする。

６（略） （略） （略）

対象職員１人当たり ３８４，

０００円

※１支援の単位当たりの基準

額は、８９６，０００円を上限

とする。

※事業実施月数（１月に満たな

い端数を生じたときは、これを

１月とする。）が１２月に満た

ない場合には、各基準額ごとに

算定された金額に「事業実施月

数÷１２」を乗じた額（１円未

満切り捨て）とする。

６（略） （略） （略）
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丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱新旧対照表

現行 改正案

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

丹波篠山市延長保育促進事業補助金算定基礎

基準 １カ所当たり

１時間以上２時間未満かつ

平均対象児童数が６人以上

年額１，３４２，０００円

２時間以上４時間未満かつ

平均対象児童数が３人以上

年額２，１９０，０００円

４時間以上６時間未満かつ

平均対象児童数が３人以上

年額４，７６７，０００円

６時間以上かつ平均対象児

童数が３人以上

年額５，５２４，０００円

上記以外で、３０分以上かつ

平均対象児童数が１人以上

年額３００，０００円

丹波篠山市延長保育促進事業補助金算定基礎

基準 １カ所当たり

１時間以上２時間未満かつ

平均対象児童数が６人以上

年額１，５０５，０００円

２時間以上４時間未満かつ

平均対象児童数が３人以上

年額２，４０９，０００円

４時間以上６時間未満かつ

平均対象児童数が３人以上

年額５，１２２，０００円

６時間以上かつ平均対象児

童数が３人以上

年額６，０００，０００円

上記以外で、３０分以上かつ

平均対象児童数が１人以上

年額３００，０００円
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丹波篠山市病児保育事業実施要綱新旧対照表

現行 改正案
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1 熊谷　満 自治会長 1 熊谷　　満 自治会長・民生児童委員

2 石田　直人 育正会副会長 2 團野　真理子 育正会

3 清水　恵治 南新町美しい町づくりの会会長 3 清水　恵治 南新町美しい町づくりの会会長

4 藤本　善一 篠山城下まちづくり協議会会長 4 藤本　善一 篠山城下まちづくり協議会会長

5 萩原　勇治 老人会副会長 5 萩原　勇治 松寿会副会長(老人会)

6 本荘　賀寿美 篠山市地域活動栄養士会会長 6 本荘　賀寿美 篠山市地域活動栄養士会会長

7 小山　辰彦 自治会長会会長 7 小山　辰彦 自治会長会会長

8 藤本　健 校長 8 源　浩貴 校長

9 讃岐　貴洋 教頭 9 讃岐　貴洋 教頭

10 赤松　あゆみ 主幹教諭

11 河南　崇 主幹教諭 10 河南　崇 主幹教諭

12 塚本　幸隆 自治会長会会長 11 塚本　幸隆 自治会長会会長

13 梶村　元秀 まちづくり協議会会長 12 梶村　元秀 まちづくり協議会会長

14 波多野　元治 自治会長会副会長 13 波多野　元治 まちづくり協議会副会長

15 鈴木　紘子 高城会館館長 14 小島　一郎 高城会館館長

16 山口　浩司 ＰＴＡ副会長 15 三角　義宏 ＰＴＡ

17 山口　達宜 ＰＴＡ副会長 16 吉田　眞澄 ＰＴＡ

18 藤井　節子 主任児童委員 17 藤井　節子 主任児童委員

19 段畑　眞奈美 民生委員児童委員 18 段畑　眞奈美 民生委員児童委員

20 梶村　洋一 消防団第７分団長 19 田中　晋 消防団

20 井関　功 自治会長会

21 松笠　勝也 校長 21 松笠　勝也 校長

22 小林　義則 教頭 22 小林　義則 教頭

23 松浦　明日香 主幹教諭 23 松浦　明日香 主幹教諭

24 石橋　齊 城北地区自治会長 24 小谷　寿樹 城北地区自治会長会

25 畑　基樹 畑地区自治会、畑まちづくり協議会 25 畑　基樹 畑地区自治会長

26 西羅　彰夫 学識経験者 26 西羅　彰夫 学識経験者

27 竹見　政徳 ＰＴＡ 27 山本　恭子 小ＰＴＡ

28 大江　可織 ＰＴＡ 28 和田　聡子 ＰＴＡわかば会会長

29 小立　記正 玉水まちづくり協議会 29 小立　記正 まちづくり協議会会長

30 源　浩貴 校長 30 藤本　健 校長

31 山本　真 教頭 31 山本　真 教頭

32 石本　玲子 主幹教諭 32 石井　健一 主幹教諭

33 小山　敏 学識経験者（元校長・保護司） 33 小山　敏 学識経験者（元校長・保護司）

34 上本　護 岡野地区自治会長会会長 34 谷田　又次 岡野地区自治会長会会長

35 谷田　章男 岡野地区民生児童委員（代表） 35 谷田　章男 岡野地区民生児童委員（代表）

36 中井　悦夫 岡野ふるさとづくり協議会（事務局長） 36 中井　悦夫 岡野ふるさとづくり協議会（副会長）

37 山本　歩美 岡野子ども教室（コーディネーター） 37 山本　歩美 岡野子ども教室（コーディネーター）

38 梶原　正樹 岡野小学校ＰＴＡ顧問 38 福島　真弓 岡野小・幼ＰＴＡ

39 中山　義弘 岡野小学校ＰＴＡ副会長 39 溝端　真由美 岡野小・幼ＰＴＡ

40 角谷　慶治 学識経験者 40 角谷　慶治 学識経験者

41 杉本　克治 校長 41 杉本　克治 校長

42 藤本　豊記 教頭 42 梅垣　佳代 教頭

43 細見　佳子 主幹教諭 43 細見　佳子 主幹教諭

44 森口　久 城東地区自治会長会会長 44 森口　久 日置地区自治会長会会長

45 小倉　元一 ＰＴＡ会長 45 小倉　元一 ＰＴＡ会長

46 井関　亮子 ＰＴＡ副会長 46 井関　亮子 ＰＴＡ副会長

47 中野　光司 雲部地区自治会長会会長 47 中野　光司 雲部地区自治会長会会長

48 今西　和義 後川地区自治会長会会長 48 今西　和義 後川地区自治会長会会長

49 向井　祥隆 篠山東青少年健全育成協議会会長 49 向井　祥隆 篠山東青少年健全育成協議会会長

50 中西　節 学識経験者 50 中西　節 学識経験者

51 今井　進 学識経験者 51 今井　進 学識経験者

52 大西　慧子 更生保護女性会代表 52 大西　慧子 更生保護女性会代表

53 押部　匡子 校長 53 押部　匡子 校長

54 宮城　晃三 教頭 54 推薦中 教頭

55 佐々木　香 主幹教諭 55 佐々木　香 主幹教諭

篠山小学校　

八上小学校　

城北畑小学校　

篠山小学校　

八上小学校　

城北畑小学校　

岡野小学校　

城東小学校　

岡野小学校　

城東小学校　

学校運営協議会委員　新旧対照表
任期：令和２年３月３１日

№ 学校名 平成30年度末 所属等

平成３０年度末

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

令和元年度
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№ 学校名 平成30年度末 所属等

平成３０年度末

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

令和元年度

56 細見　隆秀 福住地区自治会長会会長 56 新藤　力 福住地区自治会長会会長

57 大藤　和人 大芋地区自治会長会会長 57 大藤　和人 大芋地区自治会長会会長

58 東浦　篤史 村雲地区自治会長会会長 58 新才　博章 村雲地区自治会長会会長

59 細見　英志 ＰＴＡ会長 59 山本　盛人 ＰＴＡ

60 谷　文哲 ＰＴＡ副会長 60 九鬼　健 ＰＴＡ副会長

61 塚本　愛美 ＰＴＡ副会長 61 西村　和彦 ＰＴＡ副会長

62 吉田　秀幸 ＰＴＡ会計 62 中馬　義治 学識経験者

63 足立　浩 校長 63 足立　浩 校長

64 小嶋　拓也 教頭 64 小嶋　拓也 教頭

65 村岡　浩子 主幹教諭 65 村岡　浩子 主幹教諭

66 北山　透 まちづくり協議会事務局長 66 大西　洋 まちづくり協議会

67 岸田　忠義 地域有識者 67 山本　至 地域有識者

68 北山　豊 スポーツ２１会長 68 北山　豊 スポーツ２１会長

69 山本　博一 黒豆マイスター 69 山本　博一 黒豆マイスター

70 田渕　清彦 農園経営者 70 田渕　清彦 農園経営者

71 肥後　智江 読み聞かせの会代表 71 肥後　智江 読み聞かせの会代表

72 西田　直美 西紀ふれあい館館長 72 山西　和子 西紀ふれあい館館長

73 小谷　芳樹 民生児童委員 73 小谷　芳樹 民生児童委員

74 山本　佳宏 育成会会長 74 西村　保美 育成会会長

75 太田　信幸 育成会副会長 75 小山　圭一 育成会副会長

76 細見　康彦 校長 76 細見　康彦 校長

77 荒木　美景 教頭 77 荒木　美景 教頭

78 五十川　直子 主幹教諭 78 五十川　直子 主幹教諭

79 岡澤　久 前自治会長会会長 79 岡澤　　久 前自治会長会会長

80 赤穂　利和 西紀中地区里づくり協議会局事務局 80 赤穂　利和 西紀中地区里づくり協議会局事務局

81 宇杉　昌史 民生委員児童委員 81 宇杉　昌史 民生委員児童委員

82 林　泰代 元民生委員児童委員 82 林　泰代 元民生委員児童委員

83 佐藤　美鈴 更生保護女性会 83 佐藤　美鈴 更生保護女性会

84 山田　武宣 育友会 84 井階　慧一 育友会

85 塚本　一男 校長 85 畑中　さとる 校長

86 浅田　智広 教頭 86 浅田　智広 教頭

87 﨑山　真弓 主幹教諭 87 礒貝　陽吉 主幹教諭

88 向山　憲雄 草山郷づくり協議会会長 88 向山　憲雄 草山郷づくり協議会会長

89 谷掛　宣明 遠方自治会長 89 谷掛　宣明 遠方自治会長

90 細川　通生 西紀北小幼育友会長、幼稚園評議員 90 谷掛　さち子 北っ子見守り隊、幼稚園評議員

91 谷掛　さち子 北っ子見守り隊、幼稚園評議員 91 細川　通生 育友会会長

92 細見　悟 学識経験者 92 細見　悟 学識経験者

93 谷掛　加代美　 生き生きサロン経営委員 93 谷掛　加代美　 幼稚園評議員

94 本田　毅 校長 94 本田　毅 校長

95 梶村　和久 教頭 95 推薦中 教頭

96 岡澤　大介 主幹教諭 96 岡澤　大介 主幹教諭

97 斉藤　邦彦 大山郷づくり協議会会長 97 斉藤　邦彦 大山郷づくり協議会会長

98 澤　敏司 学識経験者（元校長） 98 澤　敏司 学識経験者（元校長）

99 竹田　德成 大山地区自治会長会代表 99 竹田　德成 大山地区自治会長会代表

100 伊勢　隆雄 一般社団法人天内代表 100 伊勢　隆雄 一般社団法人天内代表

101 森本　俊治 大山振興会理事 101 森本　俊治 大山振興会理事

102 水船　幸子 大山愛育班代表 102 水船　幸子 大山愛育班代表

103 大坪　ちづ子 ほほえみ大山副会長 103 大坪　ちづ子 ほほえみ大山副会長

104 大坪　慎哉 大山小・幼　PTA会長 104 井上　弘之 大山小・幼　PTA

105 小田　環 校長 105 小田　環 校長

106 髙橋　智德 106 髙橋　智德 教頭

107 大江　健 教頭 107 大江　健 主幹教諭

主幹教諭 108 高藤　奈美 事務職員

108 波多野　恭守 波多野　恭守 109 波多野　恭守 まちづくり協議会会長

109 谷後　悟 自治会長会会長 110 齋藤　泰博 味間地区自治会長会

110 田中　淳夫 民生児童委員　理事 111 田中　淳夫 民生児童委員　理事

111 金井　拓男 青少年健全育成協議会味間地区会長 112 金井　拓男 青少年健全育成協議会味間地区会長

112 藤原　昭二 農業活動支援者

113 笹島　恵子 ブックサポーター代表

114 松下　薫 福寿会代表 113 松下　薫 老人クラブ代表

115 若狭　光正 ＰＴＡ会長 114 中辻　敦子 ＰＴＡ

116 田中　奈津子 ＰＴＡ顧問 115 大久保　寿典 ＰＴＡ

117 津瀬　雅之 校長 116 津瀬　雅之 校長

118 吉竹　茂晴 教頭 117 中澤　昌樹 教頭

119 竹山　智保 主幹教諭

120 難波　雪絵 主幹教諭 118 難波　雪絵 主幹教諭

西紀北小学校　

大山小学校　

味間小学校　

西紀南小学校　

西紀小学校　

多紀小学校　

西紀南小学校　

西紀小学校　

大山小学校　

西紀北小学校　

味間小学校　

多紀小学校　
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№ 学校名 平成30年度末 所属等

平成３０年度末

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

令和元年度

121 西潟　弘 城南地区自治会長会会長 119 西潟　弘 城南地区自治会長会会長

122 杉尾　るり子 学識経験者 120 杉尾　るり子 学識経験者

123 小林　泰雄 城南地区松寿会会長 121 小林　泰雄 アグリステーション篠山代表

124 佐藤　妙子 城南学童クラブ指導者 122 長島　義典 ＰＴＡ会長

125 長島　義典 ＰＴＡ会長 123 森本　豊 ＰＴＡ副会長

126 森本　豊 ＰＴＡ副会長 124 佐藤　妙子 城南学童クラブ指導者

127 畑中　さとる 校長 125 推薦中 校長

128 足立　真一郎 教頭 126 足立　真一郎 教頭

129 中西　正也 主幹教諭 127 中西　正也 主幹教諭

130 赤井　慶太 古市小幼PTA会長 128 酒井　俊宏 古市小幼PTA

131 酒井　智広 古市小幼PTA副会長 129 宮田　俊昭 古市小幼PTA

132 酒井　雅 古市小幼PTA副会長 130 田中　満理子 古市小幼PTA

133 宮本　芙美子 古市まちづくり協議会事務局長 131 宮本　芙美子 古市まちづくり協議会事務局長

134 酒井　正一 古市自治会長会会長 132 松田　秀耕 古市地区自治会長会

135 酒井　達哉 学識経験者 133 酒井　達哉 学識経験者

136 松本　里美 古市地区愛育班代表 134 松本　里美 古市地区愛育班代表

137 荻野　孝幸 校長 135 荻野　孝幸 校長

138 中澤　昌樹 教頭 136 五十川　聡 教頭

139 島田　美和 主幹教諭 137 竹山　智保 主幹教諭

140 前川　頼男 民生児童委員会 138 前川　頼男 民生児童委員会

141 市野　達也　　 商工会 139 市野　達也　　 商工会

142 橋元　工 学識経験者 140 橋元　工 学識経験者

143 清水　義久 前ＰＴＡ会長 141 松本　直也 前ＰＴＡ会長

144 藤本　まり子 学識経験者 142 藤本　まり子 学識経験者

145 岩本　徹 まちづくり協議会 143 岩本　徹 まちづくり協議会

146 山本　栄子 ＰＴＡ副会長 144 藤井　恭子 ＰＴＡ副会長

147 市野　元和 自治会長会 145 市野　清治 自治会長会

148 高森　俊広 校長 146 堀　香織 校長

149 近成　真介 教頭 147 近成　真介 教頭

150 出口　陽正 主幹教諭 148 出口　陽正 主幹教諭

151 小山　辰彦 篠山地区自治会長会 149 平田　和男 篠山地区自治会長会

152 塚本　幸隆 八上地区自治会長会 150 井関　功 八上地区自治会長会

153 畑　基樹 畑地区自治会長会 151 畑　基樹 畑地区自治会長会

154 石橋　齊 城北地区自治会長会 152 小谷　寿樹 城北地区自治会長会

155 上本　護 岡野地区自治会長会 153 谷田　又次 岡野地区自治会長会

156 西潟　弘 城南地区自治会長会 154 西潟　弘 城南地区自治会長会

157 丹後　政俊 ＰＴＡ会長 155 丹後　政俊 学識経験者

158 新家　身江 ＰＴＡ副会長 156 川上　あゆみ ＰＴＡ副会長

159 西田　直勝 篠山市老人クラブ 157 西田　直勝 篠山市老人クラブ

160 谷田　章男 民生児童委員 158 泉　より子 民生児童委員篠山支部

159 藤井　恵一 篠山ロータリークラブ

160 高田　貴美彦 篠山中学校ＰＴＡ会長

161 森田　恭弘 校長 161 細見　博文 校長

162 木村　暁 教頭 162 木村　暁 教頭

163 吉見　達也 主幹教諭 163 吉見　達也 主幹教諭

164 西田　典弘 教諭 164 西田　典弘 教諭

165 西田　加奈子 教諭 165 西田　加奈子 教諭

166 森口　久 日置地区自治会長会会長 166 山本　晴朗 日置地区自治会

167 小嶋　昇 後川地区自治会長会副会長 167 石田　博史 後川地区自治会

168 中野　光司 雲部地区自治会長会会長 168 山田　俊朗 雲部地区自治会

169 細見　隆秀 福住地区自治会長会会長 169 新藤　力 福住地区自治会

170 畠中　俊明 大芋地区自治会長会副会長 170 藤田　福夫 大芋地区自治会

171 東浦　篤史 村雲地区自治会長会会長 171 新才　博章 村雲地区自治会

172 山崎　陽子 老人会多紀支部副会長 172 羽田　登喜雄 老人クラブ

173 出口　玲子 城東地区主任児童委員 173 遠山　泉美 主任児童委員

174 藤井　葉子 多紀地区民生児童委員 174 藤井　葉子 多紀地区民生児童委員

175 梶谷　一治 ＰＴＡ副会長 175 井関　亮子 ＰＴＡ

176 溝端　洋美 校長 176 溝端　洋美 校長

177 小川　浩一 教頭 177 小川　浩一 教頭

178 谷口　泰弘 主幹教諭 178 谷口　泰弘 主幹教諭

城南小学校　

古市小学校　古市小学校　

今田小学校　

篠山中学校　

篠山東中学校　

今田小学校　

篠山中学校　

篠山東中学校　

城南小学校　
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№ 学校名 平成30年度末 所属等

平成３０年度末

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

令和元年度

179 細見　悟 学識経験者 179 細見　悟 学識経験者

180 中村　博志 西紀自治会長会 180 中村　博志 西紀自治会長会

181 岡部　喜久男 西紀青少年健全育成推進協議会会長 181 岡部　喜久男 西紀青少年健全育成推進協議会会長

182 森本　彰人 西紀体育振興会会長 182 森本　彰人 西紀体育振興会会長

183 加茂前　秀夫 丹波篠山文化会議 183 加茂前　秀夫 丹波篠山文化会議

184 細見　みさ子 民生委員児童委員協議会西紀支部 184 細見　みさ子 民生委員児童委員協議会西紀支部

185 岩﨑　智彦 地域密着型サークルにしき恋 185 岩﨑　智彦 地域密着型サークルにしき恋

186 奥岸　明彦 篠山市化石保護技術員 186 奥岸　明彦 篠山市化石保護技術員

187 岸田　孝広 西紀中学校ＰＴＡ会長 187 飯田　英明 西紀中学校ＰＴＡ

188 中田　恵子 西紀中学校ＰＴＡ副会長 188 阪下　千代美 篠山ビデオサークル「レインボー」代表

189 阪下　千代美 篠山ビデオサークル「レインボー」代表 189 谷口　雅世 西紀中学校ＰＴＡ

190 細見　博文 校長 190 伊勢　三十六 校長

191 岸田　幸雄 教頭 191 岸田　幸雄 教頭

192 星宗　浩一 主幹教諭 192 星宗　浩一 主幹教諭

193 拍　和美 養護教諭 193 丸山　和美 養護教諭

194 難波　義則 事務職員 194 難波　義則 事務職員

195 井上　知洋 大山宮自治会長 195 井上　千洋 大山宮自治会長

196 谷後　悟 味間地区自治会長会会長 196 齋藤　泰博 味間地区自治会長会会長

197 小前　扶元　 宇土自治会副会長 197 小前　扶元　 宇土自治会副会長

198 市嶋　弘昭 丹波地区保護司会篠山支部 198 市嶋　弘昭 保護司会

199 西田　直美 主任児童委員 199 西田　直美 主任児童委員

200 平野　健太 ＰＴＡ会長 200 酒井　篤史 ＰＴＡ会長

201 南川　多津子 ＰＴＡ副会長 201 田中　貴美代 ＰＴＡ副会長

202 酒井　正一 古市地区自治会長会会長 202 松田　秀耕 古市地区自治会長会会長

203 髙橋　智德 大山小学校教頭 203 五十川　聡 古市小教頭

204 田端　俊典 校長 204 田端　俊典 校長

205 堀　香織 教頭 205 塩尻　活平 教頭

206 塩尻　活平 主幹教諭 206 火置　和子 教諭

207 藤井　秀明 ＰＴＡ会長 207 岩本　徹 ＰＴＡ

208 藤本　勝 保護司会 208 大前　光 青少協

209 杉尾　清子 主任児童委員 209 前田　浩之 民生児童委員

210 森本　芳弘 商工会 210 市野　雅利 商工会

211 吉川　優子 地域活動経験者 211 吉川　優子 地域活動経験者

212 板谷　壽 自治会長会代表 212 前中　忠 自治会長会

213 前田　美香 学識経験者 213 小林　健太郎 地域活動経験者

214 中道　博 校長 214 中道　博 校長

215 足立　貞治 教頭 215 足立　貞治 教頭

216 木村　研 主幹教諭 216 木村　研 主幹教諭

217 鈴木　恵美 ＰＴＡ会長 217 鈴木　恵美 ＰＴＡ会長

218 藤井　正人 篠山通園センター施設長 218 押田　正克 ささやま通園センター

219 尾形　繁 ＰＴＡ事業部長 219 尾形　繁 ＰＴＡ事業部長

220 新才　博章 民生委員児童委員協議会前副会長 220 新才　博章 民生委員児童委員協議会前副会長

221 西嶋　登代美 手をつなぐ育成会副会長 221 西嶋　登代美 手をつなぐ育成会副会長

222 波多野　雄介 篠山青年会議所理事長 222 大内　敬司 篠山青年会議所

223 岩永　良一 前沢田自治会長 223 岩永　良一 前沢田自治会長

224 伊勢　三十六 校長 224 高森　俊広 校長

225 依田　善裕 225 依田　善裕 教頭

教頭 226 岡澤　直樹 主幹教諭

今田中学校

篠山養護学校　

丹南中学校　

西紀中学校　

今田中学校

西紀中学校　

丹南中学校　

篠山養護学校　
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区分 職名等 氏名 職名等 氏名 職名等 氏名 職名等 氏名 職名等 氏名 職名等 氏名

兵庫県丹波健康
福祉事務所

所　長 田所昌也 所　長 逢坂悟郎 所　長 逢坂悟郎 所　長 逢坂悟郎 所　長 逢坂悟郎 所　長 逢坂悟郎

建井医院
院長 建井　務

建井医院
院長 建井　務

小嶋医院
理事長 小嶋敏誠

小嶋医院
理事長 小嶋敏誠

馬嶋医院
院長 馬嶋素子

馬嶋医院
院長 馬嶋素子

学校医
小嶋医院
理事長 小嶋敏誠

小嶋医院
理事長 小嶋敏誠

建井医院
院長 建井　務

建井医院
院長 建井　務

建井医院
院長 建井　務

建井医院
院長 建井　務

医師会代表
あしだ内科
医院　院長 芦田　定

あしだ内科
医院　院長 芦田　定

馬嶋医院
院長 馬嶋素子

馬嶋医院
院長 馬嶋素子

建井医院
院長 建井　務

建井医院
院長 建井　務

学校長の代表
西紀南小学校

校長 中野龍文
篠山東中学校

校長 森田恭弘
八上小学校

校長 細見秀司
西紀中学校

校長 細見博文
今田小学校

校長 高森俊広
丹南中学校

校長 田端俊典

篠山小学校
養護教諭 島田美和

篠山東中学校
養護教諭 松本真弓

篠山東中学校
養護教諭 松本真弓

八上小学校
養護教諭 井上亜貴子

八上小学校
養護教諭 井上亜貴子

大山小学校
養護教諭 吉竹節子

城東小学校
養護教諭 河南留美

篠山養護学校
養護教諭 河南留美

西紀小学校
養護教諭 大西有子

西紀小学校
養護教諭 大西有子

多紀小学校
養護教諭 竹見静佳

多紀小学校
養護教諭 竹見静佳

教育長 前川修哉 教育長 前川修哉 教育長 前川修哉 教育長 前川修哉 教育長 前川修哉 教育長 前川修哉

学事課長 羽馬辰也 学事課長 羽馬辰也 学事課長 森本康幸 学事課長 森本康幸 学事課長 森本康幸 学事課長 森本康幸

学事課
学事係長 荒木敏文

学事課
学事係長 荒木敏文

学事課
学事係長 荒木敏文

学事課
学事係長 荒木敏文

学事課課長補佐
兼学事係長 大路和浩

学事課課長補佐
兼学事係長 大路和浩

学事課
学事係主査 波部加奈

学事課
学事係主査 波部加奈

学事課
学事係主査 波部加奈

学事課
学事係主査 波部加奈

学事課
学事係主査 波部加奈

学事課
学事係主査 畑　美加

丹波篠山市結核対策委員会委員名簿（推移）

平成26年度 平成27年度

教育委員会

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

結核専門家

養護教諭の代表
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No 区分 氏名 所属等 No 区分 氏名 所属等

1 学校長代表 細見　博文
中学校長会より選出
（西紀中学校長）

1 学校長代表 田端　俊典
中学校長会より選出
（丹南中学校長）

2 学校長代表 荻野　孝幸
小学校長会より選出
（古市小学校長）

2 学校長代表 荻野　孝幸
小学校長会より選出
（古市小学校長）

3 ＰＴＡ代表 細川　通生
篠山市ＰＴＡ協議会より選出
（西紀北小学校・きた幼稚園
　育友会会長）

3 ＰＴＡ代表 酒井　篤史
丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選
出（丹南中学校ＰＴＡ会長）

4 ＰＴＡ代表 赤井　慶太
篠山市ＰＴＡ協議会より選出
（古市小学校・幼稚園ＰＴＡ
　会長）

4 ＰＴＡ代表 井階　慧一
丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選
出（西紀小学校育友会会長）

5 学校医代表 大木谷　信彰 篠山市医師会より選出 5 学校医代表 大木谷　信彰 丹波篠山市医師会より選出

6 学校給食指導担当 尾松　由美
中学校教育会より選出
（丹南中学校養護教諭）

6 学校給食指導担当 山添　博康
中学校教育会より選出
（篠山中学校教諭）

7 学校給食指導担当 芦田　稚奈
小学校教育研究会より選出
（八上小学校教諭）

7 学校給食指導担当 高見　成幸
小学校教育研究会より選出
（岡野小学校主幹教諭）

8 学識経験者 西潟　　弘
篠山市自治会長会より選出
（篠山市自治会長会副会長）

8 学識経験者 松田　秀耕
丹波篠山市自治会長会より選出
（自治会長会理事）

9 学識経験者 佐々木　初美
兵庫県丹波健康福祉事務所
副所長兼健康管理課長

9 学識経験者 佐々木　初美
兵庫県丹波健康福祉事務所
副所長兼健康管理課長

10 学識経験者 酒井　治子 篠山市地域活動栄養士会 10 学識経験者 酒井　治子 丹波篠山市地域活動栄養士会

11 学識経験者 堀本　清代 公募委員 11 学識経験者 堀本　清代 公募委員

丹波篠山市学校給食センター運営委員会委員　新旧対照表

【旧】平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
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1 藤本　善一 篠山城下まちづくり協議会長 1 小山　辰彦 自治会長会会長

2 本荘　賀寿美 篠山市地域活動栄養士会会長 2 清水　恵治 南新町美しい町づくりの会会長

3 萩原　勇治 老人会副会長 3 萩原　勇治 老人会副会長

4 小田垣　昇 篠山小幼育成会会長 4 紀本　亘 篠山小幼育成会会長

5 長谷川　省悟 学識経験者 5 長谷川　省悟 学識経験者

6 溝畑　清美 民生児童委員 6 溝畑　清美 民生児童委員

7 山下　忍 八上PTA 7 畑　達也 八上PTA

8 吉田　宏美 八上PTA 8 中森　麻美 八上PTA

9 石橋　齊 城北地区自治会長 9 畑　基樹 城北地区自治会長

10 西羅　彰夫 学識経験者（元市立校長） 10 西羅　彰夫 学識経験者（元市立校長）

11 大江　可織 たまみず幼稚園PTA会長 11 和田　聡子 たまみず幼稚園PTA会長

12 大安　康典 岡野地区自治会長会代表東岡屋自治会長 12 森本　繁 岡野地区自治会長会副会長野尻自治会長

13 酒井　奈加子 介護障害者支援事業経営（元幼稚園・小学校講師） 13 酒井　奈加子 介護障害者支援事業経営（元幼稚園・小学校講師）

14 西野　奈緒 岡野幼稚園保護者（元小学校講師） 14 向井　久美子 岡野幼稚園保護者

15 酒井　毅 白寿会会長 15 梶原　弘義 白寿会会長

16 後藤　泰子 学識経験者 16 後藤　泰子 学識経験者

17 山本　寿幸 民生児童委員（日置地区） 17 山本　寿幸 民生児童委員（日置地区）

18 森田　新治 民生児童委員（後川地区） 18 森田　新治 民生児童委員（後川地区）

19 山田　好治 民生児童委員（雲部地区） 19 山田　好治 民生児童委員（雲部地区）

20 内藤　美希 城東小・幼PTA幼稚園部長 20 岸本　百合香 城東小・幼PTA幼稚園部長

21 岸田　郁夫 学識経験者 21 岸田　郁夫 学識経験者

22 大田　篤美 地域ボランティア 22 大田　篤美 地域ボランティア

23 西澤　恵子 元西紀地区主任児童委員 23 西澤　恵子 元西紀地区主任児童委員

24 井階　慧一 西紀みなみ幼稚園さくら会会長 24 井尻　貴之 西紀みなみ幼稚園さくら会会長

25 谷掛　宣明 遠方地区自治会長 25 森口　繁一 川坂地区自治会長

26 谷掛　さち子 北っこ見守り隊 26 谷掛　さち子 北っこ見守り隊

27 細川　通生 西紀北小学校・西紀きた幼稚園育友会会長 27 榮　秀実 西紀北小学校・西紀きた幼稚園育友会会長

28 松尾　登美子 大山女性会 28 西垣　啓子 大山女性会会長

29 片岡　正子 大山地区愛育班長 29 片岡　正子 大山地区愛育班長

30 大坪　慎哉 大山小幼PTA会長 30 木村　彩 大山小幼PTA副会長

31 伊勢　としの ほほえむ大山世話人 31 伊勢　としの ほほえむ大山世話人

32 西山　治郎 民生児童委員・小枕地区自治会長 32 小林　泰雄 アグリステーション篠山代表

33 南　千江子 城南地区まちづくり協議会事務局 33 杉尾　るり子 学識経験者（元市立幼稚園・こども園長）

34 安原　喜早代 城南地区まちづくり協議会会長 34 安原　喜早代 城南地区まちづくり協議会会長

35 小稲　純子 城南小・幼PTA幼稚園部長 35 宮地　亜美 城南小・幼PTA幼稚園部長

36 市嶋　弘昭 民生委員児童委員協議会 36 市嶋　弘昭 民生委員児童委員協議会

37 時本　美重 愛育班　まちづくり協議会 37 時本　美重 愛育班　まちづくり協議会

38 酒井　伸明 古市小・幼PTA幼稚園部長 38 西村　大二郎 古市小・幼PTA幼稚園部長

39 小谷本　晴美 学識経験者 39 小谷本　晴美 学識経験者

40 長谷川　正 まちづくり協議会副会長 40 長谷川　正 まちづくり協議会副会長

41 小我野　潮香 今田幼稚園保護者会長 41 田中　英理子 今田幼稚園保護者会長

42 畠中　亜季 今田幼稚園保護者会副会長 42 大上　彩子 今田幼稚園保護者会副会長

1 － － 1 矢野　智 大芋地区自治会

2 － － 2 遠山　泉美 主任民生児童委員

3 － － 3 澤　和宏 たきこども園保護者会会長

4 稲山　紀美代 元市立保育園長 4 稲山　紀美代 元市立保育園長

5 松下　薫 老人クラブ丹南支部味間地区代表理事 5 松下　薫 老人クラブ丹南支部味間地区代表理事

6 西田　直美 主任児童委員 6 若狭　育代 中野母親クラブ

7 向井　真基子 味間こども園保護者会長 7 江見　裕美 味間こども園保護者会長

令和元年度

たきこども園 たきこども園

味間こども園 味間こども園

学校名№ 学校名 平成30年度末 所属等 №

今田幼稚園 今田幼稚園

認定こども園評議員　新旧対照表

任期：令和２年３月３１日

平成３０年度末 令和元年５月１６日現在

大山幼稚園 大山幼稚園

城南幼稚園 城南幼稚園

古市幼稚園 古市幼稚園

かやのみ幼稚園 かやのみ幼稚園

西紀みなみ幼稚園 西紀みなみ幼稚園

西紀きた幼稚園 西紀きた幼稚園

八上幼稚園 八上幼稚園

たまみず幼稚園 たまみず幼稚園

岡野幼稚園 岡野幼稚園

篠山幼稚園 篠山幼稚園

学校評議員　新旧対照表
任期：令和２年３月３１日

№ 学校名 平成30年度末 所属等

平成３０年度末

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

令和元年度
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  第 2 次篠山市子どもの読書活動推進計画 新旧対照表

変更前 変更後

第 1 章はじめに

２読書活動に現状

篠山市では、小・中学校において朝の時間や終わりの時間に｢読書タイム｣を設定し、子どもたち

に読書習慣を身につけさせるよう取り組んでいます。また、平成１５年には中央図書館や市民セ

ンター図書コーナーが開館し、市民への図書や情報の提供、学校教育支援の一環として、団体貸

出などをおこなっています。平成２１年度からは市民センター図書コーナーがボランティア運営

に切り替わった影響も考えながら、読書活動が十分に行き渡るためには、今後さらなる連携が望

まれます。

一方、テレビ、DVD、スマートフォンや携帯電話、パソコンなどさまざまなメディアは、現代

社会においていまや欠くことのできないものとなっていて、子どもの生活環境をも変化させ、安

易に情報が得られることから、子どもの「読書離れ」や「活字離れ」を招いていることも否めま

せん。また、ゲーム機は子ども社会に深く浸透していますが、熱中しすぎるあまり人と接する機

会が少なくなり、人の話を聞いたり自分の考えを伝えたりするなどの能力に影響を与え、他人と

うまくコミュニケーションがとれなくなることがあります。

このような状況は、「本に関心がない」「興味がない」といった子どもを増加させるだけでなく、

結果として読書によって得られる資質や能力の低下を招き、子どもの成長に少なからぬ影響を及

ぼしています。

３計画策定の背景

篠山市

平成２０年 3 月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項に基づき、国や県の計

画を基本として子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に進めるための計画を策定しまし

た。

第２章 読書活動推進計画策定にあたって

３ 計画の期間

２０１９年度～２０２３年度の５年間

第3章 第１次計画期間における取組と課題

○子育てふれあいセンターによる推進

【取り組み】

① 保護者支援の充実

・２０１７年３月にたんなん子育てふれあいセンターが移設し、今まで１つだったプレイルーム

が、赤ちゃんルーム（２歳未満の子ども対象）とプレイルーム（２歳～就学前の子ども対象）の

２つになりました。各ルームに年齢に応じた絵本を設置し、読み聞かせのスペースが確保できて

読書環境が充実しました。

第1章はじめに

２読書活動の現状

丹波篠山市では、小・中学校において朝の時間や終わりの時間に｢読書タイム｣を設定し、子どもた

ちに読書習慣を身につけさせるよう取り組んでいます。また、平成１５年には中央図書館や市民セ

ンター図書コーナーが開館し、市民への図書や情報の提供、学校教育支援の一環として、団体貸出

などをおこなっています。平成２１年度からは市民センター図書コーナーがボランティア運営に切

り替わった影響も考えながら、読書活動が十分に行き渡るためには、今後さらなる連携が望まれま

す。

一方、テレビ、DVD、スマートフォンや携帯電話、パソコンなどさまざまなメディアは、現代社

会においていまや欠くことのできないものとなっていて、子どもの生活環境をも変化させ、安易に

情報が得られることから、子どもの「読書離れ」や「活字離れ」を招いていることも否めません。

また、ゲーム機は子ども社会に深く浸透していますが、熱中しすぎるあまり人と接する機会が少な

くなり、人の話を聞いたり自分の考えを伝えたりするなどの能力に影響を与え、他人とうまくコミ

ュニケーションがとれなくなることがあります。

このような状況は、「本に関心がない」「興味がない」といった子どもを増加させるだけでなく、結

果として読書によって得られる資質や能力の低下を招き、子どもの成長に少なからぬ影響を及ぼし

ています。

３計画策定の背景

丹波篠山市

平成２０年3月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項に基づき、国や県の計画を

基本として子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に進めるための計画を策定しました。

第２章 読書活動推進計画策定にあたって

３ 計画の期間

令和元年度～令和５年度の５年間

第3章 第１次計画期間における取組と課題

○子育てふれあいセンターによる推進

【取り組み】

② 保護者支援の充実

・平成２９年３月にたんなん子育てふれあいセンターが移設し、今まで１つだったプレイルーム

が、赤ちゃんルーム（２歳未満の子ども対象）とプレイルーム（２歳～就学前の子ども対象）の２

つになりました。各ルームに年齢に応じた絵本を設置し、読み聞かせのスペースが確保できて読

書環境が充実しました。
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３ 学校等における読書活動の推進

各中学校蔵書冊数

各小学校蔵書冊数

篠山養護学校蔵書冊数

※達成状況は H２９年度末現在です。クラス数は児童生徒数の増減により年度ごとに変更する場合が

あります。

３ 学校等における読書活動の推進

各中学校蔵書冊数

各小学校蔵書冊数

篠山養護学校蔵書冊数

※達成状況は平成２９年度末現在です。クラス数は児童生徒数の増減により年度ごとに変更する場合があ

ります。
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第４章 第２次計画の具体的方策

１ 家庭・地域における読書活動の推進

（２）家庭での読書活動推進の取組

○丹南健康福祉センター（健康課）による推進

【具体的な取り組み】

（４）地域での読書活動推進の取組

○その他社会教育施設による推進

【具体的な取り組み】

① 読書に親しむ環境整備

・初めて子育てをする親が、必要な知識を学び、ともに助け合い、仲間づくりができるよう実施して

いる、親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」講座で、市立中央図書館と連携して、絵本の読

み聞かせや絵本の選び方についてアドバイスを行っていく取組を検討します。（新規）

2 市立中央図書館における読書活動の推進

（２）市立中央図書館での読書活動推進の取組

○中央図書館による推進

【具体的な取り組み】

⑥ 読み聞かせ活動の支援

・（新規）を追加

附属資料

1 統計でみる市立中央図書館

１蔵書冊数の推移

第４章 第２次計画の具体的方策

１ 家庭・地域における読書活動の推進

（２）家庭での読書活動推進の取組

○丹南健康福祉センター（健康課）による推進

【具体的な取り組み】

（４）地域での読書活動推進の取組

○その他社会教育施設による推進

【具体的な取り組み】

① 読書に親しむ環境整備

・事業の中で年齢に応じたお薦め本を紹介したりするなど、市立中央図書館と連携しながら事業に取り

組みます。（新規）

2 市立中央図書館における読書活動の推進

（２）市立中央図書館での読書活動推進の取組

○中央図書館による推進

【具体的な取り組み】

⑥読み聞かせ活動の支援

・就学児童が絵本や紙芝居の読み聞かせに触れられるよう児童クラブとの連携を検討します。

（新規）

附属資料

1 統計でみる市立中央図書館

１蔵書冊数の推移
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２市内学校への団体貸出状況

  

３ブックスタート事業実施状況

４ブックトーク事業実施状況

５職場体験学習および図書館見学の受入状況

６おはなし会実施状況

２市内学校への団体貸出状況

３ブックスタート事業実施状況

４ブックトーク事業実施状況

５職場体験学習および図書館見学の受入状況

６おはなし会実施状況
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７映画上映会実施状況

８出張図書館実施状況

※平成２６年度より事業開始。平成２６年度は「たきまつり」イベントに参加しており人数は不明

９講演会・講座実施状況

７映画上映会実施状況

８出張図書館実施状況

※平成２６年度より事業開始。平成２６年度は「たきまつり」イベントに参加しており人数は不明

９講演会・講座実施状況
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１０読書手帳配布状況

（Ｈ３０年３月末現在）

２策定までのスケジュール

１０読書手帳配布状況

                   （平成３１年３月末現在）

２策定までのスケジュール
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３ 法令等資料

篠山市子どもの読書活動推進連絡会設置要領

（設置）

第１条 篠山市子どもの読書活動推進計画の推進を図るため、篠山市子どもの読書活動推進連

絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 連絡会は、次の各号に掲げる事項について検討または実行し、その結果を丹

篠山市教育委員会および篠山市図書館協議会に報告するものとする。

    （１）篠山市子どもの読書活動推進計画の取組みに関すること。

    （２）子どもの読書活動の施策の内容に関すること。

    （３）その他必要な事項に関すること。

（庶務）

第５条 連絡会の庶務は、篠山市立中央図書館において行う。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

３ 法令等資料

丹波篠山市子どもの読書活動推進連絡会設置要領

（設置）

第１条 丹波篠山市子どもの読書活動推進計画の推進を図るため、丹波篠山市子どもの読書

活動推進連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 連絡会は、次の各号に掲げる事項について検討または実行し、その結果を丹

波篠山市教育委員会および丹波篠山市図書館協議会に報告するものとする。

   （１）丹波篠山市子どもの読書活動推進計画の取組みに関すること。

   （２）子どもの読書活動の施策の内容に関すること。

   （３）その他必要な事項に関すること。

（庶務）

第５条 連絡会の庶務は、丹波篠山市立中央図書館において行う。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

この要領は、令和元年５月１日から施行する。
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篠山市立たんば田園交響ホール運営委員 丹波篠山市立田園交響ホール運営委員

【旧】平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

区 分 氏 名 所 属 等 区 分 氏 名 所 属 等

1 吉村 　隆志 篠山市文化協会 会長 1 長尾　 秀郎 丹波篠山市文化協会 副会長

2 田村　 博子 篠山少年少女合唱団 指導者 2 酒井 友香里 篠山少年少女合唱団 指導者

3 波部 香代子 篠山音楽協会 会長 3 松尾　 俊和 篠山音楽協会 会長

4 松尾 　俊和 ステージオペレータークラブ 会長 4 山内　 伸広 ステージオペレータークラブ 会長

5 樗木　 真美 ゴスペルソウルサウンド 代表 5 樗木 　真美 ゴスペルソウルサウンド 代表

6 学識経験者 林　　　伸光
兵庫県立芸術文化センター
ゼネラルマネージャー

6 学識経験者 林　　  伸光
兵庫県立芸術文化センター
ゼネラルマネージャー

7 川端 　浩之 花いちもんめ 舞台監督 7 川端 　浩之 花いちもんめ 舞台監督

8 橋本 　雅夫 公募応募者 8 畑　　弘恵 篠山城下まちづくり協議会

9 西田　 夫佐 司会・音楽指導・演奏 9 西田　 夫佐 司会・音楽指導・演奏

10 西本 　和史 株式会社　いなかの窓 広報担当 10 西本　 和史 株式会社　いなかの窓 広報担当

丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会委員　新旧対照表

文化関係団
体の構成員

文化関係団
体の構成員

教育委員会
が適当と認
める者

教育委員会
が適当と認
める者
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【旧】任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】平成３１年４月１日～令和３年３月３１日

No 委員種別 氏名 職名等 備考 No 委員種別 氏名 職名等 備考

1 細見　博文
西紀中学校校長
（中学校視聴覚担当代表）

1 細見　博文
篠山中学校校長
（中学校視聴覚担当代表）

2 松笠　勝也
八上小学校校長
（小学校視聴覚担当代表）

2 源　浩貴
篠山小学校校長
（小学校視聴覚担当代表）

3 片山　誠一 ICTサロンサポートスタッフ 3 藤原　敏行 ICTサロンサポートスタッフ

4 畑　晶夫
たんば田園交響ホール
ステージオペレータークラブ

4 出口　立世 四季の森アートプロモーション

5 阪下　千代美 ビデオサークル「レインボー」 副委員長 5 畑　弘恵 ビデオサークル「レインボー」

6 田中　明美
朗読ボランティア
「松ぼっくり」

6 薦野　多恵子
朗読ボランティア
「ひまわり」

7 原田　剛志 公募委員 7 橋本　豊彦 公募委員

8 畑　弘恵 公募委員 8 梅谷　美知子 公募委員

9 畑中　博明 元教育委員
　
委員長 9 畑中　博明 元教育委員

10 松岡　美穂 まるいのTV司会者 10 松岡　美穂 まるいのTV司会者

知識経験者 知識経験者

丹波篠山市視聴覚ライブラリー運営委員会委員　新旧対照表

小・中学校
の代表者

小・中学校
の代表者

社会教育団
体の代表者

社会教育団
体の代表者
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