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1  はじめに

丹波篠山市教育委員会（以下「教育委員会」という）では、「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）【平成２７年～令和元年】」に基づき、教育の振興

に取り組み、またプランに基づく「丹波篠山の教育」を毎年度策定し、重点的な施策に

ついて目標を掲げ取り組みを行ってきました。

そうした中、教育委員会では、より効果的かつ確実に教育行政を推進していくため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づく、教育に

関する事務の管理や執行の状況について点検及び評価を毎年行っています。

本年度は、「令和元年度丹波篠山の教育」の７つの施策の基本方針に基づく、５９

の施策について自己点検及び評価を行うとともに、客観性及び公平性を確保するた

め、教育に関し学識経験を有する方の知見を活用しました。

この点検及び評価を通じて、「丹波篠山の教育」の実績や課題を共有するなか、今

後の教育委員会活動や教育施策に反映されることで、丹波篠山の教育の充実を図っ

ていきます。

令和２年９月１０日

丹波篠山市教育委員会
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・當山　清実　氏　（兵庫教育大学教職大学院　教授）

・向井　祥隆　氏　（第３期丹波篠山市教育振興基本計画策定委員会　副委員長）

・森田　恭弘　氏　（元　篠山中学校　校長）

　

●外部有識者

２　教育委員会の点検・評価について

●対象

　　  令和元年度に全戸配布した『丹波篠山の教育（概要版）』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。

●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【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

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

※移動教育委員会（ハートピアセンター）

可決

可決

可決

承認

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

【承認事項】

第１号　学校運営協議会委員の任命について

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

第２号  丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を市長に提案することについ
　　　　　て

第３号  丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理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  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

審議時間【3時間17分】

第３回定例会（R元.6.26）

第２号　篠山市立篠山総合スポーツセンター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　篠山市立たんば田園交響ホール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４号　篠山市社会教育施設の予約の取扱いに関する要綱の一部を改正する要綱の制定
　　　　　について

第５号　第３期篠山市教育振興基本計画の策定にかかる諮問について

第１号　「丹波篠山の教育」主要施策版について

【協議事項】

審議時間【3時間10分】

第２回定例会（R元.5.29）

【議案】

第１号  令和元年度６月補正予算案を市長に提案することについて

第２号  丹波篠山市教育支援委員会委員の委嘱について

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

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

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　３回

　　　　　　　　　　議案等の内容　　　　　　　　　　※記載以外に全会議において【報告事項】あり

第１回定例会(H31.4.24)

【議案】

第１号　篠山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について

審議時間【2時間23分】

【議案】
第１号  丹波篠山市社会教育委員・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

【協議事項】

第１号　丹波篠山市総合教育会議の議題について
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

※移動教育委員会（今田まちづくりセンター）

可決

可決

可決

可決

可決

可決

※丹波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

審議時間【2時間26分】

審議時間【１時間43分】

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20分】

第８回定例会（R元.11.21)

【議案】

第１号　第３期丹波篠山きらめき教育プランの策定について

第３号　令和２年度公立学校教職員異動方針について

第１号　丹波篠山市教育研究所設置規則の制定について

第２号　丹波篠山市教育支援センター設置規則の廃止について

第３号　丹波篠山市適応指導教室ゆめハウス設置要綱の制定について

第６回定例会（R元.9.27）

【議案】

第４号　丹波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

審議時間【1時間48分】

第７回定例会（R元.10.31）

【議案】

第１号　丹波篠山市教育研究所設立に係る基本構想の策定について

第２号　丹波篠山市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について

第３号　丹波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２号　平成３０年度教育委員会の点検・評価について

【協議事項】

第１号　丹波篠山市教育研究所設立に係る基本構想について

審議時間【3時間7分】

第４号　丹波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年度教育委員会の点検・評価について

審議時間【4時間10分】

第５回定例会（R元.8.28）

【議案】

第２号　令和元年度１２月補正予算案を市長に提案することについて

第９回臨時会（R元.12.17)

【報告事項】

【議案】

第１号　職員の懲戒処分について

第４回定例会（R元.7.24）

【議案】

第１号　令和２年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択について

第２号　丹波篠山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
　　　　　の一部を改正する条例を市長に提案することについて

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

第１号　令和元年度９月補正予算案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

可決

可決

可決

可決

可決

承認

承認

可決

可決

可決

承認

第２号　丹波篠山市学校跡地施設の管理運営に関する要綱を廃止する要綱の制定につい
　　　　　て

審議時間【2時間05分】

第１２回定例会（R2.2.6)

【議案】

第１号　「令和２年度丹波篠山の教育」の策定について

第１号　篠山市篠山伝統的建造物群保存地区保存計画の一部変更について

第２号　篠山市福住伝統的建造物群保存地区保存計画の一部変更について

【協議事項】

第１号　「令和２年度丹波篠山の教育」（案）について

審議時間【2時間45分】

第２号　みどり賞被表彰者の決定について

第３号　三宅剣龍賞被表彰者の決定について

第４号　丹波篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正
　　　　　する規則の制定について

第５号　学校運営協議会を置く学校の指定について

第６号　丹波篠山市特定教育・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

【承認事項】

第１号　「令和２年度丹波篠山の教育」（素案）について

審議時間【2時間33分】

第１１回定例会（R2.1.17）

【議案】

第１号　令和元年度３月補正予算案を市長に提案することについて

第１０回定例会（R元.12.24)

【議案】

第１号　令和２年度当初予算案を市長に提案することについて

第２号　丹波篠山市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

第３号　丹波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

【協議事項】

第１３回臨時会（R2.2.26)

【協議事項】

第１号　中学校の部活動について

【議案】

第１号　令和元年度３月補正予算案を市長に提案することについて

【承認事項】

第１号　令和２年度当初予算案の市長への提案について

審議時間【2時間05分】
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

承認

審議時間【2時間35分】

第１５回臨時会（R2.3.27)

【報告事項】のみ

審議時間【1時間15分】

第１４回定例会（R2.3.12）

【議案】

第１号　市長権限事務の補助執行について

第２号　丹波篠山市立小学校、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　丹波篠山市招致外国語指導助手任用規則の制定について

第６号　丹波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

【承認事項】

第１号　丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の休業日の変更等につ
　　　　　いて

第２号　丹波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

【協議事項】

第１号　「令和２年度丹波篠山の教育」概要版について

第４号　丹波篠山市招致外国青年就業規則の廃止について

第５号　丹波篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正
　　　　　する規則の制定について
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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
R元.7.31

丹波篠山市民センター 演題：「これからの学力向上の方策」

R元.11.12 丹波篠山市
西紀老人福祉センター 演題：「深い学び」の授業づくり

R2.1.31

②　兵庫県市町村教育委員会連合会

開催日
R元.5.17

③　近畿市町村教育委員会連絡協議会

開催日
R元.10.11

　講師：神戸大学大学院
　　　　　教　授　岡部　恭幸　氏

開催場所 研修等の内容
滋賀県野洲市 ・研修会
野洲文化ホール 「新学習指導要領のめざすもの－『資質・能力の育成』とは－」

　講師：早稲田大学
　　　　　教　授　藤井　千春　氏

・実践発表
「教職員の働き方改革と業務改善－子どもたちの笑顔とやる気に
つながる働き方改革－」

発表者：滋賀県蒲生郡竜王町教育委員会
　　　　　 教育長、学校教育課長

開催場所 研修等の内容
加西市 ・総会・研修会
加西健康福祉会館 「学力向上について考える－算数科に着目して－」

兵庫県神戸市 ・兵庫県立美術館「ゴッホ展」視察研修

淡路市立北淡小学校「学校での一人一台タブレット端末の導入・
活用」視察研修

講師：関西学院大学
　　　　教授　佐藤　真　氏

・第２回　研修会

兵庫県淡路市 ・第３回　研修会

【協議事項】
・子育て支援について
・丹波篠山市教育大綱について

開催場所 研修等の内容
丹波篠山市 ・総会及び第１回研修会

第２回　総合教育会議（R元.10.23）

【協議事項】
・丹波篠山市教育大綱の策定について

第３回　総合教育会議（R2.3.2）

【協議事項】
・中学校の部活動について

講師：兵庫教育大学大学院　学校教育研究科
　　　　教   授　筒井　茂喜　氏
　　　　准教授  山内　敏男　氏

第４回　総合教育会議（R2.3.27）

【協議事項】
・中学校の部活動について

第１回　総合教育会議（R元.8.2）
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④　全県夏季教育委員会

開催日

R元.8.20・21

⑤　兵庫県女性教育委員の会

開催日

R元.6.28

・グループディスカッション

⑥　人権教育研修

開催日

R元.7.27

R元.9.29

R元.12.7

４　式典・行事等

①　学校（園）訪問

②　入学（園）式・卒業（園）式

③　丹波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　早期発達支援室開所式

⑦　高城山登山

豊岡市 ・兵庫県人権教育研究大会中央大会

豊岡市民会館ほか 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」

演題：「小学校段階におけるプログラミング学習のねらいと先進的
な取組について」
講師：兵庫教育大学大学院
　　　　教授　　森山　　潤　氏

演題：「新学習指導要領と英語の授業づくり－何がどう変わるのか
－」
講師：関西大学外国語学部
　　　 部長　竹内　　理　氏

演題：「少子化・人口減少社会における学校と地域の協働につい
て」

開催場所 研修等の内容

神戸市 ・研修会

中央図書館・四季の森
生涯学習センターほか

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」

丹波篠山市 ・丹波篠山市人権・同和教育研究大会

中央図書館・四季の森
生涯学習センターほか

テーマ
「一人一人の人権が尊重させる心豊かな地域づくり」

開催場所 研修等の内容

丹波篠山市 ・兵庫県人権教育研究大会丹波地区大会

講師：文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画
　　　　専門官：弓岡　美菜　氏

開催場所 研修等の内容

相生市 ・総会・全体研修会

相生市文化会館 演題：「英語教育を通して子どもに何を身に付けさせるか」

テーマ:「各地域の特色ある学校教育について」

講師：関西大学
　　　　教授　田尻　悟郎　氏

ホテル北野プラザ
六甲荘
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【実績と成果】

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【継続】 担当課：学校教育課
　夢や目標を持ち、具体的な計画をたて、それに向かって進んでいく力（キャリアプランニング能
力）をはじめ、コミュニケーション能力や課題対応能力など、自立した社会人・職業人として将来に
必要な能力の育成をめざすキャリア形成の支援に、家庭や地域との連携のもと取り組む。
○小中連携心のサポート事業の実施【継続】　担当課：学校教育課
　９年間の育ちと学びの連続性を踏まえ、児童生徒の心理的な安定や学力向上を図ることを基本
とした小中連携のあり方について実践的な研究を行う。

○キャリア形成の支援
　兵庫県が作成するキャリアノートの活用を促し、キャリア教育の推進状況調査を通して、課題の
把握と取組の充実に努めた。また、各校のキャリア教育担当教員を中心に、全体計画及び年間指
導計画を作成し、キャリア教育推進に向けた校内体制の整備を図った。
■キャリア形成支援事業　～夢プラン～の実施
　多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択、活用しながら、夢や目標に向かって自ら
の意思と責任で主体的に進路を選択することができる態度を育むことを目的とし、事業を実施し
た。
　日　時　　　令和元年１２月１８日（水）　１３：２５～１６：００
　場　所　　　四季の森生涯学習センター　多目的ホール
　対象者 　　市内中学２年生及びその保護者
　内　容　　　高校紹介＆質疑応答　市内３高等学校
　パネルディスカッション「テーマ：中学生・高校生が頑張っていること」（中・高 各校代表生徒）
　実施後には中学生が「将来がイメージできて、すごく嬉しかった。」「高校の先輩方が、自分のし
たいことに向かって生き生きと進んでおられるように見え、自分もあのようになりたいと強く思っ
た。」と感想を述べていた。
○小中連携心のサポート事業の実施
　生徒指導担当教員が９年間の見通しを持って生徒指導に関わる意識を高めるため、中学校区
の教職員が地域課題を共有し、いじめをはじめ、不登校や児童虐待、また学校生活における
様々な問題の未然防止、早期発見及び早期対応を実現するため、カウセリングマインド研修に加
え、以下の研修会を実施し、子どもの「学びと育ちの連続性」について研究を深めた。
　第１回：令和元年８月６日（火） 生徒指導研修会（テーマ：いじめ）
　第２回：令和２年１月２１日（火）養護教諭・生徒指導担当 教員合同研修会（テーマ：児童虐待）

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

互いを認め合う協議（今田中） キャリア形成支援事業 ～夢プラン～
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・キャリア形成の支援について、「夢プラン」の継続的な取組をはじめ、社会的自立に向けた効果
的なプログラムの展開にも期待したい。
・小中連携心のサポート事業について、９年間の見通しを持った指導の意識を高めるため、より多
様な連携（教員間の意見交換、授業見学、交流人事等）も検討していただきたい。

○キャリア形成の支援
　今後は、丹波篠山市の子どもたちが、ふるさとの基盤上に自らの進路を描けるよう、「ふるさと教
育」と「キャリア教育」を融合させ、子どもたちの発達段階に応じた効果的な体験活動を教育課程
に位置づける。また、ふるさとの先人や人・ものとの出会いを通して、自分と地域・社会とのつなが
りを実感させ、社会的・職業的自立に向けた学びを積み重ねるとともに、自己の変容・成長を振り
返る力を育成するため、キャリアノートやキャリアパスポート等の活用の工夫を図る。
○小中連携心のサポート事業の実施
　教職員が子どもたちの様子や学校生活から課題に気づき、家庭と連携しながら子どもたちをサ
ポートし、より楽しく充実した学校生活を送ることができるよう、指導・支援することが求められてい
る。
　いじめをはじめ、不登校や児童虐待等の課題解決に向けて、校種を超えた連携を図り、ユニ
バーサルな視点のもと一貫性のある指導体制の充実に努める。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】
・環境体験事業・自然学校について、長期間の継続実施により、学校・家庭・地域に定着してきている
が、アンケートで課題をチェックするなど一層の充実を図っていただきたい。
・トライやる・ウィーク、「トライやる」アクションについて、令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響
により中止となってしまったが、体験活動の機会の確保に努めていただきたい。

１－２ 体験教育の推進
○環境体験事業・自然学校の充実【継続】　担当課：学校教育課
　小学３年生を対象に、自然に対する豊かな感性や命を尊ぶ心を育むため、体験型環境学習を実施
する。また、小学５年生を対象に、自然環境の中で問題を解決する力や、生命に対する畏敬の念、感
動する心など「生きる力」を育むため、自然学校を実施する。
○トライやる・ウィークの充実・　「トライやる」アクションの充実【継続】　担当課：学校教育課
　子どもたちの社会的自立に向け豊かな人間性、社会性を培い学ぶ意欲を喚起するとともに、人間と
してのあり方や生き方を考え、社会の一員としての自覚を深める「体験教育」に、市民の参画と協働の
もと取り組む。

○環境体験事業・自然学校の充実
　環境体験事業については、教科等に位置づけた体験活動を年３回以上実施し、事前・事後の学習
を通して、体験での学びの深化統合を図り、体験を体験に留まらせることなく、汎用性ある学びへと導
くことができた。主な活動としては、総合的な学習の時間や理科等の時間に、学校周辺のフィールド
ワークや丹波篠山特産のお茶や黒豆の栽培及び収穫等に取り組んでいる。
　自然学校については、海辺を学習の場とし、児童が自然と触れ合い、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。令和元年度も、市内全ての小学校が「※社会性や自立性を育む取
組」を実施し、事後のアンケートでは、「児童が主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する力が高
まったか」という質問に対して、「そう思う」と答えた学校が１１校、「どちらかと言えばそう思う」と答えた学
校が３校あり、１４校全てが肯定的な回答をしている。このことからも、共同生活や宿泊体験を通して、
自ら考え、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。
※取組例：他校の児童との共同生活、野外炊事、オリエンテーリング、スノーケリング、磯観察、カッ
ター・カヌー体験等
○トライやる・ウィーク・「トライやる」アクションの充実
　市内５中学校の第２学年（在籍者数３０６名）が、各々の活動場所（受入事業所数１３３）において、農
林業体験、職場体験、文化・芸術創作体験、ボランティア・福祉体験等、様々な社会体験活動を行っ
た。事後の生徒アンケートでは、「充実していた」（９５％）、「働くことの大切さ、厳しさ、楽しさを感じた」
（９０％）、保護者アンケートでは、「このような機会があればまた参加させたい」（８９％）、事業所では
「地域にとっても有益な活動である」（６４％）という結果が得られた。

○環境体験事業・自然学校の充実
　家庭と連携を図った取組を実施した学校が、１４校中５校となっている。事前・事後の学習活動及び
体験活動プログラムの一層の充実を図り、家庭や地域との連携のもと、豊かな自然、地域の人々との
出会いを通して、生命尊重の精神や自然に対する畏敬の念を育んでいく。
○トライやる・ウィーク、「トライやる」アクションの充実
　トライやる・ウィークの活動を通じて、自立した社会人・職業人として将来に必要な能力の育成に資す
るためには、事前・事後の取組の充実を図る必要がある。そのため、活動を始める際には体験活動の
目的を明らかにし、生徒自身に活動の意味を考えさせることで、主体的に取り組む態度を育む。また、
生徒の多様な希望に沿えるよう、事業所（受け入れ先）を新規に見つけること、家庭や地域の事業理
解が深まるよう取り組むことも必要である。学校と事業所との連携がより進むような体制づくりに努める。

施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成施策の基本方向１ 自立して未来を切り拓く態度の育成

カヌー体験（城北畑小） 黒豆の収穫（城南小）
トライやる・ウィーク（丹南中）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・グローバル化に対応した教育について、英語教育の取組を中心としながらも、丹波篠山ならでは
の特性を活かし、多言語（ポルトガル語、タガログ語等）に触れる機会も検討していただきたい。
・イングリッシュ・デイ・キャンプについて、有意義な新規事業であり、参加対象者や実施回数の拡大
を期待したい。

１－３ グローバル化に対応した教育の推進
○外国語教育の充実【継続】　担当課：学校教育課
　外国語指導助手(ALT)や小学校外国語活動指導補助員(JTE)との外国語を用いたふれあいや対
話を通して、３・４年生の外国語活動ではコミュニケーションを図る素地を、５・６年生の外国語科では
コミュニケーションを図る基礎を養う。中学校の英語科では、外国語を用いて自らの考えや意見を述
べる等、コミュニケーションを図る資質・能力を育成する。
○イングリッシュ・デイ・キャンプの開催【新規】　担当課：学校教育課
　夏季休業中に小学３年生～６年生児童を対象とし、ALTやJTEと英語を使って交流しながら、ゲー
ムや調理などの活動に親しむことによりコミュニケーション能力の向上を図る。

○外国語教育の充実
　小中学校の教員やＡＬＴ、ＪＴＥを対象に、年２回講師を招聘し、「音と文字」の研修やティーム・
ティーチング（ＴＴ）の指導法について、実践紹介及びワークショップ形式による実践研修を実施し
た。また、外国語教育推進ワーキンググループ委員（推進リーダー）を中心に、学びの連続を意識し
た研修会も実施した。ワーキンググループ会議においては、市内における外国語教育推進につい
て検討し、令和２年度の外国語学習に関する「丹波篠山モデルプラン（ＳＴＡＲＴ）」の作成に取り組
んだ。
○イングリッシュ・デイ・キャンプの開催
　目　的　　英語を使って講師や参加者とコミュニケーションを楽しむ。
　日　時　　令和元年８月３日（土）
　場　所　　四季の森生涯学習センター　東館１階大会議室＆調理室他
　参加者　 市内小学３～６年生児童の希望者約４５人
　学校以外の場で、英語を使ってコミュニケーションを楽しむ機会を設定した。ALT、ＪＴＥを中心に、
１グループ約１０人で活動した。参加児童からは、「ＡＬＴやＪＴＥの先生との話し方や話しかけ方など
が分かって良かった。」「外国の人と話したことがそんなになかったから、いい学習になりました。来
年もぜひ参加したいです。」などの感想があった。

○外国語教育の充実
　今後は、本市が推進する「音と文字」の学習や小・中学校での学びの連続を意識した指導法な
ど、研修の充実を通して、教員の英語運用力の向上に努める。また、市内全学校がワークシートや
教材・教具を共有できる仕組みづくりを行うとともに、小学校においては、「丹波篠山モデルプラン
（ＳＴＡＲＴ）」の活用及び評価に係る研修を通して、指導と評価のあり方に向けて理解を深めてい
く。
○イングリッシュ・デイ・キャンプの開催
　学校以外でも、ＡＬＴ、ＪＴＥや出会った友だちと英語を使ってコミュニケーションを図ることができる
場の設定が必要である。
　年に１～２回のイングリッシュ・デイ・キャンプ等の機会の提供を継続する。

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との外国語の授業

（城北畑小）
イングリッシュ・デイ・キャンプ平和公園でインタビュー

（古市小）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・就学前の保育環境の整備について、空調設備の設置と感染症対策による換気の必要もあり、安全
確保と費用節減のバランスに留意した運用に努めていただきたい。

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】　担当課：こども未来課
　熱中症対策として、全幼稚園の保育室及び遊戯室にエアコンを設置する。

○就学前の保育環境の整備
　平成３０年度から取り組んできた幼稚園への空調設備設置について、平成３１年４月１９日までに
すべての設置工事が完了した。
　熱中症のおそれが高くなり始めるとされる梅雨までに、市内11幼稚園のすべての保育室及び遊戯
室に空調設備を設置できたことで、熱中症対策など健康に配慮された保育環境で園児は過ごすこ
とができた。

○就学前の保育環境の整備
　新型コロナウイルス感染症対策として、空調設備使用時においても換気が必要となり、電気代の
大幅な増が懸念される。
　令和２年５月に策定した「丹波篠山市立保育園、幼稚園、こども園空調設備運用指針」を各幼稚
園で遵守することで、電気代の節約に努めたい。
　また、園施設の中長期的な維持管理等にかかるトータルコストの縮減及び予算の平準化を図りつ
つ、園施設に求められる機能・性能を確保するために園施設の「長寿命化計画」を策定する。

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

空調設備設置（篠山幼） 空調設備設置（西紀きた幼）

13



【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・ふた葉プロジェクトについて、過年度の研究成果を踏まえつつ、保護者・地域住民・関係機関と連
携した取組の推進に期待したい。

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】　担当課：こども未来課
　保護者が子どもとのふれあいを楽しみながら、基本的な生活習慣づくりを始められるよう、「子育て
日めくり応援メッセージ」を活用しながら、家庭と連携した取組を進める。

○ふた葉プロジェクトの推進
　保護者と子どもが山などの自然に触れ合うことができる仕組づくりとして、事前に親子でどんぐり拾
いをし、マーケット当日にどんぐりをお金に見立てて買い物をしたり、コーナー遊びを体験する「どん
ぐりマーケット」に平成３０年度から試行的に取り組んでおり、令和元年度もかやのみ幼稚園及び大
山幼稚園をモデル園として実施した。
　平成３０年度は、ふた葉プロジェクトメンバーによる遊びのコーナー設置だけであったが、令和元
年度は、園児が自分たちで考えた遊びのコーナーやお店を設置し、また、地域住民による自然物を
用いたおもちゃコーナーの設置や青い鳥学級からの出品物も用いるなど、運営側に職員以外の方
が参画する可能性を研究した。
　「子育て日めくり応援メッセージ」を増刷し、３歳児健診や関係施設の窓口で配布するなど、家庭と
の連携を図ることができた。

○ふた葉プロジェクトの推進
　２ヵ年にわたる試行実施により、園からの働きかけにより親子で自然とふれあう機会を設けること
は、保護者からも評判が良いことがわかった。また、園児や地域住民、関係機関がどんぐりマーケッ
トの運営に関わることは十分に可能であり、参加された地域住民の方にも喜んでいただけた。
　こうした取組を園で行うにあたっては、運営スタッフ数や参画いただける方々の確保が課題であ
り、全園一律にどんぐりマーケットを実施することは現実的ではない。しかしながら、「幼児期におけ
る自然体験は重要である。」「イベントに紐づいた親子での自然体験は、保護者も望んでいる。」「園
児や地域住民等が運営スタッフとして関わることは可能である。」といった点を考慮しながら、どんぐ
りマーケットという形に限らず各園で取組を工夫することは大切であるため、保育園・幼稚園・こども
園長会等でこれらの視点について説明し、各園の独自性を生かした取組をより一層推進していく。
　また、ふた葉プロジェクトの主旨である「眠育、食育、あそび」に係る施策検討について、令和２年
度に開設する教育研究所に所管を移し、さらなる推進を図るとともに、引き続き「子育て日めくり応援
メッセージ」も活用しながら、家庭との連携を深める。

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

どんぐりマーケット（かやのみ幼） どんぐりマーケット（大山幼）
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【実績と成果】

２－３ 幼保一体化の推進と就学前教育の充実
○幼保一体化の推進【継続】　担当課：こども未来課
　就学前２年間においては、就労状況に関わらず国の教育要領・保育要領に基づく教育を受けら
れる環境を整える。また、国の方針に沿いながら、幼児教育の無償化に取り組む。
○子どもの体幹を鍛える取組【継続】　担当課：こども未来課
　全ての公立こども園・保育園・幼稚園において、体幹づくりを意識した保育を実施する。
〇諸感覚を発達させる保育・教育活動【継続】　担当課：こども未来課
　諸感覚（触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚）の中でも最も原始的な感覚である触覚の発達に向け、
粘土遊び、水遊び、砂遊び、泥遊びを全ての公立こども園・保育園・幼稚園において実施する。

○幼保一体化の推進
　篠山・たまみず・岡野幼稚園区における教育・保育のあり方検討会では、私立こども園、公立幼
稚園、預かり保育についての将来的なあり方について検討し、意見集約することができた。
　令和元年１０月から施行された幼児教育無償化について、保護者や関係施設への周知及び例
規改正の手続き等など、混乱なく円滑に進めることができた。
○子どもの体幹を鍛える取組
　平成３１年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。
〇諸感覚を発達させる保育・教育活動
　令和元年度第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
発達も含めた教育長講話を行い、各職員の意識を向上することができた。
　また、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、各園にお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
の取組を行った。
　さらに、丹波篠山産木材を用いた木のおもちゃを３年計画の最終年として導入し、乳幼児期から
市内産木材に親しむ機会を創出した。

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

たけのこ掘り（城南幼） ボディペインティング（八上幼）

秋の自然遊び（今田幼） 体幹づくり（味間こども園）
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・幼保一体化について、教育・保育のあり方検討会の議論を踏まえながら、私立こども園との連携
強化の進展に期待したい。
・子どもの体幹を鍛える取組について、定着に向けては家庭との共通理解を得ることも重要であ
り、保護者との連携にも留意していただきたい。
・諸感覚を発達させる保育・教育活動について、自然の中で遊ぶ機会の創出や自然物を取り入
れる環境の整備に努めていただきたい。

○幼保一体化の推進
　上述のあり方検討会で集約した意見を踏まえ、就労状況が変わっても転園する必要がないよう、
篠山幼稚園、たまみず幼稚園及び岡野幼稚園を対象にした預かり保育施設を、令和３年４月から
篠山幼稚園遊戯室の場所で開設する。
　また、同あり方検討会において、将来的には上記３幼稚園を廃園し、私立こども園２園に集約す
ることも議論されており、私立こども園との連携を強化する取組が必要である。私立こども園との定
例会議の開催、私立こども園と公立園との交流保育研修の実施、私立こども園への教育長訪問
の実施などに取り組む。
○子どもの体幹を鍛える取組
　各園において体幹づくりを意識した取組を定着させることが課題である。引き続きすべての保育
園・幼稚園・こども園・預かり保育施設に周知する。
　また、「あそび」にかかる研修を市内の保育園・幼稚園・こども園・預かり保育施設職員を対象に
実施し、私立こども園にも積極的に参加を促し、市内の全職員の資質向上を図る。
〇諸感覚を発達させる保育・教育活動
　丹波篠山の四季折々の豊かな自然環境を通して保育実践を行い、諸感覚を通して豊かな感性
を育んでいく。子どもたちは、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
あるが、自然の中での遊びが少なくなっているため、自然環境に触れて遊ぶ機会の創出に各園
で取り組んでいく。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・病児保育事業について、家庭環境の把握及び事業の周知に努めるとともに、保護者の利便性の
向上に引き続き努めていただきたい。
・放課後児童健全育成について、利用者の増加に対応できるよう、児童クラブ指導員の確保をはじ
め、必要となる環境の整備を期待したい。

２－４ 子ども・子育て支援の体制づくり
○病児保育事業の実施【継続】　担当課：こども未来課
　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。
〇放課後児童健全育成事業の充実【継続】　担当課：こども未来課
　放課後の児童の健全育成を図るため、安全・安心できる生活の場を提供し、仲間づくりや生活指
導を行う。
　

○病児保育事業の実施
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２３２日開設した。事前利用

申込は５７６名あり、年間延べ４３９名の児童等が利用した。
　児童等が、病気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。
〇放課後児童健全育成事業の充実
　城北畑小学校内に、新たに児童クラブを設置し市内に１１の児童クラブを設置した。４月当初は９５
３名の受入れを行い、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活
の場を提供し、子育てと就労の両立の支援を行うことができた。

○病児保育事業の実施
　開所時間・閉所時間ともにフルタイムで働く保護者にとって利用しにくいため、開所時
間の延長に向け受託事業者と調整を図る。また、事業を知らない方が一定数あるため、よ
り多くの方に認知していただくよう幼稚園や小学校の入園説明会でＰＲ活動を引き続き行
う。
〇放課後児童健全育成事業の充実
　年々利用者が増加しており、長期休業期間などは既存の施設だけでは対応できないの
で、小学校の教室を借用し対応していく。また、老朽化した施設もあることから、引き続
き補修や建替え等の検討を行う。

施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進施策の基本方向２ 子どもが健全に育つ環境づくりと就学前教育の推進

病児保育室での様子 防火訓練（古市児童クラブ）
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【実績と成果】

３－１ 確かな学力の確立
○学力向上プロジェクト事業【継続】　担当課：学校教育課・教育研究所
　「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。
〇主体的な学習習慣の育成【新規】　担当課：学校教育課・教育研究所
　児童生徒が、各々の課題・習熟度に最適な学習プリントを紙ベースやタブレットパソコンでくりかえし
学習ができる「学習プリント配信システム」を小学校・中学校・特別支援学校において新たに導入す
る。自分の「わからない」に対して、「自らわかる」学習に取り組める環境整備を行う。
〇指定研究事業の充実【継続】　担当課：教育研究所
　新学習指導要領の全面実施に向けて、現代課題に即した市の重点研究課題を設定し、研究推進
校を指定して研究成果を市内の学校に広める。
〇読書活動の充実【継続】　担当課：学校教育課
　学校図書館支援員を全ての学校へ配置し、読書活動の充実と読書環境の整備を行う。また、学校と
中央図書館との連携を深め、読書活動の充実を図る。
〇ICT活用の推進【継続】　担当課：教育研究所
　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図る。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・推進する。

○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、「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客観的な把握に努めることができた。また、学力調査の結果と４つの力
（ゆめ力・自分力・つながり力・学び力）の関係を分析してまとめ、公表した。
　学力向上研修会においては、全国及び市の学力・生活状況調査の分析をもとに学力向上策を検討
するとともに、市内の学校・教職員が同じ方向性をもって学力向上に取り組めるよう研修を深めた。
〇主体的な学習習慣の育成
　本市の課題である「主体的な学習習慣」の形成について「学力向上プロジェクトチーム」で協議し、
学校・家庭・地域でともに取り組む内容をまとめたリーフレットを作成した。小学校に入学する児童の家
庭にそのリーフレットを配布するとともに、教職員にも配布し、周知した。
〇指定研究事業の充実
　大山小、城南小、篠山中、丹南中の４校を「学力向上研究指定校」に指定した。大山小、篠山中を
学力向上研修会の会場校とし、授業公開や校内研修等を通して、主体的な学び等について協議を
深めた。城南小、丹南中においても研究会を開催し、研究成果を市内各校に広めることができた。
〇読書活動の充実
　国語や朝の読書の時間を中心に読書に取り組む時間を設けた。また、中央図書館の団体貸出・配
送を活用し、定期的に新しい本が教室に届けられたり、学習内容と関連する本を依頼して借りたりする
ことにより、多種多様な本に触れる機会とした。
〇ICT活用の推進
　教育情報化推進プロジェクトチーム会議を５回開催し、丹波篠山市教育の情報化推進基本計画をも
とに、校務支援システムの導入やプログラミング教育の推進について検討し、「プログラミング教育カリ
キュラム」等を作成した。
　また、プログラミング教育や情報モラル教育の推進、教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を目的とした
研修を実施するとともに、各校の実践を収集し、「教育ICT活用実践事例集」を作成した。

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活用の推進（今田中） 指定研究「言語能力の育成」

（多紀小）

朝の読み聞かせ（城東小）
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・学力向上プロジェクト事業について、授業改善は当然に必要であり、授業外での粘り強い取組を含
めて、一人も取り残さないという認識の共有にも努めていただきたい。
・主体的な学習習慣について、リーフレットの配布だけで終わらせることなく、家庭の協力も得ながら実
効性の高い取組の展開に期待したい。
・指定研究事業について、教職員の資質能力の向上を図るため、研究成果の公表・共有に留意した
校内研修体制の充実・強化に努めていただきたい。
・読書活動について、地域の出版物の寄付を募ったり、学校図書館支援員を活用したりするなどの充
実策を検討していただきたい。
・ＩＣＴ活用について、長期にわたる休校措置に伴う学習機会の保障という観点からも、ハード・ソフトの
環境整備に加えて、教職員の研修も同時並行で進めていただきたい。

○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においてまとめた方向性を周知し、各校の取組が進められるよう取り組
んできた。今後、全ての教職員の授業力向上に向けて学力向上研修会や校内研修、授業研究会へ
の指導主事の参加等を通して、市と各学校、各教職員の方向性を揃えて取り組む。また、全国学力・
学習状況調査及び市学力・生活習慣状況調査の分析を行い、明らかになった課題に対して、市指定
研究校等と連携しながら、引き続き改善に向けた取組を進める。
〇主体的な学習習慣の育成
　「主体的な学習習慣の育成」についてリーフレットにまとめ、家庭や教職員に周知してきたが、「家庭
学習＝宿題」という捉えが学校・家庭とも根強く、主体的・自律的な家庭学習の実践には課題が多い。
今後、個々の教職員単位ではなく学校として主体的・自律的な学習習慣の育成に取り組めるよう、研
修の充実を図り、教職員の資質向上を図る。
〇指定研究事業の充実
　学力向上研修会や各校の研究発表会で、取組の成果を市内の教職員に広めることができている。
今後、そこで得た学びを参加した教職員だけにとどめず校内で広く共有していく体制づくりや、指定研
究以降の年度も取組を継続していけるよう、校内研修体制の充実を図る。
〇読書活動の充実
　生活習慣状況調査等から、よく本を読む児童とあまり本を読まない児童が固定化されていると推測さ
れる。学校図書館支援員を全校に配置し、読書環境を整える中で、本への関心を高め、読書活動の
充実を図る。
〇ICT活用の推進
　教員のＩＣＴ活用指導力向上をめざして研修等に取り組んできたが、各校で活用の度合いは違いが
ある。「教育ＩＣＴ活用実践事例集」や「プログラミング教育カリキュラム」等を活用し、多様な実践の市
内共有化を図る。新学習指導要領の完全実施に伴う小学校でのプログラミング教育の実践など課題
は多く、教育情報化プロジェクトチームを中心に取り組んでいく。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・道徳教育について、教科書、県の副読本の活用に加えて、丹波篠山版の地域教材の開発にも取
り組み、バランス良い教材の使用に留意していただきたい。
・学校における人権学習について、新型コロナウィルス感染症に係る偏見・差別の事例が多発して
いる現況から、人権教育の推進に期待したい。

３－２ 豊かな心の育成
○道徳教育の充実【継続】　担当課：学校教育課
　「道徳科」の実施に伴い、全体計画や年間指導計画の見直しを行い、豊かな心を育む道徳教育を
進める。また、教科書、副読本及び地域に根付いた教材を適切に活用する。
〇学校における人権学習の充実【継続】　担当課：教育研究所
　全ての教育活動を人権教育の視点で捉え、自分の大切さとともに他の人の大切さも認めることが
できる態度や資質を育成する。

○道徳教育の充実
　全ての小・中学校において学習指導要領に基づいた年間指導計画を作成し、道徳教育を推進す
ることができた。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
で年間指導計画に位置づけて活用することができた。
　昨年度から、兵庫県教育委員会主催「道徳教育拠点校育成支援事業」の推進校に、八上小学校
及び篠山中学校を指定し、市主催の道徳教育研修会において推進校による実践発表を行った。市
内各校に取組を広めるとともに、事後研修では、道徳科の授業づくりについて、「ねらい」「発問」「評
価」の在り方の講話を聴き、教員の教材分析力及び指導力向上を図った。
〇学校における人権学習の充実
　全ての学校で人権教育の全体計画を作成し、全ての教科・領域等で全体計画に基づき、人権教
育を実施した。同和問題を中心的な課題と捉え、その他多くの人権課題解決に向け、各学年の発
達段階に応じた指導を実施した。

○道徳教育の充実
　推進校による授業実践や取組の成果を研修会を通して周知してきたが、「対話を通した授業づく
り」や「評価のあり方」については、道徳教育担当教員だけでなく、授業を実践する全ての教職員へ
と広げ、指導力の向上を図っていく必要がある。今後も引き続き、校内での研修体制の充実を図る
とともに、推進校との連携を図りながら研修会等を通して道徳教育の更なる充実に努める。また、豊
かな人間性を育てることで、自分を大切にするとともに、互いを思いやり、他者を自分と同じように尊
重できる心を育むよう指導方法を工夫する。思いやりに満ちた人間関係を築くことを通じて、いじめ
や不登校等の未然防止につなげる。
〇学校における人権学習の充実
　法務省「人権教育・啓発に関する基本計画」に示された全ての人権課題に対して、総合的に取り
組む。特に、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、学校教育の担う役割が明確に
なった。今後は各学校において人権教育の年間指導計画を点検・修正するようにする。

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

授業参観での授業の様子（八上小） 地域の方を招いての人権教室（西紀南小）
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【実績と成果】

３－３ 健やかな体の育成
○「丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会」、「体力・運動能力調査」の実施【継続】
　担当課：学校教育課
　児童生徒の運動能力の向上と体力づくりへの関心・意欲を高めるとともに、体力の状況を把握・
分析し、学校における体育・健康に関する指導などの改善を図る。
○部活動支援事業【継続】　担当課：学校教育課
　専門的な知識と技能を有し、スポーツ、音楽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」として活用する。
〇部活動のあり方検討プロジェクト事業【拡充】　担当課：学校教育課
　生徒が生涯にわたってスポーツや文化に親しむことができる資質や能力の育成をめざし、持続
可能な部活動のあり方について、兵庫教育大学大学院と連携し調査・研究を進める。

○「丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会」、「体力・運動能力調査」の実施
　本記録会に向けて、各学校において、計画的に指導を行い、児童自らが体力・運動能力の向上
に努めるように指導内容・指導方法の工夫改善を図った。しかしながら令和元年度については雨
天のため中止となった。
　今後も引き続き、児童生徒の体力・運動能力の実態把握や分析・考察を通して、体育の授業改
善及び運動習慣を確立に取り組むなど、生涯に渡りスポーツを楽しもうとする意欲の向上に努めて
いく。
○部活動支援事業
　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活用した。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。
〇部活動のあり方検討プロジェクト事業
　丹波篠山市の持続可能な部活動の在り方に向けて検討を行うため、兵庫教育大学大学院の有
山篤利教授を中心に、７月８日（月）～７月１７日（水）の期間に、丹波篠山市内の公立中学校の生
徒全員・その保護者・教職員を対象に、部活動に対するアンケート調査を実施した。
以下は、アンケート調査結果の一部である。
１．実 施 日　令和元年７月上旬
２．対　 　象　丹波篠山市内中学校に在籍の生徒９８１名とその保護者８９３家庭、勤務する
　　　　　　　　教職員１０９名 （有効回答数：生徒８３８名、保護者６５４名、教職員８３名）
３．方　　 法　マークシートによる質問紙調査
【丹波篠山市の調査結果】
　①生徒、保護者、教職員の三者とも、部活動に対し、「落ち着いた学校生活（豊かな学校生活）」
　　「象徴としての機能（市や地域、学校の代表となること等）」「趣味へのアプローチ（豊かな
　　スポーツライフや文化生活、趣味への入口）」の主に「３つの役割」を期待している。
　②「落ち着いた学校生活（豊かな学校生活）」については、生徒、教職員以上に、保護者の期待
　　度が高い。
　③「象徴としての機能（市や地域、学校の代表となること等）」については、教職員以上に、生徒、
　　保護者の期待度が高い。
　④「趣味へのアプローチ（豊かなスポーツライフ、文化生活の入口）」については、生徒、保護
　　者、教職員の三者とも、期待度が高い。
　⑤「３つの役割」のいずれに対しても、保護者の期待度が高い。
　⑥部活動が「３つの役割」をバランスよく果たすことで、生徒の学校生活が充実する。
　⑦運動部に期待が偏重している。
　上記、調査結果から課題を考察し、有山教授の指導のもと、事故防止や安全対策の観点から、
魅力的な部活動の運営に向けて検討を進めた。

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施策の基本方向３ 生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会、体力・運動能力調査について、陸上以外にも取組
を広げるとともに、体力・運動能力の向上に関する意欲の向上に努めていただきたい。
・部活動支援事業について、部活動指導員の配置にとどまらず、教職員の業務改善につながる
活用の方法を引き続き検討していただきたい。
・部活動のあり方検討プロジェクト事業について、保護者・地域の協力を得ながら、持続可能な運
営体制の整備に努めていただきたい。

○「丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会」、「体力・運動能力調査」の実施
　「令和元年度全国体力・運動能力調査」の結果、本市の総合評価として、全国平均を上回った
種目数は過半数を超えるが、下回った種目の内容は、体の柔らかさ（柔軟性）や巧みな動き（巧緻
性）の要素が占める割合が大きい。この調査結果を基に、各校でも自校の課題を明確にし、体育
の授業における指導内容・指導方法の工夫改善及び運動習慣の確立を目指す。
　また、「丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会」を、体力・運動能力や意欲向上を目指すた
めの啓発の機会と捉え、記録への挑戦や他校との交流を積極的に図る。
　令和元年度末から、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る休校により、今まで以上に体力の
維持・向上への認識が高まっている。これを機に、児童生徒自らの体力・運動能力の向上や、生
涯にわたりスポーツを楽しもうとする意欲の向上に努めていく。
○部活動支援事業
　従来の「部活動支援員(協力者）」制度では、生徒たちの技術の向上や教職員の知識の深化な
どの効果が大いにあったが、対外試合などの引率業務ができず、教職員の業務改善につながり
にくい点では課題もあった。そのため、令和２年度からは、市職員として職務にあたり、対外試合
などの引率業務を可能とする「部活動指導員（会計年度任用職員）」を配置し、効果的な運用を図
るとともに、教職員の負担軽減を図る。
〇部活動のあり方検討プロジェクト事業
　丹波篠山市においては、生徒数、部員数の減少と、それに伴う教職員数の減少により、部活動
そのものの維持、継続が難しくなってきている。アンケート結果の考察を通して明らかになった課
題を整理し、生徒の自主的、自発的な取組のもと、教育活動の一環として行われる部活動運営に
ついて、引き続き、有山教授の指導のもと検討を進めていく。また、丹波篠山市としての「部活動
ガイドライン（仮称）」を策定し、本市の抱える課題解決が図れるよう、地域の人々の協力や各種団
体等と連携して、持続可能な部活動運営の仕組みを整えていく。

小学校体育研究大会（城東小） 体育発表会（西紀北小）
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【実績と成果】

３－４ 特別支援教育の充実
〇早期発達支援室の設置【新規】　担当：学校教育課
　発達障害及び知的障害のある幼児に対し、適切な早期支援を行うため、４月１日、早期発達支
援室を篠山養護学校内に開設した。支援室では、個々の成長及び円滑な就学期への移行を促
す。
○障がいのある子どもたちへの合理的配慮の提供【継続】　担当：学校教育課
　障がいのある子どもたちが、安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、障がいの状態に
応じた環境にするために必要に応じて環境整備を推進する。
〇校園内体制の整備及び広域的・有機的なネットワーク形成【継続】　担当：学校教育課
　特別支援教育に係る校園内委員会を設置し、個に応じた指導・支援の充実をめざし、子どもが
必要とする支援に応じた環境整備の推進を図る。
○「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【継続】
　担当：学校教育課
　一人一人の教育的ニーズに応じた「個別の教育支援計画（サポートファイル）」を保護者とともに
作成し、関係機関との連携・協力を密接に行い、一貫した支援を実施する。

〇早期発達支援室の設置
　在籍している幼児に対して、個々の教育的ニーズに応じた発達支援（個別支援）と共同・交流学
習（集団支援）を行うことで、自立促進、生活の質の向上等に努めた。
○障がいのある子どもたちへの合理的配慮の提供
　特別支援教育のセンター的な役割を担う篠山養護学校の充実を図り、教職員の専門性の向上
につなげることができた。また、特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会を年２回実施
し、合理的配慮の提供に係る教員の意識向上を図った。
〇校園内体制の整備及び広域的・有機的なネットワーク形成
　幼・小・中学校における支援体制整備の構築に向け、特別支援教育コーディネーターを中心と
した校園内支援体制の確立、サポートファイルの効果的な活用のための支援体制の整備、通級
による指導の充実、学校運営フォローアップ講師、幼稚園・学校支援員の配置及び活用等の充
実を図った。また、平成３０年度から高等学校においても通級指導の制度が開始されたことを受
け、市内小・中学校及び高等学校における一層の連携を図るため、年３回合同研究会を開催し、
障がいのある児童生徒への切れ目ない指導・支援の充実に努めた。
○「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
　幼児期からの一貫した支援システム等の構築については、個別の教育支援計画（サポートファ
イル）を活用し、関係機関等からの支援体制を整備することができた。

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

福祉事業所（パン工房）での 歯磨き教室の様子（篠山中）

実習（篠山養護）
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・早期発達支援室の設置について、在籍幼児の増加に対応し、指導員の確保や関係機関との連
携による支援体制の整備を推進していただきたい。
・障がいのある子どもたちへの合理的配慮について、対象となる児童生徒の増加傾向に対応でき
るよう、個別のニーズの把握により一層努めていただきたい。
・校園内体制の整備及び広域的・有機的なネットワーク形成について、障がいのある児童生徒に
対する切れ目ない指導・支援に向けて、通級担当者とのより一層の連携協力体制の構築に期待
したい。
・個別の支援計画を活用した関係機関との連携強化について、サポートファイルの有効性を踏ま
え、関係部署と協議・連携しながら、より機能的な活用を図っていただきたい。

〇早期発達支援室の設置
　令和２年度は、２名の幼児が新たに入所し、４名の幼児が在籍することになる。現在の指導員の
２名体制では、適切な早期支援を行うことが難しい状況になると考えられる。個々の成長や発達を
促していけるよう、指導員の確保や各関係機関との連携を図り、可能な限り１対１対応による個別
の支援ができる体制を整えていく。
○障がいのある子どもたち生徒への合理的配慮の提供
　毎年、特別な支援を必要とする児童生徒（特別支援学級及び通常の学級に在籍しているLD、
ADHD等の子ども）の数は増加傾向にある。各関係機関との連携し、支援体制の確立を図りなが
ら、個々の教育的ニーズに沿った合理的配慮の提供を目指す。
〇校園内体制の整備及び広域的・有機的なネットワーク形成
　小中移行期における通級担当者の連携については、毎月定例の会を開催し、情報交換及び協
議を行うことで、連携を図ることができている。今後は、中高移行期における通級担当者との連携
のあり方について検討し、障害のある児童生徒への切れ目ない指導・支援の充実を図る。
○「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
　「サポートファイルアンケート調査」において、保護者から「活用方法が不明」との回答が多かっ
た。このことを受け、今後は「個別の教育支援計画（サポートファイル）」を機能的に活用していける
よう、福祉部局主催の発達障がい児等支援連絡会議等において、健康課や社会福祉課、学校関
係者、福祉事務所、学校生活支援教員等、様々な立場から「個別の教育支援計画（サポートファ
イル）」の見直し、協議及び連携を図る。
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【実績と成果】

４－１ 安全安心で質の高い学習環境の整備
○地域に信頼される安全で安心な学校園づくり【継続】　担当：教育研究所・学事課
　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し、安全
で安心な学校園づくりをさらに進める。また、子ども達が安心して学校生活が送れるように、計画
的に防犯カメラを設置する。
○学校施設の大規模改修・空調設備の設置【拡充】　担当：学事課
　岡野小学校、西紀南小学校及び大山小学校で大規模改修工事を行う。また、児童生徒の熱中
症予防など健康面への配慮や、意欲を持って学べる学習環境への改善などを図るため、全小中
学校の普通教室に空調設備を整備する。
〇丹波篠山産木材を活用した教育環境づくり【継続】　担当：学事課
　全小学校の新１年生を対象に丹波篠山産木材を使用した机・椅子を導入する。
〇スクールロイヤーの配置【新規】　担当：学校教育課
　法的側面から、学校におけるトラブルや事故の未然防止・問題解決を図るため、法律の専門家
である弁護士:「スクールロイヤー」を平成30年11月から配置した。情報モラル教育や消費者教育
などの出前授業の支援、教職員を対象にした法務能力向上研修の支援を充実させる。

○地域に信頼される安全で安心な学校園づくり
　６月の学校園安全月間を中心に、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、「学校園安全のつどい」や救急法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、点検箇所の見落とし等がないよう、毎年度の引き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。
　さらに、継続して古市小学校を学校安全安心づくり事業実施校に指定し、安全に係る研究を行
うほか、すべての学校に市民救命士資格を持つ職員を配置できるよう、丹波篠山市消防本部の
協力を得て、市民救命士資格取得講習会を実施した。
　不審者等の侵入を防止ならびに抑止するために、令和元年度は城北畑小学校、岡野小学校、
城東小学校、西紀南小学校、西紀小学校、西紀北小学校、大山小学校、味間小学校、篠山東中
学校、西紀中学校、今田中学校に防犯カメラを設置した。これにより、全ての小・中・特別支援学
校に設置を完了し、安全安心な学校づくりを推進した。
○学校施設の大規模改修・空調設備の設置
　老朽化の進む学校施設の大規模改修工事について、令和元年度は岡野小学校、西紀南小学
校及び大山小学校において、外壁や屋上防水の改修等を実施するとともに、今後の改修に向
け、篠山中学校及び篠山東中学校学校の実施設計を行った。また、全小中学校の普通教室に空
調設備を整備し、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。

〇丹波篠山産木材を活用した教育環境づくり
　木の良さを実感するとともに、木材利用がもたらすふるさと教育を推進に資するため、令和元年
度も引き続き、全小学校の新１年生を対象に丹波篠山産木材を使用した机・椅子を導入した。な
お、卒業時に小学校生活の思い出として、机の天板をプレゼントする。
〇スクールロイヤーの配置
　学校における事故、トラブル、苦情など、学校現場で発生または学校現場に持ち込まれる様々
な問題の解決・未然防止を図るため、スクールロイヤーを活用し、諸問題の解決支援を行った。令
和元年度は、学校からの対応件数が１２件あった。
【スクールロイヤーの活用内容（１２件）】
　（１）学校の諸問題に係る法的相談等（法解釈やコンプライアンスの助言等）５件
  （２）法的側面からの授業（出前授業）３件
　（３）教職員・保護者研修　４件

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
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・地域に信頼される安全で安心な学校園づくりについて、教育活動の前提となる危機管理に向け
て、マニュアルの整備や防犯器具等の設置に加えて、防災教育とも連動した取組に期待したい。
・学校施設の大規模改修・空調設備の設置について、学習環境の改善とコストの縮減という双方
のバランスに配慮しながら進めていただきたい。
・丹波篠山産木材を活用した教育環境づくりについて、ふるさと教育の一環として、卒業時に天板
を引き渡す取組も検討していただきたい。
・スクールロイヤーの配置について、非常に有意義な制度であり、教職員のコンプライアンスの向
上や外部からのクレーム対応の負担軽減等の面における有効活用にも期待したい。

○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園づくりを推進するために、学校園職員だけでな
く、学校運営協議会を中心とした地域やＰＴＡ、関係機関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。今後も市教委主催の研修会を消防署で実施し、各学校
に市民救命資格を持つ教職員を配置できるように努めていく。
○学校施設の大規模改修・空調設備の設置
　老朽化の進む学校施設については、安全性の観点から改修工事を実施することが課題である
ため、計画的に大規模改修工事を実施し安全安心な環境整備を図る。
　また、近年において暑さ及び熱中症対策が課題であるため、令和元年度に全小中学校の普通
教室に空調設備を整備した。令和２年度は全小中学校の特別教室に整備する。併せて、トイレや
照明設備等の改修を実施し学習環境の改善を図る。
　学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減、及び予算の平準化を図りつ
つ、学校施設に求められる機能・性能を確保するために学校施設の「長寿命化計画」を策定す
る。
〇丹波篠山産木材を活用した教育環境づくり
　全小学校の新１年生を対象に丹波篠山産木材を使用した机・椅子を導入する。
　また、園では丹波篠山産材を用いた園児用椅子の導入について、計画の必要性等について検
討を行う。
〇スクールロイヤーの配置
　今後も「スクールロイヤー活用事業」を実施し、学校事故、トラブル、苦情など、学校現場で発生
または学校現場に持ち込まれる様々な課題の解決・未然防止を図っていく。また、スクールロイ
ヤーを活用した研修会等の実施も検討する。

交通安全教室（古市小） 心肺蘇生研修（篠山東中）
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【実績と成果】

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【継続】　担当：教育研究所
　保護者や地域住民等で構成する学校運営協議会を中心に、学校・保護者・地域がともに協働し
ながら、地域に信頼される学校園づくりを推進する。
〇ひょうご放課後プランの充実【継続】　担当：社会教育課
　放課後や休日に小学校等の施設を活用し、地域住民の参画を得て、遊びやスポーツを通して
地域で子どもを育む。
〇子どもの居場所づくり推進事業「通学合宿」の充実、「トライしようDAY」の実施【継続】
担当：社会教育課
　小学生から高校生までの児童生徒が公民館等で集団生活を送りながら通学し、もらい風呂や交
流活動を取り入れる「通学合宿」、また、小学生が主体的に地域で実施される行事や奉仕活動、
学習活動等に参加する「トライしようDAY」など、地域の教育力を活かした事業を進める。

○コミュニティ・スクールの推進
　平成２９年度より、市内全ての学校を教育委員会規則に基づくコミュニティ・スクールとして３年間
指定した。３年間の指定最終年度として、校長によるスクールプランの説明や、各委員による「学
校経営方針の承認」が定着した。また、学校運営協議会主催事業も各協議会で着実に年２回以
上実施されており、それぞれ特色ある取組が実践されている。地域の学校として学校と地域が協
働して、学校運営に積極的に参画しようという意識が高まっている。
〇ひょうご放課後プランの充実
　岡野、西紀、味間の各小学校区で放課後の小学校等の施設を活用し、「放課後子ども教室」を
実施し、地域住民の参画を得て遊びやスポーツなどをすることで、地域において子どもを育む環
境づくりができたとともに、異なる年齢の児童や地域住民等との交流活動を通して子どもの人間
性、社会性を学ぶことができた。
〇子どもの居場所づくり推進事業「通学合宿」の充実、「トライしようDAY」の実施
　地域での子どもの見守りや地域の教育再生を図ることを目的とした「通学合宿」や、子どもが自ら
学ぶ心や故郷を大切にする心豊かな人間性を育むことを目的に「トライしようDAY」を実施した。
「通学合宿」は合計９３名、「トライしようDAY」は合計１，１３１名の児童やボランティア等が参加し、
地域の教育力の活性化、地域の子どもは地域で育てるという意識の高揚につながった。

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

学校運営協議会（今田中） 岡野子ども教室の活動風景 通学合宿の食事風景
（大芋通学合宿実行委員会）
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・コミュニティ・スクールについて、熟議の体制整備と地域活動コーディネーターの養成を通じた進
展を目指していただきたい。
・ひょうご放課後プランについて、ボランティアの育成は他の活動にも影響する重要な課題であ
り、気運の醸成に引き続き努めていただきたい。
・子どもの居場所づくり推進事業について、地域の教育力の向上に直結する点において、まちづ
くり協議会等との協働による人材育成や啓発活動の推進も検討していただきたい。

○コミュニティ・スクールの推進
　丹波篠山市のコミュニティ・スクールの取組は県下でも先導的な取組として評価が高く、多くの成
果が各学校運営協議会で蓄積されている。しかし、さらなる進化を遂げるために次の２点が課題と
なっている。１点目は地域にある学校として、どのような子どもを育てるのかを学校と地域が熟議で
きるような体制を整えることである。そのためには、校長の強いリーダーシップが望まれる。２点目
は学校と地域を結ぶキーパーソンとなる地域活動コーディネーターの養成である。コーディネー
ターがうまく学校と地域を結びつけることにより、学校が持つ課題解決に向け、協働した取組の実
践が期待できる。
〇ひょうご放課後プランの充実
　高齢化等によるボランティアの減少ため事業実施が困難となるケースも考えられることから参加
ボランティアの裾野を広げるとともに持続可能な活動とするため、ひょうご放課後プランを展開する
なかで保護者や地域の方々が、それぞれの立場から子どもへの関わりをもち、地域で子どもを育
てる気運を高める取り組みを進める。また、今後、より身近で地域の魅力を感じることができる自治
会など小規模単位で行う活動についても検討を進める。
〇子どもの居場所づくり推進事業「通学合宿」の充実、「トライしようDAY」の実施
　事業主体における担い手不足や高齢化などにより、今後、事業展開が困難なケースも想定でき
ることから、地域における人材の育成や啓発が課題となる。ついては、保護者・地域・青少年健全
育成関係団体が連携し、地域におけるリーダーや担い手となるような人材育成及び地域の意識
醸成など啓発活動に取り組むとともに、市広報紙やホームページを活用し広く周知を図る。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・家庭教育支援事業について、参加者の満足が高い点を周知することに加えて、より多様な年齢
層が参加できるようなプログラムを検討していただきたい。

４－３ 家庭の教育力の向上
○家庭教育支援事業の実施【拡充】　担当課：地域コミュニティ課
　子育てをする親が、同じ立場にある親同士で、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、親子の絆プログラム「赤ちゃんがきた！」及び「きょうだいが生まれた！」の講座を開
催する。

○家庭教育支援事業の実施
　親子の絆プログラム「赤ちゃんがきた！」及び「きょうだいが生まれた！」の講座開催により、母親
が自信をもって安心して子育てができるとともに、講座を通して子育てで同じ立場にある親同士の
仲間づくりの場となり子育ての輪を広げることができた。アンケートによる講座の満足度は１００％
で、参加者からは大変好評を得ている。
《親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”》４回講座
　　時間：１３:３０～１５:３０　場所：四季の森生涯学習センター 東館 和室
　　　①６月４日・１１日・１８日・２５日㊋ 　　参加者：１１組
　　　②９月３日・１０日・１７日・２４日㊋ 　参加者：７組
　　　③１２月３日・１０日・１７日・２４日㊋  　参加者：１１組
　　　④３月３日・１０日・１７日・２４日㊋ 　(コロナ感染拡大予防のため中止)
《親子の絆づくりプログラム“きょうだいが生まれた！”》５回講座
　　時間：１３:３０～１５:３０　場所：四季の森生涯学習センター 東館 和室
　　　①１１月５日・１２日・１９日・２６日・１２月３日㊋ 　参加者：９組

○家庭教育支援事業の実施
　少子化や核家族化により子育てに不安を抱いている世代が、安心して子育てができる環境や学
習機会を整える必要がある。子育てに悩んでいる親から求められる課題が解決に向かうような講
座を提供するとともに、講座を通して子育てで同じ立場にある親同士の仲間づくりの場となり子育
ての輪をさらに広げるられるように、誰もが参加しやすい事業環境を整えたい。
　また、コロナ影響下においても安心して講座が受けられるようパソコン・携帯・タブレットで受講で
きるオンラインによる開講も目指す。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

きょうだいが生まれた！
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【実績と成果】

４－４ 教職員の資質能力の向上
○いじめの防止等への的確な対応【継続】　担当：学校教育課
　いじめの積極的認知に努め、いじめ対応チームを中核として、いじめの防止等に係る年間計画
を整備し、いじめの未然防止・早期発見に努める体制づくりを推進する。
〇教職員の勤務時間適正化の推進【継続】　担当：学校教育課
　働きやすい職場づくりを進めるため、教職員の勤務時間の適正化に努めるとともに、子どもたち
と十分に向き合う時間を確保する。
〇教育研究所（仮称）の準備【継続】　担当：教育研究所
　学校教育の一層の充実を図るため、教育課題、学校運営のあり方、教育課程の編成等に係る
調査・研究及び研修、教育相談等を行う教育研究所（仮称）の令和２年の開所に向けて準備を進
める。

○いじめの防止等への的確な対応
　いじめ問題への対応については、「丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例」及び
「丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する行動指針」等を踏まえ、各校が作成する「学校いじ
め防止基本方針」に基づき、いじめ対応チームを中心に取組を行った。また、学期毎のアンケート
調査や個別面談を通して、いじめの早期発見に努めるとともに、事案が発生した場合は、迅速か
つ組織的な対応を努めた。その結果、市内全小中学校でいじめを認知し、早期解決を図ることが
できた。これは、各校がいじめ防止対策推進法の定義に即し、いじめを積極的に認知していこうと
いう考えが浸透していることが要因と考えられる。
（令和元年度 いじめ認知件数　小学校…47件、中学校…18件）
〇教職員の勤務時間適正化の推進
　教職員の働きやすい職場づくりの推進と業務の効率化を図るため、市内各学校で週１回の定時
退勤日、ノー会議デーの実施、また、各中学校では、週あたり２日以上（※原則、平日１日、土日
のいずれか１日）のノー部活デーを実施した。また、教職員の健康増進と休暇取得促進等を推進
するため、市内全学校園で８月１３日～１５日までの３日間、学校園閉庁日を設定した。
〇教育研究所（仮称）の準備
　令和２年４月の開所に向けて、設立準備委員会・拡大準備委員会において「教育研究所設立に
係る基本構想」及び「具体版」を確定し、それに基づいた具体的な開所準備を計画的に推進し
た。

キャプション

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

生徒総会（今田中）ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの心理教育

（味間小）

教育研究所
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・いじめの防止等について、教育活動の全体を通して取り組むとともに、いじめ問題に関する理解
の促進や連携体制の構築等に総合的に対応していただきたい。
・教職員の勤務時間適正化について、取組の名称や抽象的な目標だけでなく、より具体的な時
間の算出に基づく成果指標の設定を検討していただきたい。
・教育研究所について、設置の目的や計画に基づき、教育レベルの向上と教育課題の解決に向
けた取組の先導に期待したい。

○いじめの防止等への的確な対応
　全ての教育活動を通じて人権教育や道徳教育、体験教育等を実施し、児童生徒の自己肯定
感・自己有用感を高める学級活動や学年・学校行事を計画的・系統的に実施しなければならな
い。
　今後も引き続き、「学校いじめ防止基本方針」をホームページで公開し、様々な機会を通じて、
児童生徒、保護者、地域にいじめ問題に関する正しい理解の普及啓発を行う。また、連携体制の
強化を図るとともに、児童生徒及び保護者等の身近な相談窓口として、各校の「いじめ対応チー
ム」が認識されるよう働きかけを継続させる。
〇教職員の勤務時間適正化の推進
　教職員がゆとりをもって子どもたちと向き合う時間を確保するためには、教職員の業務
量の適切な管理と健康及び福祉の確保に向けた取組を進め、業務の効率化を図る必要があ
る。今後も引き続き、各学校が設定する定時退勤日、ノー会議デー、中学校が設定する
ノー部活デー及び８月の学校園閉庁日が確実に実施できるよう支援し、併せて、令和２年
４月に新たに策定した「働きがいのある学校づくりに関する方針」に沿って、元気でやり
がいを感じられる職場づくりを推進する。
〇教育研究所の準備
　教育研究所では、「教育研究所設立に係る基本構想」及び「具体版」、「基本構想に係
る５ヶ年計画」に基づき、市内全体の教育レベルの向上と、「学力の充実」「学校園経営
の充実」「幼児教育の充実」「生徒指導の充実」「特別支援教育の充実」「教育の情報化
の充実」等の課題解決に向けた取組を推進する。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・情報モラル教育や研修の充実について、学校での児童生徒の指導にとどまらず、親子が一緒に
なって学ぶ機会を設定するなどの取組の展開に期待したい。
・青少年育成に係るインターネット社会への対応について、子どもに対して指導するためにも、大人
も学んでいく必要があり、そのための機会の設定を検討していただきたい。

４－５ インターネット社会への対応
〇情報モラル教育や研修の充実【継続】　担当課：学校教育課
　見えない相手とのコミュニケーションのあり方、個人情報の保護、著作権等の知的財産権、情報発
信に伴う責任、トラブル回避の方法、長時間のインターネット利用による心身の健康への影響等に
ついて、児童生徒が自ら判断し、考える学習活動を充実させ、情報モラルを育成する。
○青少年育成に係るインターネット社会への対応【継続】　担当課：社会教育課
　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。

〇情報モラル教育や研修の充実
　学校やPTA活動において、児童生徒や教職員、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て情報モラル教育を推進した。また、教職員の指導力
を高めるため、情報モラル教育研修会を開催した。
　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を育成するため、インターネット利用に関
するルールづくりや啓発活動に、全学校で取り組んだ。
○青少年育成に係るインターネット社会への対応
　青少年協議会と小中学校が連携し、城東小学校では「情報モラル教育」、西紀中学校では「動画
投稿やネットゲームの危険性」についての講演会を行うなど、インターネットにおける適切な利用の
啓発活動や青少年の見守り活動を実施し、青少年の安全・安心なインターネット利用の啓発活動を
行った。

〇情報モラル教育や研修の充実
　スマートフォン等の急速な普及に伴い、低年齢からインターネット等を利用する機会が増え、判断
能力が育成されないまま利用することにより、心身の健全な発達が阻害されるおそれが増大してい
る。
　ついては、引き続き、各学校で策定したインターネット利用に関するルールの啓発等を積極的に
行い、インターネット利用に関する健全な判断能力の育成とインターネット上の有害情報等から児童
生徒を保護する取組を家庭と連携して推進する。また、各校、市で行う情報モラル教育研修会を充
実させる。
○青少年育成に係るインターネット社会への対応
　新型コロナウイルスにより、インターネットを活用した学習の推進や連絡調整等、これまでにないイ
ンターネット環境の普及状況のなかで、青少年や保護者により適切な利用方法の啓発が求められて
おり、今後も継続的に講演会等を行うなど啓発活動に努める。

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

情報モラル教育研修会
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・保幼小連携について、サポートファイルの有効活用のためにも、円滑な引継ぎが可能となる仕組みづ
くりに努めていただきたい。
・中高連携について、安心して学ぶことができる環境を維持していく点においても、市内の高校に対す
る支援にも尽力していただきたい。

４－６ 保幼小中高大の連携
○保幼小連携の強化【継続】　担当課：こども未来課
　幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続をめざし、地域や各園の実情に応じたアプローチカリキュラ
ムを活用した幼小連携の充実を図る。
○中高連携の推進【継続】　担当課：学校教育課
　中学生が、学びたい学校を選択する際の一助となる「オープン・ハイスクール」に積極的に参加するよ
う、進路指導の充実を図る。また、市内3高等学校や地域の方々との連携を通し、将来、社会的・職業
的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力を育むキャ
リア形成支援事業「夢プラン」を実施する。

○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したり、定期的
に小学校を訪問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へ引
継ぎを行い、小学校への円滑な接続を行った。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、子どもたち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
　市内には伝統のある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るとともに、各校に
おける進路指導の充実と、中高連絡会による情報交換及び課題共有に努めた。また、１２月には、キャ
リア教育の一環として、市内中学２年生とその保護者を対象に、自らの生き方を考える「丹波篠山市キャ
リア形成支援事業～夢プラン～」を実施した。参加した生徒からは、「自分のキャリアは自分で決める。」
「本当に自分が歩みたいと思った人生を選びたい。」「まずは、自分の夢（興味があること、やりたいと思
うこと、好きなこと）を今から真剣に考えてみようと思います。」「人とたくさんコミュニケーションをとって、
今できることを一生懸命実行して一つずつ夢を叶える努力をしたい。」など、多くの感想が得られ、将来
の生き方を考える好機となった。

○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ほしい１０の姿が示されており、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ている。そのため、小学校へのより円滑
な接続を行うためのカリキュラム充実が課題である。
　各園におけるアプローチカリキュラム（小学校への接続）の充実や、それにもとづく小学校との連携の
工夫に取り組んでいく。
○中高連携の推進
　丹波篠山市の子どもたちが、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしなが
ら、自分らしい生き方を実現するため、自らの意思と責任で主体的に進路を選択し、決定できる能力や
態度の育成に努める必要がある。
　そのため、市内３高等学校と連携を図り、市内の中学生や保護者を対象に、高等学校の日常や特色
ある取組を紹介する機会を設定する。また、高校説明会やオープン・ハイスクール等への積極的な参加
を呼びかけ、進路指導の充実に資するとともに、子どもたちが将来に展望や価値を見いだせるよう、事
業の充実を図っていく。

施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進施策の基本方向４ 子どもの学びを支える環境づくりの推進

キャリア形成支援事業
運動会・古市小交流（古市幼）焼き芋大会・鳳鳴高校交流

（たまみず幼） ～夢プラン～
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【実績と成果】

〇丹波篠山映像祭２０２０の実施
 映像祭ではVR（３６０度）映像や、パソコンでのドローンフライト体験、記念人文字撮影などのイベ

ントを開催し、参加者が映像に親しみ、楽しんでもう企画を行った。また、市民からPR映像を募集
し、「映像でPRしまショ～」のステージで映像とともに、個人・小学校・店舗など丹波篠山のPRを
行ってもらい、映像づくりに取り組むきっかけとなった。
　映像大賞では、「生きる」をテーマに全国から合計３３本（うち市内から４本）の作品応募があり、
アマチュア映像作品の公開審査を通して、想いの共感・感動を味わうことができ、心の豊かさを育
むなど生きがいづくりの場となった。
〇障がい者社会学級の運営支援
　現状、各障がい者学級の受講生の固定化が進んでいることから、初心者や幅広い世代が参加
しやすいプログラムを組むなど工夫しながら、社会参加のきっかけづくりや貴重な経験の機会とな
るよう継続した支援を行った。
〇在住外国人に対する学習支援
　国際理解や外国人住民への支援について、NPO法人篠山国際理解センターを介し、多文化共
生の地域づくり、外国人住民の支援活動を行った。講演会や体験教室に７１８名、日本語教室等
に延べ１０４名の参加があるなど教育的支援を行った。

５－１ 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興
○丹波篠山市高齢者大学の充実【継続】　担当：地域コミュニティ課
　高齢者一人一人の生きがいづくりの場を提供するとともに、受講生の意見を反映させ、魅力ある
講座を開設する。また、オープン講座の取組など、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【継続】　担当：中央図書館
　「丹波篠山に住もう帰ろう運動」の支援として、就業支援や生活支援、行政支援に関する資料や
情報を収集し、提供する。また、国際理解センターとの連携により、市内在住の外国人に向けた
サービスを推進する。
○地域資料の整理・保存・電子書籍化【拡充】　担当：中央図書館
　中央図書館に保管されている大正３年からの地域新聞の電子化を開始する。
〇丹波篠山映像祭２０２０の実施【継続】　担当：総務課
　「丹波篠山ビデオ大賞」の名称を「丹波篠山映像(ええぞ～)祭」に改名し、従来の映像コンテスト
に加え、市民の皆さんが気軽に参加でき、楽しんでもらえる映像祭をめざす。
〇障がい者社会学級の運営支援【継続】　担当：社会教育課
　兵庫県が進める「くすの木学級(聴覚・言語障がい)」「青い鳥学級(視覚障がい)」は、障がい者が
社会参加する貴重な機会となるため、継続的に事業運営を支援する。
〇在住外国人に対する学習支援【継続】　担当：社会教育課
　国際理解教育プログラムの研究開発・提供、日本語教室うりぼう・学習支援教室うりぼうくらぶの
開催に取り組む。

○丹波篠山市高齢者大学の充実
　市内に７学園を開設し、５月の合同開講式後、学園ごとに年間８回の一般教養講座と趣味講
座、年１回の研修旅行を実施した。また、各学園の受講生が集うグラウンドゴルフ大会は実施でき
たが、３月開催の合同学習発表会はコロナウイルス感染症拡大防止のためにやむなく中止した。
　平成２８年度より教育大綱に基づいて、市内の小学校と取り組んでいる学校連携事業は、今年
度も市内７学園で行い、世代を越えた学びと交流の場を得ることができた。
○「図書館ビジョン」による図書館運営
　利用者ニーズに応え得る多種多様な資料８，２３８冊を収集し蔵書の整備を行なった。「丹波篠
山に住もう帰ろう運動」支援コーナーではスペースを広げ就農･起業･定住関連の資料や行政情
報誌に加え、外国人の定住促進に関連する資料など計４８４冊を集約して内容を充実させた。ま
た、篠山国際理解センター主催の日本語教室において図書館の利用方法を紹介いただき、絵本
を含めた洋書約４００冊のリストを提供するなど相互に協力し連携をとることができた。
○地域資料の整理・保存・電子書籍化
　地域新聞の電子化事業に着手。計画に基づき初年度として大正から昭和初期１０年分の篠山
新聞３，４４９枚の電子化を完了した。あわせて複本所蔵がなく劣化がすすんでいた地域資料２冊
の修理と再製本を行ない、利用可能な資料として活用することができた。

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
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【課題と次なる展開】

〇丹波篠山映像祭２０２０の実施
　開催に当たっては、新型コロナウイルスと共存する社会状況となり、映像作者への作品制作時
における感染予防対策のお願いや、映像祭では参加者数の制限や名簿の作成、体温確認や手
指消毒の徹底、客席では席と席との間隔をとり三密を回避するなど新型コロナウイルス感染予防
の徹底が課題である。
　ノミネート作者を丹波篠山に招待し、作品に込められた想いを会場に集まった人が一体となって
共有・共鳴できる映像大賞、映像を楽しみ映像づくりに関わるきっかけとなる映像祭を目指すが、
作者のVTR出演や公開審査のライブ配信など、時代に合ったイベントの開催方針を検討する。
　また、成果指標である来場者の満足度については、前回は６２％にとどまった。これは、従来の
映像コンテストに加え、参加者体験型イベントを開催するなど、内容を変更したものの、アンケート
内容は、従来のままとしたためと考える。今後、イベント内容の検討とともに、内容に応じたアン
ケートを実施し、参加者満足度を目標の８０％以上としたい。さらには、映像大賞の作品応募数に
ついても、市民を中心にさらに多くの作品が集まるようPR方法等を検討する。
〇障がい者社会学級の運営支援
　現状、各障がい者学級の受講生の固定化が進んでいることから、初心者や幅広い世代が参加
しやすいプログラムを組むなど工夫しながら、社会参加のきっかけづくりや貴重な経験の機会とな
るよう継続した支援を行う。
〇在住外国人に対する学習支援
　外国人労働者受け入れの新制度が開始されることにともない、新渡日の子どもたちの増加が予
想されることから、今後、委託先の国際理解センターと連携を図りながら、日本語教室や学習支援
教室の充実がさらに必要となる。また、合わせて、受講生の習得状況について、見える化を図り、
受講生やボランティアのスキルアップにつなげられるよう委託先との協議を行う。

○丹波篠山市高齢者大学の充実
　核家族化で孤立する高齢者が増える中、積極的に人との交流を図り、いつも元気で生きがいを
持って社会に参画することのできる高齢者であるための生涯学習環境を整える必要がある。いつ
までも健康でやりがいを持って地域で働き活躍できる高齢者が増えるように、必要に応じたカリ
キュラムを編成することにより、高齢者の健康増進や生きがいづくりにつながる学習機会を提供し
ていきたい。また、受講生が年々減少していることや男性の参加者が少ない現状を受け、ポスター
などによる高齢者大学のPRや講座内容の充実、さらに、男性にも魅力を感じていただける趣味講
座の設置など、運営委員会の協議を通して受講者の増加ならびに満足度の向上を図っていく。
○「図書館ビジョン」による図書館運営
　図書館の利用を促進するとともに、収集整備した資料をいかに有効に活用するかが課題であ
る。市民センター図書コーナーの充実と配本所を結ぶ図書館ネットワークの活性化を図りながら、
特に東部地区配本所の利用増進をめざして出張図書館サービスを展開していく。
○地域資料の整理・保存・電子書籍化事業
　貴重な地域資料を未来に継承するため、整理・保存・電子書籍化を遅滞なく推進していくことが
課題である。中でも電子書籍化は原資料の状態によらず利用閲覧が可能となり複写サービスに
対応できるなど利便性が向上する。この事業により、市民の生涯学習活動や調査研究活動に有
用な図書館であることを広く情報発信する方法を検討する。

合同開講式

「ふるさと丹波篠山へ住もう帰

ろう運動」支援コーナー

ドローンによる記念人文字撮影第３２回丹波篠山映像
大賞受賞者の皆さん
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【有識者の意見】
・丹波篠山市高齢者大学について、受講者の満足度が低下している要因を分析し、より詳細な
ニーズを把握した講座の開設に努めていただきたい。
・図書館ビジョンによる図書館運営について、ネットワークの充実を図りながら、利活用の拡大を目
指した取組を進めていただきたい。
・地域資料の整理・保存・電子書籍化について、生涯学習や調査研究の活動にも資する事業とし
て、情報発信を含めた取組を進めていただきたい。
・丹波篠山映像祭2020について、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点からも、新たな実施
方法を検討していただきたい。
・障がい者社会学級の運営支援について、幅広い世代の参加が得られるようなプログラムの開発
に取り組んでいただきたい。
・在住外国人に対する学習支援について、多言語対応をはじめとして、より充実したものとなるよう
委託先との協議を進めていただきたい。
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【実績と成果】

５－２ 生涯スポーツの充実
〇第４０回丹波篠山ABCマラソン大会の開催【継続】　担当課：社会教育課
　安全安心で魅力ある大会となるよう関係機関との連携を図るとともに、市民ボランティアスタッフ
を広く呼びかけ、市民参画による大会運営を通して、活力あるまちづくりを進める。
○TAMBAＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０事業の推進【継続】　担当課：社会教育課
　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。

〇第４０回丹波篠山ABCマラソンの開催
　第４０回大会は、１０，７２０人の申込（うち丹波篠山市民申込３１６人　２．９５％）があったが、新
型コロナウイルス感染症の拡大を受け２月２０日に臨時実行委員会を開催し中止を決定。
　次回、第４１回大会では、優先的な参加申込の機会、参加費の２，０００円の割引等を行うことを
とした。
○TAMBAＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０事業の推進
　学校クラブ活動などの時間を活用し、年間４１回、出前式のスポーツ教室を実施した。
　また、競技力向上のため、トップアスリート等によるホッケー教室、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、世界ランキング１位のオランダ
代表監督や東京オリンピック出場を目指す日本代表選手等を招聘し、選手育成を進めた。
　成果として、ＨＣ ＨＹＯＧＯ ＨＥＡＲＴＳ（小学男子）が全国スポーツ少年団交流大会で第３位入
賞。また、篠山中学校ホッケー部の女子選手がＵ－１５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。また、ソフトボールでは、小学生女子選手2名
が国際親善大会（新型コロナウイルス感染症の影響により大会は中止）に出場するメンバーに選
出された。

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

大会名：2019 HOCKEY WA FHE CUP TAMBASASAYAMA2020委託事業
ホッケークリニック（オーストラリア・パース）
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・第40回丹波篠山ＡＢＣマラソン大会について、新型コロナウィルスの感染拡大によって中止と
なったが、安全な次回大会の開催に向けた運営方法を検討していただきたい。
・TAMBASASAYAMA2020事業について、ライジングスター育成事業に名称変更となるが、次世
代のトップアスリート育成を幅広い競技種目で進めていただきたい。

〇第４１回丹波篠山ABCマラソンの開催
　第４０回大会については、新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止したことにより、優先的な申
込の機会、参加費の２，０００円割引等を発表しているが、新型コロナウイルスの影響により各市民
マラソンが中止及び延期となっていることを踏まえ、新型コロナウイルス感染防止対策を施し、継
続的な実施を検討する。
　第４１回大会については、ランナー及びボランティアの安心・安全を確保した大会となるよう兵庫
県陸上競技連盟及び関係機関と連携を図り開催する。
○TAMBAＳＡＳＡＹＡＭＡライジングスター育成事業の推進【継続】※名称変更
　市民のスポーツ機会を提供するだけでなく、生涯スポーツ社会の実現を目指す中で、スポーツ
本来の在り方について、スポーツ組織の運営者、指導者、保護者らとともに理解を深め展開を
図っていく。
　また、スポーツの拠点である丹波篠山総合スポーツセンターを活用し、トップアスリートを支援す
る仕組みが必要と考える。（国内外のトップアスリートから学ぶ機会の創出等）
　丹波篠山総合スポーツセンター指定管理者の篠山スポーツネットワーク等と連携し、トップアス
リートを支援するプログラムを企画し、次世代のトップアスリートの育成及び指導者の指導力向上
に繋げ、世界に羽ばたくトップアスリートの育成を図る。
　また、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ交流を実施し、外国との相互理
解を深めるとともに、地域の活性化にもつながる機会としてホストタウン誘致を進めて行く。
　オリンピックは、バハマ（陸上競技）、パラリンピックは、プエルトリコ（ブラインド柔道）、チャイニー
ズ タイペイ」（卓球・バトミントン）のホストタウン誘致を進めており、将来の丹波篠山市を担う子ども
たちがオリンピアン・パラリンピアンに触れスポーツ交流、文化交流の機会を創出する。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・歴史文化基本構想推進事業について、丹波篠山市文化財の保存活用の計画を策定するとともに、
事業の実施に向けた体制整備を進めていただきたい。
・国史跡の環境整備について、来訪者の安全と利便性の向上に加えて、景観の向上を図るためにも
早期に進めていただきたい。
・篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用について、地域住民を巻き込んだ史跡の整備・
保全の推進と情報発信の取組に期待したい。

６－１ 文化財と町並みの保存・活用
○歴史文化基本構想推進事業の実施【拡充】　担当課：文化財課
　「歴史文化まちづくり資産」を総合的に保存・活用するため、「文化財保存活用地域計画」の策定に
取り組む。
〇国史跡の環境整備【拡充】　担当課：文化財課
　史跡篠山城跡南内堀石垣の復元整備、便益施設の整備及び高石垣の保全等を行い、計画的に
史跡整備を推進します。また、史跡八上城跡の主郭部周辺の立木を伐採し、眺望の改善を行う。
○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用【継続】　担当課：文化財課
　令和２年５月、当市で開催の全国伝統的建造物群保存地区協議会の全国大会誘致に向け準備を
進める。

○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に関する取組みを実施したまちづくり協議会などの17団体に
対して助成を行い、地域の歴史遺産の保護活用を推進した。また協議会を立ち上げ「文化財保存活
用地域計画」の作成を進めている（令和３年度末策定予定）。
〇国史跡の環境整備
　二の丸南西石垣修復のため保護工事及び南内堀石垣の復元整備等を実施し歴史的景観が向上
した。また八上城跡の主郭部周辺の樹木伐採を行い眺望を改善した。
○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　令和２年５月、当市で開催の全国伝統的建造物群保存地区協議会の全国大会は新型コロナウイル
スの影響により中止となったが、重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物等６件の修
理・修景補助、まちなみ保存会に対する補助を行い、住吉神社の住之江の庭の修復ワークショップ
や西京街道モニターツアーを実施した。

○歴史文化基本構想推進事業の実施
　文化財の保存が課題となっており、文化財の保存と活用を結び付け総合的に文化財の保存活用を
行なうため「丹波篠山市文化財保存活用地域計画」を策定し、文化庁の認定（令和３年度）を目指す
と共に計画に基づき事業を推進できるよう体制を整える。
〇国史跡の環境整備
　篠山城跡の石垣が老朽化と共に、城下町の来訪者の安全と利便性が損なわれていることが問題と
なっており、篠山城跡整備基本計画に基づき石垣の修理を進め、城下町の回遊性を高め、併せて景
観の向上を図る。
○篠山地区と福住地区における町並みの保存と活用
　令和３年度に延期となった全国伝統的建造物群保存地区協議会の全国大会について、新型コロ
ナウイルス感染の状況の予測が立たない中での次期開催を検討することが課題となっており、関係
機関等と緊密に調整・検討を行い開催準備を進める必要がある。

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

南内堀石垣復元工事 八上城跡頂上部樹木伐採 住之江の庭修復
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・丹波篠山市立文化施設４館運営について、市民の参加促進に向けて、ＰＲ活動の充実と指定管
理者による自主事業の見直しを同時並行で進めていただきたい。
・交響ホール主催事業について、利用者の利便性の向上を図るとともに、実態に応じた臨機応変
な料金設定のあり方を検討していただきたい。

６－２ 文化・芸術の振興
○丹波篠山市立文化施設４館運営の充実【継続】　担当課：文化財課
　文化施設４館（篠山城大書院、歴史美術館、青山歴史村、武家屋敷安間家史料館）において、
丹波篠山の歴史文化の発信を継続する。
○交響ホール主催事業の実施【継続】　担当課：田園交響ホール
　子どもから大人まで誰もが楽しめる魅力ある公演を実施し、心豊かな生活を支援する。丹波篠山
市民ミュージカル第９弾「ヘレンケラーとサリバン先生」、「古澤巌コンサート」「丘みどりコンサート」
などホール主催事業１３公演を開催する。

○丹波篠山市立文化施設４館運営の充実
　丹波篠山市４文化施設（歴史美術館・武家屋敷安間家史料館・篠山城大書院・青山歴史村）を
指定管理で管理運営を行うことで、効率的に施設の管理を行うことができた。また、特別展・企画
展を実施し、地域の歴史と文化を発信することができた。全体の入館者数は、ほぼ横ばいだが３
月から新型コロナウイルスの影響を受け大きく減少している。
○交響ホール主催事業の実施
　ホール主催事業１３公演を開催した。自衛隊コンサートは一般入場券の抽選に５．６倍の応募が
あった。市民ミュージカルは小学生から８５歳までの市民ら５９名が出演し、２日間４公演で２，６３４
名の歴代最多入場となった。また、市民自らが企画・運営する「市民共同企画事業」として京都市
少年合唱団コンサートを支援し、地元音楽団体との交流を図った。

○丹波篠山市立文化施設４館運営の充実
　丹波篠山市４文化施設（歴史美術館・武家屋敷安間家史料館・篠山城大書院・青山歴史村）で
は、指定管理による自主事業が行われているが、市民の参画や参加が課題となっており、市広報
などでさらなるPRに努める。また、指定管理者が主体となり特別展・企画展を実施することにより４
文化施設の魅力を高める。
○交響ホール主催事業の実施
　公演によっては、チケットの販売不振となる場合があり、状況に応じた販売促進の方策が課題と
なっている。そのため、昨年度よりインターネット販売や、コンビニエンスストアでの受取を開始し販
売網を広げた。今後、チケット購入時のキャッシュレス化への対応を進め、利用者の利便性向上
を図っていく。
　また、ホール使用料についても、地域の使用形態に合った料金設定を検討する。

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

歴史美術館特別展 市民ミュージカル自衛隊コンサート
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・脊椎動物化石保護・活用事業について、学校教育と連携した取組を強化することに加えて、保
護区域集落における啓発活動の実施なども検討していただきたい。

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【継続】　担当課：文化財課
　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、化石発掘体験イベントや全小学校を
対象とした校外学習プログラムを実施し、篠山層群及び脊椎動物化石の保護・活用を推進する。

○脊椎動物化石の保護・活用事業
　市民に対する篠山層群の啓発活動として、化石発掘体験イベント、小学校を対象とした校外学
習プログラムを実施した。
　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、化石のクリーニング技術などの向上を図った。
　また、宮田地区重点保護区域の調査に必要な道具整備を行い、岩石調査ができる準備を行っ
た。
■化石発掘体験イベントの参加者数　１８１人（昨年１０３人）
■学校における校外学習プログラム実施校数　１４校（昨年１３校）
■丹波篠山市立太古の生きもの館入館者数　４，７１５人（昨年４，８８９人）

○脊椎動物化石の保護・活用事業
　市民ボランティアの参加者を増やし、どのように育成を促進していくかが課題となっている。　人
と自然の博物館や丹波地域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、市民の参加を促進するため広報などを利用して篠山層群化石への関心を高めていく。ま
た、平成３０年度に整備を実施した宮田地区重点保護区域の活用が課題となっている。地域の中
学校とも連携しながら岩石の調査を実施するとともに、市内の小中学生を対象とした露頭観察等
の校外学習を行い、ふるさとの自然資産への関心を高める。

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（露頭見学） 校外学習プログラム
（石割体験）
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

・あいさつの実践について、形式的な実践にとどまらず、あいさつの意味を理解させるとともに、心
が温まるコミュニケーションの第一歩として位置付けた取組を進めていただきたい。
・ボランティア活動について、地域行事への参加を促進することに加えて、世代間の交流を取り入
れたプログラムの開発などもあわせて検討していただきたい。

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】　担当課：教育研究所
　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。
〇ボランティア（地域貢献）活動の推進【継続】　担当課：学校教育課
　小学校では、ふるさと教育をはじめ、環境体験や自然学校などの体験教育の充実を図り、中学
校では、トライやる・ウィークやトライやる・アクションの充実を図るとともに、様々なボランティア（地
域貢献）活動への積極的参加を啓発する。

○あいさつの実践
　各学校においては、家庭・地域（ＰＴＡ・学校運営協議会委員等）と連携してあいさつ運動を行う
とともに、児童会・生徒会等の活動と併せて積極的に取り組んだ。また、人権推進課のあいさつ運
動啓発事業に市内多くの小学校が連携して取り組んだ。（新型コロナウイルス対応で２校が中止）
〇ボランティア（地域貢献）活動の推進
　　「わたしたちの丹波篠山市」「丹波篠山ふるさとガイドブック」を活用した地域学習や体験活動
を取り入れた教育課程の編成、自然学校での豊富な体験活動など、体験教育の充実を図ること
ができた。また、トライやる・ウィークやトライやる・アクションの取組では、生徒が職場での体験を通
して地域について学び、「生きる力」を育むことができた。地域や社会のボランティア（地域貢献）
活動に参加したことがある中学生の割合は、成果指標である６０％以上を満たしており、これらの
体験が生かされている。

○あいさつの実践
　あいさつが心温まるコミュニケーションとなるように人権教育の一環として、その意義や目的につ
いて具体的に考える機会を設けるとともに、実践の場として、家庭・地域と児童会・生徒会が連携
して取り組むあいさつ運動を積極的に推進する。また、人権推進課が進めるあいさつ運動啓発事
業や「おはようカード」等の活用について、その意義を再度指導するとともに、あいさつが子どもた
ちの人格形成の基盤となるよう、取組のさらなる充実を図る。
〇ボランティア（地域貢献）活動の推進
　地域や社会のボランティア（地域貢献）活動に参加したことがある児童生徒の割合は、特に小学
生においては、成果指標まで２０％以上の開きがある。地域学習や体験活動で培っている「郷土
を愛する心」や「コミュニケーション能力」をベースに、自発的なボランティア（地域貢献）活動へと
移行できるよう、実践への意欲づけや、その機会を設けることが課題である。そこで、もっと身の回
りや地域社会に目を向け、地域の行事やボランティア（地域貢献）活動の中に小学生が参加でき
る機会を見いだせるよう啓発に努める。

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

あいさつ運動（城東小） 写真修復ボランティア（篠山中）
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【実績と成果】

７－２ ふるさと篠山を愛する心の育成
〇「わたしたちの丹波篠山市」「丹波篠山ふるさとガイドブック」の活用【継続】
　担当課：学校教育課・教育研究所
　小学校社会科補助教材「わたしたちの丹波篠山市」、「丹波篠山ふるさとガイドブック」を活用
し、丹波篠山市の様子や自然、歴史・分科について学ぶ取組の充実を図る。
〇丹波ささやま市民文化講座、丹波ささやまおもしろゼミナール、古文書入門講座の実施
　【継続】　担当課：地域コミュニティ課
　丹波篠山の歴史・文化・自然に触れ、魅力を知ることにより郷土愛を育む。

〇「わたしたちの丹波篠山市」「丹波篠山ふるさとガイドブック」の活用
　令和２年度新学習指導要領の実施に向けて、昨年度に引き続き、小学校社会科補助教材「わ
たしたちの丹波篠山市」編集委員会を立ち上げた。各小・特別支援学校より各１名ずつの委員を
選出し、年間５回の編集委員会を実施して資料収集・編集を行い、完成した副読本を各小・特別
支援学校に配布した。「丹波篠山ふるさとガイドブック」についても改訂を行い、完成したものを各
学校に配布している。
〇丹波ささやま市民文化講座、丹波ささやまおもしろゼミナール、古文書入門講座の実施
　「丹波ささやま市民文化講座」は、受講生によるサポーターを中心に企画・立案・学習支援を行
い、年５回の講座と２回の現地学習を行った。「丹波ささやまおもしろゼミナール」では、現地で直
接、歴史・文化・自然に触れる講座を年７回実施した。「古文書入門講座」では、地域に残る古文
書を使い、専門の講師による年７回の座学と年１回の現地学習を実施した。いずれの講座も丹波
篠山の魅力を再確認し、郷土愛を育む機会とすることができた。
《参加者数》
　　市民文化講座：２０９人、古文書入門講座：３３人、おもしろゼミナール：１２６人

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

丹波篠山ふるさとガイドブック わたしたちの丹波篠山市

丹波ささやま市民文化講座 丹波ささやまおもしろゼミナール 古文書入門講座
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【課題と次なる展開】

【有識者の意見】
・わたしたちの丹波篠山市、丹波篠山ふるさとガイドブックについて、改訂を加えて発行されてい
る価値ある教材であり、地域学習のためにも一層の活用を進めていただきたい。
・丹波ささやま市民文化講座、丹波ささやまおもしろゼミナール、古文書入門講座について、全国
的にも高い評価を得ている事業の継続に加えて、文化財の発掘にも継続的に取り組んでいただ
きたい。

〇「わたしたちの丹波篠山市」「丹波篠山ふるさとガイドブック」の活用
　全面改定した「わたしたちの丹波篠山市」を活用し、２０２０年度から全面実施となった小学校社
会科学習指導要領に示された「見方・考え方」を働かせた授業実践を進めることが今後の課題で
ある。そのために、引き続き副読本編集委員会を組織し、指導案等を作成していく。
　また、自分たちが住む地域の魅力に気づき、ふるさとへの愛着心を育むため、「丹波篠山ふるさ
とガイドブック」を活用して本市について学ぶ機会を設ける。
〇丹波ささやま市民文化講座、丹波ささやまおもしろゼミナール、古文書入門講座の実施
　歴史を通して丹波篠山の魅力を伝える各講座ではあるが、歴史の宝庫である丹波篠山市には、
丹波焼をはじめ古墳群や山岳寺院跡、中世の山城跡などの各時代の遺跡、市内に眠っている古
文書資料など未だ明らかにされていない手つかずのまま残っている文化財もある。今後は丹波篠
山の歴史の新たな魅力を市民に伝えるため、担当課である文化財課と連携してこれらを明らかに
するとともに、市史編纂の資料としても生かせるよう取り組んでいきたい。
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【実績と成果】

【課題と次なる展開】

【有識者の意見】

〇丹波篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実
　地元食材の学校給食活用を広げていくため、昨年度から、関係団体と需給が合う野菜等の調
整、その出荷方法や時期等について協議を進めているが、地域にはまだ埋もれている食材等の
情報や少しの工夫で給食での使用が可能な食材があると推測できるため、こうした情報をいかに
把握していくかが課題となる。これについては、市の農政部局、ＪＡ、市内商工業者、生産者など、
多方面の関係者と接触し情報交換することにより、学校給食とのマッチングを図っていきたい。
○丹波篠山らしい特色ある献立づくりの充実
　「ふるさと献立」等で取り組んでいる８つの特別献立を充実させていくためには、新しい献立づく
りのための情報といかにその食材を調達するかが課題である。献立づくりのための他施設の事例
収集などを行い献立作成検討会の充実、また、食材納品業者との緊密な連絡体制を確保し、日
本や世界のことを知るきっかけとなるようなおいしくて知識の深まる献立づくりに取り組む。

・丹波篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食について、市の農業振興と子どもの地域学
習の双方に有益であり、地産地消の取組をより一層強化していだきたい。
・丹波篠山らしい特色ある献立づくりについて、食育の推進に加えて、除去食への対応や異物混
入の防止にも引き続き注意を払っていただきたい。

７－３ 学校給食の充実と地産地消の推進
〇丹波篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実【継続】
　担当課：学校給食センター
　地元で生産された安全・安心な丹波篠山産コシヒカリを１００％使用し、地元の野菜を積極的に
活用することで、食材への慈しみや生産者への感謝の気持ち、ふるさとを愛し誇りに思う心を育
む。
○丹波篠山らしい特色ある献立づくりの充実【継続】　担当課：学校給食センター
　昔から伝わる四季折々の伝統食も取り入れながら、子どもたちが丹波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。

〇丹波篠山産コシヒカリ・地元食材を活用した学校給食の充実
　学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米粉には、丹波篠山産コシヒカリを１００％使用した。ま
た、学校給食で使用する野菜品目のうち、地元産品目使用率の目標を41％として取り組み、結果
は４６．７％となり、目標を達成した。また、じゃがいも、たまねぎ、白菜等の12品目における重量使
用率は、１７．８％（目標値２５％）であった。
　また、地元特産品である丹波篠山茶、丹波黒大豆、山の芋、丹波篠山牛、猪肉などを使用した
献立を立て、地元農業や食材に対する子どもたちの関心を高め、生産者への感謝の気持ちや地
元食材を誇りに思う心を育んだ。また、丹波篠山産のむき栗、黒枝豆のむき豆等を献立で使用す
るため、関係団体との調整を図った。
　第１４回全国学校給食甲子園では、地元食材を使った献立及び食育授業が評価され日本一と
なった。また、日頃地元野菜を納品している生産者等を招待して、優勝献立試食会を実施した。

○丹波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意識・知識の向上を図り、また、学校給食を通じて世界の味や日本の
味に関心を持ってもらうため、「カムカム献立」、「豆まめ献立」、「世界の味めぐり」、「日本の味めぐ
り」などの特色ある献立を実施した。
　特に、「ふるさと献立」では、「栗ご飯」や「黒豆ご飯」、「ぼたん汁」などの伝統食、丹波篠山茶を
使用した献立を提供する「丹波篠山茶週間」として献立を提供した。

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

キャプション
第１４回全国学校給食甲子園優勝 地元野菜生産者と学校給食試食会

（市役所ホール） （城東小）
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５ 外部有識者意見（総評）

外部有識者  當山 清実

教育委員会には、政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映と

いう従来からの制度趣旨に加え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正（2015年

施行）により、①教育行政における責任体制の明確化、②教育委員会の審議の活性化、③迅速

な危機管理体制の構築、④地域の民意を代表する首長との連携の強化などが期待されている。

こうした観点から、教育委員会事務局による各施策の取組状況に関する点検・評価に際して、教

育委員会会議及び活動の実績を確認しておきたい。

第一に「教育委員会会議」について、定例会と臨時会の開催は平均的な回数となっているが、

１回あたりの会議が比較的長時間に及んでいることから、実質的な審議が活発に行われていると

推察される。また、議事録の作成・公表も適切に行われている。開かれた教育委員会として、今

後も運営の工夫に一層努めていただきたい。

第二に「総合教育会議」について、市長と教育委員会が協議・調整する場として、円滑な意思

疎通が図られた様子が議事録からも確認できる。教育政策の課題や方向性を共有し、一致して

執行にあたることが可能になるメリットを活かしながら、総合的で幅広い議論の展開を期待した

い。

第三に「教育委員研修等」について、近畿地区、兵庫県、丹波地区をはじめ、多くの研修に参

加している状況が確認できる。外部団体の主催する研修機会の積極的な活用に加えて、丹波篠

山市独自のニーズに基づく研修会の実施も検討していただきたい。

以上に係る取組の推進は、教育委員会と事務局の活性化、ひいては丹波篠山の教育の発展

に直結する原動力となり得る点において、より一層の充実・強化を期待したい。

続いて、教育委員会の施策の管理及び執行状況の点検・評価に関することである。教育施策

は市民や教育関係者に伝達・共有することに意義があり、目標を明確に設定し、実施した事業の

成果を客観的に検証し、明らかになった課題等をフィードバックし、新たな取組に反映させるＰＤ

ＣＡサイクルの確立が求められる。

施策に基づく各事業の検証に際しては、①妥当性（事業の妥当性、公共関与の妥当性、対象

の妥当性）、②有効性（事業の成果、廃止・休止した場合の影響、受益者の評価）、③効率性（事

業費の削減余地、人件費（延べ業務時間）の削減余地、類似事業との統廃合・連携の可能性）と

いった観点からの成果の測定が必要となる。こうした点検・評価の基準となるのが指標であり、過

去の実績から数値等を予測し、より効率的・効果的な行政運営によって前年度を上回る成果を目

指すことになる。

本市における成果指標に関しては、設定の根拠が不明確な指標や達成状況の客観的な評価

が困難な指標も混在している状況が散見されるなど、見直し・改善を要する点も指摘できる。前年

度踏襲や固定的なものとせず、施策目標に適合する指標の設定に向けて、各担当課・部署にお

ける不断の検討を求めたい。

新型コロナウィルス感染症及びその防止対策により、本年度の事業に多大な影響が及ぶこと

は不可避の情勢にある中で、今後を見据えた組織機能の再編や真に必要な事業の精選を進め

る好機と捉えることもできる。教育委員会においては、限られた資源（職員、施設、予算等）を有

効活用し、広範多岐にわたる事業の効率的・効果的な実施に引き続き努めていただきたい。

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。
各事業についていただきましたご意見・ご助言は、P.9 から P.45 の評価シート最下部に掲載し

ています。

  また、総評をいただきましたので下記のとおり掲載します。
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外部有識者  向井 祥隆

東日本大震災時には原発事故関連の、そして今回の新型コロナウイルス感染症においても対

象者に対する異常なまでの警戒心と差別が全国に広がっていった。丹波篠山市においても差別

事象とまではならなくても、感染源の推測を話題にする日常があったことは、私としても体験したと

ころです。

差別を許さない「人権教育」の推進は少なくても５０年近い教育課題として取り組まれてきた、教

育の根幹にかかわる命題でもあったとも認識しています。部落差別や障害のある人たちをはじめ

とするすべての差別を許さない、根絶をするための教育努力がされてきたも周知のことです。そ

れにもかかわらずコロナ禍の中でいとも当然かのように差別的言辞が沸き起こってきたことを、私

たち市民は特に教育関係者は重視することが求められています。

今回の点検・評価の中においても、数か月もの長い休校を余儀なくされた学校教育の現場・あ

らゆる研修の場交流の場を自粛された社会教育の現場からの声をもとに「総括と展望・具体的な

指針」が示される必要がありました。

全ての教育現場においても、引き続くコロナ禍の中で人権教育のあり方を問い直し、令和２年

度の教育指針を構築していきたいものだと強く感じました。

そのような思いから

①丹波篠山市には様々な国から１０００人にもなる在住外国人の方々が生活され、中には学校

教育の対象年齢児で日本語支援や母国語支援の必要があり、新渡日の成人にも社会教育の現

場でも日本語教育支援や生活支援が必要な方もあります。こうしたグローバル化に対応する教育

課題の中では、在住外国人から学ぶ「多言語交流」「多文化共生」のプログラム開発が必要では

ないでしょうか。

②丹波篠山の心を育てる教育は先人たちの「生きる思い」に学ぶ「共生の哲学」が必要ではな

いかと感じています。個性を尊重する教育は大切です。個々の能力を伸ばすキャリア形成も学力

と社会性・国際性を身に着けた成長をしてほしいと願うばかりですが、様々な人たちとの共生ので

きる力、人を思いやるやさしい心を持った人間に育てる教育も重要だと考えます。丹波篠山には

古くから「石門心学」の学び舎がありました。豊かな心を育成する一つに「ふるさとの学びの心」の

導入を期待します。

③地域とともにある学校「コミュニティ・スクール」は学校教育の施策として存在するのか、地域

の学校として地域に開かれた施設として存在するのかが問われていると感じます。地域の支援を

得るための学校か地域を支援するための学校かによってその在り方が変わってきます。子供は

家庭・学校・地域のそれぞれに居場所をもっています。ゆえに学社連携が大切なのですが、地域

にある教育施設を共有することの楽しさが味わえれば幸いです。

④インターネットの活用は、これからの時代を生きぬく力として子供たちには欠くことのできない

アイテムです。簡単・便利あらゆる知識の活用が可能になっていることも理解できますが、人間に

は考える力、応用する力、人を思いやる力はさらに必要だと思いますが、何かにつけ「スマホ」を

頼る若者たちの姿に、機械化されたロボット人間を想像してしまうのは私だけでしょうか。人間関

係には様々な思いが交錯するだけにいろいろなトラブルが発生し、その修復には苦労もあります

が、それが生きている証でもあるのです。共生して生きるためにはそのトラブルへの適正な対応が

求められるのですが、対応がうまくいかず心を病んでいる人たちが増えていることにも事実です。

様々な心を持った人たちの心合わせの手法を学ぶプログラムを構築するのも、教育現場の責務

ではないでしょうか。
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外部有識者  森田 恭弘

すべての教育施策について、担当者より実績と成果、課題と次なる展開を説明していただ

いた。丹波篠山市においては、「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」を教育理念に、教

育委員会、学校園、保護者、地域、関係者が一丸となって課題解決に取り組んでおられること

を改めて知ることができた。ここでは、四つの施策に絞って意見を述べさせていただきたい。

一つ目は「学力向上」である。「一人も見捨てない」を目標とする以上は、相当の熱意と覚悟

が必要である。研究推進校を指定して組織的に研究することは重要であるが、研究成果を他

の学校に広めることについては課題があるように思う。また、授業改善はもちろんのこと、授業

外での取り組み、児童生徒の自主性を重んじた学習の場の提供などにも力を入れる必要であ

る。例えば、地域人材を活用した放課後等の学習会を積極的に開催することができる。学力

向上に近道はなく、学校、教師の粘り強い取り組みが求められる。教育委員会は方向性をは

っきり示し、学校・教師への指導と支援をお願いしたい。

二つ目は「中学校における部活動」である。生徒数の減少により現在ある部を維持すること

は難しく、廃部等も検討せざるをえない状況である。また、教職員の部活動指導の負担はとて

も大きい。対外試合に引率業務が可能な「部活動指導員」制度が導入されたことは評価でき

る。今後、現在の部を維持するためには複数校による連合チームなどが考えられるが、大きな

負担を強いられる。部活動のあり方については、市、教育委員会のリーダーシップのもと、学

校・家庭・地域の理解・連携・協力のもとに検討いただきたい。特に活動を直接担う学校の意

見は十分に尊重する必要があると思う。

三つ目は「中高連携」である。市内の学校園で安心して学ぶためには、学校園の円滑な接

続と連携が重要である。市内中学２年生と保護者を対象にした「夢プラン」は中高連携の一環

であり、評価できる。市内の３高校にはそれぞれ特色があり、将来の生き方に沿った魅力ある

学校づくりが展開されている。しかし、生徒の進路希望の多様化、生徒数の減少とともに、市

外の高校への進学を希望する生徒が増加傾向にあり、市内の高校で定員割れが起きている

科・コースがある。市内中学・高校のより一層の連携、市内３高校への市・教育委員会・学校・

地域の強力なバックアップが求められる。

四つ目は「図書館事業の充実」である。中央図書館、市民センター図書コーナーを中心

に、生涯学習のセンターとして充実・発展が図られており、大いに評価できる。しかし、市民に

とって活用しやすい状況にあるだろうか。例えば、遠隔地域の住民はどれだけ利用できている

か、配本所など出張図書館サービスをどれだけの市民が活用しているか。市民がより利用しや

すい図書館ネットワーク・サービスの構築を検討いただきたい。また、学校に配置されている学

校図書館支援員は３名だが、図書館教育の充実のためにも増員を検討できないだろうか。

丹波篠山市の教育課題を解決していくためには、地域人材をいかに活用するかが大きなカ

ギを握っているのではないか。力になりたいと考えておられる市民は多くおられると思う。豊富

な人材を発掘し、研修の機会を持ち、様々な活動に関わっていただくことによって、教育の基

盤は広がり、隙間のない教育活動が期待できる。私自身も協力させていただきたいと考えてい

る一市民である。
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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30年度、【　】は平成29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。

７９％
（７８％）
【８０％】

・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４回
（推進委員会等１１回、出前授業等４回）
【推進委員会等１１回、出前授業等６回】

・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）
【３回実施】

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)
【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）
【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。

７８％
（６９%）
【７１％】

・「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）
【全ての中・特別支援学校で実施】

１－３ グローバル化に対応した教育の推進

事業内容 成果指標 実績

・外国語教育の充実

ALTやJTEを活用した授業が、楽しいと感じる
児童生徒の割合を７０％以上とすること。

全国学力調査（令和元年度は中３対象の英
語実施年度）結果より
「英語の勉強は好きか」が６１．８％
（この成果指標ではアンケートを実施してい
ません）
【　－　】

・イングリッシュ・デイ・
キャンプの開催

英語による対話の達成感を参加者全員が経
験すること。

事後アンケートの結果、
「英語を使ってALTと会話できたか」、「英語
を使って友だちと会話できたか」の両項目
の平均が
８７．２％
（　　　）
【　－　】

・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）
【各校（市内全１５校）年１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
（米国ワラワラ市）
【米国ワラワラ市、韓国】

６　成果指標に対する実績 「事業内容」欄で下線付の事業

は、P.9～P.45で点検・評価の

対象となっている事業です。

令和元年度新規事業
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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30年度、【　】は平成29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、幼稚園で実施
（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、「丹波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歳児検診において未所持家庭に「丹波篠
山発　子育て日めくり応援メッセージ」を配
布
（３歳児検診において未所持家庭に「篠山
発　子育て日めくり応援メッセージ」を配布）
【３歳児検診において未所持家庭「篠山発
子育て日めくり応援メッセージ」にを配布】

・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）
【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）
【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
（全ての公立こども園、保育園、幼稚園にお
いて導入）
【全ての公立こども園、保育園、幼稚園にお
いて導入】

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

２－３ 幼保一体化の推進と就学前教育の充実

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30年度、【　】は平成29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

全国学力・学習状況調査において、学級の
友達との間で話し合う活動を通じて、自分の
考えを深めたり、広げたりすることができる児
童生徒の割合が、市の前年度実績３６．７％
以上になること。

７７％
（８１％）
【　－　】

・主体的な学習習慣の
育成

全国学力・学習状況調査において、「家で、
自分で計画を立てて勉強する」児童生徒の
割合を小・中学校とも全国平均を上回ること。

６３％
（６０％）
【６１％】

・指定研究事業の充実

市の重点研究指定校を５校以上とすること。 重点研究指定校　６校
（重点研究指定校　５校）
【H２９以前は「重点研究指定校」制度なし】

・読書活動の充実

全国学力・学習状況調査において、学校の
授業時間以外に１日３０分以上読書する児童
生徒の割合が、市の前年度実績（平成３０年
度３０％）以上になること。

３２％
（３０％）
【３２％】

・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
（２回実施）
【２回実施】

・丹波篠山市学力・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、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。

(R01)
・市調査　　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・・・国語・数学・理科
　中２・・・国語・数学・理科・英語　　　中３・・・理科
【上記のうち目標値以上の教科及び学年】
　国語・・・中１・中２　　　 算数・数学・・・小４・中２
　理科・・・中２　　　　　　　英語・・・中２

・全国調査　　実施教科及び学年
　小６・・・国語・算数
　中３・・・国語・数学・英語
【上記のうち全国平均以上の教科及び学年】
　国語・・・中３　　　算数・数学・・・中３　　　英語・・・中３
--------------------------------------
（H30）
・市調査　　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・・・実施なし　　　　中１及び中２・・・国語・数学・理科
　中３・・・実施なし
【上記のうち目標値以上の教科及び学年】
　国語・・・小３・小５・中２　　　算数・数学・・・小３・中２
　理科・・・小４

・全国調査　　実施教科及び学年
　小６・・・国語A・B、算数A・B、理科
　中３・・・国語A・B、数学A・B、理科
【上記のうち全国平均以上の教科及び学年】
　国語A・・・中３　　　国語B・・・中３
　算数・数学A・・・中３　　　算数・数学B・・・中３
　理科・・・中３
-----------------------------------------
（H29）
・市調査　　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
【上記のうち目標値以上の教科及び学年】
　国語・・・小３・小４・小５・中１・中２
　算数・数学・・・小３・小５・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以上の教科及び学年】
　国語A・・・中３　　　国語B・・・なし
　算数・数学A・・・中３　　　算数・数学B・・・なし

３－１ 確かな学力の確立

令和元年度新規事業

平成29年度は該当の質問なし
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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30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・道徳教育の充実

友だちの表情などから今の心を思いやり、自
分だったらどうしてほしいか、それをよく考え
てから行動すると思う児童生徒の割合を小・
中学校とも８０％以上にすること。

７９％
（７７％）
【７７％】

・学校における人権学
習の充実

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

小学校９０．５％、中学校８８．１％
（小学校９０．４％、中学校８９．３％）
【小学校９０．８％、中学校８４．４％】

・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５，９７４時間を派遣
対象45人

（ポルトガル32人、中国7人、フィリピノ3人、英語3人)

（年間５，０７７時間を派遣
対象32人

（ポルトガル23人、中国6人、フィリピノ3人）

【年間４，２１９時間を派遣
対象28人
（ポルトガル21人、中国6人、フィリピノ1人）】

事業内容 成果指標 実績

・「丹波篠山市小・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）
【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）。

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結
果、小学５年生女子、中学２年生男女とも上
回る。
（全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
結果、小学５年生男子、中学２年生男女とも
上回る。）
【全国体力・運動能力、運動習慣等調査の
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

学校での食に関する体験活動（丹波篠山産
の地元食材を使った調理実習や食材の栽培
等）を実施すること。

食に関する指導の全体計画に位置づけす
べての学校において実施
（食に関する指導の全体計画に位置づけす
べての学校において実施）
【食に関する指導の全体計画に位置づけす
べての学校において実施】

・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。

　－　　　　※R元年度は調査未実施
（小学校７２．７％、中学校８３．３％）
【小学校８５．７％、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９６．０％（３２１人中３０８人）
（実施率９５．５％（３１０人中２９６人））
【実施率９７．２％（３６２人中３５２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
（市内４中学校において活用する機会を提
供した。）
【全ての中学校に活用する機会を提供した】

・部活動のあり方検討プ
ロジェクト事業

生徒・教員・保護者を対象としたアンケート調
査を実施し、現状を把握すること。

実施・把握した。
（　－　）
【　－　】

３－３ 健やかな体の育成

令和元年度新規事業令和元年度新規事業
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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

３－４ 特別支援教育の充実 ( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

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

全ての学校園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。

１００％開催
（１００％開催）
【１００％開催】

・特別支援学校の充実

センター的機能の充実に向け、新たな教育
課題や教員のニーズに応じた研修を年間５
回以上実施すること。

１００％実施
（１００％実施）
【１００％実施】

・「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）
【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）
【私立を含む、全園で実施】

　

53



( )は平成30年度、【　】は平成29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

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）
【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１９４回実施
（年間１９３回実施）
【年間１９７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）
【引渡訓練・救急講習会を実施】

・学校施設の大規模改
修・空調設備の設置

大規模改修工事を計画的に実施すること（３
校）。

岡野小学校、西紀南小学校、大山小学校
（城東小学校、西紀小学校、城南小学校、
篠山養護学校）
【西紀北小学校、今田小学校、西紀中学
校】

・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％）
【１００％】

事業内容 成果指標 実績

・コミュニティ・スクール
の推進

学校運営協議会が主催する取組を年間２回
以上実施すること。

２回６校　３回以上１４校
（１回６校　２回６校　３回以上８校）
【　－　】

・オープンスクールの充
実

参加した保護者や地域住民の意見を学校運
営に反映すること。

１００％ 出た意見は校内や学校運営協議会
において共有し学校運営に反映した
（１００％）
【１００％】

・ひょうご放課後プラン
の充実

指導ボランティアの延べ人数が４５０人以上
になること。

４２８名
（３８８名）
【３８８名】

・子どもの居場所づくり
推進事業「通学合宿」
の実施

４地区以上で実施されること。 ４地区
（４地区）
【４地区】

・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。

１，１３１名
（１，０２９名）
【１，０２９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）
【PTA等と連携し事業を実施】

【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

４－２ 地域とともにある学校づくり

４－１ 安全安心で質の高い学習環境の整備
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【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

４－３ 家庭の教育力の向上 ( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・第６７回日本ＰＴＡ全
国研究大会兵庫大会
の開催支援

日本PTA全国研究大会第８分科会を丹波篠
山の地で開催すると共に、PTA会員が分科
会及び全体会へ参加し研修すること。

８００名（分科会）、１０４名（全体会：市内会
員）
（　－　）
【　－　】

・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きょうだいが生まれ
た:「とても満足」+「満足」＝１００％　、②赤
ちゃんがきた！：「とても満足」+「満足」＝１０
０％
（事後アンケートの結果、①親育ち応援学習
会:「とても満足」+「満足」＝１００％　、②赤
ちゃんがきた！：「とても満足」+「満足」＝１０
０％）
【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」＝１０
０％】

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％）
【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。

９７％
（９７％）
【９６％】

・生徒指導体制（組織
的対応）の充実

「今のクラスが好きだ」と思う児童生徒の割合
が９０％以上になること。

９１．０％
（９１．６％）
【９０．０％】

・相談体制の充実

スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカ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）
【全校で生徒指導委員会や情報共有会を
実施】

・丹波篠山市教育支援
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）
【毎月１回実施】

・職能成長を支える研
修機会の活用

丹波篠山市教育委員会が主催する研修会
を、１６種別実施すること。

１９種別の研修会を実施した
（２３種別の研修会を実施した）
【２０種別の研修会を実施した】

・人権教育に係る研修
の充実

丹波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％）
【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回以上実施
（２回実施）
【２回実施】

（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。

４－４ 教職員の資質能力の向上

令和元年度のみの事業
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【施策の基本方向４】子どもの学びを支える環境づくりの推進

４－４ 教職員の資質能力の向上 ( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

・教職員の勤務時間適
正化の推進

・教職員定時退勤日（週１回）
・ノー部活デ―
（週当たり２日以上の休養日を設定する。）
※原則、平日１日、土日のいずれか１日。
・ノー会議デー（週１回）

・教職員定時退勤日：市内全学校で週１回
設定し実施した。
・ノー部活デー：市内全中学校で、週あたり
２日以上の休養日を設定し実施した。
※原則平日１日、土日のいずれか１日
・ノー会議デー：市内全学校で実施した。
・学校閉庁日：８月１３日～１５日の３日間設
定した。
（・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。
・学校閉庁日：８月１３日～１５日までの３日
間設定した。）
【・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

令和２年度の開所をめざし、丹波篠山市教
育研究所（仮称）基本構想に基づいて開所
準備を進めること。

(拡大)準備委員会を重ね計画通り開所にこ
ぎつけた。
（　　　）
【　－　】

事業内容 成果指標 実績

・情報モラル教育や研
修の充実

すべての学校をインターネット利用のルール
啓発推進事業実施校に指定する。

指定校２０校
（指定校２０校）
【指定校２０校】

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

小中合同事業を年８回以上開催すること。 【再掲】
推進委員会等１１回、出前授業等４回
（推進委員会等１１回、出前授業等６回）
【推進委員会等１１回、出前授業等６回】

・中高連携の推進

中学２年生を対象とした丹波篠山市キャリア
形成支援事業を実施すること。

１回実施
（１回実施）
【１回実施】

４－６ 保幼小中高大の連携

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

５－1 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興 ( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・丹波篠山市高齢者大
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」＝６８％
(事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝７２％)
【事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝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」＝１００％
(事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝８５％)
【事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝１００％】

・「図書館ビジョン」によ
る図書館運営

年間の入館者数が１３０，０００人以上になる
こと。

 １２２，７３６人
（１２６，０７３人）
【１２７，７１１人】

・図書館資料の収集及
び提供

蔵書冊数が２３０，０００冊（「図書館ビジョン」
蔵書計画）以上とすること。

 ２３３，５３６冊
（２２５，２９８冊）
【２１７，１３６冊】

・市民センター図書コー
ナーと配本所の運営の
充実

配本所の貸出冊数を３００冊以上とすること。 ３３８冊
（２７９冊）
【２４７冊】

・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２３，０００冊以上
にすること。

２３，２９８冊
（２２，６９８冊）
【２１，４５５冊】

・地域資料の整理・保
存・電子書籍化

地域資料の目録を年間５００枚、地域新聞の
電子化数を年間１，５００枚以上作成するこ
と。

 資料　５２９枚、新聞３，４４９枚
（資料　５１２枚）
【資料　４８６枚】

・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　 　    ７６人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【９３人】
貸出機材の新規利用者数 　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（６７人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【７７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。 ２８作品
（４０作品）
【３０作品】

（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。

新聞：

令和元年度新規事業
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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30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・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１１０
人以上になること。

４５人
（７６人）
【９２人】

・丹波篠山映像祭２０２
０の実施（※）

来場者の満足度が８０％以上になること。 事後アンケート結果満足度　６２％
（事後アンケート結果満足度　８１％）
【事後アンケート結果満足度　８４．６％】

・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 事後アンケート結果満足度　８４％
（事後アンケート結果満足度　８１％）
【事後アンケート結果満足度　８７％】

・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人以上になること。

７１８人
（７０６人）
【８０１人】

事業内容 成果指標 実績

・スポーツ活動の充実と
推進

団体連携協力事業に対する支援を１回実施
すること。

丹波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、ファミリーバトミ
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）
【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４０回丹波篠山ＡＢ
Ｃマラソン大会の開催

丹波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。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中
止
２．９５％
（３．０２％）
【３．３２％】

・ＳＡＳＡＹＡＭＡ２０２０
事業の推進

丹波篠山出身のオリンピック選手を輩出する
こと。

丹波篠山市の中学女子選手が、ホッケー
U-15日本代表に選出。
小学女子選手2名が、ソフトボール小学生
日本代表に選出。
（丹南中学校ホッケー部男子２選手がU-１５
日本代表に選出。）
【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。】

・丹波篠山総合スポー
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。 スポーツセンター利用者: ４００，７９２人
西紀運動公園利用者: ８７，４６４人
（スポーツセンター利用者: ４０９，８４７人
西紀運動公園利用者: ８９，７３５人）
【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】

（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 学習ニーズに応える社会教育・生涯学習の振興

５－２ 生涯スポーツの充実
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【施策の基本方向６】 文化・自然遺産を生かした教育・まちづくりの推進

( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・歴史文化基本構想推
進事業の実施

地域の歴史文化を活用した取組が増加する
こと。

１７団体
（１３団体）
【１１団体】

・篠山地区と福住地区
における町並みの保存
と活用

６件の保存修理を実施すること。 篠山地区　３件・福住地区　３件
（篠山地区　３件・福住地区　３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。 ３５７人
（３９３人）
【５１３人】

事業内容 成果指標 実績

・丹波篠山市立文化施
設４館運営の充実

４館の入館者数が１１０，０００人以上になるこ
と。

１０４，４８６人
（１０９，６０９人）
【１０４，２３８人】

・丹波篠山市展の充実

作品の応募者数が２５０人以上になること。 ２５０人
（２８０人）
【２４１人】

・交響ホール主催事業
の実施

主催事業来場者の満足度が８０％以上にな
ること。

８７．８％
（８２．２）
【８４．６】

・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が舞台利用日数の６０％
以上携わること。

６７．９％
（７５．４）
【５６．５】

・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。

５５．６％
（４６．４％）
【５７．４％】

事業内容 成果指標 実績

・脊椎動物化石保護・
活用事業

太古の生きもの館の年間入館者数が９，０００
人（初年度入館者数）以上になること。

４，７１５人
（４，８８９人）
【８，５６３人】

・学校における化石を
生かした取組の推進

校外学習プログラムにおいて、新たに宮田の
重点保護区域を活用することにより、校外学
習プログラムの充実を図る。

全校（１４校）
（　－　）
【　－　】

６－３ 伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実

６－２ 文化・芸術の振興

６－１ 文化財と町並みの保存・活用

令和元年度から宮田追加
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【施策の基本方向７】郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

( )は平成30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・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・中学校ともに８
０％以上になること。

小学校９０．５％、中学校８８．１％）
（小学校９０．４％、中学校８９．３％）
【小学校９０．８％、中学校８４．４％】

・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。

市生活習慣状況調査　 ８６．５％
（生活習慣状況調査　 ８７．９％）
【市生活習慣状況調査　８６．６％】

・ボランティア（地域貢
献）活動の推進

地域や社会のボランティア（地域貢献）活動
に参加したことがある児童生徒の割合が６
０％以上になること。

　　－
（４９．８％）
【４６．５％】

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（３人）が進級
（全員（２人）が進級・卒業）
【全員（１人）が進級・卒業】

・「わたしたちの丹波篠
山市」「丹波篠山ふるさ
とガイドブック」の活用

令和２年度新学習指導要領の改定に向け、
「わたしたちの丹波篠山市」の改定に向けた
プロジェクトチームを立ち上げること。

プロジェクトチームを立ち上げ予定通り改定
した。
（各小学校・特別支援学校より各1名ずつ委
員を招集し、４回の編集委員会を実施）
【－】

・学校における食農教
育の推進

全ての小学校で農業体験活動を実施するこ
と。

全校実施
（全校実施）
【全校実施】

・丹波ささやま市民文化
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」＝８１％
(事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝７４％)
【事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝８３％】

・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」＝１００％
(事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝９０％)
【事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝９５％】

・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」が８６％
（事後アンケートの結果、「満足した」が
８６％）
【事後アンケートの結果、「満足した」が
９１％】

・丹波篠山茶の活用

小学校からモデル校を指定し、効果を検証
すること。

４校を指定。事後アンケートの結果、「ふるさ
と教育の一環として効果があった」の回答が
７５％
（　－　）
【　－　】

（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。

７－２ ふるさと篠山を愛する心の育成

７－１ 人権尊重の精神に基づく「共生」の心の育成

令和元年度新規事業令和元年度新規事業

令和元年度は、調査内
に該当項目なし
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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30年度、【　】は平成29年度実績

事業内容 成果指標 実績

・丹波篠山産コシヒカリ・
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
産の使品目使用率を４１％とすること。

４６．７％
（４１．４％）
【４１．４％】

・丹波篠山らしい特色あ
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。 色ある献立を毎月８回以上実施
例：「ふるさと献立」「カムカム献立」など
（特色ある献立を毎月８回以上実施
例：「ふるさと献立」「カムカム献立」など）
【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】

・食育推進活動の充実

給食メニューの調理体験を年間３回提供する
こと。（うち２回は「かぞくdeおいしんぼクッキ
ング」）

４回実施
（４回実施）
【４回実施】

・郷土味学(みがく)講座
の実施（※）

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。

事後アンケートの結果、「郷土料理をつくる
ことができる」の回答が９１％
（事後アンケートの結果、「郷土料理をつく
ることができる」の回答が１００％）
【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）】

・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」＝７９％
(事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝８２％)
【事後アンケートの結果、
「大変満足した」+「満足した」＝８０％】

（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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丹波篠山市の人口推移 (単位：人)

平成29年度 平成30年度 令和元年度

男 20,377　　　　 20,143　　　　 19,980　　　　

女 22,066　　　　 21,825　　　　 21,678　　　　

計 42,443　　　　 41,968　　　　 41,658　　　　

世帯数 17,144　　　　 17,213　　　　 17,414　　　　

(基準日4月1日)

　丹波篠山市教育委員会

保育園・認定こども園園児数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育委員会職員数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・・・・・・・・・・・・・

西紀運動公園利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病児保育「にこにこ」利用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

太古の生きもの館入館者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育委員会組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

　幼児教育分野

預かり保育申込者数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園園児数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童クラブ利用者数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

視聴覚ライブラリー施設等利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

丹波篠山ふるさと創生奨学金貸与状況・・・・・・・・・・・・・・・・・

田園交響ホール利用等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

図書館統計情報一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学校給食　食品廃棄物量の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

丹波篠山総合スポーツセンター利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・

　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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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教育支援センター
( 適応指導教室ゆめハウス)

（早期発達支援室）

　公民館

　　・後川複合教育施設
　　・雲部複合教育施設

　視聴覚ライブラリー

(指定管理)　篠山城大書院

(指定管理) 歴史美術館

ｽﾎﾟｰﾂ振興係 (指定管理)　西紀運動公園

太古の生きもの館

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

(指定管理) 安間家史料館

令和元年度　丹波篠山市教育委員会組織機構図

教育総務課

学　事　課 学　事　係

学校管理係

こども未来課 幼児教育係

子育て支援係

教
育
委
員

西部学校給食センター

教
育
長

教
育
部
長

学校教育課

文化財課

社会教育課

　・幼稚園　　　        １１園
　・保育園　　　　　      ４園
　・認定こども園　        ２園
　・預かり保育施設　      ６施設
　・学童保育（児童クラブ）２施設

   ・小学校       　１４校
   ・中学校　         ５校
   ・特別支援学校　１校次

　
長

東部学校給食センター

中央図書館 市民センター図書コーナー

生涯学習係 (指定管理)　丹波篠山総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
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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 (任期付・臨時・非常勤等)

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 1 1 3 1 5 12

学校教育課 1 1 2 2 3 37 46

社会教育課 1 2 3 1 7

文化財課 1 1 1 1 2 6

こども未来課 1 1 3 1 1 1 28 36

計 1 1 6 3 10 4 73 113

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 (任期付・臨時・非常勤等)

学校給食センター 2 2 1 1 1 67 72

中央図書館 1 1 1 2 10 14

田園交響ホール 1 1 1 2 4

計 4 4 2 3 2 1 1 77 90

(3) 小中学校

区分 市費職員

施設名 (任期付・臨時・非常勤等)

小学校 14 14 14 19 45 14 24 254

中学校 5 5 5 10 36 6 11 129

養護学校 1 1 1 2 5 2 7 46

計 20 20 20 31 86 22 42 429

　　　　　　　　　　　　　　

(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 (任期付・臨時・非常勤等)

幼稚園 11 ※ 8 22 39

認定こども園 2 2 2 4 66 89

保育園 4 4 4 40 58

放課後児童クラブ 2 32 32

預かり保育 6 48 48

計 25 6 2 16 0 208 266

※社会教育課　　→　（非常勤等の主な職名）臨時的任用　一般事務職

主査 主事

※県費職員の小学校長兼務園長11名は重複するため表中には標記していません。

令和元年度　丹波篠山市教育委員会　職員数一覧表

※学校教育課　　→　（非常勤等の主な職名）非常勤職員　学校経営指導主事、学校情報化専門員、ＡＬＴ等

※文化財課　→　（非常勤等の主な職名）臨時的任用　化石保護技術員　　非常勤職員　福住まちなみ支援員　

係長 主査・主事

※学校給食センター　→　技能労務職　調理員　（非常勤等の主な職名）任期付職員　調理員　非常勤職員等　調理員等

教諭校長

（単位：人）

計

（単位：人）

部長 次長 課長 係長 計

保育士

※市費職員　→　（非常勤等の主な職名）非常勤職員　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

15

※学事課　→　課長補佐が学事係長兼務　（非常勤等の主な職名）非常勤職員　スクールバス添乗員

※こども未来課　→　（非常勤等の主な職名）非常勤職員　幼保派遣支援員　

（単位：人）

施設数

事務職員その他教頭

園長

※中央図書館　→　（非常勤等の主な職名）臨時的任用　一般事務職　非常勤職員　図書館司書　

施設数

教諭

124

56

28

208

計

（単位：人）

※認定こども園　→（非常勤等の主な職名）任期付、臨時的任用　保育教諭等　非常勤職員　こども指導員等

計

※保育園　→（非常勤等の主な職名）任期付、臨時的任用　保育士等　非常勤職員　臨時保育士等

※預かり保育　→（非常勤等の主な職名）非常勤職員　預かり保育指導員等

※放課後児童クラブ　→（非常勤等の主な職名）非常勤職員　放課後児童支援員等

9

15

10

※幼稚園　　→　幼稚園長は小学校長と兼務　（非常勤等の主な職名）任期付、臨時的任用　幼稚園教諭等　非常勤職員　幼稚園支援員等

　　合計人898人　（内訳） 市費職員　　511人（非常勤等職員を含む。）

　　　　　　　　　　　　  県費職員    387人（非常勤等職員を含む。）

34

（市費42人、県費387人）

副園長

主幹教諭

施設数

※県費職員　→　（その他の主な職名）　加配教諭、養護教諭、栄養教諭、非常勤講師、臨時講師等
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(単位：人)
年齢 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

０歳児 10       6       6       
１歳児 11       16       11       
２歳児 14       16       17       
３歳児 22       17       21       
計 57       55       55       
０歳児 6       3       5       
１歳児 14       9       2       
２歳児 22       18       9       
３歳児 17       26       16       
計 59       56       32       
０歳児 5       6       6       
１歳児 9       6       7       
２歳児 15       11       16       
３歳児 17       14       16       
計 46       37       45       
０歳児 2       6       3       
１歳児 8       4       11       
２歳児 10       14       13       
３歳児 18       15       17       
計 38       39       44       
０歳児 23       21       20       
１歳児 42       35       31       
２歳児 61       59       55       
３歳児 74       72       70       
計 200       187       176       
０歳児 12       10       11       
１歳児 21       20       18       
２歳児 37       24       24       
３歳児 26       49       23       
４歳児 24       31       45       
５歳以上児 30       23       30       
計 150       157       151       
０歳児 7       10       6       
１歳児 12       12       15       
２歳児 23       16       17       
３歳児 33       31       23       
４歳児 26       24       22       
５歳以上児 22       22       25       
計 123       115       108       
０歳児 4       
１歳児 6       
２歳児 11       
３歳児 13       
４歳児 25       
５歳以上児 14       
計 73       
０歳児 28       19       15       
１歳児 35       41       41       
２歳児 50       41       52       
３歳児 59       64       49       
４歳児 82       89       94       
５歳以上児 95       84       92       
計 349       338       343       
０歳児 19       20       36       
１歳児 33       32       80       
２歳児 60       40       104       
３歳児 59       80       108       
４歳児 50       55       186       
５歳以上児 52       45       161       
計 622       610       675       

(基準日：3月1日)

味間認定こども園

公
立

認定こども園計

保育園計

私
立

ささやまこども園

富山こども園

たき認定こども園

保育園・認定こども園園児数一覧

園名

公
立

たかしろ保育園

城東保育園

にしき保育園

今田保育園
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(単位：人)

園名 年齢 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

４歳児 3         7         3         

５歳児 1         3         7         

計 4         10         10         

４歳児 10         10         12         

５歳児 13         11         12         

計 23         21         24         

４歳児 14         10         10         

５歳児 13         15         9         

計 27         25         19         

４歳児 6         6         4         

５歳児 5         6         6         

計 11         12         10         

４歳児 17         14         14         

５歳児 21         18         14         

計 38         32         28         

４歳児 20         15         －

５歳児 20         20         －

計 40         35         0         

４歳児 30         19         19         

５歳児 27         27         21         

計 57         46         40         

４歳児 5         4         6         

５歳児 5         5         4         

計 10         9         10         

４歳児 17         15         14         

５歳児 12         17         16         

計 29         32         30         

４歳児 27         24         24         

５歳児 23         27         24         

計 50         51         48         

４歳児 13         15         10         

５歳児 19         13         15         

計 32         28         25         

４歳児 15         20         17         

５歳児 18         17         22         

計 33         37         39         

合計 354         338         283         

(基準日：3月1日)

幼稚園園児数一覧

篠山幼稚園

八上幼稚園

たまみず幼稚園

岡野幼稚園

かやのみ幼稚園

今田幼稚園

たき幼稚園

西紀みなみ幼稚園

西紀きた幼稚園

大山幼稚園

城南幼稚園

古市幼稚園
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(単位:人)

施設名 幼稚園名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

通年利用 48            41            49            

長期休業等利用 3            2            1            

計 51            43            50            

通年利用 49            47            20            

長期休業等利用 1            3            2            

計 50            50            22            

通年 42            35            38            

長期休業等利用 5            7            1            

計 47            42            39            

通年利用 6            6            6            

長期休業等利用 0            0            0            

計 6            6            6            

通年利用 22            23            28            

長期休業等利用 0            0            1            

計 22            23            29            

通年利用 22            20            20            

長期休業等利用 3            2            0            

計 25            22            20            

201            186            166            

(基準日：３月１日)

預かり保育利用者数一覧

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

総　計

68



（単位：人）

施設名 区分 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

通年 62           80           57           

長期 29           39           34           

計 91           119           91           

通年 － － 43           

城北畑児童クラブ 長期 － － 21           

計 0           0           64           

通年 60           56           38           

長期 25           35           25           

計 85           91           63           

通年 18           32           29           

長期 20           19           23           

計 38           51           52           

通年 31           36           43           

長期 18           13           11           

計 49           49           54           

通年 30           33           41           

長期 24           34           40           

計 54           67           81           

通年 5           7           10           

長期 14           16           17           

計 19           23           27           

通年 132           163           173           

長期 115           124           135           

計 247           287           308           

通年 62           55           66           

長期 43           43           27           

計 105           98           93           

通年 30           35           42           

長期 7           16           24           

計 37           51           66           

通年 31           22           27           

長期 38           41           27           

計 69           63           54           

通年 461           519           569           

長期 333           380           384           

計 794           899           953           

（基準日：４月１日）

合計

児童クラブ利用者数一覧

篠山児童クラブ

富山児童クラブ

城東児童クラブ

多紀児童クラブ

西紀児童クラブ

大山児童クラブ

味間児童クラブ

城南児童クラブ

古市児童クラブ

今田児童クラブ
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病児保育「にこにこ」利用実績

(単位:人)

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

累計登録者数
（基準日　3月31日）

331            438            576            

延べ利用者数 336            363            439            

※平成29年3月1日開所
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（単位：人）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

篠山 138          140          136          

八上 104          105          99          

城北畑 151          141          140          

岡野 175          169          163          

城東 104          109          115          

多紀 99          105          112          

西紀南 101          100          103          

西紀 62          64          64          

西紀北 30          33          32          

大山 53          60          72          

味間 525          538          555          

城南 190          190          176          

古市 91          101          107          

今田 156          147          131          

1,979          2,002          2,005          

篠山 411          378          386          

篠山東 117          112          100          

西紀 136          118          111          

丹南 324          308          306          

今田 69          67          79          

1,057          983          982          

幼稚部 2          5          5          

小学部 12          12          17          

中学部 5          6          5          

高等部 16          12          10          

35          35          37          

3,071          3,020          3,024          

（基準日：５月１日)

児童生徒数一覧

校名

小
学
校

計

中
学
校

計

特
別
支
援
学
校

計

合計
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令和元年度　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】

６０品目中　　地元野菜 ＝ ２８品目使用 品目ベース使用率　＝46.7%

№ № №

1 じゃがいも 23 黄ピーマン 45 にら

2 たまねぎ 24 金時にんじん 46 にんにく

3 白菜 25 ごぼう 47 根みつば

4 青ネギ 26 小松菜 48 パセリ

5 大根 27 さつまいも 49 ビート

6 にんじん 28 さといも 50 太もやし

7 キャベツ 29 さやいんげん 51 ぶなしめじ

8 きゅうり 30 さんしょう木の芽 52 ブロッコリー

9 かぼちゃ 31 白ねぎ 53 干しシイタケ

10 ほうれん草 32 ズッキーニ 54 マッシュルーム

11 水菜 33 せり 55 ミニトマト

12 菜の花 34 だいこん葉 56 むきえんどう

13 青ピーマン 35 たけのこ 57 モロヘイヤ

14 赤ピーマン 36 丹波黒大豆 58 やまのいも

15 アスパラガス 37 丹波黒大豆枝豆 59 レタス

16 うすいえんどう 38 丹波大納言小豆 60 れんこん

17 うど 39 チンゲン菜

18 えのきたけ 40 土生姜

19 オクラ 41 とうがん

20 かぶ 42 トマト

21 かぶの葉 43 なす

22 乾燥大豆 44 にがうり

 ＝ 地元産を使用したもの

※　目標は「使用率25％を維持」であるが、生育不良によって目標使用率を下回った。

  　（目標 ＝ 4１%）

品　　　目 品　　　目 品　　　目

重
量
ベ
ー
ス
１
２
品
目

菜の花 70.0      46.0      0.0      0.0%        

12品目計 71,720.0      66,904.9      11,939.7      17.8%        

ほうれん草 1,130.0      1,005.5      85.0      8.5%        

水菜 470.0      204.0      40.0      19.6%        

きゅうり 3,030.0      2,936.5      328.0      11.2%        

かぼちゃ 1,200.0      1,219.0      305.0      25.0%        

にんじん 11,290.0      10,613.2      728.5      6.9%        

キャベツ 10,010.0      9,575.5      1,453.0      15.2%        

青ネギ 1,790.0      1,891.2      817.7      43.2%        

大根 4,810.0      4,633.0      1,900.0      41.0%        

たまねぎ 21,600.0      19,770.0      3,946.5      20.0%        

白菜 2,540.0      3,093.0      1,790.0      57.9%        

品　目 計画量（kg） 納入量（kg） 内地元産（kg） 地元産使用率

じゃがいも 13,780.0      11,918.0      546.0      4.6%        
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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

令和元年度 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＞

1,862     

3,525     

3.46%     

3.51%     3.93%     

122     

4.46%     

125     

3,451     

3.62%     

令和元年度

42     

1,589     

2.64%     

83     

果 物 類 21

合 　  計 187

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、イチゴ、アボカド、サクランボ、マンゴー、みかん、洋ナシほか

ナッツ類・種実
類・木の実類

27

野 菜 類 22

ピーナッツ、アーモンド、ココナッツ、カシューナッツ、ピスタチオ、ブラジル
ナッツ、ナッツ類全般、くるみ、豆乳、ごま、納豆

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、たけのこ、なす

乳 製 品 58

魚 介 類 29
エビ、カニ、タコ、イカ、アジ、アサリ、ホタテ、カキ、貝類、魚卵、ししゃも、
ちりめんじゃこ

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27人）

食 材 名
延べ
人数

卵 30

3,596     

 除去給食実施者割合　　①／② 3.17%     

合　　計

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 114     

 園児・児童・生徒の給食数　  ②

申　　請　　除　　去　　食　　材

卵の二次製品含む

西部学校
給食センター

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 66     73     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 1,882     1,859     

 除去給食実施者割合　　①／②

2.80%     2.94%     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　項目

平成２９年度 平成３０年度

東部学校
給食センター

 除去食申請者　　　　　　　　 　① 48     49     

 園児・児童・生徒の給食数　  ② 1,714     1,666     

 除去給食実施者割合　　①／②
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学校給食　食品廃棄物量の状況（園児・児童・生徒１人当たり）

【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

【丹波篠山市】 単位：kg

平成29年度 平成30年度 令和元年度

3.6 3.6 3.6

　食べ残し 0.8 0.8 0.9

　調理くず 2.7 2.7 2.6

　その他 0.1 0.1 0.1

※「その他」は、うさぎ等の餌として学校園へ送ったもの

【東部学校給食センター】 単位：kg

平成29年度 平成30年度 令和元年度

3.8 3.7 3.9

　食べ残し 0.8 0.8 0.9

　調理くず 2.8 2.7 2.8

　その他 0.2 0.2 0.2

※「その他」は、うさぎ等の餌として学校園へ送ったもの

【西部学校給食センター】 単位：kg

平成29年度 平成30年度 令和元年度

3.6 3.5 3.3

　食べ残し 0.8 0.7 0.8

　調理くず 2.7 2.7 2.5

　その他 0.1 0.1 0.0

※「その他」は、うさぎ等の餌として学校園へ送ったもの

内
　
訳

　　　　　　　　　　年度
　項目

食 品 廃 棄 物 量

内
　
訳

　　　　　　　　　　年度
　項目

食 品 廃 棄 物 量

　　　　　　　　　　年度
　項目

[算出方法]
日々排出される食べ残し、調理くず等の年間総数量を、児童数等で除して、年間の一人当たり
の廃棄物量を算出した。

内
　
訳

食 品 廃 棄 物 量

　　　　　　　　　　年度
　項目

食 品 廃 棄 物 量 　※ 全国調査は平成25
　　 年度分のみ実施

内
　
訳
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丹波篠山市ふるさと創生奨学金　貸与状況

■高校生貸与状況■ (単位：人)

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

2 2 3

1 2 3

1 1 0

0 1 3

【貸与額】

　公立10,000円/月、私立20,000円/月

■中学３年生事前予約申込状況■ (単位：人)

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

－ 2 5

－ 2 5

※平成30年度から予約制度開始

申込者数

予約確定者

申請者数

貸与者数

公
立
私
立
の
内
訳

公立

私立
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(単位：人)

施設名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

体育館 75,438             92,363             64,406             

武道場 36,933             38,833             28,673             

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 8,876             13,448             13,775             

会議室 2,125             2,065             1,158             

土ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 109,398             82,895             93,385             

人工芝グラウンド 88,399             53,001             56,740             

テニスコート 140,266             127,242             142,655             

合計 461,435             409,847             400,792             

(単位：人)

施設名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

プール利用者 79,830             86,750             84,246             

グラウンド利用者 3,985             2,771             2,932             

多目的ルーム 280             214             286             

合計 84,095             89,735             87,464             

丹波篠山総合スポーツセンター　利用状況

丹波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２９年度 平成３０年度 令和元年度

大会議室（全面） 12,628             11,188             10,626             

大会議室（4割） 831             516             922             

大会議室（6割） 1,417             1,017             632             

第１会議室 5,845             6,791             5,182             

第２会議室 5,863             4,735             4,656             

第３会議室 4,978             4,933             4,963             

ＩＴ講習室 2,103             2,194             3,577             

和室 １ 3,576             3,329             3,583             

和室 ２ 3,626             3,363             3,961             

小会議室 4,169             3,317             4,051             

調理実習室 5,766             4,709             4,669             

多目的ホール 24,393             17,866             17,035             

合計 75,195        63,958        63,857        

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２９年度 平成３０年度 令和元年度

多目的広場利用者数 14,780             14,689             12,566             

(単位：人)  

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

海洋センター体育館 14,063             17,084             7,955             

子育てプレイルーム 8,279             13,036             7,696             

城東グラウンド 11,811             17,940             10,538             

城東多目的広場 585             13,024             1,060             

第一和室 1,772             1,648             1,906             

展示室 3,783             3,474             2,595             

大会議室 1,923             2,322             1,808             

第１研修室 1,772             1,604             1,369             

第２研修室 783             848             781             

第３研修室 1,528             2,042             1,482             

第二和室 172             260             210             

実習室 563             859             798             

サークル室 1,046             1,222             1,020             

合計 48,080             75,363             39,218             

(単位：人)  
平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

西紀体育館利用者 7,448             7,640             8,112             

(単位：人)  

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

今田体育館 6,414             6,004             3,927             

今田グラウンド 10,055             9,008             4,784             

テニスコート 161             62             308             

健康増進センター 4,790             3,673             2,611             

合計 21,420             18,747             11,630             

篠山城跡三の丸多目的広場利用状況

城東社会教育施設利用状況

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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丹波篠山市高齢者大学　受講者数推移

(単位：人)

男 女 計
前年
度比

男 女 計
前年
度比

男 女 計
前年
度比

あおやま 53 197 250 26 46 202 248 -2 45 202 247 -1 

かやのみ 28 117 145 5 25 107 132 -13 21 100 121 -11 

羽束 13 26 39 -7 14 30 44 5 14 27 41 -3 

たき 28 97 125 7 21 93 114 -11 25 80 105 -9 

しゃくなげ 13 65 78 10 11 62 73 -5 15 70 85 12 

たんなん 58 275 333 -47 50 270 320 -13 61 262 323 3 

さぎそう 13 87 100 5 10 82 92 -8 8 75 83 -9 

合計 206 864 1,070 -1 177 846 1,023 -47 189 816 1,005 -18 

中央

令和元年度

公民館
学園
学級

平成２９年度 平成３０年度

城東
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丹波篠山市展出品・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 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%

出品数 29 135 10 280 14 72 24.49%

入選数 21 77 10 181

入選率 72.4% 57.0% 100.0% 64.6%

出品数 22 120 14 250 19 89 33.09%

入選数 18 77 14 183

入選率 81.8% 64.2% 100.0% 73.2%

第13回
（平成29年度）

61 27

52 24

85.2% 88.9%

第14回
（平成30年度）

76 30

50 23

65.8% 76.7%

第15回
（令和元年度）

60 34

50 24

83.3% 70.6%

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

第14回
（平成30年度） 1,025 971 200 674 8 1,046

第15回
（令和元年度） 1,161 1,170 290 705 8 1,243

市民センター

会期日数 来場者数
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丹波篠山市立文化施設４館 入館者数一覧

施設名
入館者数(人)

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

歴史美術館 18,156  18,745 17,425

武家屋敷

安間家史料館
16,986  16,187 16,161

青山歴史村 19,738  20,775 18,864

篠山城大書院 49,358  53,382 52,036

合 計 104,238  109,069 104,486

丹波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 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

太古の生きもの館 8,563 4,889 4,715

ボランティア参加延人数 322 170 168

化石発見数 539 88 112

                        

篠山春日能実績一覧

(単位：人)

種 別
第 44 回

（平成 29 年度)

第 45 回

（平成 30 年度)

第 46 回

（平成 31 年度)

入場券 297    190 206

招待券 141   144 102

関係者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 75       59 49

合 計 513       393 357
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１　図書館入館者数 平成29年度 平成30年度 令和元年度

中央図書館 127,711    126,073    122,736    

市民センター図書コーナー 21,871    20,207    17,986    

計 149,582    146,280    140,722    

中央図書館 445    438    429    

市民センター図書コーナー 81    76    68    

計 526    514    497    

924    1,671    965    

一日平均入館者数 19    32    20    

中央図書館 287    288    286    

市民センター図書コーナー 270    267    263    

２　登録者数 平成29年度 平成30年度 令和元年度

中央図書館 26,557    27,149    27,689    

市民センター図書コーナー 2,875    2,891    2,905    

団体 619    633    648    

計 30,051    30,673    31,242    

内　丹波市 164    250    315    

登録者数(団体除く)／人口 70    72    74    

３　蔵書冊数 平成29年度 平成30年度 令和元年度

中央図書館 182,109    190,197    198,121    

市民センター図書コーナー 35,027    35,101    35,415    

計 217,136    225,298    233,536    

４　貸出利用者数及び貸出冊数 平成29年度 平成30年度 令和元年度

中央図書館 5,956    5,756    5,060    

市民センター図書コーナー 664    580    1,083    

計 6,620    6,336    6,143    

中央図書館 273,177    268,012    261,113    

市民センター図書コーナー 20,976    19,857    18,007    

計 294,153    287,869    279,120    

貸出冊数／人口 7.0    6.9    6.8    

兵庫県平均 7.0    7.0    （R2.9月末 確定）

　○登録者総数

　○登録率

　○館別蔵書冊数

　○実貸出利用者数
　　　  (団体を除く）

　○図書貸出冊数

　○貸出密度

図書館統計情報

　○総入館者数

　○一日平均入館者数

　○金曜（18：00～19：00）の中央図書館入館者数

　○開館日数
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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29年度 平成30年度 令和元年度

音楽（ｸﾗｼｯｸ） 11      8      11      

音楽（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ、演歌） 9      17      9      

音楽（音楽教室） 8      10      8      

音楽（民謡、邦楽） 0      2      

音楽（合唱） 11      20      19      

音楽（吹奏楽） 11      16      15      

ﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ 19      16      14      

オペラ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 56      6      46      

舞踊（日舞、民舞） 11      5      2      

演劇 3      1      1      

伝統芸能 4      1      1      

演芸、落語 3      4      3      

映画

講演、ｼﾝﾎﾟ、各種大会 22      22      22      

スタインウェイ練習 16      6      9      

楽屋貸 177      134      141      

その他 2      2      4      

合計（利用回数） 363      268      307      

利用日数 240      194      217      

利用率 95.6% 78.2% 83.1%

※利用率(ピアノ・楽屋を除く) 57.4% 46.4% 55.6%

開館日数 251      248      261      

利用率＝利用日数/開館日数*100

２ 入館者数状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度

ﾎｰﾙ自主事業 11,706    12,231    12,222    

県、市主催 8,107    12,096    7,624    

文化振興事業 18,119    13,932    18,633    

その他事業 446    2,609    1,112    

合計 38,378    40,868    39,591    

３ 本番利用本数(1日2公演は2本)

平成29年度 平成30年度 令和元年度

ﾎｰﾙ自主事業 18      16      17      

県、市主催 15      17      15      

文化振興事業 25      17      24      

その他事業 2      6      11      

合計 60      56      67      

４ 友の会入会者数 (単位：人)

平成29年度 平成30年度 令和元年度

409      384      517      
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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29年度 平成30年度 令和元年度

音楽（ｸﾗｼｯｸ）

音楽（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ、演歌）

音楽（音楽教室）

音楽（民謡、邦楽）

音楽（合唱）

音楽（吹奏楽） 7 8

ﾀﾞﾝｽ､ﾊﾞﾚｴ

オペラ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

舞踊（日舞、民舞）

演劇 10 9 11

伝統芸能

演芸、落語

映画

講演、ｼﾝﾎﾟ、各種大会 13 12 10

その他

合計 23 28 29

利用率 26.4% 26.6% 33.3%

開館日数 87 94 87

利用率＝利用可能日数/開館日数*100

２ 入館者数状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度

ﾎｰﾙ自主事業 0 0 0

県、市主催 671 430 497

文化振興事業 572 1,168 1,511

各種団体、大会、映画 1,343 699 491

視察、その他 0

合計 2,586 2,297 2,499

３ 本番利用本数

平成29年度 平成30年度 令和元年度

ﾎｰﾙ自主事業

県、市主催 3 10 3

文化振興事業 1 4

各種団体、大会、映画 6 5

その他

合計 10 10 12
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利用区分 H29年度 H30年度 R元年度

ビデオ編集 565  544  497  H29年度 H30年度 R元年度

メディア複製 224  214  186  174人 166人 184人

録音 8  7  8  

その他 5  41  46  H29年度 H30年度 R元年度

合計 802  806  737  761人 744人 673人

H22～R01登録者：995人 H29年度 H30年度 R元年度

93人 78人 76人

貸出機器種別 H29年度 H30年度 R元年度

プロジェクター 137  133  141  H29年度 H30年度 R元年度

スクリーン 99  81  93  141人 136人 132人
ビデオカメラ
(記録媒体含む) 184  182  167  

ビデオカメラ用三脚 88  92  71  H29年度 H30年度 R元年度

DVD・BDデッキ 31  44  38  260人 239人 226人

VHSデッキ 4  0  0  

その他 27  32  48  H29年度 H30年度 R元年度

合計 570  564  558  77人 67人 56人

H22～R01登録者：749人

H29年度 H30年度

1,633 1,938 H29年度 H30年度 R元年度

60.9% 64.4% 250人 239人 199人
インター
ネット 27.7% 34.1% 

文書作成 31.1% 35.2% H29年度 H30年度 R元年度

表計算 30.7% 33.3% 1,633人 1,938人 1,343人
パソコンの

基本操作 14.3% 17.0% 
その他

ソフト利用 3.0% 4.9% H29年度 H30年度 R元年度
スタッフ
に質問

16.4% 13.6% 92人 76人 45人

H22～R01登録者：1819人

丹波篠山市視聴覚ライブラリー　設備等利用状況一覧

1.編集室利用実績（件数）

実利用者数

延べ利用人数

新規利用者数

2.視聴覚機器貸出実績（件数）

実利用者数

延べ利用人数

新規利用者数

3.ＩＣＴふれあいサロン利用実績（人数）

R元年度 実利用者数

延べ利用人数 1,343 

（内サポート必要割合） 78.3% 

主
な
利
用
目
的
（

割
合
）

25.8% 

15.0% 

延べ利用人数

45.9% 

33.1% 

21.7% 新規利用者数

7.4% 
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