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はじめに －丹波篠山の新たな歴史を築く－

2020 年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。

前回，1964 年の東京オリンピックから 56 年が経ち，この間，私たちの社会はめざましい高

度経済成長を遂げたときもありました。しかしながら，現在は，世界で最も早く，人口減少と

高齢化の二つの問題が同時に進んでいる国でもあります。また，年々自然災害・温暖化などの

自然リスクが拡大し，教育課題も複雑化し多岐にわたっています。

そうした状況のなか，私たちは新たな時代を迎えることになりました。このような節目の時

にこそ，「人間は生き物であり，自然の一部である」という事実を大切にする社会をめざした

いと考えます。日本の原風景が残るこの地で，子供は子供として生き，また，働き終えた人も

大切にされ，あらゆる人があらゆる時をいきいきと暮らすまちにしたいと考えます。

学校で「赤ちゃんふれあい体験」を行っています。赤ちゃんが会場に現れると，一気に明る

くなります。「赤ちゃんは特別の光を放ってる」と言ったのは，もう亡くなられましたが，「村

を育てる教育」を推進された但馬の教育者東井義雄先生です。

さて，その光を放っていた赤ちゃんは，やがて小学校へ通い始めます。子供たちは，低学年

の頃，頑張る子は，できることがどんどん増えていくから，だんだんと賢い子になる。だから，

頑張る子が賢い子だと考えています。ところが，中学年頃になると，同じ成績を取ったとすれ

ば，より頑張らなかった子の方が賢い子であると考えるようになります。「努力」と「能力」

が同じ方向だったのが，逆を向いてしまったことになります。他者との比較や反比例的な見方

などの認知能力が発達したからこそ獲得できる高度な概念ですが，自分の可能性を広げ，社会

を成長させていくとは思い難い考え方です。低学年頃の考え方，努力と能力が同じ方向を向い

ている心のあり方を「成長的マインドセット」と言い，生涯にわたって持ち続けられるよう育

成しているところです。

ところで，平均寿命日本一は長野県です。国がその秘訣を調べたところ，一つは「生きがい」

であることが明らかになりました。毎日変化のある生活を送り，感動したりときめいたりする

ことで脳は若返ります。生きがいが意欲や好奇心の源になり，精神的にも前向きになり健康で

いられるということです。

これまで，私たちは地表を削いで石炭や石油といった地下資源によって文明を発展させてき

ました。しかしながら，これからは縮小社会に見合った価値観や社会システムを構築していく

ことが求められます。春夏秋冬，彩り豊かな丹波篠山の「景
すがた

」，悠久の「時
とき

」を経て息づく

田園文化，大地の恵みにより生かされてきた命を次世代につなぐ「心
こころ

」，これら「景・時・

心」をまちづくりのキーワードとして，人の内にある天然資源を発掘したいと考えます。

本年度も，「一人一人が光り輝き，生きがいをめざす」この理念を人が育つ土壌として，教

育全体を「０歳からの連続した生涯学習」として捉え，就学前，義務教育，社会教育の３つの

ライフステージに応じた施策で、丹波篠山独自の「品格」と「幸せ」をめざして取り組んでい

きます。

                            丹波篠山市教育長 前川修哉
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目的・目標

体験活動や基本的な生活習慣づくりを通じ

て、子どもたちの豊かな感性を磨き、健全な

育成を図ります。

成果指標

全ての公立保育園・幼稚園・こども園におい

て、自然の中で夢中になって遊べる環境を充

実すること。

（１）乳幼児の心身づくり 継続

                  →教育大綱施策２

①全ての公立保育園・幼稚園・こども園で、地域の

中でも活動する保育を実施します。

②黒枝豆のもぎとりなど、季節物や特産物を活かし

た保育に取り組みます。

③全ての幼稚園・こども園・篠山養護学校幼稚部の

4・5 歳児を対象に、プロの音楽家の生演奏を聴き、

楽団の演奏に合わせて友だちと一緒に歌い、リズム

遊び等をする「幼児のうたまつり」を開催し、豊かな

感性と情緒を育みます。

（２）就学前の保育環境の整備 拡充

                  →教育大綱施策２

①保育園舎及び幼稚園舎の長寿命化計画を策定

します。

②課題となっていた篠山・たまみず・岡野幼稚園区

における教育・保育の今後のあり方について、令和

元年度に開催した 3 幼稚園区のあり方検討会にお

いて、3 幼稚園区対象の預かり保育を 1 カ所で実施

することに決定し、令和 3 年 4 月からの開設に向け

整備します。保育園・幼稚園・こども園・預かり保育

について、社会情勢と地域の実情を把握し、今後の

あり方を検討します。

目的・目標

子育て家庭のニーズに応じた幼児期の教育・

保育を提供できる環境整備を進めます。

１－１ “子育ていちばん”に向けて

朝日とともに目覚める、四季を感じ取れる、自然の中で夢中に遊ぶ、この３つの生活習慣づくり

を柱として、乳幼児のあるべき姿をめざす。そのために、まずは保育者が地域の自然等を把握する

ための支援教材開発に取り組むなど、保育者の資質向上に取り組む。

施策の基本方向 １

子どもの根っこを育てる乳幼児教育の推進

幼児のうたまつり（田園交響ホール）
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（１）ふた葉プロジェクトの推進 継続

→教育大綱施策２

①乳幼児期の「眠育」「食育」「あそび」を総合的に

推進するため、引き続き、「ふた葉プロジェクト～ぐ

っすり眠って、たのしく食べて、たっぷり遊ぼう～」を

庁内及び関係機関で構成し、その施策を検討しま

す。

②現場での実践的な取組について検討するため、

モデル園を１園設定し、調査・研究を継続します。

③保護者が子どもとのふれあいを楽しみながら生活

習慣づくりを始められるよう、「丹波篠山発子育て日

めくり応援メッセージ」を活用しながら、家庭と連携し

た取組を進めます。令和 2 年度は、家庭での自然

体験充実を目的として前年度に幼稚園２園で実施

した「どんぐりマーケット」（事前に家庭でどんぐり拾

いをし、マーケット当日、どんぐりと引き換えにお店

での遊び体験やプレゼント交換を楽しむ取組）のさ

らなる拡充を検討します

④公立・私立全ての保育園・幼稚園・こども園にお

いて、丹波篠山の自然を活かしながら市民みんな

で子どもたちの育ちを支えていることについて、分

かりやすく示し、共有できるように「丹波篠山市幼児

教育コンセプトブック」を作成します。

（２）眠育の推進 継続    →教育大綱施策２

睡眠が脳の健全な発達（脳をつくり、守り、賢くす

る）を促すことがわかってきており、睡眠の重要性を

保護者等へ啓発します。

（３）食育の推進 継続     →教育大綱施策２

在宅栄養士等を活用しながら、家庭や地域と連

携した食育を進めます。特に、「食育だより」の発行

や子ども・保護者への食育講話により一層の啓発を

行い、子どもたちの望ましい食習慣の形成を図りま

す。

目的・目標

睡眠に関する教育を推進し、睡眠を通じた脳

と身体づくりに取り組みます。

目的・目標

食に関する教育を推進し、子どもが楽しんで

食べることを基本に、様々な食材を食べ、食

事のマナーを身につけ、食の意義について理

解できるよう取り組みます。

成果指標

各家庭が、子どもの食についての関心を高め

ること。

目的・目標

家庭と連携しながら、子どもたちの基本的な

生活習慣の確立等に取り組みます。

成果指標

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」並びに「丹波篠山市幼児教

育コンセプトブック」の活用が図られること。

１－２ 子どもの根っこを育てる環境づくり

子どもたちが夢をもって健全に育つには、家族の温かい雰囲気と深い信頼関係の中で、基本的な

生活習慣づくり、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を促すことが大切である。「眠育、食育、

遊び」を総合的に推進する「ふた葉プロジェクト」として展開し、自然体験等を媒体にして家庭と

連携した子育て環境の確立に継続して取り組む。

どんぐりマーケット（大山幼）
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（４）あそびの推進 継続   →教育大綱施策２

①全ての公立保育園・幼稚園・こども園において草

花あそび、泥んこあそび、園外保育を行い、地域住

民とふれあう機会となるよう地域散策に出かけます。

②全ての公立保育園・幼稚園・こども園の保育に体

幹づくりを取り入れます。

③自然教育研究家の指導をいただきながら、自然

あそびや子ども主体の保育活動に関する職員研修

を実施します。

目的・目標

幼児期のあそびを通して子どもたちが物、人、

自然と関わり、豊かな感情や表現力、行動力

等を身につけるよう支援します。

成果指標

全ての公立保育園・幼稚園・こども園におい

て地域と関わりながら先生や友達と一緒に

「草花あそび」の楽しさを味わう体験を実施

すること。

クッキングの時間（城南幼）

葉っぱのお風呂屋さん（今田幼）
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（１）幼児教育の推進 継続   →教育大綱施策２

①丹波篠山ならではの自然を最大限に生かせる

ような保育・教育環境を整えます。

②さらなる研修の充実も含め、職員の資質向上を図

ります。

（２）子どもの体幹を鍛える取組 継続

→教育大綱施策２

①全ての公立保育園・幼稚園・こども園において、

体幹づくりを意識した保育を実施します。

②姿勢を正すことについて、保護者への啓発を図り

ます。

（３）諸感覚を発達させる保育・教育活動 継続

→教育大綱施策２

諸感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

全ての公立保育園・幼稚園・こども園において実施

します。

目的・目標

諸感覚（触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚）を鍛

えることで、脳をバランスよく発達させます。

目的・目標

次代を担う子どもたちが、心豊かにたくまし

く生きる力を身につけられるよう、子どもの

主体性を大切にした丹波篠山らしい幼児教育

を展開します。

目的・目標

動きを生み出す土台・軸を鍛えることで、動

きやすい体・転びにくい体の形成を図ります。

１－３ 乳幼児教育の充実

乳幼児期の教育は、子どもたちが心豊かにたくましく生きる力を身につけられる保育・教育環境

を整える必要がある。丹波篠山ならではの自然を最大限に生かしながら、体幹を鍛える取組や諸感

覚を鍛える保育・教育に取り組む。また、子どもの育ちを保障できるよう、保育現場において同僚

性を育むなど職員の資質向上に取り組む。

味間こども園 体幹づくり（味間地内）

かやのみ幼 川遊び（羽束川）
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（１）子育て相談の充実 継続

①園庭開放や未就園児訪問（オープンスクール等）

を実施します。

②子育て悩み相談「子育てなんでも相談プラザ」を

丹波篠山市こども発達支援センターと連携して実施

し、保護者を支援するネットワークを構築します。

（２）病児保育事業の実施 継続

→教育大綱施策２

①小嶋医院に事業を委託し、実施します。

②就学前健診時などにＰＲ活動を行い、もしもの時

に備え、事前登録の推進に努めます。

（３）放課後児童健全育成事業の充実 継続

①小学校の授業終了後に、保護者の就労等により

保育を受けることができない児童に対し、安心でき

る生活の場を提供します。

②民設民営の放課後児童クラブに対する側面的支

援を行います。

③さらなる研修の充実も含め、職員の資質向上を図

ります。

（４）幼稚園預かり保育の充実 継続

→教育大綱施策２

①幼稚園教育課程に係る教育時間終了後等に、

保護者の就労等により保育を受けることができ

ない園児を対象に預かり保育を行います。

②さらなる研修の充実も含め、職員の資質向上

を図ります。

目的・目標

幼稚園保護者の就労支援・子育て支援を図り

ます。

目的・目標

保育園・幼稚園・こども園が地域における幼

児期の教育センターとしての役割を担いま

す。

１－４ 子ども・子育て支援の体制づくり

保護者が子育てについての責任を果たせるよう、地域社会が保護者に寄り添い、子どもの成長、

親自身の成長に対し、喜びや生きがいを感じる体制づくりを進める。

また、子どもが幸せに育つには、保護者が幸せであることが前提にあるため、子育てにおけ

る保護者の心理的負担を軽減するとともに、子育ての楽しさを実感できるよう取り組む。

目的・目標

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りま

す。

成果指標

スムーズな利用に必要な新規の事前登録者

が、60 人以上になること。

目的・目標

放課後の児童の健全育成を図るため、生活の場

を提供し、仲間づくりや生活指導を行います。
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（１）丹波篠山市学力・生活習慣状況調査の実施

継続              →教育大綱施策４

①学力を確実に定着させていくために、全国学力・

学習状況調査に加えて、「丹波篠山市学力・生活

習慣状況調査」を継続して実施します。それらの調

査をもとに「確かな学力」やその基礎となる「４つの

力」（ゆめ力・自分力・つながり力・学び力）の状況を

継続して把握するとともに分析を行い、効果的な指

導方法を検討、普及、啓発します。

②「一人も見捨てない」を踏まえ、学校においては、

つまずきやすいところなどを把握して、確実に学力

を定着させるための補充指導を行うとともに、指導

計画の見直しや指導方法の工夫改善を図ります。

また、学力の基礎となる「4 つの力」の向上を目指し、

家庭と連携の上、好ましい学習・生活習慣づくりに

取り組みます。さらに地域人材をゲストティーチャー

として活用するなど、家庭・地域・学校が一体となり、

取組を進めます。

（２）学力向上プロジェクト事業 継続

→教育大綱施策４

目的・目標

生活実態や学習状況等を継続して適切に把握

分析し、主体的・対話的で深い学びの実現に

向けて、教員の指導方法の工夫・改善を図り

ます。

成果指標

全国学力・学習状況調査は全教科全国平均以

上、丹波篠山市学力・生活習慣状況調査は全

教科目標値以上になること。

目的・目標

「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・

推進します。

成果指標

全国学力・学習状況調査において、学級の友

だち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（令和元

年度 76.5％）以上になること。

２－１ 確かな学力の確立

ゆめ力
将来に向かって
努力できる力自分力

自分を見つめ、
コントロール
できる力

つながり力
人間関係を
築こうとする力

学び力
学びに
向かう力

丹波篠山市 「学力の樹」

施策の基本方向 ２

生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進

グローバル化の一層の進展に、ICT・AI 等の情報技術の急速な進

展が加わり、変化の激しい予測困難な時代を迎えている。このよう

な社会において、子どもたちが自立して活動していくために、基礎

的・基本的な知識・技能の確実な習得、それらを活用して課題解決

を図る思考力・判断力・表現力の育成、主体的に学びに向かう力・

人間性等を身につける取組を進める。

「学力の樹」
  子どもたちに育む学力を「学力の樹」としてとらえ、確実に定着させていく
ための取組を推進します。１枚１枚の「葉」は一つ一つの知識や技能、地中に
広がる「根」は学びに向かう力、人間性等、「葉」と「根」をつなぐ「幹・枝」
は思考力、判断力や表現力であるととらえ、これらの力を総合的につけること
をめざします。学力を個人ではなく集団に属する概念として捉え、学級及び学
校の集団としての力、学校・家庭・地域の力を向上させる「知の森」づくりを
通じて子どもたちの学力を向上させることをめざします。

グループでの話し合い活動（城北畑小）
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①学校教員を核とした「学力向上プロジェクトチー

ム」を設置して、「丹波篠山市学力・生活習慣状況

調査」と「全国学力・学習状況調査」の結果分析を

生かし、指導内容・指導方法の改善方策を研究しま

す。

②学力向上プロジェクトチーム及び指定研究校を

中心に学力向上方策の研究を進め、学力向上研修

会や校内研修を通して、全学校で主体的・対話的

で深い学びの視点から学習過程等の授業改善に

取り組みます。

③授業や家庭における主体的な学習のポイントを

示したリーフレット等をもとに、教職員の資質向上及

び家庭への啓発に取り組みます。

（3）主体的な学習習慣の育成 継続

→教育大綱施策４

①主体的な学習習慣の育成を目指して全学校で取

組の工夫・改善を図り、朝学習、放課後学習、家庭

学習等を充実します。また、家庭における主体的な

学習のポイントを示したリーフレット等をもとに、教職

員の資質向上及び家庭への啓発に取り組みます。

②学習プリント配信システム等を活用して、児童生

徒が「自らわかる」学習に取り組める環境整備を行

います。

（4）指定研究事業の充実 継続

→教育大綱施策４

①「資質・能力向上」「言語能力育成」「ICT を活用し

た授業改善」など、重点研究課題に対して、課題解

決に向けて研究指定校を設定し、生きる力の育成

に努めます。

②各校の課題を明確にした校内研修体制の充実を

図ります。

③校種間の連携を図るなど、研究の成果を広める

工夫をし、市内教職員の教育力向上に努めます。

（5）新学習システム等の推進 継続

→教育大綱施策４

①学習指導や生徒指導を一層充実させ、小・中学

校間の円滑な接続を図るため、「教科担任制」と「少

目的・目標

学習プリント配信システム等を活用し、児童

生徒の主体的な学習習慣を育成します。

成果指標

全国学力・学習状況調査で「家で、自分で計

画を立てて勉強する」児童生徒の割合が、市

の前年度実績（令和元年度 63.8％）以上にな

ること。

目的・目標

新学習指導要領の確実な実施に向けて、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

ます。

成果指標

重点研究指定校が研究成果を市内の学校に広

めることにより、教職員の授業改善や資質・能

力が向上し、新学習指導要領の確実な実施が進

められる。

目的・目標

習熟度別の少人数授業や小学校高学年での教

科担任制など、学習形態を工夫し、個に応じた

学習指導を展開します。

理科の学習（今田小）
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人数授業」を組み合わせた「兵庫型教科担任制」に

取り組みます。

②少人数授業では、学習集団や一人一人の課題

分析を行い、習熟の程度に応じた授業など効果的

な指導形態の工夫により個に応じた指導に努め、

確かな学力の定着を図ります。

③教科担任制を取り入れ、教員の専門性を生かし

た指導方法等の工夫改善を図ります。また、複数の

教員による多面的な児童理解を図り、中学校への

円滑な接続をめざすために、小・中学校間の連携を

推進する体制づくりを行います。

④学校運営フォローアップ講師、学校支援員を活

用し、学びへの支援を行います。

（６）読書活動の充実 継続  →教育大綱施策４

①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います。また、学

校と中央図書館との連携を深め、読書意欲を高め、

活用しやすい図書館、読書活動の充実を図ります。

②読書に親しむことや、自分の思いや考えを文章

にまとめる活動などを通して、児童生徒の言語能力

の向上を図ります。

（７）情報活用能力の育成 拡充

→教育大綱施策４

①教職員のＩＣＴを活用する指導力を向上させ、児

童生徒がコンピュータや情報通信ネットワークの情

報手段を適切に活用できるようにします。

②小学校におけるプログラミング教育を推進し、児

童のプログラミング的思考を育成します。

③ICT 支援員を配置し、授業や研修を支援すること

で、ＩＣＴを活用した学力向上を研究します。

④学校における情報通信機器を活用した授業の実

践事例集を作成し、普及・推進します。

⑤遠隔教育システムを活用し、多様性のある学習

環境や個に応じた指導など、児童生徒の学びの質

の向上を図ります。

⑥教育の情報化推進基本計画に沿って、情報教育

や校務の情報化を進めます。

目的・目標

児童生徒が情報及び情報手段を主体的に選択

し、活用していくための情報活用能力を育み

ます。

成果指標

ＩＣＴを活用した授業や小学校段階のプログ

ラミング教育を推進することにより、教育委

活動全体を通し、発達段階に応じて児童生徒

の情報活用能力を育成すること。

目的・目標

学校図書館の充実を図るとともに、中央図書館

の団体貸出・配送を活用し、読書活動の充実を

図ります。

成果指標

・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(令和元年度 32％)
以上になること。

・全国学力・学習状況調査において、昼休みや

放課後，学校が休みの日に，本を読んだり，借

りたりするために，月に 1～3回以上学校図書

館や図書館を利用する割合が、市の前年度実績

（令和元年度 28％）以上になること。

朝の読み聞かせ（城東小）
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（8）外国語教育の充実 継続

①小学校の外国語教育においては、ALT や JTE を

活用し、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親し

ませます。3・4 年生の外国語活動では音声面を中

心とした外国語を用いたコミュニケーションを図る素

地となる資質・能力を、5・6 年生の外国語科では

「読むこと」「書くこと」を加えた言語活動を通じて、コ

ミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を養い

ます。中学校の英語科では、小学校での学びや経

験を活かし、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

成します。

②ALT や JTE の生きた英語に触れることにより、コミ

ュニケーション意欲や学習意欲を向上させるととも

に、より効果的なティームティーチングの推進を通し

て、外国語教育の更なる充実を図ります。

③夏季休業中にイングリッシュ・デイ・キャンプを実

施し、児童がALTやJTEと英語を使って交流しなが

ら様々な活動に親しむことにより、コミュニケーション

力の向上を図ります。

（９）国際理解教育の推進 継続

外国に関する様々な知識をもつ地域人材をゲス

トティーチャーとして招き、体験的な学習や課題学

習を通して異文化について理解し、国際的視野に

立って主体的に考え、行動しようとする態度を育成

します。

目的・目標

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、主体的に外国語を用

いてコミュニケーションを図ろうとする態度

を育成します。

成果指標

外国の人と友達になったり，外国のことにつ

いてもっと知ったりしてみたいと思う児童生

徒の割合が、市の前年度実績（令和元年度

67.1％）以上となること。

目的・目標

外国に関する様々な知識をもつ地域人材を、

ゲストティーチャーとして招いた授業を通し

て、国際理解教育を推進します。

成果指標

全ての教育活動を通じて、発達段階に応じて

体験的な学習や課題学習を取り入れることに

より、異なる文化や価値観を理解し、国際的

視野に立って主体的に行動するために必要な

態度・能力を身に付けること。

ロボットプログラミング体験教室（大山小）

イングリッシュ・デイ・キャンプ

（四季の森生涯学習センター）

韓国の歴史と文化を学ぶ（多紀小）
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（10）海外からの視察等の受入及び関わりの充実

継続

海外からの視察、交流団体を学校へ受け入れる

ことにより、児童生徒の外国文化への理解を深め、

主体的に行動する態度や能力を育成します。

目的・目標

各種国際交流団体と連携を図り、視察受入によ

る国際理解を進めます。

シアトル視察団との交流（篠山中）
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（１）道徳教育の充実 継続

①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、取組の充実を図ります。また、

教科書、副読本及び地域に根付いた教材を適切に

活用します。

②発達段階に応じ、各教科等や体験活動との関連

及び地域や家庭の実態を考慮した指導を行いま

す。

③道徳科における指導の充実を図り、児童生徒の

社会性や規範意識、思いやりの心などの育成及び

ふるさとへの誇りや愛着など「ふるさと意識」の醸成

を図ります。また、児童生徒の学習状況や道徳性に

係る成長の様子を継続的に把握し、評価します。

④道徳科の実施に適切に対応するため、道徳教育

推進教師を中心として、学校全体で道徳教育の推

進に努めます。

（２）学校における人権学習の充実 継続

①全ての教育活動を人権・の視点で捉え、自分の

大切さとともに他の人の大切さも認めることができる

態度や資質を育成します。

②人権教育の年間指導計画をもとに、年間を通し

て人権・同和教育に取り組みます。

③人権に関わる様々な課題について考える機会を

設け、児童生徒の人権意識を高めます。中学校で

は、市内の全生徒が人権作文に取り組む機会を設

定します。

目的・目標

教育の主体性・中立性を堅持しつつ、学校の

教育課程全体を通じて、人権・同和教育を推

進します。

成果指標

人が困っているときは、進んで助けていると

いう児童生徒の割合が、小学校・中学校とも

に 80％以上になること。

目的・目標

道徳科を要として教育活動全体を通じて、自己

の生き方を主体的に考え、行動し、よりよく生

きるための基盤となる道徳性を養います。

成果指標

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学

校・中学校とも 80％以上にすること。

２－２ 豊かな心の育成

道徳教育、人権教育、情報モラルの育成、ふるさと教育等の充実を図ることにより、人間形成の

基盤となる豊かな情操と道徳性を培い、子どもたちが主体的に判断し、適切に行動する力を育成す

る。

動物とのふれあい（西紀南小）

地域の方を招いての人権教室（西紀南小）
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（３）外国人児童生徒指導補助員の派遣 継続

就学後間もない日本語初期指導が必要な外国人

児童生徒に対して、外国人児童生徒指導補助員

（フォリナーサポーター）を派遣し、個々の子どもたち

の実態に応じた支援を展開します。

（４）情報モラル教育や研修の充実 継続

①相手の状況や気持ちを考えた適切なコミュニケ

ーションのあり方、個人情報の重要性、肖像権や著

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

育成します。

②各校に学校情報化責任者を任命し、情報教育担

当者とともに、研修の場を設けます。

③学校におけるインターネット等の利用に係るルー

ルの啓発を推進します。

（５）環境体験事業の充実 継続

→教育大綱施策１

①小学 3 年生を対象に、主に校区内をフィールドと

した「環境体験事業」により、自然観察や飼育、栽培

等の体験活動を行います。

②農業・環境・里山文化の発信の先進校である市

内高等学校との連携を図ります。

③地域の人材・施設等を活用したり、丹波篠山の自

然や風土をいかした学習素材を活用し、地域の特

性を踏まえた環境教育を推進します。

目的・目標

市内の全小学校 3年生に、命の大切さや命の

つながりを実感させ、自然に対する豊かな感

性や命を尊ぶ心を育みます。

成果指標

命の営みやつながり、命の大切さを学ぶ体験

型環境学習を実施することにより、児童が地

域と協働してふるさと丹波篠山の良さに気

づくことができる。

目的・目標

多文化共生教育を推進するとともに、日本語指

導が必要な外国人児童生徒に対する支援を実

施します。

成果指標

外国人児童生徒に対する支援を実施すること

により、生活適応や心の安定等を図るととも

に、日本語指導をはじめ学力が向上し、自身が

自己実現を図ること。

目的・目標

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し、学校と家庭が

連携した児童・生徒の情報モラル・セキュリ

ティ意識の醸成を図る。

成果指標

インターネット利用のルールの啓発を図るこ

とにより、相手の状況や気持ちを考えた適切

なコミュニケーションの在り方や、個人情報

の大切さについて正しく理解できる。また、

過度の利用による生活習慣の影響について、

自ら考え判断できること。

篠山産業高等学校との農業体験（岡野小）

環境問題についての発表（八上小）
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（６）自然学校の充実 継続

①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、自然体験活動を実施し

ます。

②長期宿泊体験を通して、児童の社会性や人間性

を育めるような集団生活や体験活動を行います。

（７）わくわくオーケストラ教室の充実 継続

中学 1 年生を対象に、オーケストラの演奏に親し

む機会を設け、生徒の豊かな情操を育みます。

（８）トライやる・ウィークの充実 継続

→教育大綱施策３.６

①生徒の主体性を尊重した活動の推進

体験活動の目的を明らかにしたり、生徒自身の

活動の意味を考えさせたりして事前・事後の指導を

充実させることにより、豊かな感性や創造性を高め、

生徒が自らのあり方や生き方を考えるきっかけにな

るよう取り組みます。

②地域とのつながりの深化

生徒と地域とのつながりを深め、感謝の気持ちを

育むとともに、地域における様々な活動への理解を

深めます。

目的・目標

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通じて、豊

かな自然の中で、人・自然とのふれあいを通

して、児童の自立心を育みます。

成果指標

児童が互いに協力して、企画・運営する活動

を取り入れたり、興味・関心に基づいた活動

をプログラムに導入したりすることにより、

主体性や協働性が向上し、その後の生活や学

習に活かすこと。

目的・目標

学校・家庭・地域の連携のもと、地域の中で

行う社会体験活動を通して「生きる力」を身

につけます。

成果指標

「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 80％以上になること。

目的・目標

オーケストラの生演奏により音楽に親しむ機

会を設け、生徒の豊かな情操を育みます。

味間小自然学校でのキャンプファイヤー

（佐津） 篠山東中の農業体験（西紀地内）
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（９）「トライやる」アクションの充実 継続

→教育大綱施策３.６

地域の後継者である中学生が、土・日や長期休

業日を利用して、地域行事の一部や新たな行事を

企画し、主体的に運営する実践的な取組を充実し

ます。

（10）あいさつの実践 継続 →教育大綱施策７

あいさつは、丹波篠山市を挙げて取り組む人権

施策の大きな柱であり、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ます。

（11）ボランティア（地域貢献）活動の推進 継続  

小学校では、デカンショ祭りをはじめ、地域のお

祭りに参加するなど、ふるさと教育や環境体験や

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します。

目的・目標

ふるさと教育や兵庫型「体験教育」等の体

験活動を通して、様々なボランティア（地

域貢献）活動を推進します。

成果指標

お祭りやボランティア（地域貢献）活動な

ど地域の行事に参加したことがある児童生

徒の割合が 80％以上になること。

目的・目標

地域の教育力を活用し、地域で様々な体験活

動を行うことにより、地域の人びとの温かさ、

地域の良さやふるさとの恵みにふれることに

より、生徒と地域のつながりを深化させ、ふ

るさと意識の醸成を図ります。

成果指標

地域の人や社会と関わる活動を体験すること

により、公共の精神や協調性の涵養に努め、

思いやりの心や責任感を持って積極的に行動

できること。

目的・目標

日頃からあいさつが交わせる、明るく温か

いまちづくり、学校づくりをめざします。

成果指標

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。

生徒を交えた学校運営協議会（西紀中）

あいさつ運動（城東小）

篠山中生の写真修復ボランティア（岡山県真備町）

朝のあいさつ運動（城東小）
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２－３ 健やかな体の育成

生活環境が急激に変化する社会において子どもたちが、生涯を通じて活力をもって創造的に活動

していくためには、スポーツに親しみ継続的に運動ができる資質・能力の育成を図るとともに、健

康で安全な生活を送るための基礎を培い、心身の調和的発達を図る。

（１）「丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会」の

実施  継続          →教育大綱施策５

①小学校・特別支援学校の小学６年生が一堂に会

した陸上競技の記録会を実施します。多くの児童と

競い合うことにより、体力や運動能力の向上を図りま

す。また、この記録会を通じて、6 年生が交流する機

会とします。

②「陸上記録会」への参加が自らの体力・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

欲の向上につながるよう、指導内容・指導方法の工

夫改善を図ります。

（２）体力・運動能力調査の実施 継続

→教育大綱施策５

①児童生徒の体力・運動能力の実態と傾向の把握

や分析を行い、体力・運動能力の向上に向けて計

画的・継続的に実践する取組を推進します。

②体育の授業改善及び運動習慣の確立を通じ、自

らの体力・運動能力の向上や専門性に優れた地域

の外部講師を招聘し、生涯にわたりスポーツを楽し

もうとする意欲の向上を図ります。

（３）学校における食育の推進 継続

①学校における食育推進体制を整え、栄養教諭等

を活用し、家庭や地域と連携した食育を進めます。

②子どもたちの望ましい食習慣の形成を図るため、

給食試食会や食育だよりにより、保護者への啓発を

行います。

③体験活動を通して、生産者への感謝の気持ちを

抱かせるとともに、丹波篠山の産業や自然、食文化

について理解を深めます。

目的・目標

学校の教育活動全体を通じた組織的・計画的・

継続的な食育を進めます。

成果指標

児童生徒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

通じて、生産者への感謝の気持ちや食文化につ

いて理解を深めます。

目的・目標

児童生徒の体力の状況を把握・分析し、学校

における体育・健康に関する指導などの改善

を図ります。

成果指標

運動が好きな児童生徒を増やすこと（全国平

均値（59％）を上回ること）。

目的・目標

運動能力の向上と体力づくりへの関心・意欲

を高めます。

成果指標

児童が陸上競技の記録会を通じて、体育・スポー

ツ活動を継続的に取り入れ、運動習慣を定着す

ること。

第 38回体育発表会（西紀北小）
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目的・目標

児童生徒の実態を把握した上で、全ての学校

で薬物乱用防止教室を開催し、低年齢の段階

から健康への影響を認識させ、誘惑に負けな

い行動ができるよう指導します。

指導員」を任用し、技術指導に加え試合や大会な

（４）喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実 継続

①学校薬剤師等と連携し、喫煙防止教室の開催

など、今日的課題について正しい知識を身につ

ける機会の充実を図ります。

②薬物の健康への影響を認識させ、誘惑に負け

ない行動ができるよう指導します。

（５）部活動支援事業 拡充 →教育大綱施策５

①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

用します。また、会計年度任用職員として「部活動

どを単独で引率できるようにします。

②生徒の心身ともに健全な育成に資する効果的

な部活動のあり方について、研修会を開催しま

す。

（６）部活動のあり方検討プロジェクト事業 継続

兵庫教育大学大学院と連携し、本市の部活動

のあり方について、生徒が生涯にわたって豊かな

生活を実現できる資質・能力を育む基盤として、

持続可能な部活動・生涯スポーツの仕組を検討し

ます。

（７）学齢期における胃がんリスク防止の取組

継続

学校で実施する尿検査に併せて、胃がんリスク

の原因であるピロリ菌尿中抗体検査を実施します。

ピロリ菌感染者については、保健福祉部局と兵庫

医科大学ささやま医療センターが連携を行い、精

密検査及び除菌治療につなげます。

目的・目標

ピロリ菌抗体検査を実施し感染状況を把握し

ます。

成果指標

対象となる中学校 1年生の検査実施率が 95％
以上になること。

目的・目標

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や、小・中学

生のスポーツ振興について検討を進めます。

成果指標

部活動活性化プロジェクト会議を開催し、本

市の課題を明らかにし部活動のあり方やスポ

ーツ振興についての仕組づくりを探ること。

目的・目標

地域の指導者に協力を得て、部活動での適切

な指導方法等の推進を図るとともに、教職員

の業務の軽減を図ります。

成果指標

全ての中学校で部活動支援員・部活動指導員

を活用することにより、生徒にとって自主

的・自発的な活動で、発達段階等の個人差を

踏まえた、段階的な指導ができること。

丹波篠山市誕生お祝い給食（西紀小）
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（８）疫学研究への協力 継続

学童期の生活習慣や食習慣が、将来の病気の

大きな要因となっていることから、一般社団法人

健康・医療・教育情報評価推進機構が進める疫

学研究に協力し、子どもの生活習慣改善の一助

とします。

目的・目標

子どもの健康情報を分析し、生活習慣病の予防

や意識向上を図ります。
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（１）キャリア教育の推進 継続

①キャリア教育推進体制の整備

キャリア教育とは、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ことで、全ての教

職員の共通認識のもと、教育活動全体を通してキ

ャリア教育に取り組みます。また、学校におけるキ

ャリア教育の目標を設定し、全体計画を作成する

など組織的・系統的に推進体制を整備します。

②キャリアプランニング能力の育成

小・中学校の連携のもと、進路の手引きやキャリ

アノート、キャリア教育指導資料等の活用を通して、

発達段階に応じた継続的な指導を行うことで、子

どもたちが学ぶ意義や目的を見出し自己の将来

を描き、充実した人生を送るための基盤となる能

力を養います。

③社会参画への意欲・態度等の育成

各教科や児童会・生徒会活動、学校行事等に

おいて、社会の一員としての自覚や社会参画へ

の意欲・態度を養う指導を行います。

④多様な体験活動の実施

保護者や地域の人々、関係機関等と連携しな

がら、自然体験や社会体験など多様な機会を設

け、人や社会と自分との関わりを認識させます。

⑤丹波篠山市キャリア形成支援事業～夢プラン

～の実施

市内中学２年生、特別支援学校中学部２年生

及びその保護者を対象に、自らの生き方を考える

機会として、市内３高等学校の学校紹介を通じて

進学について考えるとともに、本市にゆかりのある

方、地元で活躍しておられる方及び高校生から話

を聞くことを通じて、社会的自立に向け自らの意

思と責任で主体的に進路を選択し、決定できる能

力や態度を育成します。

目的・目標

教育活動全体を通じた組織的、系統的なキャ

リア教育の充実を図り、社会的自立に必要な

能力や態度を育てます。

成果指標

目標をもって学校生活を送っている児童生

徒の割合が 80％以上になること。

２－４ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援

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に、「基礎的・汎用的能力」（「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・

自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」）を育成する。また、子どもたち一

人一人が生涯を見据えて、学ぶ意欲や目的を見出し、充実した人生を送るための基盤となる能力に

ついて、校種間のつながりを重視し、意図的・継続的に育成を図る。

篠山養護学校現場・施設実習（ふれあいセンター）

丹波篠山市キャリア形成事業～夢プラン～

（四季の森生涯学習センター）
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（２）小中連携心のサポート事業の実施 継続

①学びの連続性の確保

適切なキャリア形成の支援や生きる力の育成を

図るため、校種間での指導のあり方について教職

員の共通理解のもと、小学校高学年における教

科担任制や校種間のつながりを考慮した授業研

究を推進します。

②小中学校連携の充実

児童生徒が小・中学校教育の変化に対応できる

よう、オープンスクール等への相互参加及び児童

生徒の交流を推進します。また、いじめなどの問

題行動や不登校、学習規律等について組織的な

対応を強化します。さらに小中保護者合同講演

会やカウンセリング・マインド研修会など、小中合

同事業を通して、系統的に家庭・地域の協力体

制を構築します。

（３）スクールブリッジ事業の推進 継続

①小規模小学校間の交流（小小連携）による合同

授業や集団活動を通して、多様な価値観に触れ

させ、人間関係形成・社会形成能力の育成を図り、

学習意欲の一層の向上を図ります。

②連携校の教職員が合同で行う研修や交換授業

を通して、指導方法の工夫、学習内容の充実を

図ります。

目的・目標

学校間の児童の交流を通じて、人間関係を築

く力の育成、学習意欲の向上を図ります。

成果指標

小規模校の児童が交流を通して、人間関係を

築く力や学習意欲が向上すること。また、教

職員の連携を通して、効果的な指導を探るこ

と。

目的・目標

小中合同事業を開催し、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い

ます。

成果指標

小中連携のあり方について実践的な研究を

行い、各学校段階間のつながりを重視する

ことにより、意図的・継続的に社会的自立

に必要な態度や能力を育てるキャリア教育

推進体制を整備すること。
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（１）早期発達支援室の運営 継続

①篠山養護学校内に早期発達支援室を設置し、

通所により、個々の成長発達及び円滑な就学期

への移行を促すための支援を行います。

②利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図

ることができるよう、障がい等の状況に応じた発達

支援、機能訓練、社会生活への適応のために必

要な訓練等を適切に行います。

③障がいのある幼児に対して、幼稚園教育要領

及び特別支援学校幼稚部教育要領に準じ、教育

課程を編成し、教育的ニーズに応じた発達支援

を行います。

・個別の発達支援

家庭との連携の重要性を踏まえ、障がいの種別、

状況及び能力に応じた適切でより効果的な、早期

からの個別の発達支援を行います。

・交流及び共同学習を通した発達支援

交流及び共同学習等を行い、社会集団生活への

適応能力を高め、円滑な就学への移行を行いま

す。

④効果的な支援を推進するため、丹波篠山市教

育支援委員会、丹波篠山市発達障害児等支援

連絡会議及び丹波篠山市こども発達支援センタ

ーと適切な連携を図ります。

（２）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 継続

①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りま

す。

②特別支援教育コーディネーターを中心として、

定期的に校園内委員会を実施します。

③一人一人の障がいの状態や発達段階、特性等

を把握し、個別の指導計画を作成します。

④市内の様々な関係機関や人的資源をネットワ

ーク化し、有効に活用することができるような体制

づくりについて研究を進めます。

２－５ 特別支援教育の充実

共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築のため、「兵庫県特別支援教育第三

次推進計画」に基づき、すべての学校や学級に、発達障害を含めた障がいのある子どもたち等が

在籍することを想定して、一人一人の教育的ニーズを把握し、自立と社会参加を見据えたキャリ

ア形成に向け、きめ細かく適切な教育的支援を行う。

目的・目標

発達障害及び知的障害のある幼児に対し、適

切な早期支援を行い、個々の成長発達及び円

滑な就学期への移行を促します。

目的・目標

共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育

システムの構築に向けて、各学校園における

支援体制の整備を推進するとともに、市内の

医療、保健、福祉、労働等の関係機関との連

携体制を整備します。

城南小自立活動 自転車でお出かけ（城南地区）
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（３）障がいのある子どもたちへの合理的配慮の提

供 継続

①各学校園においては、障がいのある子どもたち

にとっての社会的障壁を取り除くために必要な合

理的配慮の提供を進めます。また、教育委員会

等はそのための基礎的環境整備を進めていきま

す。合理的配慮の提供及び基礎的環境整備は

文部科学省及び県教育委員会の基本方針に則り、

設置者及び学校長が均衡を失した、または過度

の負担をかけないものと判断した範囲において実

施します。また、合理的配慮の提供に係っては、

一人一人のニーズに応じ、発達段階を考慮しつ

つ設置者、学校及び保護者の合意形成のもと決

定します。

②特別な支援を必要とする子どもたちに対しては、

その特性の正確な把握に努めるとともに、保護者

との緊密な連携のもと合意形成に努め、個々の特

性に応じた合理的配慮を提供します。また、定期

的にその成果を検証評価します。

③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

推進します。

④市内教職員対象の研修会を実施することにより、

すべての教職員の特別支援教育に係る専門性の

充実を図ります。

（４）特別支援学校の充実 継続

①充実した施設を活用して、子どもたちの進路や

就労に対する支援体制を強化します。

②特別な支援が必要な子どもの自立に向けて、

市内の各保育園・幼稚園・こども園・学校及び関

係諸機関との連携を強化します。

③特別支援教育の充実をめざし、新たな教育課

題を見据え、教職員の専門性を高めます。

       

（５）「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

①一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します。

目的・目標

障がいのある子どもたちに対して合理的配

慮を適切に提供します。そのために必要とな

る教職員等を対象とした研修会の実施及び

基礎的環境整備についても推進します。

目的・目標

サポートファイルを策定し、有機的な活用に

向け個別の支援計画の毎年の見直しや関係機

関との引継会等、密接な連携を行い、一貫し

た支援を行います。

成果指標

サポートファイルの有機的な活用により、福

祉等の関係機関との連携が強化し、連続性の

ある多様な学びの場における教育が充実し、

自立と社会参加を見据えたキャリア形成に向

けた支援に応じること。

目的・目標

篠山養護学校を特別支援教育のセンター的

な役割を担う学校として位置付け、新たな教

育課題や教員のニーズに応じた研修等を実

施しさらなる充実を図ります。

成果指標

新たな教育課題や教員のニーズに応じた研

修等を実施することにより、インクルーシブ

教育システム構築や合理的配慮等、様々な課

題に対応できる指導力が向上し、教員の専門

性が向上すること。
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②個別の教育支援計画(サポートファイル)を保幼

小・小中・中高の学校園間で確実に引き継ぎ、情

報共有することで、一貫した指導・支援を行いま

す。

③サポートファイル作成にあたっては、学校園及

び関係機関だけではなく、保護者も積極的に参

画できるように、その有用性の理解に努めます。

④支援内容については保護者との十分な合意形

成を行い、個々のサポートファイルを活用した合

理的配慮の提供を進めます。

（６）たんばささやまキッズ発達支援チームの設

継続

①臨床心理士や特別支援学校教育相談担当者、

学校生活支援教員等による「たんばささやまキッ

ズ発達支援チーム」を設置します。

②小・中学校等の要請に応じ、各学校園を訪問し、

支援を必要としている子どもたちの状況を把握す

るとともに、指導支援方法について、各学校園教

職員等に対し助言を行います。

③教育相談（発達相談）の実施にあたっては、臨

床心理士等による心理検査を実施します。また、

丹波篠山市教育支援センターの相談体制の充実

や丹波篠山市こども発達支援センターとの連携を

図ります。

（７）特別な支援が必要な子どもの早期発見・早期

支援 継続

①巡回相談事業により、臨床心理士、保健師等

が保育園・幼稚園・こども園を訪問し、観察、助言、

指導を行います。また、必要に応じて関係機関へ

つなぎ、よりよい支援を行います。

②発達障害の早期支援にかかる研修会を実施し、

幼児理解の在り方やその支援方法について理解

を深めます。

目的・目標

臨床心理士等により支援チームを結成し、要

請に応じて各学校園への巡回相談を行いま

す。

目的・目標

保育園・幼稚園・こども園において、特別な

支援が必要な園児の状況を把握し、就学後等

に向けた連続的・効果的な体制づくりを図り

ます。
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（１）地域に信頼される安全で安心な学校園づくり

継続 →教育大綱施策３

①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ます。

②「市学校園安全管理マニュアル」や「市安全教

育実践事例集」を活用し、教育活動全体を通して

命の大切さを実感させる教育を進めます。

③学校安全安心づくり指定校において実践的な

研究を進めます。

④教職員を対象とした安全研修会を実施し、資質

の向上を図ります。

⑤地域学校園安全委員会を中心に、情報の共有

化を図るなど家庭・地域と連携した安全・安心な

教育環境づくりを推進します。

⑥大雨・地震・不審者侵入など様々な場面を想定

した避難訓練を行い、不測の事態に備えます。

⑦地域や保護者の意見を取り入れながら、施設

の安全点検を定期的に行います。

⑧各学校園に計画的に防犯カメラを設置します。

消防団との合同防災訓練（篠山小）

（２）学校安全安心パトロールの充実 継続

→教育大綱施策３

①学校安全指導員を配置し、下校時を中心に青

色回転灯パトロールカーによるパトロールを実施

するとともに、関係機関と連携した子どもの見守り

活動を行います。

②地域や関係機関と連携し、学校施設や通学路

目的・目標

年間を通じて、巡回パトロールを実施するな

ど学校・家庭・地域・関係機関が連携し、防

犯体制を強化するなどし、安全で安心な教育

環境づくりに努めます。

成果指標

学校・家庭・地域・関係機関が安全で安心な

教育環境づくりに努めることにより、地域等

と連携した学校安全を推進する体制を構築

し、子どもが安全で安心な生活を送ること。

目的・目標

教職員に対する安全研修会を実施し、安全

計画に基づいた安全で安心な学校園づくり

を進めます。

成果指標

安全で安心な学校園づくりを進めることに

より、教職員だけなく児童生徒の安全に対

する意識が高揚し、日常生活の中に潜む危

険を予測し、的確な判断・行動ができるこ

と。

施策の基本方向 ３

子どもの学びを支える環境づくりの推進

３－１ 安全安心で質の高い学習環境の整備

子どもたちが安心して学校生活を送るため、安全で質の高い学習環境の整備が重要である。自

然災害や交通事故、犯罪など、新たな安全上の課題も発生している状況を踏まえ、家庭・地域・

関係機関と連携しながら安全教育を継続的・計画的に実施し、訓練を通しての実践力を向上させ、

安全安心な学校園づくりを進める。
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の安全点検を行います。また、通学路に関する点

検・要望内容を、「丹波篠山市通学路交通安全推

進プロジェクト会議」で検討し、通学路安全対策

プログラムを更新して危険箇所の改善を図りま

す。

（３）防災教育・防災体制の充実 継続

①各学校の年間指導計画に基づき、各教科や道

徳、総合的な学習の時間に位置づけて防災教育

を進めます。

②火災・大雨・地震等の様々な場面を想定した防

災訓練を行い、自分の身を守るための判断力を

養えるように工夫した指導を行います。

③マニュアルや実践事例集を活用し、自らの生命

を守るため主体的に行動する力やボランティア精

神など、共生の心を育む防災教育を充実します。

消火器を使った防災訓練（丹南中）

（４）学校施設の大規模改修 ・空調設備の設置

継続

①老朽化の進む学校施設の大規模改修を、計画

的に実施します。令和 2 年度は、篠山中学校、篠

山東中学校で大規模改修工事を行います。また、

学校施設の長寿命化計画を策定します。

②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、全小中学校の特別教室に空調設備

を整備します。

（５）丹波篠山産木材を活用した教育環境づくり

継続           →教育大綱施策６

平成 28 年度より 6 カ年計画で、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

子を導入します。

目的・目標

安全な環境の中で、安心して学校生活が送れ

るよう取り組みます。

目的・目標

「市ふるさとの森づくり構想～温故知森～」

に基づき、“木育（もくいく）”の視点による

教育環境づくりをめざします。

目的・目標

全ての学校において、阪神・淡路大震災や東

日本大震災を踏まえ、地震を想定した防災教

育を実施し、防災についての理解を深め、災

害から身を守るための能力を高めます。

成果指標

地震を想定した防災教育を実施することに

より、児童生徒が災害発生時に自分のいる場

所、時間等の環境に応じて、即座に身を守る

行動や対策等を考え、防災に関する実践的な

力が身につくこと。

交通安全教室（古市小）
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（６）スクールバスの更新 継続

令和 2 年度は、今田小学校スクールバス 1 台と

篠山養護学校スクールバス 1 台を更新します。

（７）遠距離通学者への補助 継続

遠距離通学者（小学校 4 ㎞以上、中学校 6 ㎞

以上）の通学に係る費用を補助します。

（８）学校の適正規模・適正配置 継続

国が公表した「公立小学校・中学校の適正規

模・適正配置等に関する手引(平成 27 年 1 月 27

日)」を踏まえ、教育の機会均等に努めます。

（９）スクールロイヤーの配置 継続

①学校からの諸問題解決に向けた法律相談に応

じます。

②情報モラル教育や消費者教育などの出前授業

を支援します。

③教職員を対象にした法務能力向上研修等を支

援します。
目的・目標

スクールバス更新計画に基づき、老朽化した

スクールバスを計画的に更新します。

目的・目標

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、スクール

ロイヤー（法律の専門家である弁護士）を配

置します。

目的・目標

子どもの状況や地域の実態を踏まえながら、

教育の機会均等に努めます。

目的・目標

遠距離通学者に対する保護者の経済的負担

の軽減と、子どもが安全に通学できるよう

取り組みます。

成果指標

補助対象者への補助率 100％を維持するこ

と。
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（１）コミュニティ・スクールの推進 継続

→教育大綱施策１.３

①保護者や地域住民等がより主体的に参画する

新しい学校運営や効果的な教育活動の実現に向

けて、熟議を重ね取組を推進します。

②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、社会に開かれた教育の視点から「ふるさ

と教育」を取り入れ、子どもの豊かな成長を支える

仕組みづくりを進めます。

③ふるさとを大切にする気持ちを高めるため、丹

波篠山について学ぶ授業や、地域の特色ある資

源を活用した取組を進めます。

（２）オープンスクールの充実 継続

→教育大綱施策３

①各学校や幼稚園・こども園における教育活動を

保護者や地域住民に公開し、信頼される学校とし

て説明責任を果たします。また、地域住民にとっ

て学校運営への参画と協働の機会とします。

②各学校園間でオープンスクールへの教職員の

相互参加や幼児・児童・生徒の交流を推進し、連

携を深めます。

③オープンスクールの機会を活かし、学校におい

て高齢者大学やオープン講座を開催するなど、

子どもたちと高齢者が同じ校舎で学ぶ機会をつく

ります。

（３）青少年育成に係るインターネット社会への

対応 継続

①青少年育成活動に関わる者へのインターネット

利用に関する学習を行い、青少年の安全・安心な

インターネット利用の普及啓発を推進します。

②保護者向けリーフレットにより、「家庭でのインタ

ーネット利用のルールづくり」などについて啓発し

ます。

３－２ 地域とともにある学校づくり

子どもたちの豊かな学びを実現するためには、学習環境を整備するとともに、教育の原点である

家庭の教育力や子どもを見守り支える地域の教育力を高めることが重要である。子どもが安心でき

る家庭教育に関する環境づくり、地域全体で家庭教育を支える仕組みづくりを支援し、学校・家庭・

地域が連携・協働した社会総掛かりの教育を推進する。

目的・目標

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

します。

目的・目標

学校園での教育活動を保護者や地域住民に公

開し、開かれた学校園づくりを推進します。

成果指標

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。

目的・目標

学校運営協議会が主催する取組を実施し、地

域の中にある学校として、地域に信頼される

学校園づくりを推進します。

成果指標

「地域ともにある学校」づくりを推進するこ

とにより、地域の教育力の向上や地域からの

学校支援が充実し、地域全体が子どもたちの

成長を支えていく活動が進めること。

学校運営協議会 年間活動計画の協議（今田中）
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（４）ひょうご放課後プランの充実 拡充

①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

域で子どもを育みます。令和 2 年度は味間、西紀、

岡野の 3 小学校区に加え、新たに城東小学校区

で取り組みを開始し、4小学校区で取り組みます。

②異年齢の児童や地域住民等との交流活動を通

して、人間性・社会性を育みます。

（５）子どもの居場所づくり推進事業「通学合宿」の

実施 継続

①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など、地域の教育力をいかし

た運営を進めます。

②地域住民との交流を通して、コミュニケーション

能力や、豊かな人間性、社会性の向上を図りま

す。

今田通学合宿（今田まちづくりセンター）

（６）子どもの居場所づくり推進事業「トライしよう

ＤＡＹ」の実施 継続

各地域で実施される行事や奉仕活動、学習活

動等に、地域の協力のもと小学生が主体的に参

加することにより、自ら学ぶ心、自他の生命や故

郷を大切にする心など、豊かな人間性や社会性

を育みます。

（７）青少年健全育成団体との連携強化 継続

①青少年協議会、ＰＴＡ協議会、子ども会連絡協

議会との連携のもと、青少年健全育成の取組を推

進します。

②「子どもを守る家」の充実や地域ぐるみでのあい

さつ運動・パトロール活動の強化を図り、子どもの

安全確保に努めます。

目的・目標

地域住民が関わり、様々な体験活動等を実施

することにより、地域の教育力の向上をめざ

します。

成果指標

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。

目的・目標

関係団体と連携して、青少年を取り巻く環境

を整備し、青少年健全育成のための取組を展

開します。

目的・目標

子どもたちが人間関係を学ぶ場とするとと

もに、地域住民の参加を通して、地域の教育

力の向上をめざします。

成果指標

4地区以上で実施されること。

目的・目標

地域住民が子どもたちの健全育成活動を積

極的に支援し、参画する取組を推進します。

成果指標

指導ボランティアの延べ人数が450人以上に

なること。

岡野子ども教室（岡野小）
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（１）PTCA フォーラムの開催 継続

PTCA フォーラムを開催し、地域における青少

年育成に関する事例発表などを通じ、地域ぐるみ

で子どもたちを育てることの大切さを再認識し、思

いやりと郷土愛を持った子どもの育成をめざしま

す。

（２）子育て相談の充実【再掲】

     →施策の基本方向 1－４ （１）

（３）家庭教育支援事業の実施（※） 継続

子育てをする親が、必要な知識を学び、ともに

助け合い、仲間づくりができるよう、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！」の講座を開催します。

「赤ちゃんがきた!」（四季の森生涯学習センター）

（４）家庭への情報提供（※） 継続

青少年協議会活動の一環として、親子で学ぶ

ことができる生活・学習習慣や家庭教育の大切

さ等に関する講演会の開催並びに事業の実施

や情報提供を行います。

３－３ 家庭の教育力の向上

家庭、学校、地域が一体となり次世代を担う子どもたちの健全育成を共に考える機会や、安心

して子育てができる環境づくりに向けた情報交換・仲間づくりの機会を提供する。

目的・目標

家庭、学校、地域が一体となり、次世代を担

う子どもたちの健全育成を共に考える機会

を提供します。

成果指標

参加者数が 300人以上になること。

目的・目標

安心して子育てができる環境づくりに向けて、

情報交換や仲間づくりの機会を提供します。

成果指標

子育てする親の情報交換や仲間づくりの場が

広がる内容とすること。

目的・目標

子どもたちが安心して活力ある生活を送ること

ができるよう、地域と連携して家庭教育の大切

さ等を学ぶ機会と情報を提供します。

成果指標

家庭教育力の向上につながる機会や情報提供と

すること。

29



（１）効果的・組織的な学校運営 継続

「学校評価ハンドブック（追補版）」を参考に、全

ての教職員が学校運営の成果や課題を共通理

解した上で学校評価を実施し、PDCA サイクルに

より学校運営改善に取り組みます。

（２）いじめの防止等への的確な対応 継続

①いじめの未然防止等の体制整備

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・早期対

応に努める体制づくりを推進します。

②いじめの早期対応の徹底

学校がいじめを発見、またはいじめの疑いを認

めたときには、「学校いじめ防止基本方針」に基づ

いて、適切かつ迅速な対処を行います。また、年

度当初に「学校いじめ防止基本方針」を見直し、

保護者や地域住民に会合やホームページ等を通

じて「丹波篠山市子どものいじめの防止等に関す

る行動指針」も含め周知し、いじめ問題に対応し

ます。

（３）生徒指導体制（組織的対応）の充実 継続

①生徒指導の課題や方針を校内はもとより保護

者・地域と共有し、いじめや暴力行為等の問題行

動の未然防止、事案が発生した場合の迅速対応

に取り組みます。

②関係機関や学校間の連携を深め、組織的な生

徒指導体制を充実します。毎月開催する丹波篠

山市子ども支援会議において、不登校やいじめ

対応の支援について検討します。

③学級活動や児童会・生徒会活動、学校行事等

の集団活動を通して、望ましい人間関係の形成

を図るとともに、主体的に考え、課題を解決し

ようとする実践的な態度を育みます。

目的・目標

市の条例や行動指針に基づき、いじめの未

然防止等に取り組みます。

成果指標

「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。

目的・目標

学校評価を活用した運営改善を図るととも

に評価結果を公表します。

成果指標

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。 目的・目標

学校内外の組織体制を整え、情報の共有を図

り、課題解決に向け取り組みます。

成果指標

「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。

３－４ 教職員の資質能力の向上

教職員には、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められ

る資質能力を、生涯にわたって高めていくことのできる力が必要である。また、変化の激しい社会

を生き抜いていく子どもたちを育成していくためには、教職員自身が時代や社会、環境の変化を的

確につかみ取り、その時々の状況に応じた適切な学びを提供していくことが求められる。教職員は、

常に探究心や学び続ける意識を持つとともに、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識

を有機的に結びつけ構造化する力を身につける。
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（４）相談体制の充実 継続

いじめや暴力行為などの問題行動や不登校の

未然防止や早期解決を図るため、「心の専門家」

であるスクールカウンセラーや「福祉の専門家」で

あるスクールソーシャルワーカーの配置・派遣を

充実します。児童生徒や保護者、教職員との心の

相談や発達相談・教育相談を行います。

（５）職能成長を支える研修機会の活用 継続

①様々な教育課題に適切に対応するため、専門

家としての教職員の資質向上をめざした研修会を

実施します。（研修 19 種別：学校経営、教頭研修、

主幹教諭研修、教頭・中堅合同研修、若手教職

員研修、初任者研修、養護教諭等研修、事務職

員研修、コミュニティ・スクール研修、特別支援教

育研修、指導補助員研修、学力向上研修、道徳

教育研修、人権教育研修、情報教育研修、生徒

指導研修、部活動に係る研修、学校安全研修、

業務改善研修）

②校内での研修や先進校の公開授業等に積極

的に参加し、実践的な指導力の向上を図り、生き

る力の育成や学力の向上に努めます。

（６）人権教育に係る研修の充実 継続

①人権教育推進に係る研修会を実施し、教職員

の人権意識・人権感覚・資質の向上を図ります。

②インターネット・スマートフォン等の正しい使い

方等の情報モラル教育を進めるため、校内研修

の充実、専門家の活用に取り組みます。

（７）教職員のメンタルヘルス 継続

目的・目標

初任者の学校訪問指導を実施するなど教職

員のメンタルヘルス対策を推進し、精神疾

患の未然防止や支援体制を強化します。

成果指標

教職員のメンタルヘルス対策を推進するこ

とにより、健康に配慮した校園内体制が構

築され、教職員が意欲を持って職務に取り

組めること。

目的・目標

人権・同和に係る研修を通じて、教職員の資

質向上を図ります。

成果指標

教職員が人権・同和に係る研修を通じて、同

和問題が人権問題の重要な柱であると捉え

つつ、今日的な人権課題に取り組むため、人

権意識の高揚と指導力を向上し、人権教育に

総合的に取り組むこと。

目的・目標

教職員の資質や指導の向上をめざした研修

会を企画します。

成果指標

教職員の資質や指導の向上をめざした研修

会を実施することにより、自らの職責やキ

ャリアステージに応じた高度な専門的知

識・技能を習得し、様々な課題への対応能

力が向上すること。

目的・目標

児童生徒の悩み、心の中の課題を受け止め、

児童生徒や保護者、教職員等を支える体制

を充実します。

成果指標

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。

プール救急法研修（味間小）

31



①ストレス等により心身に変調を来す教職員がい

る状況を踏まえ、教職員の相互支援体制や心身

ともに健康で能力を発揮できる環境づくりを進め

るため、教育研究所と連携して研修会を実施しま

す。

②新規採用教職員と経験や年代の近い教職員が

相談役となるメンター制度を充実させるとともに、

訪問指導を行い、初任者の状況把握及びサポー

ト体制を整えます。

（８）教職員の勤務時間適正化及び業務の効率

化の推進 拡充

①グループウェアや「教育総合サイト」等の活用、

会議等の見直しなど、校務・業務の効率化・ＩＴ化

を図り、子どもたちと向き合うための時間を確保し

ます。特に、保健関係の業務について電子化と統

一化を進めます。また小学校の図書管理システム

を統一します。

②教職員一人一人がタイムマネジメントを意識し、

計画的に業務改善に努めるなど、教職員の勤務

時間の適正化に学校組織をあげて取り組みま

す。

（９）丹波篠山市教育研究所の設置 新規

令和 2 年 4 月に丹波篠山市教育研究所を設置

し、教育に関する調査及び研究に関すること、教

育関係職員の資質・能力の向上に関すること、幼

児、児童、生徒及びその関係者並びに教育関係

職員の教育相談及び育成支援に関すること、そ

の他教育の充実及び振興に関すること等本市に

おける学校園教育の一層の充実を図るための教

育活動を推進します。

目的・目標

本市における学校園教育の一層の充実を図

るため「未来の丹波篠山市を支える教育の

創造」を理念とする丹波篠山市教育研究所

を設置し、一人一人の教育関係職員の成長

と子どもたちの資質・能力の育成を基盤と

した教育を展開する。

目的・目標

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、

業務の効率化を図り、量的・質的改善を図

ります。

成果指標

・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）
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３－５ 保幼小中高大の連携

保育園や幼稚園、こども園から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校や大学などの上

級学校への移行には連続性があり、キャリア教育上の連携は必要不可欠である。学びと育ちの連続

性を重視し、発達段階に応じたキャリア形成を支援する。

（１）保幼小連携の強化 継続

①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、幼稚園・こども園、小学校の

連携充実を図ります。

②私立園も含め、保育園・幼稚園・こども園の指

導方法等の情報交換を行うなど連携を強化しま

す。

（２）中高連携の推進 継続 →教育大綱施策４

①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

するなど、進路指導の充実を図ります。

②中学校と高等学校の教員が連携し、継続的に

生徒の学びを支えます。

        

（３）大学との事業連携 継続

①「スクールサポーター制度」を効果的に活用し

て、教育活動への学生の参画を推進します。

②県内の大学と連携した教育課題の対応や、教

職員の相互交流に向けて協議・検討を継続しま

す。

目的・目標

保育園・幼稚園・こども園と小学校の連携を

図ります。

目的・目標

大学と連携し丹波篠山市の教育の充実・発展

をめざします。

目的・目標

中学校と高等学校が連携することで、生徒

一人一人の個性を重視した教育の実現をめ

ざします。
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（１）「図書館ビジョン」による図書館運営 継続

①「図書館ビジョン」の推進を適正に管理します。

②講演会を開催し、市民への学習機会の提供と

文化意識の高揚に努めます。

③児童生徒を対象とした１日図書館員の体験活

動や親子で楽しむ催しなどを行います。

④乳児と保護者に対する「ブックスタート」や幼児

へのお話会を開催します。

⑤地域に開かれたコミュニティ図書館として「毎月

10 日は丹波篠山だけ図書館の日」事業を継続し、

この日だけはにぎやかで楽しい開放的なイベント

を開催します。これまでにはなかった図書館の楽

しみ方を提供し、新たな交流がうまれる場としま

す。

⑥丹波地区図書館広域利用サービスを推進し、

丹波市、丹波篠山市両市の図書館相互利用によ

る資料の有効活用と丹波地区の生涯学習活動の

充実に努めます。

⑦読書履歴を記録できる「読書手帳」の配布を継

続し、読書のきっかけづくりと読書活動の推進、あ

わせて継続した図書館利用を促進します。

⑧「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

情報を積極的に収集し、情報発信に努めます。

⑨国際理解センターと連携し、市内在住の外国

人に向けたサービスを推進します。

(２)図書館資料の収集及び提供 継続

①子どもの読書を推進するため、良質な児童書の

４－１ 主体的に生きるための学びと場の充実

「人生 100 年時代」を見据え、すべての人が自らの人生を設計し、学び続け、学んだことを

いかして活動できる社会を形成することが求められている。

市民一人一人が生涯を通じて、生きがいをもって、様々な学びの機会を得ることや、社会の

一員として必要な学びに取り組み、自らが生きる地域の課題を協働して解決していくことは、

明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に不可欠なものであることから、ライフステージに応じ

た学習機会の創出に努める。

目的・目標

「図書館ビジョン」に基づき、あらゆる世

代に応じた図書館事業をボランティア等と

の協働によって推進します。

成果指標

年間の貸出密度（貸出冊数／人口）が 7.0
以上になること。

目的・目標

蔵書計画に基づき、生涯学習に活用される

多様な蔵書の整備と充実を行います。

成果指標

社会情勢の変化に対応しながら、市民の要

求と知的好奇心を満たす資料を広く収集

し、系統だった整備のもと、資料の選択数

を増やします。

施策の基本方向 ４

人生 100 年時代を豊かに生きる学びの推進

夜の図書館「真夏の夜のおはなし会」（中央図書館）
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整備に努めます。

②郷土資料や丹波篠山に関する本、行政資料、

地域資料を積極的に収集します。

③農業（特産）や里山、地方移住など、丹波篠山

をイメージする特色ある資料を収集します。

④デイジー図書の収集整備など、障がい者サー

ビスの充実を図ります。

⑤利用者が必要とする資料や情報を的確かつ迅

速に提供できるよう、職員の資質向上に努め、レ

ファレンスサービスの充実を図ります。

⑥洋書や各種外国語資料の整備に努めます。

⑦視聴覚資料の充実、主に朗読ＣＤを積極的に

収集整備してニーズに応えるとともに、資料の選

択肢を広げます。  

（３）市民センター図書コーナーと配本所の運営

の充実 継続

①市民ボランティアの協力を得て、市民センター

図書コーナーを運営します。

②職員の従事時間を延長し、予約・リクエストの受

付やレファレンスサービスの提供など図書館サー

ビスの充実を図ります。

③子育て支援に関する資料を充実させ、特色あ

る市民センター図書コーナーづくりを進めます。

④図書館と市内６カ所の配本所（多紀支所、ハー

トピアセンター、城東公民館、西紀支所、西紀支

所分室、今田支所）とのネットワークにより、図書

館の利便性の向上をめざします。また、一部市役

所職員による文書等逓送便を活用し、効率的な

配送を行います。

⑤地域に出向き、図書の貸し出しや利用者登録

など出張図書館サービスを行い、図書館利用の

PR を行います。

⑥主に東部地区配本所（多紀支所、ハートピアセ

ンター）の利用を活性化するため、出張図書館サ

ービスを実施します。

（４）中央図書館と学校園との連携 継続

→教育大綱施策４

①中央図書館から保育園・幼稚園・こども園・学校

への図書の団体貸出を促進します。

②学校図書館支援員との連携を密にし、学校図

書館の支援を行います。

③本への関心を高めるため学校等へ出向き「ブッ

クトーク」を行います。

④学校からの図書館見学を受け入れ、図書館活

用方法などの利用教育を行い、図書館に対する

理解を深めます。

⑤トライやる・ウィークやインターンシップによる職

場体験を積極的に受け入れます。

⑥学生を対象とした学習スペースを設置し、中高

生等の図書館利用環境を整えます。

目的・目標

市民センター図書コーナーと配本所の継続

的な運営を行います。また、地域に出向く出

張図書館サービスも実施します。

成果指標

配本所の貸出冊数を 400冊以上とすること。

目的・目標

図書館と学校園との連携を強化し、学校で

の読書活動や学校図書館の支援を行いま

す。

成果指標

学校園への年間貸出冊数を 23,000冊以上に

すること。

出張図書館（ハートピアセンター）
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（５）地域資料の整理・保存・電子書籍化 継続

①地域資料整理に携わる新たなサポーターの育

成とスキルアップにより、資料整理のスピードアッ

プをめざします。

②地域新聞の電子化を計画的に進め、貴重な地

域資料を未来につなげるとともに、利用提供可能

な資料として活用します。

③複数のコンテンツを電子書籍化することにより、

パソコン上での閲覧機能の拡充に努めます。

④次代につなげる貴重な財産として、地域資料の

修理を計画的に行い、適切な保存・管理に努めま

す。

（６）障がい者社会学級の運営支援 継続

兵庫県が進める「くすの木学級(聴覚障がい)」

「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

営を支援します。

（７）在住外国人に対する学習支援 継続

①事業は特定非営利活動法人 篠山国際理解セ

ンターへ委託して実施します。

②国際理解教育プログラムの提供、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

みます。

（８）丹波篠山市高齢者大学の充実（※） 継続

→教育大綱施策３

①高齢者一人一人の生きがいづくりの場を創設

するため、運営委員を中心とした受講生が主体的

に講座の企画運営に関わり、講座の充実を図りま

す。

②合同学習発表会やグラウンドゴルフ大会を通し

て、受講生相互の交流を図ります。

③高齢者大学全学園と小学生等が交流できる環

境づくり、機会づくりを図ります。

目的・目標

「であい・ふれあい・まなびあい」の場を提

供し、高齢者の生きがいの創造と世代間交流

を支援します。

成果指標

高齢者が生きがいを持って学ぶことができ

るよう受講生のニーズに沿った講座内容を

より充実させること。

目的・目標

神戸大学と連携し「地域資料整理サポータ

ー」による地域資料の整理・保存を推進しま

す。あわせて地域新聞の電子化を計画的に行

います。

成果指標

地域新聞の電子化数を年間 1,400枚以上作成

すること。

目的・目標

外国人住民を対象に学習支援を実施します。

成果指標

国際理解教育プログラムの市内利用者が

800人以上になること。

目的・目標

障がい者の社会参加を支援します。

成果指標

参加者のニーズに沿った事業運営により、参

加者の満足度が 80％以上になること。

丹波青い鳥学級と大山小交流会（大山小） さぎそう学園と今田小の連携事業（今田小）
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（９）青少年行動力等開発プログラム事業の実施

（※）継続

①青少年が行動力、考える力、チームワーク力を

発揮できる事業を開催し、生きる力を育む場を提

供します。

②学校や地域の枠を超えた同世代との仲間づくり、

ネットワークの拡大を促進します。

③丹波篠山の自然などのフィールドで楽しめる事

業を展開し、地元での生きがいづくりを提供しま

す。

（１０）視聴覚機器を活用した教育活動の支援

（※）継続

①映像編集、メディア複製・変換、録音などが行

える編集室を無料で開放して、市民の学び・生き

がいづくりを支援します。

②ビデオカメラ、プロジェクター、スクリーン、

DVD・BD（ブルーレイディスク）デッキなどの機器

を無料で貸し出すとともに、操作方法・活用方法

の助言を行います。

③ドキュメンタリー映像や映像教材等を制作し、

地域の人づくり・まちづくりにつなげます。

④ビデオ制作を通した学校教育・社会教育の充

実を図ります。

（１１）地域映像の収集と活用（※） 継続

①地域行事や伝統行事など地域映像の収集を行

います。

②視聴覚ライブラリーが所有する専門機材と職員

の専門性を活かし、市主催事業や自治会の取組、

各種イベントの事前ＰＲなどの情報を、インターネ

ット番組「丹波篠山まるいの TV」、YouTube、ホー

ムページ｢丹波篠山動画データベース｣で配信し

ます。

③市民動画づくり講座を開催して、地域映像を取

材・撮影・編集できる人材を育成します。

     

目的・目標

青少年が自ら考え行動する能力を高め、生

きる力を育みます。

成果指標

青少年の行動力等の生きる力を発揮したり

育むプログラムとすること。

目的・目標

地域の出来事やまちづくりの取組を映像で

記録・保存活用を進め、インターネット配信

で広く周知します。

成果指標

地域映像を制作し、保存・活用を図ること。

目的・目標

視聴覚機器を活用して教育活動を支援し、

地域の人づくり・まちづくりにつながる視

聴覚教材資料を制作します。

成果指標

広く市民に視聴覚ライブラリーの利用を図

り、視聴覚機材を用いて利用者の目的を達

成すること。

「図書館の日」ライブラリーPR クロマキー映像体験

（視聴覚ライブラリー）

親子フォトムービーワークショップ

（視聴覚ライブラリー）
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（１２）ＩＣＴふれあいサロンの運営（※） 継続

市民ボランティア（サポートスタッフ）による、パ

ソコン初心者へ操作を支援します。

（１３）丹波篠山
さ さ や ま

映像
ええぞ～

祭２ ０ ２ １
ニーゼロニーイチ

の実施（※） 継続

①映像コンテスト「第 32 回丹波篠山映像大賞」で

は、「生きる」をテーマに作品を募集し、公開審査

を行い、作品鑑賞を通してこころ豊かな時間を提

供します。また、Web 配信により、丹波篠山から全

国へ映像文化や「日本の心」を発信します。

②参加型イベントや映像体験イベントを実施

し、市民の皆さんが映像に親しみ気軽に楽しめ、

映像づくりに興味を持つきっかけになる映像祭を

めざします。

（１４）丹波篠山市史編さん事業 拡充

①神戸大学と連携し、丹波篠山市史編さん委員

会など市史編さんに必要な委員会を立ち上げま

す。

②丹波篠山に関係する古文書や美術品などの各

種資料を調査・収集し、地域資料として将来に残

せるようにします。

③資料の調査・収集・保存整理作業を担う人材の

育成とノウハウを構築し、適切かつ継続的な編さ

ん作業を行う体制をつくります。

④古文書資料などのデータ化を進め、利用提供

可能な資料として活用します。

目的・目標

令和 10 年度の全編刊行を目途に神戸大学と

連携し、計画的な編さん作業を進めます。

必要な資料の調査・収集・整理を行い、その

蓄積をもって市史の執筆を行います。

目的・目標

映像を通して、日常の中にある豊かさに気づ

き、生きる力、人のつながり、心の豊かさを

育むことを目的に開催します。

成果指標

作品に込められた想いを会場が一体となっ

て共有・共鳴できる映像コンテストとするこ

と。

映像祭を通じて映像を楽しみ、映像づくりに

関わるきっかけとなること。

目的・目標

情報通信技術に関する相談窓口「ＩＣＴふれ

あいサロン」を開設し、市民の学びを支援し

ます。

成果指標

ＩＣＴふれあいサロン利用者の疑問や相談

が、サポートスタッフの支援や助言により解

決できる学習の場を提供する。
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（１）スポーツ活動の充実と推進 継続

→教育大綱施策５

①スポーツを通じた健康づくりと誰もが取り組める

スポーツの普及・啓発を行うため、スポーツ推進

委員による活動を推進します。

②市民にスポーツ活動機会を提供するため、スポ

ーツ協会、スポーツクラブ 21 及び各種スポーツ団

体への支援を行います。

③青少年の生涯スポーツの推進について検討し

ます。

（２）第 41 回丹波篠山ＡＢＣマラソンの開催 継続

→ 教育大綱施策５

①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

を進めます。

②安全安心で魅力ある大会となるよう関係機関と

の連携を図ります。

①親子活動や小学校でのクラブ活動、さまざまな

地域活動への出前式ホッケー教室を積極的に行

います。

②誰もが気軽に参加できるミニホッケー大会を開

催します。

③ジュニアチーム遠征の実施、日本トップ選手招

聘による講習会を開催し、競技力向上事業を展

開します。

４－２ スポーツの推進

スポーツを通じて楽しさや感動を分かち合い、一人一人が健康で、いきいきと暮らす社会の

実現が求められている。スポーツ団体と連携・協働したスポーツ環境の整備・充実に取り組む。

目的・目標

市民だれもがスポーツを楽しむことができる

環境を整備します。

成果指標

団体連携協力事業に対する支援を実施するこ

と。

目的・目標

マラソンを通して健康で活力あるまちづく

りを推進します。

成果指標

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。

目的・目標

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

します。

成果指標

丹波篠山出身のオリンピック選手を輩出する

こと。

ABCマラソン中学生ボランティア（三の丸広場）

（３）ＴＡＭＢＡＳＡＳＡＹＡＭＡ２ ０ ２ ０
ニーゼロニーゼロ

事業の推進

継続            →教育大綱施策５
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（４）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 継続    →教育大綱施策５

①指定管理者による健全な運営と安全安心な施

設管理をめざします。

②市民の健康増進を図るため、指定管理者が行

う自主事業を積極的に支援します。

③施設の利用増進を図るため、指定管理者と連

携し、新たな施設活用の検討と推進を図ります。

目的・目標

丹波篠山総合スポーツセンター、西紀運動公

園を活用し、市民の健康増進を図ります。

成果指標

利用者数が前年度を上回ること。    

オランダ代表監督によるホッケー教室

（スポーツセンター）
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（１）歴史文化基本構想推進事業の実施 継続

→教育大綱施策６

①「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」を策定

します。

②地域の歴史文化を活かした取組に対する助成

を充実します。

③丹波焼古窯跡の調査研究を関係機関と連携し

て進めます。

（２）国史跡の環境整備 継続

→教育大綱施策６

①史跡篠山城跡においては、史跡篠山城跡整備

基本構想に基づき、高石垣の修理を計画的に推

進します。

②史跡篠山城跡の環境美化のため、石垣付近の

草木の伐採や草刈りなどを行います。

③史跡八上城跡の主郭部及び登山道の管理と

整備を行います。

（３）篠山地区と福住地区における町並みの保存

と活用 拡充           →教育大綱施策６

①保存地区のまちづくりを地区住民と連携しなが

ら進めます。

②伝統的建造物等 6 件の保存修理を行います。

③防災計画に基づき、伝建地区の防災設備の充

実を図ります。

④令和 2 年 5 月、全国伝統的建造物群保存地区

協議会全国大会を開催し、丹波篠山市のまちな

み景観と保存の取組を全国に発信します。

（４）篠山春日能の充実 継続

→教育大綱施策６

①重要文化財である春日神社能舞台の保存・活

用を図ります。

②第４7 回篠山春日能を 4 月１1 日（土）に開催し

ます。

③全国的にも貴重な重要文化財である春日神社

能舞台を活用し、丹波篠山が誇る文化力の向上

を図ります。

目的・目標

重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建

造物等の保存修理を保存地区住民と連携し

て取り組みます。

目的・目標

構想に基づき、歴史文化を活かした地域づ

くりを推進します。

成果指標

地域の歴史文化を活用した取組が増加する

こと。

目的・目標

伝統芸能である能楽の振興と国指定重要文

化財「春日神社能舞台」の活用を図ります。

成果指標

能舞台や伝統芸能を通じて丹波篠山の歴史

文化を発信すること。

目的・目標

国史跡の環境整備を実施します。

４－３ 文化財と町並みの保存と活用

歴史文化基本構想に基づき、歴史文化を活かしたまちづくりをさらに推進するため、活性化の核

となる国指定史跡の整備等と連動させ、地域住民主体の取組を継続して推進する。

八上城跡の伐採整備（八上城跡）
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（１）丹波篠山市立文化施設４館運営の充実

継続          →教育大綱施策１.６

①文化施設 4 館において、指定管理者による効

率的な管理・運営を継続して実施します。

②歴史美術館において、特別展を実施します。

③歴史美術館・青山歴史村に収蔵されている資

料の適切な管理と活用を行います。

④青山歴史村の「丹波篠山デカンショ館」におい

て、日本遺産に関する情報を市民や観光客に発

信します。

⑤「ふるさと丹波篠山」について学べる場として、

施設の活用と資料の展示を行います。

（２）丹波篠山市展の充実 継続  

→教育大綱施策６

①広く作品を公募し、審査を経て入選作品を展示

するとともに、入賞作品を表彰します。

②市民の芸術文化に対する関心や理解を深め、

伝統文化の発信や文化の交流を図ります。

（３）交響ホール主催事業の実施 継続

→教育大綱施策６

①市民が鑑賞したいと希望する公演と、質の高い

舞台芸術のバランスを考慮しながら、子どもから

４－４ 文化・芸術の振興

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）や、田園交響

ホールの特徴を生かし、丹波篠山市の歴史文化・芸術の発信拠点としての役割を果たしていく。

目的・目標

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します。

成果指標

文化施設各館の特徴を活かし、より多くの来

館者が丹波篠山の歴史を体感できること。

目的・目標

文化芸術の鑑賞や発表の場として、市民みん

なが「感動」できる拠点として、市民のニー

ズに沿った魅力ある優れた公演を実施しま

す。

成果指標

主催事業来場者の満足度が 80％以上になる

こと。

目的・目標

丹波篠山市展の開催を通して市民の創作活

動の奨励と芸術文化の振興を図ります。

成果指標

作品の応募者数が 250人以上になること。

平尾竹霞特別展（歴史美術館）

丹波篠山市展（市民センター）
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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します。

《令和 2 年度主催事業》

・佐渡裕プロデュースオペラ｢ラ・ボエーム｣ハイラ

イトコンサート（クラシック）

・丹波篠山ミュージックキャンプ 2020 吹奏楽講

習会 、佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラを

迎えて（吹奏楽・クラシック）

・古澤巌コンサート ヴァイオリンの夜（クラシック）

・桂文珍ふるさと独演会 連続 12 回目（落語）

・第 12 回東京国際声楽コンクール西日本准本選

（声楽コンクール）

・ふれあいの祭典 令和２年度県民文化普及事業

第 47 回兵庫県交響楽祭（クラシック）

・県民芸術劇場 アロージャズオーケストラコンサ

ート（ジャズ）

・丹波篠山カラオケ大会（カラオケ）

・キュウソネコカミ コンサート（ロック）

・夏井いつき 句会ライブ（俳句）

・ポップスコンサート 未定

②市民自らが企画する「市民共同企画事業」を展

開し、市民の力を活かしたホール運営を推進しま

す。

・第 10 回桂む雀 フレンドシップコンサート（バラ

エティー）

・森の妖精コンサート ～こどもの為の吹奏楽～大

阪桐蔭高校吹奏楽部を迎えて（吹奏楽）

③公演毎にアンケートを実施し、今後の事業展開

に役立てます。

④公演情報の提供を幅広く行い、来場者の増加

に努めます。

（４）交響ホールボランティアスタッフの育成と連携

継続            →教育大綱施策６

①開館以来ホールを支える文化ボランティアとし

て利用者が親しみやすく安心できる技術サービス

を提供します。

②地域の創作・発表活動を文化面から支えていき

ます。

③定期的に研修会を開催し、技術向上と連携を

図ります。

（５）市民ニーズに沿ったホールの利活用 継続

①ハード、ソフト両面から利用者の要望にこたえ

ていきます。

②ホールの利用状況、行事が多くの人に伝わるよ

う催物案内、広報、ホームページ等で公開すると

ともに、他館や関係機関との連携による幅広い情

報提供に努めます。

③ホールを有効的に活用するため楽屋貸しやピ

アノ単独貸しを継続します。またロビーのオープン

スペース化なども検討し、利用促進につなげま

目的・目標

文化芸術を通じて、人と人が集い「交流」

できる拠点として、文化芸術の創造に意欲

をもつ市民の力を積極的に取り入れ、利用

者が親しみやすい環境づくりに努めます

（さぎそうホールは 3月 4日から 5月 3日、

10月 4日から 12月 3日に限定し開館）。

成果指標

交響ホール（舞台）の利用率が 65％以上に

なること。

目的・目標

市民の参画と協働で、個性ある文化を「創造」

できる拠点として、舞台ボランティアスタッ

フの募集と育成を行い、文化創造活動の意欲

を高めていきます。

成果指標

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。

スーパーキッズ交流（田園交響ホール）
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す。

④市道大手線無電柱化完成に伴い、ホール西庭

園の美化に一層努め、交響ホール利用者や市民

が優れた歴史的景観と丹波篠山の伝統文化を体

感できるエリアとして活用を図ります。
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（１）脊椎動物化石保護・活用事業 継続

①兵庫県立丹波並木道中央公園に建設した太

古の生きもの館を体験学習の拠点とし、篠山層群

及び脊椎動物に関する化石の展示や露頭の展

示を行います。また、宮田の重点保護区域におい

て、調査を行い、小・中学生を対象として体験学

習の場として活用を推進します。

②人と自然の博物館の監修のもと、市民ボランテ

ィアの協力を得ながら、篠山層群及び脊椎動物

化石の調査と研究を行います。

③化石発掘体験イベントや市内全小学校を対象

とした校外学習プログラムを実施します。

④市民ボランティア（化石石割発掘等）の育成を

図ります。

（２）学校における化石を生かした取組の推進  

継続

人と自然の博物館と連携し、情報を随時更新し

ながら、校外プログラムを実施します。

４－５ 自然遺産に学ぶ教育の充実

地域を担う人材の育成を考える場合、「地域を知る」ことが欠かせない要素である。市内に数多く

点在する地域資源の一つである篠山層群を活用し、学校教育・社会教育の連携を積極的に行い、

学習機会の提供・充実を図る。

目的・目標

篠山層群や化石を取り扱うことにより、丹波

篠山の自然や理科への子どもたちの興味・関

心を高めます。

成果指標

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。

目的・目標

丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム

構想に基づき、篠山層群及び脊椎動物化石の

保護・活用を推進します。

成果指標

篠山層群及び脊椎動物化石を活かして、人材

育成を図ること。

化石発掘体験（並木道中央公園）

西紀中 校外学習露頭見学（宮田地内）
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（１）郷土を知る取組 継続 →教育大綱施策１

①小学生が丹波篠山市の歴史、生物、生活や特

産などを学習する際の教材として「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、地域学習の取組を充実します。

②各校の地域素材を各教科等の年間計画に位

置づけ、地域の人々とのふれあいを通して、児童

生徒が名所旧跡、自然、産業などを学び、ふるさ

とへの誇りと愛着心を育みますまた、丹波篠山の

魅力を発信する機会を積極的に設けます。ボラン

ティア活動や連を組んでデカンショ祭に参加する

など地域の行事に参加することを通じて、「地域と

ともにある学校づくり」を推進します。

③小学校からモデル校を指定し、丹波篠山茶の

提供を通して丹波篠山茶に親しみ、地元の特産

物に対する理解を深め、郷土を愛する心を育みま

す。

（２）学校における食農教育の推進 継続

①学校においてグリーンカーテンや農業体験活

動を取り入れ、子どもたちが食と農を一体的に理

解できる指導を行います。

②農家や篠山東雲高等学校等と食と農を通じた

連携を図り、丹波篠山の四季を感じることのできる

教育を進めます。

５－１ ふるさと丹波篠山を愛する心の育成

丹波篠山市では、郷土を愛し、人々が丹波篠山に定着する施策を進めている。歴史的・文化的な

共同体としての郷土を心から大切に思い、郷土の発展を願う心情をもち、それに寄与する姿勢を日

ごろからの行動や教育において身に付ける。

目的・目標

自分たちの地域の特色や地域の発展につく

した先人の働きなどについて理解し、郷土

を誇りに思い、愛する心を育みます。

成果指標

地域や社会をよくするために何をすべきか

を考えることがある児童生徒の割合が 50％
以上になること。

目的・目標

「農都丹波篠山」で育つ子どもたちが食べ物

の大切さ、農業の重要性等について体得する

教育を展開します。

成果指標

全ての小学校で農業体験活動を実施するこ

と。

施策の基本方向 5

郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進

西紀小の丹波木綿づくり（栗柄丹波木綿保存会）
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（３）ふるさと創生奨学金の貸与 継続

→教育大綱施策４

①進学を希望するにもかかわらず、経済的理由に

より修学困難な高校生等に対し、奨学金を貸与し

ます。

②より多くの高校生等が活用できるよう、制度の啓

発を行います。

③中学 3 年生を対象に、奨学金事前予約制度の

周知を行い、安心して進学できる環境づくりを進

めます。

（４）丹波ささやま市民文化講座の実施（※）継続

→教育大綱施策１

①ふるさと丹波篠山の多様な伝統文化の魅力を

紹介し、日本遺産のまちとしてのすばらしさを学

ぶ講座を開催します。

②ふるさと丹波篠山を愛し、その魅力を積極的に

発信することのできる人材を育成します。

（５）丹波ささやまおもしろゼミナールの実施（※）

継続                 →教育大綱施策１

①ふるさと丹波篠山に点在する史跡や歴史的建

物、豊かな自然など郷土の魅力にあふれた場所

を巡り、教養と郷土愛を深めます。

②丹波篠山の魅力を伝えられる人材の育成と活

動の場の提供に取り組みます。

（６）古文書入門講座の実施（※）継続

→教育大綱施策６

①古文書を通して、ふるさと丹波篠山の歴史への

興味や関心を高めます。

②郷土への愛着を深め、文化財を大切にする心

を育みます。

目的・目標

郷土に伝わる古文書に親しみながら丹波篠

山の歴史を学びます。

成果指標

丹波篠山の歴史への興味や関心を高め、古文

書の重要性がわかる内容とすること。

目的・目標

郷土を学ぶ愉しさを様々な分野に求め、豊か

な文化の継承と創造に取り組みます。

成果指標

ふるさとを愛し丹波篠山の多様な文化の魅

力を学ぶことができるよう内容をより充実

させること。

目的・目標

基金を活用し、ふるさと丹波篠山を誇りに思

う人材育成を支援します。

成果指標

奨学生全員が進級・卒業すること。

目的・目標

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みます。

成果指標

丹波篠山の歴史・文化・自然等の郷土の魅力

に触れることにより、郷土愛を深めることが

できる内容とすること。

市民文化講座（市民センター）

おもしろゼミナール「山城めぐり」（八上城跡）

47



（７）成人式の開催（※）継続

①新成人の門出を祝い、式典とお祝いの催しを

行います。

②大人としての自覚を促し、思い出に残る成人式

になるよう、新成人による実行委員会を組織して

運営します。

（８）郷土味学（みがく）講座の実施（※）継続

①伝承コース：ふるさと丹波篠山の郷土料理を

次世代に継承できる人材を育成します。

②創造コース：魅力的な丹波篠山の食材を使い、

その活用や新しい食文化を創造するリーダー

的人材を育成します。

③郷土料理レシピ集「よろしゅうおあがり」を

活用し、普及・啓発を進めます。

（９）ふるさと愛を育み交流を深める事業の推進

（※）継続

①「丹波たんなん味覚まつり」を開催し、地元の味

覚を通じて市内外の人との交流を深めます。

②郷土愛の育成を目的に「にしきふるさとまつり」

を開催し、住民や出身者、来訪者などの交流の

機会を提供します。

目的・目標

地域住民が集い参加者と交流のできる「出会

いとふれあいの場」を提供します。

目的・目標

新成人の門出を祝う式典を開催し、郷土愛を

育み、大人としての自覚を促します。

目的・目標

丹波篠山の食材を使い、郷土料理（郷土食）

や新しい食文化を伝承・創造する人材を育

成します。

成果指標

郷土料理を守り、継承できる人材を育成し

増やす内容とすること。

郷土味学講座（食文化センター）
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（１）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 →教育大綱施策１

①学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米粉

には、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％使用します。

②地元野菜の安定的な使用及び地元食材の活

用率向上のため調査研究を進め、関係団体と連

携して品目使用率及び重量使用率の向上を図り、

子どもたちの地元食材への関心を高めます。

③旬の野菜や、丹波篠山茶、丹波篠山黒豆、丹

波大納言小豆、山の芋、丹波篠山牛、猪肉など、

丹波篠山の特産品を食材に使用し、四季を感じ

ることができる献立を実施します。

④「篠山まるごと丼」や丹波篠山発祥の「ぼたん

汁」を献立に取り入れるほか、新茶の時期には

「丹波篠山茶週間」を実施し、毎日一品、丹波篠

山茶を使用した献立を提供します。また、特産物

を活用した新たな献立やジビエについても研究し

ます。

全国学校給食甲子園優勝献立

（２）丹波篠山らしい特色ある献立づくりの充実  

継続          →教育大綱施策１

①栄養バランスのとれた献立であることはもとより、

子どもたちが正しい食生活、よりよい食習慣を身

につけるための「生きた教材」となるよう、幅広く食

品を使用し、多様な調理法を取り入れるなど、献

立内容の充実を図りながら、さらに子どもたちが

「食」の大切さを感じる献立づくりに努めます。

②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」の充実に努めます。

③かみごたえのある食品を使った「カムカム献立」、

豆料理のおいしさを伝える「豆まめ献立」、毎月お

誕生を祝う「おたんじょうお祝い献立」、その他、

「世界の味」や「日本の味めぐり」等の献立を計画

目的・目標

地元の農業や食べ物への関心を高め、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みます。

成果指標

学校給食で使用する野菜品目のうち、地元

産の品目使用率 41％、重量使用率 20％を目

標とする。

目的・目標

学校給食摂取基準に基づき、栄養バランスの

とれた特色ある献立内容の充実を図ります。

成果指標

月ごとに特色ある献立を 8回提供すること。

５－２ 学校給食の充実と食育の推進

学校給食においては、献立の充実を図り、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身につけるため、学校・家庭・地域と連携して「生きた教材」である学校給食を活用した食育推

進に継続的に取り組む。

（丹波篠山黒豆ごはん 牛乳
寒ザワラのデカンショねぎソース

ふるさと野菜のゆずマヨネーズ和え

天内芋入り根菜ぼたん汁 温州みかん）
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的に取り入れ、「食」に関する意識・知識の向上を

図ります。

④愛媛県愛南町との「交流給食献立」を実施しま

す。

⑤食物アレルギーの園児・児童・生徒については、

給食献立からアレルゲンとなる食材を除去した給

食を提供します。

⑥食品検査等を定期的に行い、安全で安心な学

校給食を実施します。

（３）食育推進活動の充実 継続

①学校や園で開催される給食試食会や栄養教諭

による食に関する指導、夏休みに行う給食メニュ

ーの調理体験を通し、学校・家庭・地域への食に

対する理解を深めます。

②児童生徒等による「給食センター見学」の機会

を大切にし、調理作業の様子を見ることや、給食

に関する啓発資料などを通して、食に対する関心

を高めます。

③学校給食における献立を家庭等でも味わえる

よう、レシピをホームページに掲載します。

④これらの様々な学習機会を通して、学校・家庭・

地域との連携をはかり、心身ともに健康な子どもた

ちの育成に取り組みます。

西紀きた幼 学校給食センター見学

（西部学校給食センター）

（４）かぞくｄｅおいしんぼクッキングの実施（※）

継続

①「作ってみよう！食べてみよう！」をテーマに親

子がクッキングを通して料理の楽しさ、食事の大

切さを学びます。

②食にかかわる人々の活動について学ぶ機会を

提供します。

かぞく deおいしんぼクッキング

（食文化センター）

目的・目標

子育て世代の健全な食生活の推進と家庭の

食育力を高めます。

成果指標

子育て世代の家庭での食生活と食育力を向

上できる内容とすること。

目的・目標

学校給食センターと学校・家庭・地域とが連

携して食育の推進に取り組みます。

成果指標

学校園の夏期休業中に実施する給食メニュ

ーの調理体験において、合計参加者の満足度

が 80％以上になること。
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（１）丹波篠山市教育大綱に基づく教育施策の

推進 継続

令和元年 12 月に策定した「丹波篠山市教育大

綱」に基づき、市全体での教育施策に取り組みま

す。

（２）第 3 期丹波篠山きらめき教育プラン（丹波篠

山市教育振興基本計画）に基づく教育の推

進 継続

①令和元年 11 月に策定した、第 3 期「丹波篠山

きらめき教育プラン（丹波篠山市教育振興基本計

画）」に基づき、教育施策を計画的に実施します。

②各事業の成果指標を踏まえた教育プランの進

捗管理に努めます。

（３）教育委員会活動の充実 継続

①移動教育委員会や研修会を通して、教育の現

状や課題を共通認識し、教育委員会会議の充実

を図ります。

②教育委員会会議の議事録をホームページで公

開します。

③市民が傍聴しやすい教育委員会会議の運営に

努めます。

④総合教育会議を積極的に活用し、教育課題へ

の効果的な対応に取り組みます。

（４）点検・評価の充実 継続

①次年度の事業計画や予算要求に向け、点検・

評価内容を９月に公表します。

②点検・評価を充実させるため、外部有識者の意

見を聴取します。

③全戸配付している「丹波篠山の教育（概要版）」

に基づき、市民によりわかりやすい点検・評価を

行います。

目的・目標

大綱の理念「しあわせ多き ふるさと丹波篠

山を担う」を踏まえた施策を推進します。

目的・目標

教育事業の点検・評価を行い、次年度の事務

事業改善に反映します。

目的・目標

教育委員の責務の明確化と教育委員会活動

の活性化を図ります。

目的・目標

教育プランに基づき、令和 2年度から 6年度

までの施策展開を進めます。

教育行政全体としての取組

市民に開かれた教育行政をめざして

市長と教育委員会（教育長、教育委員）が構成員となり教育施策を協議する総合教育会議をい

かした教育行政を進める。
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丹 波 篠 山 市 教 育 大 綱
（令和元年１２月１３日策定）

理     念  しあわせ多き ふるさと丹波篠山を担う

重点 7 項目  この大綱は、丹波篠山市が取り組む教育施策の基本方針を示したものです。重点施策

として、以下の７項目を掲げます。

１．ふるさと教育             ５．スポーツに親しむ

２．子ども・子育て支援の充実 ６．丹波篠山ならではの文化を育む

３．地域とともにある学校      ７．あいさつの励行

４．学力の確立と向上

適 用 期 間  令和元年～４年度

１．ふるさと教育                               

(1) 丹波篠山ほど良いところはない････日本遺産のまち、農の都

ふるさとを大切にする教育、ふるさとを誇りに思い、自らがいろんな形でふるさとを担う

ことの大切さを実感できる教育が必要です。

丹波篠山市は日本遺産のまちであり、農都、きれいなまち並み、自然や文化など全国に誇

り得るものがたくさんあります。

ふるさと丹波篠山の良さを学ぶ機会をつくり、丹波篠山ほど良いところはない、丹波篠山

が大好きだ、丹波篠山で住みたい、という気持ちを育てる「丹波篠山学」（丹波篠山を学ぶ

授業）を行います。

また、地域のお祭りなど行事への参加と人々とのふれあい、市内の良い所めぐり、農業体

験、丹波篠山の食をいかした学校給食、自然とのふれあいなど、丹波篠山市の良いところを

学ぶ機会をつくります。

(2) 丹波篠山の食をいかした学校給食････地元食材活用率日本一

丹波篠山市には、黒大豆や山の芋、お茶、お米、牛肉、旬の野菜など、豊かな風土に培わ

れた素晴らしい食材が数多くあり、学校給食では地元食材を積極的に献立に取り入れていま

す。これらをいかし、「地元食材活用率日本一」の学校給食をめざします。

(3) 自然とふれあう教育････学校にヒーローをつくろう

丹波篠山市には、山、川、田と自然環境が豊かなため、そこに生きる動植物も豊富ですが、

手入れされていない山やコンクリートで固められた川や水路が増えたため、子どもたちは昔

のような自然と触れあう体験が乏しくなっています。体験の機会が少なくなったことに加え、

遊びの多様化などもあり、さらに自然への関心の低下を招いています。しかし、丹波篠山の

将来を担う子どもたちにこそ、魚採り、虫採りといった自然と触れあう体験を通して、ふる

さとへの愛着を育む機会が必要です。

そこで、学校ごとに、オオムラサキ、オオサンショウウオ、モリアオガエル、オヤニラミ、

サギソウなど、地域の特色ある動物や植物（ヒーロー）に自然に触れながら学び、育てるこ

とで、命の大切さ、思いやりの心、生きる力を育むとともに、ふるさとを大切にする気持ち

を高めます。
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２．子ども・子育て支援の充実                           

(1) 就学前の保育環境の整備

乳幼児期における教育は、子どもたちの生涯にわたる人格形成と基礎を培うための重

要なものです。

社会情勢と地域の実情を把握しながら保育環境の整備を進めます。

(2) 早寝・早起き、朝ごはん

丹波篠山市では、「ふた葉プロジェクト～ぐっすり眠って、たのしく食べて、たっぷ

り遊ぼう～」として、家庭と一体となった乳幼児期からの生活習慣づくりに力を注いで

います。「早寝・早起き、朝ごはん」といった基本的な生活習慣づくりに努めます。

３．地域とともにある学校                             

(1) コミュニティ・スクール････市民みんなが学校づくり

丹波篠山市では、新しい学校づくりに向け、「コミュニティ・スクール」の充実に取

り組んでいます。「学校は市民みんなのもの」という意識を持ち、教員だけでなく、市

民、保護者、地域住民が一体となって学校運営に参画しています。

これにより、授業の内容に「ふるさと教育」を取り入れ、子どもたちの豊かな成長を

支えるとともに、学校の抱える課題には、教員だけではなく、地域をあげて早期に解決

を図ります。

(2) 高齢者とともに学ぶ････おじいちゃん・おばあちゃんも学校へ

丹波篠山市でも、３世代同居の家庭が少なくなり、家の中で、おじいちゃん・おばあ

ちゃんと関わる機会は減少しています。

学校を新たな生涯学習の場とし、高齢者大学を学校で行うことや、子どもたち（小学

生など）と高齢者が同じ校舎で学ぶ「オープン講座」の開催など、ともに学習発表をす

るなどの機会をつくることにより、子どもたちの多様な価値観を育み学習意欲をさらに

高めます。

４．学力の確立と向上                                

(1) 読み、書き、計算、自己表現････一人も見捨てない

義務教育を通して確かな学力を高めます。そのキーワードとして、「読み、書き、計

算、自己表現」を掲げます。「読み、書き、計算」などの基礎的・基本的な学力に加え

て、“自己表現”する力を育み、自分の考えを伝え、人とつながる中で学びを深める学

級づくり・授業づくりに引き続き取り組みます。

(2) 市内３高等学校との連携････丹波篠山で高校まで安心

丹波篠山市には、特色のある県立高等学校が３校あります。子どもたちがどのような

進路を選んでも、市内で安心して高等学校教育を受けることができるよう、充実した高

等学校教育への支援、中学校と高等学校の連携に取り組みます。
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５．スポーツに親しむ                         

子どもの頃からスポーツに親しみ、体力をつけ、丈夫な体をつくることは、生涯にわたり

心身ともに健やかで幸せな生活を送るうえで大切です。学校での部活動や市民のスポーツ活

動の環境を充実させます。

６．丹波篠山ならではの文化を育む                           

(1) 歴史文化の継承と新たな文化の創造

丹波篠山市に住むことの良さが感じられるよう、豊かな歴史文化を守り伝えます。市民が

行う芸術・文化活動を支援し新たな文化を創造することで、丹波篠山の魅力を高め丹波篠山

が誇る文化力の向上に取り組みます。

  (2) 身近な森との関わりから「木育」を推進

身近な森との関わりから、知育・徳育・体育を総合した丹波篠山市独自の「木育」を推進

します。

具体的には、幼児期のどんぐり拾い、丹波篠山産材を使った施設や玩具などに触れる環境

づくりを進め、学校教育の中で、子どもたちが「木の香りやぬくもり」を身近に実感できる

丹波篠山市をめざします。

７．あいさつの励行                        
  

丹波篠山市では、人権意識やコミュニケーションを高めるため、市民全  体でのあいさつ

運動に取り組んでいます。地域や学校にも浸透し、「おはよう」「こんにちは」などの元気な声

が飛び交うようになりました。この取り組みを継続することで、市民意識の向上とまちの活性化

につなげます。
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施策の基本方向 １　子どもの根っこを育てる乳幼児教育の推進
１－１　“子育ていちばん”に向けて
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１） 乳幼児の心身づくり 全ての公立保育園・幼稚園・こども園において、自然の

中で夢中になって遊べる環境を充実すること。

（２）就学前の保育環境の整備 ‐

【きらめき教育プラン成果指標】
事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考

（１）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」並びに「丹波篠山市幼児教育コンセプトブック」
の活用が図られること。

（２）眠育の推進 ‐

（３）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。

（４）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と関
わりながら先生や友達と一緒に「草花あそび」の楽しさを
味わう体験を実施すること。

１－３　乳幼児教育の充実
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）幼児教育の推進 ‐

（２）子どもの体幹を鍛える取組 ‐

（３）諸感覚を発達させる保育・教育
活動

‐

１－４　子ども・子育て支援の体制づくり
【きらめき教育プラン成果指標】 子育てが楽しい、幸せであると感じる保護者の割合

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）子育て相談の充実 ‐

（２）病児保育事業の実施 スムーズな利用に必要な新規の事前登録者が、60人以
上になること。

（３）放課後児童健全育成事業の充
実

（４）幼稚園預かり保育の充実 ‐

保護者の就労状況等に関わらず、充実した乳幼児期の保育・教育が受けられる

１－２　子どもの根っこを育てる環境づくり

「令和２年度丹波篠山の教育」成果指標一覧

自然の中で夢中になって遊ぶ子どもの割合

自然体験やお手伝い等の体験活動を行った子どもの割合
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施策の基本方向 ２　生きる力を培い創造性を伸ばす教育の推進
２－１　確かな学力の確立
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）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、丹波
篠山市学力・生活習慣状況調査は全教科目標値以上
になること。

（２）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、学級の友だちとの
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（令和元年度76.5％）以上になること。

（３）主体的な学習習慣の育成 全国学力・学習状況調査で「家で、自分で計画を立てて
勉強する」児童生徒の割合が、市の前年度実績（令和
元年度63.8％）以上になること。

（４）指定研究事業の充実 重点研究指定校が研究成果を市内の学校に広めること
により、教職員の授業改善や資質・能力が向上し、新学
習指導要領の確実な実施が進められる。

（５）新学習システム等の推進 -

（６）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(令和元年度32％)以上になること。
・全国学力・学習状況調査において、昼休みや放課後，
学校が休みの日に，本を読んだり，借りたりするために，
月に1～3回以上学校図書館や図書館を利用する割合
が、市の前年度実績（令和元年度28％）以上になるこ
と。

（７）情報活用能力の育成 ＩＣＴを活用した授業や小学校段階のプログラミング教育
を推進することにより、教育委活動全体を通し、発達段
階に応じて児童生徒の情報活用能力を育成すること。

（8）外国語教育の充実 外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと
知ったりしてみたいと思う児童生徒の割合が、市の前年
度実績（令和元年度67.1％）以上となること。

（9）国際理解教育の推進 全ての教育活動を通じて、発達段階に応じて体験的な
学習や課題学習を取り入れることにより、異なる文化や
価値観を理解し、国際的視野に立って主体的に行動す
るために必要な態度・能力を身に付けること。

（10）海外からの視察等の受入及び
関わりの充実

-

２－２　豊かな心の育成
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）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学校・中学校とも80％以上にする
こと。

（２）学校における人権学習の充実 人が困っているときは、進んで助けているという児童生
徒の割合が、小学校・中学校ともに８０％以上になるこ
と。

（３）外国人児童生徒指導補助員の
派遣

外国人児童生徒に対する支援を実施することにより、生
活適応や心の安定等を図るとともに、日本語指導をはじ
め学力が向上し、自身が自己実現を図ること。

（４）情報モラル教育や研修の充実 インターネット利用のルールの啓発を図ることにより、相
手の状況や気持ちを考えた適切なコミュニケーションの
在り方や、個人情報の大切さについて正しく理解でき
る。また、過度の利用による生活習慣の影響について、
自ら考え判断できること。

（５）環境体験事業の充実 命の営みやつながり、命の大切さを学ぶ体験型環境学
習を実施することにより、児童が地域と協働してふるさと
丹波篠山の良さに気づくことができる。

・「人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒の割合」「自分にはよいところが

・「全国学力・学習状況調査」及び「丹波篠山市学力・生活習慣状況調査」におけ
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事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（６）自然学校の充実 児童が互いに協力して、企画・運営する活動を取り入れ

たり、興味・関心に基づいた活動をプログラムに導入した
りすることにより、主体性や協働性が向上し、その後の生
活や学習に活かすこと。

（７）わくわくオーケストラ教室の充実 ‐

（８）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80％以上になること。

（９）「トライやる」アクションの充実 地域の人や社会と関わる活動を体験することにより、公
共の精神や協調性の涵養に努め、思いやりの心や責任
感を持って積極的に行動できること。

（10）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。

（11）ボランティア（地域貢献）活動の
推進

お祭りやボランティア（地域貢献）活動など地域の行事
に参加したことがある児童生徒の割合が80％以上にな
ること。

２－３　健やかな体の育成
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）「丹波篠山市小・特別支援学校
陸上記録会」の実施

児童が陸上競技の記録会を通じて、体育・スポーツ活動
を継続的に取り入れ、運動習慣を定着すること。

（２）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
（59％）を上回ること）。

（３）学校における食育の推進 児童生徒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）を通じて、生産
者への感謝の気持ちや食文化について理解を深めま
す。

（４）喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育
の充実

‐

（５）部活動支援事業 全ての中学校で部活動支援員・部活動指導員を活用す
ることにより、生徒にとって自主的・自発的な活動で、発
達段階等の個人差を踏まえた、段階的な指導ができるこ
と。

（６）部活動のあり方検討プロジェクト
事業

部活動活性化プロジェクト会議を開催し、本市の課題を
明らかにし部活動のあり方やスポーツ振興についての
仕組づくりを探ること。

（７）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95％以上にな
ること。

（８）疫学研究への協力 ‐

２－４　社会的自立に向けたキャリア形成の支援
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）キャリア教育の推進 目標をもって学校生活を送っている児童生徒の割合が

80％以上になること。

（２）小中連携心のサポート事業の
実施

小中連携のあり方について実践的な研究を行い、各学
校段階間のつながりを重視することにより、意図的・継続
的に社会的自立に必要な態度や能力を育てるキャリア
教育推進体制を整備すること。

（３）スクールブリッジ事業の推進 小規模校の児童が交流を通して、人間関係を築く力や
学習意欲が向上すること。また、教職員の連携を通し
て、効果的な指導を探ること。

・体力・運動能力調査の結果が全国平均以上

・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

・「将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合」全国平均以上
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２－５　特別支援教育の充実
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）早期発達支援室の運営 ‐

（２）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

‐

（３）障がいのある子どもたちへの合
理的配慮の提供

‐

（４）特別支援学校の充実 新たな教育課題や教員のニーズに応じた研修等を実施
することにより、インクルーシブ教育システム構築や合理
的配慮等、様々な課題に対応できる指導力が向上し、
教員の専門性が向上すること。

（５）「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

サポートファイルの有機的な活用により、福祉等の関係
機関との連携が強化し、連続性のある多様な学びの場
における教育が充実し、自立と社会参加を見据えたキャ
リア形成に向けた支援に応じること。

（６）たんばささやまキッズ発達支援
チームの設置

‐

（７）特別な支援が必要な子どもの早
期発見・早期支援

‐

施策の基本方向 ３　子どもの学びを支える環境づくりの推進
３－１　安全安心で質の高い学習環境の整備
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）地域に信頼される安全で安心な
学校園づくり

安全で安心な学校園づくりを進めることにより、教職員だ
けなく児童生徒の安全に対する意識が高揚し、日常生
活の中に潜む危険を予測し、的確な判断・行動ができる
こと。

（２）学校安全安心パトロールの充実 学校・家庭・地域・関係機関が安全で安心な教育環境
づくりに努めることにより、地域等と連携した学校安全を
推進する体制を構築し、子どもが安全で安心な生活を
送ること。

（３）防災教育・防災体制の充実 地震を想定した防災教育を実施することにより、児童生
徒が災害発生時に自分のいる場所、時間等の環境に応
じて、即座に身を守る行動や対策等を考え、防災に関
する実践的な力が身につくこと。

（４）学校施設の大規模改修・空調
設備の設置

‐

（５）丹波篠山産木材を活用した教
育環境づくり

‐

（６）スクールバスの更新 ‐

（７）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。

（８）学校の適正規模・適正配置 ‐

（９）スクールロイヤーの配置 ‐

・個別の教育支援計画（サポートファイル）見直しと引継会の100%実施

・防災教育副読本「明日に生きる」を活用した防災教育実施の割合
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３－２　地域とともにある学校づくり
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）コミュニティ・スクールの推進 「地域とともにある学校」づくりを推進することにより、地域

の教育力の向上や地域からの学校支援が充実し、地域
全体が子どもたちの成長を支えていく活動が進めるこ
と。

（２）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。

（３）青少年育成に係るインターネッ
ト社会への対応

‐

（４）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。

（５）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。

（６）子どもの居場所づくり推進事業
「トライしようＤＡＹ」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。

（７）青少年健全育成団体との連携
強化

‐

３－３　家庭の教育力の向上
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）PTCAフォーラムの開催 参加者数が300人以上になること。

（２）子育て相談の充実 【再掲】

（３）家庭教育支援事業の実施（※) 子育てする親の情報交換や仲間づくりの場が広がる内
容とすること。

（４）家庭への情報提供（※) 家庭教育力の向上につながる機会や情報提供とするこ
と。

３－４　教職員の資質能力の向上
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）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。

（２）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。

（３）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。

（４）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。

（５）職能成長を支える研修機会の
活用

教職員の資質や指導の向上をめざした研修会を実施す
ることにより、自らの職責やキャリアステージに応じた高
度な専門的知識・技能を習得し、様々な課題への対応
能力が向上すること。

（６）人権教育に係る研修の充実 教職員が人権・同和に係る研修を通じて、同和問題が
人権問題の重要な柱であると捉えつつ、今日的な人権
課題に取り組むため、人権意識の高揚と指導力を向上
し、人権教育に総合的に取り組むこと。

（７）教職員のメンタルヘルス 教職員のメンタルヘルス対策を推進することにより、健康
に配慮した校園内体制が構築され、教職員が意欲を
持って職務に取り組めること。

・キャリアステージに応じた研修の効果

　・学校運営協議会委員の実践交流研修などを通じて取組が活性化した割合

・丹波篠山ＰＴＣＡフォーラムの内容の充実
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事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（８）教職員の勤務時間適正化及び
業務の効率化の推進

・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）

（９）丹波篠山市教育研究所の設置 ‐

３－５　幼保小中高大の連携
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）保幼小連携の強化 ‐

（２）中高連携の推進 ‐

（３）大学との事業連携 ‐

施策の基本方向 ４　人生100年時代を豊かに生きる学びの推進

４－1　主体的に生きるための学びと場の充実
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）「図書館ビジョン」による図書館
運営

年間の貸出密度（貸出冊数／人口）が7.0以上になるこ
と。

（２）図書館資料の収集及び提供 社会情勢の変化に対応しながら、市民の要求と知的好
奇心を満たす資料を広く収集し、系統だった整備のも
と、資料の選択数を増やします。

（３）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400冊以上とすること。

（４）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。

（５）地域資料の整理・保存・電子化 地域新聞の電子化数を年間1,400枚以上作成すること。

（６）障がい者社会学級の運営支援 参加者のニーズに沿った事業運営により、参加者の満
足度が80％以上になること。

（７）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800人以上に
になること。

（８）丹波篠山市高齢者大学の充実
（※)

高齢者が生きがいを持って学ぶことができるよう受講生
のニーズに沿った講座内容をより充実させること。

（９）青少年想像力・行動力開発プロ
グラム事業の実施（※)

青少年の行動力等の生きる力を発揮したり育むプログラ
ムとすること。

（10）視聴覚機器を活用した教育活
動の支援（※)

広く市民に視聴覚ライブラリーの利用を図り、視聴覚機
材を用いて利用者の目的を達成すること。

（11）地域映像の収集と活用（※) 地域映像を制作し、保存・活用を図ること。

（12）ＩＣＴふれあいサロンの運営
（※)

ＩＣＴふれあいサロン利用者の疑問や相談が、サポートス
タッフの支援や助言により解決できる学習の場を提供す
る。

・中学校区ごとの小・中合同事業の成果と効果（再掲）

・中央図書館の蔵書冊数、貸出冊数、地域資料の電子化数
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事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（13）丹波篠山映像祭2021の実施
（※)

作品に込められた想いを会場が一体となって共有・共鳴
できる映像コンテストとすること。
映像祭を通じて映像を楽しみ、映像づくりに関わるきっ
かけとなること。

（14）丹波篠山市史編さん事業 ‐

４－２　スポーツの推進
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）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実施すること。

（２）第41回丹波篠山ＡＢＣマラソン
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。

（３）TAMBAＳＡＳＡＹＡＭＡ2020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。

（４）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。

４－３　文化財と町並みの保存・活用
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）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。

（２）国史跡の環境整備 ‐

（３）篠山地区と福住地区における町
並みの保存と活用

‐

（４）篠山春日能の充実 能舞台や伝統芸能を通じて丹波篠山の歴史文化を発
信すること。

４－４　文化・芸術の振興
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）丹波篠山市立文化施設４館運
営の充実

文化施設各館の特徴を活かし、より多くの来館者が丹波
篠山の歴史を体感できること。

（２）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。

（３）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。

（４）交響ホールボランティアスタッフ
の育成と連携

ボランティアスタッフが舞台利用日数の60％以上携わる
こと。

（５）市民ニーズに沿ったホールの利
活用

交響ホール（舞台）の利用率が65％以上になること。

・体力測定会のＡＢ判定者の割合

地域の歴史文化を活用した取組を行う団体数

・文化施設4館の入場者数
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４－５　伝統や文化、自然遺産に学ぶ教育の充実
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）脊椎動物化石保護・活用事業 篠山層群及び脊椎動物化石を活かして、人材育成を図

ること。

（２）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。

施策の基本方向 ５　郷土を愛し誇りに思う人材育成の推進
５－１　ふるさと丹波篠山を愛する心の育成
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）郷土を知る取組 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること

がある児童生徒の割合が50％以上になること。

（２）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。

（３）ふるさと創生奨学金の貸与 奨学生全員が進級・卒業すること。

（４）丹波ささやま市民文化講座の実
施（※)

ふるさとを愛し丹波篠山の多様な文化の魅力を学ぶこと
ができるよう内容をより充実させること。

（５）丹波ささやまおもしろゼミナール
の実施（※)

丹波篠山の歴史・文化・自然等の郷土の魅力に触れる
ことにより、郷土愛を深めることができる内容とすること。

（６）古文書入門講座の実施（※) 丹波篠山の歴史への興味や関心を高め、古文書の重
要性がわかる内容とすること。。

（７）成人式の開催（※) -

（８）郷土味学（みがく）講座の実施
（※)

郷土料理を守り、継承できる人材を育成し増やす内容と
すること。

（９）ふるさと愛を育み交流を深める
事業の推進（※)

-

５－２　学校給食の充実と地産地消の推進
【きらめき教育プラン成果指標】

事業内容 令和2年度丹波篠山の教育　成果指標 備考
（１）丹波篠山産コシヒカリ・地元食材
を活用した学校給食

学校給食で使用する野菜品目のうち、地元産の品目使
用率４１％、重量使用率20％を目標とする。

（２）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。

（３）食育推進活動の充実 学校園の夏期休業中に実施する給食メニューの調理体
験において、合計参加者の満足度が80％以上になるこ
と。

（４）かぞくｄｅおいしんぼクッキング
の実施（※)

子育て世代の家庭での食生活と食育力を向上できる内
容とすること。

・丹波篠山市社会科副読本「わたしたちの丹波篠山市」、「ふるさとガイドブック」

を活用した割合

・学校給食で使用する野菜のうち、地元産の使用率

・化石発掘体験イベントの参加者数
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