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令和２年６月２４日提出

丹波篠山市教育委員会



（議事日程）         日 程 令和２年６月２４日 午後２時００分～

                    場 所 市役所第２庁舎３階 ２－３０１．３０２会議室

開会あいさつ

開会宣言     時    分

日程第１ 第４回、第５回会議録の報告・承認

日程第２ 会議録署名委員指名

                            番委員（      委員）

日程第３ 会期の決定 自 令和２年６月２４日 至 令和  年  月  日 日間

日程第４ 議案

第１号 令和２年度文部科学省令和２年度第２次補正予算に伴う補正予算案を市長に提

案することについて              （教育総務課)・・・１頁

  第２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

                  (社会教育課・地域コミュニティ課)・・・２頁

第３号 丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について

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

第４号 丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制

定について                  (こども未来課)・・・４頁

第５号 丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて                    （こども未来課)・・・５頁

第６号 丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱の一部を改正する

要綱の制定について             （こども未来課)・・・６頁

日程第５ 報告事項

１ 寄附採納について                 （教育総務課)・・・７頁

２ 後援名義の承認について               (教育総務課)・・・８頁

３ 第１２１回丹波篠山市議会水無月会議一般質問について (教育総務課)・・・９頁

４ 小中学校児童生徒の問題行動等について        (学校教育課)・・・26頁

５ 令和２年度６月小・中・特別支援学校定例校長会について(学校教育課)・・・29頁

６ 丹波篠山市結核対策委員会委員の委嘱について       (学事課)・・・30頁

  ７ 丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員の委嘱について

（文化財課)・・・32頁

  ８ 丹波篠山市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

                          （学校給食センター)・・・33 頁

９ 後川地域気象観測所(旧後川小学校)の委託観測業務に係る感謝状の授受について

                        （教育総務課)・・・35頁



10 学校園等再開後の状況について          （教育総務課)・・・36頁

11 教育長報告                                           ・・・37 頁

《次回定例会》

教育委員会(定例) 日程：令和 2年 7 月 29日（水）14:00～ 場所：市役所第 2 庁舎 3階 2-301.302 会議室



議案第１号

   令和２年度文部科学省令和２年度第２次補正予算に伴う補正予算案を市長に提

案することについて

令和２年度文部科学省令和２年度第２次補正予算に伴う補正予算案を市長に提案すること

について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則則第５号）第４

条第９号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

令和２年６月２４日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

《以下別紙１》
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議案第２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

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、丹波篠山市教育委員会

事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第８号の規定に基づき、教育委員

会の議決を求める。

令和２年６月２４日

                           丹波篠山市教育委員会

                           教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市社会教育委員・公民館運営審議会委員候補者一覧

No. 区 分 氏 名 所属等

1 学校教育関係 押部 匡子 小学校長会より選出

２ 社会教育関係 大原 基義
丹波篠山市体育振興会連絡協議会より

選出

３ 社会教育関係 大前 裕樹 篠山ロータリークラブより選出

４ 家庭教育の向上に資

する活動を行う者

園田 真也 丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選出

任期：令和２年６月１日～令和３年５月３１日（前任者の残任期間）
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議案第３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

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を次のように制定したいの

で、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１１

号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和２年６月２４日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

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

丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱（平成２７年教育委員会要綱第３号）の一部を次

のように改正する。

第７条中、「別表に定めるところにより」を「子ども・子育て支援交付金交付要綱（平成２

８年７月２０日付け府子本第４７４号）別紙に定める額により」に改める。

別表（第７条関係）を削る。

   附 則

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱の規

定は、令和２年４月１日から適用する。
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議案第４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

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を次のように制

定したいので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第

４条第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和２年６月２４日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

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

丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱（平成２２年教委要綱第３号）の一部

を次のように改正する。

第６条中「事業の実施に必要な別表に定める経費」を「次の各号に掲げる事業の区分に応

じ、当該各号に定める経費」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 次に掲げる事業 子ども・子育て支援交付金交付要綱（平成２８年７月２０日付け府

子本第４７４号。以下「国要綱」という。）に定める経費

ア 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

イ 放課後児童クラブ支援事業費

ウ 障害児受入強化推進事業

エ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

(2) 次に掲げる事業 別表に定める経費

ア 放課後児童クラブ施設整備等事業費

イ 利用料減免補助費

第７条中「額は、」の次に「前条各号の事業の区分に応じ、国要綱に定める額又は」を加

える。

別表中「丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金算定基礎」を削り、同表１ 放課後児

童健全育成事業（放課後児童クラブ）の項、２ 放課後児童クラブ支援事業費の項及び３ 障

害児受入強化推進事業の項を削り、同表４ 放課後児童クラブ施設整備等事業費の項中「４

放課後児童クラブ施設整備等事業費」を「１ 放課後児童クラブ施設整備等事業費」に改め、

同表５ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の項を削り、６ 利用料減免補助費

の項中「６ 利用料減免補助費」を「２ 利用料減免補助費」に改める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交

付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。
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議案第５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

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を次のように制定した

いので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第

１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和２年６月２４日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

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

丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱（平成２２年教育委員会要綱第１２号）の一

部を次のように改正する。

第３条中、「別表の定めるところにより」を「子ども・子育て支援交付金交付要綱（平成２

８年７月２０日付け府子本第４７４号）別紙に定める額により」に改める。

別表（第３条関係）を削る。

   附 則

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱

の規定は、令和２年４月１日から適用する。
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議案第６号

丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱の一部を改正する

要綱の制定について

丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次の

ように制定したいので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第

５号）第４条第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和２年６月２４日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱の一部を改正する

要綱

丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園補助金交付要綱（平成２２年教育委員会要綱

第５号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１号を加える。

（５）保育環境改善等事業補助金

第３条に次の１号を加える。

（５）保育環境改善等事業補助金

厚生労働省通知の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表保育環境改善等事業対象経

費の基準額により決定する。

   附 則

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市私立保育所及び私立認定こども園

補助金交付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。
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報告１                                                                            

                                                                                  

   寄附採納について                                                            

                                                                                  

  次のとおり寄附の申し出があり承認いたしましたので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規

則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。     

           

                                                                                  

  令和２年６月２４日                                                    

                            丹波篠山市教育委員会      

                             教育長 前 川 修 哉  

寄附者 品目 数量 価格 備考

1

Sun Rice Kitchen・けせら工房

代表 村上 悟

子ども用

布マスク

＆親子で

簡単スー

ツレシピ

約 200

セット

   

－

多紀の子どもた

ちが活用するた

め（多紀小学校・

たきこども園の

児童・園児へ配

布）

2

株式会社 ENEOS ウイング

関西支店長 川脇 初幸

マスク 800 枚 52,000円 市内保育園（たか

しろ・城東・にし

き・今田）、市内

認定こども園（味

間・ささやま・富

山）で活用のため
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報告２

   後援名義の承認について

  丹波篠山市教育委員会の後援名義使用願いについて、次のとおり承認しましたので、丹波

篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に

基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

名称 実施日 団体 場所

1

第７２回兵庫県中学

校長会研究協議会丹

有大会

令和 2年 11月 6日 兵庫県中学校長会丹有

大会実行委員会

丹有大会実行委員長

足立 幸広

コロナによ

り大会は中

止、紙面にて

行う

2
特別展「出石焼」展

実行委員会

令和2年9月12日～

11 月 29 日

「出石焼」展実行委員会

会長 三木 哲夫

兵庫陶芸美

術館

3

第４回「心を届けるた

んば絵てがみコンク

ール」

募集：令和 2年 9月

1日～12 月 27 日

展示：令和 3年 2月

6日～2月 21 日

巡回展：日程未定

兵庫県立丹波年輪の里

館長 小西 重正

兵庫県立丹

波年輪の里

ほか
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報告３

   第１２１回丹波篠山市議会水無月会議一般質問について

  第１２１回丹波篠山市議会水無月会議一般質問について、丹波篠山市教育委員会事務決裁

規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

≪以下次頁≫
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通告番号 個－１                                  隅田雅春議員

【質問事項２】 「分散登校」で学校再開を

【質問の要旨】

①休校中の児童・生徒の学習面の遅れに対する現状について

②「分散登校」で学校再開を

③ICT を活用したオンライン授業の可能性とタブレット型端末の導入について

④文化祭、運動会などが自粛要請される中、思い出となる行事の開催について

⑤小中学校長期休業による給食食材納入業者への補償について

⑥給食センターで働く会計年度任用職員の就業について

【教育長答弁】

質問事項２点目「『分散登校』で学校再開を」についてのうち、まず、休校中の児童・生徒の

学習面の遅れに対する現状についてです。

昨年度３月の臨時休業時に履修できていない学習は、新年度を迎える際に、未履修の内容を確

実に引き継ぎ、新年度に実施することとしていましたが、再度臨時休業となり、プリントやドリ

ルを用いた家庭学習となってしまいました。さらには、４月、５月は、新年度の教科書を使いな

がらの予習的な家庭学習も行うこととなりました。まず、学習内容理解の道筋として、教科書の

通読、音読、その上でプリント学習などに取り組みました。再開後、こうした家庭学習での理解

度を確かめながら、授業を進めているところです。なお、子供たちが学習に向かうには、何より

子供たちの状況を知ることが大切ですので、休業中と学校再開後に同じ内容の生活アンケートを

実施し、子供たちの心のありようや生活実態を把握した上で進めていきます。

次に、再開後の感染リスクを減らす取組についてです。

５月２２日に文部科学省から示された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル」では、丹波篠山市は感染リスクが低いレベル１の地域に当たり、市としてのガ

イドラインを作成し、再開１週間前から新たな行動様式を子供たちや保護者に周知し、習慣化さ

れるように取り組んでいるところです。なお、ガイドラインは段階的に見直し、今週からはバー

ジョン２としています。

次に、ICTを活用したオンライン授業の可能性とタブレット型端末の導入についてです。

今回の急な臨時休業措置を受け、４月に開設した教育研究所では、ＩＣＴを活用した学習支援

と校務支援に早急に取り組みました。まず、遠隔教育システムの研究をスタートし、オンライン

授業の可能性を探るとともに、これまでに中学校で作成していた授業動画を充実し、効果的な配

信ができるように改善してきました。教育研究所は、これを機に各学校に整備しているタブレッ

ト型端末の活用も含めて、教育の情報化に一層取り組んでいきます。

次に、学校行事についてです。児童生徒は、学校行事を通して集団への所属感や連帯感を深め、

達成感を味わいながら、公共の精神も養っています。「体験」の重要性は、これまでもお伝えし

てきたとおり、座学では得られない学問にもまさる知恵を身につけることができるのですが、感

染リスクを考えると、今年度は人に群れて学ぶことは難しいと考えています。しかしながら、昨

年度末の卒業式は例年のような練習ができず、ぶっつけ本番となりましたが、子供たちは見事に

やり遂げ、よい顔をして卒業していきました。このことから、行事活動に際しては、子供たち自

身の目的意識をしっかりと作り上げることが重要で、そのことが押さえられていれば、従来とは

10



形を変えた学校行事が実施できると考えています。

次に、長期休業による給食食材納入業者への補償についてです。

昨年度分、３月３日からの学校給食中止による食材キャンセルについては、発注を行っていた

関連業者が１９業者あり、ほとんどの業者がキャンセル、または一時的な納品の延期に応じてい

ただきました。残り、牛乳、パン、牛肉については、国の学校臨時休業対策補助金を活用して補

償する方向で補正予算を編成し、総額１４４万円の関連経費を計上し、先日の５月２６日に議決

をいただきましたので、速やかに支払処理をする方向で進めています。

また、今年度分については、４月８日からの学校休業により、食材納入業者全３３業者に対し

て、５月末までの２か月間の中止による影響がなかったか聞き取りを行い、申し出のあった２業

者と現在、補償内容について協議中です。

最後に、給食センターで働く会計年度任用職員の就業状況についてです。

３月３日から４月７日までは、調理で使用する機械器具、食器のメンテナンス、場内の細部の

清掃を実施しました。非常事態宣言が発令されてからは、学童保育現場への支援に延べ５０名が

携わりました。また、東部学校給食センターでは、手に入りづらくなっていたマスクを調理員の

提案により手作りし、最終的に約１，１００枚を作成し、児童クラブと預かり保育現場へ届けま

した。西部学校給食センターでは、敷地内や周囲の草刈り、老朽化した、敷地内の駐車場等の区

画線の補修などを行いました。

【問答】

Q１．休業期間中、教育研究所はどのような取り組みをしたのか。

A１．教育研修所では、子どもたちへの学習支援、遠隔教育システム導入に向けた先生への研修

会などを行った。子どもたちの実態を把握しながら、子どもたちが使いやすいシステムの構築に

向けた研究を進めてきた。

Q２．教育研究所のホームページは充実している。各学校のホームページの活用状況はまちまち

である。

A２．教育研究所では、学習支援のための動画を６００本上げた。中学校においては、今まで５

年ぐらい研究を進めてきており、スムーズな対応ができたと思う。小学校については、研修の機

会が少なかったこともあり、相談を受けながらサポートしてきた。動画の効果も検証しながら、

先生のスキルアップを図っていきたい。

Q３．学校によっては、教育研究所とリンクが張られていないところあるように見受けた。ある

学校では、学力向上プランが掲載されていた。こうした周知が保護者も安心できるのではないか

と感じた。学力向上プランなど重要なことについて、各学校のトップページに掲げるといった統

一性はないのか。

A３．各学校のホームページに何をのせるのかは、各学校に任せており、統一的なものはない。

学力向上プランの内容については、子ども、保護者に配布し周知している。

Q４．児童生徒の登校、授業における暑さへの対策が必要と考える。

A４．昨年度は普通教室に、今年度は特別教室にエアコンを設置する。熱中症対策として、クー
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ルネックタオル購入するよう進めている。また、扇風機やミストシャワー等を用いた熱中症対策

も検討している。

Q５．子どもたちは、水筒にお茶を入れて登校している。昼頃には、お茶がなくなる児童もいる

らしい。一部の小学校では、給茶機を職員室に置き、水分補給支援を行っている。全校に給茶機

の設置するようにすればよいのではないか。

A５．教育委員会では、ふるさと教育の一環で、丹波篠山茶が提供できるようにしている。昨年

度４校が導入、今年度は５校導入を決めている。子どもたちの水分補給できるよう、各学校で検

討いただいている。

Q６．通信ネットワークとタブレットの購入計画はどうか。ZOOM などを使った情報伝達は、こ

れから拡大していくものと考える。先生方も慣れが必要であるので、積極的な活用をしていただ

きたい。

A６．GIGA スクール構想の中で、１人１台タブレット導入を考えている。ネットワークとタブレ

ット導入については、できるだけ同時期に実施したいと考えている。ネットワークを先に構築し、

９月以降にタブレット約３０００台を購入し、３学期に設定ができるように考えている。併せて、

学習スキルについても研究している。
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通告番号 個－１                                  隅田雅春議員

【質問事項３】 ＳＤＧｓの市民認知を高める努力を

【質問の要旨】

③学校での授業、文化講座、高齢者大学のテーマに取り上げる

【教育長答弁】

質問事項３点目「ＳＤＧｓの市民認知を高める努力を」についてお答えします。

昨年、日本財団は、日本を含む９か国の１７歳から１９歳まで各々1,000 人を対象に２０回目

となる、国や社会に対する意識を問う「１８歳意識調査」を実施しました。

質問は６項目あり申し上げますと、まず「自分を大人だと思うか」、次に「自分は責任がある

社会の一員だと思うか」、３点目は「将来の夢を持っている」、そして「自分で国や社会を変え

られると思う」、続いて「自分の国に解決したい社会課題がある」、最後に「社会課題について、

家族や友人など周りの人と積極的に議論しているか」です。

そのうち、日本の若者の肯定的な答えで、最も割合が高いのは「将来の夢を持っている」の 60.1

％です。しかしながら、他国、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメ

リカ、ドイツと比べると、30 ポイント近く離れ、９か国中最下位です。他の７カ国は 90％を超え

ています。また、「自分の国に解決したい社会課題がある」と回答した割合も、９か国中最も低

く、46.4％となっています。さらには、「自分で国や社会を変えられると思う」が 18.3％、「社

会課題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している」も27.2％でした。

いま日本の若者が、本当に夢を持てなくなっているのか、それは社会課題に関心がないからか、

課題は分かっていても諦めてしまっているのか…。もしもそうであるなら、学校現場は、子供た

ちの学びを将来や社会課題につなげることができていないこの結果を、重く受け止めなければな

らないと考えます。

2015 年に国連加盟国で合意されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、地球規模の課題を解決

するための目標です。そう考えると、この日本の「１８歳意識調査」の結果は、ＳＤＧｓの達成

に大きく関係すると考えます。また、アフターコロナをどう生きるか。これは、この惑星に生き

る私たち一人一人に突き付けられた課題です。コロナウイルスの世界規模の感染拡大は、人々が

競い合うことよりも、協力することの大切さを教えてくれました。その学びを、どう生かすのか。

教育の担う役割は大きいと考えます。

ＳＤＧｓは文化や人種が異なっていても、いかなる対立があっても、国連加盟国すべてが合意

して決められた目標です。この合意形成のプロセスを学ぶことこそ、今の学校現場に必要である

と考えます。そこで、対話を通してお互いを理解し、違いを認め、合意形成を図っていく授業へ

の転換を行い、何事も自分事として身近に感じとれる子供たちの育成に努めていきます。

なお、子供たちが使用しているすべての教科書には、持続可能な世界を実現するための教材や

ＳＤＧｓの指標が様々な視点で盛り込まれていることを申し添え、答弁とします。

【問答】

Q１．SDGｓの推進する教育を

A１．学校教育を通じて、子どもたちが、自分たちの身近な社会が、世界に繋がっていることが自

覚できるようになってほしい。そして、自分たちで未来の社会を描ける、そんな子どもたちにな

ってほしい。
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通告番号 個－３                                  安井博幸議員

【質問事項１】 コロナ対策への提言

【質問の要旨】

１－⑤遠隔授業体制の推進

【教育長答弁】

「コロナ対策への提言」のうち、遠隔授業体制の推進についてお答えします。

丹波篠山市では、今回の臨時休業期間中の学習支援は、主にプリント課題やオンデマンド教材

を中心に行ってきました。そして、今回の事態から、ＩＣＴによる教育の可能性や必要性を強く

認識したところです。

さて、遠隔授業を実現するには、議員の言われるようにハード面の整備と併せて、ソフト面の

充実が必要と考えています。その一つが、授業を展開する教員のスキルです。ほとんどの教員は、

その経験もなく研修も受けておらず、教室での授業は、場面場面での形成的評価をしながら、学

習者相互の学び合いによって進めていくのですが、遠隔授業では、そうした流れをつくるのが相

当に難しくなります。また、子供たち自身にも、教室とは違う授業の形態に慣れ、それが効果を

もたらすためには学習者としてのスキルが必要です。それは、自己学習力、自己教育力とも言わ

れるものです。

一方、ハード面のことになりますが、遠隔授業で使用する端末の画面から得られる情報量を考

えると、小さなスマートフォンでは伝わらないこともあるのではないかと推測しています。そこ

で、今後も教育研究所では、教育の情報化を推進する中で、遠隔授業についても研究に取り組ん

でいきます。
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通告番号 個－４                                  園田依子議員

【質問事項１】 有機野菜を使った学校給食を

【質問の要旨】

オーガニック野菜を学校給食に取り入れてはどうか

【教育長答弁】

質問項目１点目「学校給食に有機野菜を使ってはどうか」という提案についてお答えします。

丹波篠山市の学校給食では、食育と農産物をはじめとした地元の食材を学校給食に活用する地

産地消の取組を進めてきています。

現在、東西両センターでは、毎日約４，０００食の学校給食を提供しており、従来の栽培方法

で野菜を作っておられる農家の方々に支えていただいています。

有機野菜は、環境に配慮した持続性の高い農業生産方式と言われていますが、従来の栽培方法

による野菜よりも価格が高く、まだ栽培農家も少ないため、必要数量が揃わないなど、現時点で

は、学校給食で継続して活用していくには課題がいくつかあります。

例として紹介された先進的地域今治市の 30 年以上にわたる地産地消と学校給食とを一体化さ

せた取り組みについて調べたところ、現時点で今治市の学校給食調理場は２１あり、そのうち有

機野菜を利用している調理場は３箇所でした。食数にすると約１，４００食となり、今治市全体

の学校給食提供数約１２，７００食のうち約１割です。また、学校給食全体の中での有機野菜の

使用率は約３％とのことでしたが、市を挙げて、従来の栽培農家の方たちに有機栽培へ移行して

いくことを推奨し、学校給食の調理場についてもセンター方式から単独自校方式に順次切り替え

るなどして、この割合を増やしていこうと取り組まれているようです。また、学校給食に有機野

菜を使用する際に発生する、従来の栽培方法による野菜と有機栽培野菜との価格差については市

が負担し、保護者には負担をかけないように配慮しているということでした。

丹波篠山市においても、有機栽培農家のグループがあり、学校給食での有機栽培野菜の活用に

つきましては、価格面の調整、学校給食の献立に応じた野菜の栽培計画など、市の農政部局との

連携が欠かせませんので、施策の方向をしっかりと合わせて進めていきたいと考えます。

【問答】

Q１．有機野菜農家の方からの農作物の話は、食育にも役立っていると思う。

A１．各学校において、環境教育、ふるさと教育の一環として、有機野菜、慣行野菜にとらわれず、

地域の特産品の教育を行っている。

Q２．給食センターで有機野菜を利用することで、栽培、利用拡大につながると考える。

A２．有機農業グループ、農政課、給食センターとも協議してきた。形状、数量、価格の面など課

題がある。

Q３．給食１日４０００食の有機野菜を確保することは難しい。単独自校方式の保育園などでの導

入は考えられないか。

A３．農都政策課と連携しながら、できることから検討していきたい。
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通告番号 個－４                                  園田依子議員

【質問事項２】 給食センター暑さ対策について

【質問の要旨】

①学校給食の調理現場の暑さを把握しているのか

②夏季の調理現場の労働環境をどのように評価しているのか

③空調設備の設置等、暑さの低減対策が必要ではないか

【教育長答弁】

質問事項２点目「給食センター暑さ対策について」お答えします。

議員ご指摘の通り、丹波篠山市の東西両学校給食センターは、夏場の調理場の環境は高温と高

湿度により大変厳しい労働環境の中で、調理員は業務に携わっています。調理場には、学校給食

衛生管理基準により温度・湿度の記録計を設置していますので、客観的にもその厳しい労働環境

は把握しており、また、調理員からの労働環境に対する声も十分承知しています。

特に今年の夏は、新型コロナウィルス感染対策による学校園の臨時休業により夏季休業が短縮

されることから、通常であれば行わない真夏での学校給食の調理を行う必要がありますので、労

働環境はさらに厳しいものになることを想定しています。また、４月、５月に学校給食がなかっ

たことから、徐々に体が暑さに慣らされていくステップがなく、体調管理面の心配もしています。

このようなことから、学校給食センターでの熱中症対策として、調理員が身に着ける保冷材の

準備、扇風機の設置、また、東部学校給食センターは建設年度が古いことから暑熱対策が十分で

なく、室温上昇の原因を一つでも減らそうと、水銀灯のＬＥＤ化に向けての経費に掛かる補正予

算を５月２６日に議決いただいたところです。これ以外にも、給排気ファン、エアコン、スポッ

トクーラーの早朝からの運転など、現設備の中で、取りうる限りの対策を講じていきたいと思い

ます。

ご提案いただいた空調設備の設置等についてですが、現施設に空調を導入しようとすれば、相

当な経費が必要であるとともに、調理設備から放出される蒸気や熱などを効率的に排気させるた

め、ダクトの取り付けなども併せて考えなければなりません。現施設にこうしたダクトを設置し

ようとすると、天井や屋根の構造計算をする必要があり、場合によっては、躯体から補修しなけ

ればならないことがあります。こうしたことから、空調設備の設置については施設の抜本的な補

修計画が必要であり、施設の長寿命化計画の中で大規模改修と併せて行うことが効果的であると

考えます。

そこで、いまのところ調理員の熱中症対策としては、冷却機器やグッズといった対策とともに、

十分な水分や栄養補給、休息や始業前の体操やストレッチなどで体調面での管理を十分に行いな

がら進めていくとともに、国の新型コロナウィルス感染対策に係る第２次補正の中でも調理員の

熱中症対策経費が盛り込まれていることから、追加対策が必要であれば、このような予算も活用

して対応したいと考えます。

【問答】

Q１．調理員は過酷な勤務環境である。施設長寿命化計画の中で対応できないものか。

A１．建て替えなど対応は難しい。保冷材や扇風機の活用、職場巡視などのやり方で、安全な職場

環境をつくっていきたい。
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通告番号 個－８                                  大上和則議員

【質問事項２】 学校再開後における学習環境及び支援体制について

【質問の要旨】

①ガイドラインの作成を早急に検討すべき

②共有品の衛生面の管理方法について

③真夏時の通学体制として、期間限定によるスクールバスの運行を検討すべき

④教職員へのサポート体制について

【教育長答弁】

質問事項２点目「学校再開後における学習環境及び支援体制について」、まずガイドラインの

作成についてお答えします。

丹波篠山市教育委員会では、文部科学省がまとめた「学校における新型コロナウイルス感染症

に関する衛生管理マニュアル」、いわゆる「学校の新しい生活様式」に基づき、「丹波篠山市立

学校園の教育並びに保育活動再開に向けたガイドラインＶｅｒ．１」を作成し、再開前に学校園

に周知したところです。なお、このガイドラインは５月２２日時点のものであり、今週からは、

６月１２日に作成したＶｅｒ．２のガイドラインに基づき運営しています。

次に、学校での共有品の衛生管理方法についてです。

マニュアルやガイドラインに基づき、授業で使用する教材等については、できる限り個人持ち

のもので対応し、児童生徒同士の貸し借りをしないよう指導をしています。しかしながら、どう

しても教材等の共用が必要な場合は、使用前後のこまめな手洗いや消毒をすることで、感染防止

に努めることとしています。また、児童生徒が下校した後、教室やトイレのドアノブ、手すり、

スイッチなど、多くの児童生徒等が手を触れる箇所や、授業、部活動で使用する用具等を中心に

消毒を行い衛生管理に努めています。

次に、熱中症対策として期間限定によるスクールバスの運行を検討すべきとのことについてで

す。

現在、丹波篠山市では、児童生徒の登下校時の安全の確保と小学校４キロ・中学校６キロ以上

の遠距離通学者の利便性を向上するため、２６台のスクールバスを運行しています。

さて、提案いただいたスクールバスの運行を検討しましたところ、すでにスクールバスを利用

している児童を除き、２キロから４キロで徒歩通学をしている児童は、全１４校中１２校で約４

３０名となります。そのうち、もともとスクールバスが運行していない小学校は５校です。これ

らの児童を対象として、スクールバスを運行するには、車両及び運転員等の手配が必要となりま

すが、スクールバスの運行委託事業者に確認したところ、現在その手配が難しい旨の回答を得て

います。また、あわせて運行計画の作成や乗降場所の調整等について自治会や保護者等との調整

なども必要となることから、この夏に向けた運行は非常に難しいのが実情です。

一方、議員ご指摘のとおり、通学時における熱中症対策は大変重要なことと考えており、学校

医、学校長、養護教諭、ＰＴＡ協議会等の代表者で構成される学校保健会理事会で協議をしたと

ころ、熱中症対策のポイントとしては、水分補給や首の冷却、衣服の通気をよくすることなどが

有効との指導・助言をいただいています。

そこで、教育委員会事務局として、徒歩、自転車、バス通学全ての児童生徒に対し、水分補給

ができるよう丹波篠山茶の学校での提供や、冷却タオル配布等の対策を行いたいと考えます。さ
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らに、登下校時の児童生徒の荷物についても、学校に置いておける教科書や学用品は、持ち帰ら

ずに日々の荷物を軽くすることも熱中症対策の一つと考えます。また、大人の見守りによっても

リスクが軽減されると考え、登校に限らず下校時の見守りについても市ＰＴＡ連絡協議会会長と

相談し、それぞれのＰＴＡ会長にそうした体制を取っていただくために、その旨先週依頼したと

ころです。

最後に、教職員へのサポートについてです。

この未知のコロナウイルスに対して「戦い」とか「戦争」という言葉がよく用いられています。

しかし、それは殺し合うための「力の戦い」ではなく、生かし合うための「知恵の闘い」であり、

どれだけ助け合い、励まし合えるかが大切と言われているように、学校・市教育委員会・校園長

会とがその都度協議を重ね、情報を収集し、課題を共有しながらその解決にあたっています。

協議を重ねる中で大切にしていることは、何より、教職員が心身ともに健やかに勤務し、学校

が組織として取り組むため、遅れを取り戻すといった発想を持たないことや追われているような

授業を展開しないということです。休業期間をマイナス、例えばマイナス１００の逆境とするな

ら、１００の努力を積み上げてもゼロにしかなりません。そこで、今をゼロと捉えれば、努力は

一つずつプラスになります。こうしたポジティブな姿勢を今は一番大切にしています。

また、臨時休業期間中の４月末より新たに運用を始めたテレビ会議システムは、校務や授業で

の活用に加え、教職員の出張の負担軽減につながることが分かりました。そのため、教職員研修

の一部はＷｅｂによる動画配信の方法に変更しました。研修後のアンケートもＷｅｂ上で行い、

集計も素早くできています。こうしたＩＣＴの活用は、時間的な余裕をもたらすことが全職員に

浸透し始め、これは発見であり、広く普及できるようサポートしていきたいと考えます。

今後も、現場の状況をつかみながら、学校が子供にとってよりよい学びの場となるように、ま

たすべての教職員が心身ともに健康で職務に取り組めるようにサポートを行っていきます。

【問答】

Q１．コロナ第２波の対応はどうするのか。

A１．学びを止めない、続けていくことが大事である。オンライン授業の可能性もあるので、教育

研究所を中心に研究を進めていく。課題も把握しつつ、さらに研究をすすめ、学習の確保に努め

ていく。

Q２．今後、休校になれば、中３は受験を控え不安である。安全な場所で学習できるなど救済措置

を考えておく必要はないか。

Q２．先が見えない状況である。今できることとして、確実な学びを確保していくことが大事だと

考える。国からは学びを支援するため、教員の加配することが示された。今、その準備を進めて

いる。

Q３．学校の衛生管理について、先生方は消毒など負担になる。例えば、外部委託などの考えはな

いのか。

A３．国からの学校の衛生管理方針が示され、学校は共用部分を中心に消毒を実施することなって

いる。先生の負担を少しでも軽減するため、人的支援について検討している。
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Q４．事例として、小野市では製氷機を購入し熱中症対策をしている。加東市ではオゾン発生装置

を購入し感染症予防対策している。

A４．オゾン発生機器の効果なども研究し検討していきたい。感染予防のためには、うがい、手洗

いを徹底していく。また、共用部分の消毒も徹底していく。

Q５．学校運営委員会や自治会等、地域を上げて子どもたちを見守っていく必要がある。

A５．子たちへの見守りについては、６月８日 PTA 連合会から単位 PTA に、６月１７日青少年協議

会からこどもを見守る家１２００軒にお願いをし、６月１９日には自治会長にお願いをする。地

域での子どもの見守りを推進していきたい。

Q６．スクールカウンセラー等を活用による先生の負担軽減を。

A６．休業期間中もスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは、先生から相談を受け

アドバイスしていた。先生方の負担軽減につながったと考える。

Q７丹波篠山で学べる良さは。

Q７「自然や生き物から教わることは山ほどある」これは今年のふた葉プロジェクト研修の中での

私のメッセージである。体験で学ぶことは大事であり、地域に応じた教育を進めていきたい。
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通告番号 個－10                                 大西基雄議員

【質問事項１】 新型コロナ感染防止の影響による教育現場への対応について

【質問の要旨】

問１ 学校再開後の子どもたちの健康観察や心的ケア対策

①学校生活のストレスによるいじめや不登校、心のケアについて

②感染の仕組みの学びによる不安の軽減

③非接触型体温計の整備

問２ 暑さ対策

①熱中症対策のため、バス通学の検討

②水筒のお茶がなくなった時の対応

③授業の短縮

④特別教室の暑さ対策

問３ オンライン学習の整備について

①オンライン学習の導入スケジュール

②オンライン授業についていけない児童生徒へのサポート

問４ 教職員の負担軽減について

①消毒作業の負担軽減

【教育長答弁】

ご質問「新型コロナ感染防止の影響による教育現場への対応について」の１点目、学校再開後

の子供たちの健康観察や心のケア対策についてお答えします。

教育研究所による生活調査では、「早く学校へ行きたい」「部活がしたい」と言った前向きな

記述もあれば、「コロナがこわい」「勉強が心配」など不安を表している子も多くありました。

一方で、休校中の「気持ちの状態」を「よい」「とてもよい」と、肯定的な回答をした児童生徒

が全体の７割以上いました。自粛生活中は、関わる人が少ないため気を遣わずに、また時間の使

い方も自由に決められたためかもしれません。また、家で過ごしていればコロナに感染しないと

いう安心感や、何より丹波篠山市内に感染者が出なかったことが肯定的な回答を生んだ要因であ

るのかもしれません。いずれにせよ、学校再開後は、まず子供たちの声に耳を傾け、焦らずじっ

くりと話を聴く姿勢を持ち続け、ストレスサインを見逃さないよう、教職員は丁寧な見守りと温

かい声かけを行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家

とも連携し、子供たちの心のケアに努めます。

また、感染の恐れや不安が生んだとされる、感染者や濃厚接触者、医療従事者等への差別や偏

見など悲しい事例が報道されていました。また、対策をとらない人への攻撃につながった事例も

あったようです。だからこそ、大西議員が言われるように、新型コロナウイルスに関する知識や

打つ手があることを学ばせることが大切であり、再開前の登校から、それぞれの学校では、手洗

いの重要性など新たな行動様式も含めて「感染防止策」を指導してきたところです。

そして、再開後の児童生徒の健康管理については、登校前に各家庭で検温していただき、健康

観察カードにより把握しています。その祭、微熱あるいは倦怠感等の症状が見られるときは休養

するといった判断をしていただいています。なお、登校後、学校で検温をする必要も生じること

から、非接触タイプの体温計については、２クラスに１個の割合で整備していきます。
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次に、暑さ対策についてです。

バス通学の導入については解決困難な課題が多く、大上議員の答弁でお答えしたように冷却タ

オル等の配布、子供たちの荷物の軽減、さらには、保護者や地域の方々による見守りによる対策

を講じます。

お茶の補給については、丹波篠山茶の提供に向けて調整しています。

そして、子供たちの体調や健康を考えての授業短縮のご提案ですが、現在も１コマを５分短縮

したり、効果的な教科学習の時間割編成に替えたり、子供たちの集中力や体力を充分に考慮した

り、また手洗いの時間を確保したりしながら行っているところですが、これからも柔軟に対応し

ていかなければならないと考えています。

次に、特別教室の空調設備は令和２年度中に全て整備しますが、この夏までには間に合いませ

ん。そこで、普通教室でも行える単元は教室を変更して実施することとや扇風機を特別教室に設

置しようと考えています。

３点目のオンライン学習の整備についてです。

臨時休業中のオンライン学習については、中学校では５，６年前から「反転学習」に取り組ん

でおり、これまでに蓄積された予習動画、予習教材、プリント教材を急遽インターネット上に限

定公開して、生徒はその教材を家庭で視聴し学習しました。また、４月から教育研究所のホーム

ページで、インターネット上の有益な教育コンテンツや教育テレビなどのオンライン学習教材を

公開してきたところです。

続いて、オンライン授業については、これまでのご質問に答弁しましたように、いくつかの課

題があります。新たな授業形態になりますので、教員にとっては、授業研究、教材づくりなど、

今以上の研究と準備が必要となります。オンライン授業はあくまで学校授業の補完的役割となり

ますが、実施できない児童生徒に対しては、動画をDVD にして配布したり補習等の機会を作った

りして対応していきます。今後、機器の貸与等についての環境の課題は、制度も含めて研究して

いきます。

４点目の教職員の負担軽減についてです。

このコロナ危機は長期化すると言われています。そして、このウイルスの生存戦略は巧妙で、

人から見つからないようにして蔓延するといった専門家の知見を子供たちに伝え、感染リスクを

低くする行動様式を身につけさせ、第２波、３波に備えたいと考えます。感染リスクをゼロにす

ることは出来ませんので、教職員にも絶えず新たな知見を知らせ、学校運営協議会などでも対応

への知恵を集めながら学校運営を行いたいと考えます。そして、消毒作業については、大上議員

にもお答えしたように、外部委託ができないものかと調整しているところです。

【問答】

Q１．登下校時の暑さ対策が必要ではないか。

A１．特に下校時に心配している。冷却タオルを全校生に配布できるようにした。できることから

対応を行ったところである。
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Q２．下校に時間がかかる低学年が特に心配である。

A２．高学年の下校時間まで、学校で待機するなどの工夫や、子どもを守る家へは、子どもの見守

りをお願いしたところである。

Q３．学校での給茶は、沸かしなのか、水だしなのか。

A３．学校で実施している給茶については、水だしほうじ茶である。

Q４．水道水を使った水だしは、飲んでも大丈夫なのか。案として、ペットのお茶の提供を考えて

はどうか。また、保護者から預かった飲料水をストックし、必要な時に渡すといったことは考え

られないか。

A４．水道水は安全である。案をいただいたが、費用面、管理面を考えると難しい。

Q５．非接触型体温計の整備状況はどうか。

A５．５月補正により、整備を進めている。２クラスに１つの割合。大量購入は入荷が遅くなるの

で、学校ごとに少量購入いただくようしている。

Q６．夏季休業中の課題を削減し、子どもたちの負担の軽減を。

A６．夏季休暇中に作文、ポスターなど多種の依頼がある。学校教育に生かせるものについては協

力している。本年度については、夏季休業も短くなることもあり、例年依頼される各種団体につ

いては、依頼を検討いただくようお願いした結果、募集をひかえていただいた団体が多かった。

Q７．コロナの関係で換気を要しながら、空調管理はどのようにしていくのか。

A７．５月の校長会において、学校施設空調設備運用指針で示した。設定温度は夏２８度、冬１８

度としている。ただし、実態に即した運用をいただきます。

Q８．運動会や学習発表会など学校行事の開催はどのように考えているのか。

A８．学校教育として学校行事は大切な取り組みであるため、工夫しながら実施することとしてい

る。

Q９．オンライン授業を実施していくため、家庭でのネット環境整備をどのように進めていこうと

しているのか。

A９．教育研究所が実施した家庭のネット環境調査では、５％の家庭でネット環境がないことが判

明した。ネット環境は教育だけにとどまらず、ライフラインとの位置付けになるので、市全体で

考えていく必要がある。オンライン授業が通常の授業の代わりになるものではないと考えるので、

引き続き使い方について研究していく。
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Q１０．先生はマスクを着けて授業を行っているが、フェースガードをして、表情が見える方が良

いのではないか。

A１０．飛沫を防ぐためマスク着用は止むを得ないと考える。ただし、体育の時間はマスクはして

いない。また、ALTについては、口の動きが見えるようにフェースガードをつけて実施している。

教科などに応じて検討していきたい。

23



通告番号 個－12                                 足立義則議員

【質問事項１】 芸術文化サークルの活動再開に向けて

【質問の要旨】

①行事イベント開催への相談・助言

②行事イベント、サークル活動再開への安全宣言

③施設利用料の減免について

【教育長答弁】

田園交響ホールの活動再開に向けての対応についてお答えします。

芸術文化サークルの皆様に６月からの利用再開をお知らせし、観客収容数は定員の５０％以下

での運用を開始しています。その中で本番を伴うイベント利用は８月下旬までは現在のところあ

りませんが、楽屋での練習利用が６月３日より始まっています。

今のところ、ダンス教室２組と合唱サークル１組、そして、ピアノ練習があり、１回あたり１

０名以下の利用となっています。その際にお願いしていることは４点あります。５月２６日に示

された兵庫県の対処方針に基づき、まず、万一に備えての代表者による利用者名簿の保管、２点

目には、手洗い、消毒、マスク着用、３点目としては、発熱のある方、体調不良の方の参加は見

合わせていただき、最後に、人との間隔を十分取り、定期的な換気、休憩をお願いしてご利用い

ただいています。

また、施設管理側として、接触共用物は事前にふき取り消毒を行い、来館者用に消毒液、非接

触型体温計を準備し、トイレには液体石鹸、ペーパータオルを設置して感染予防対策を徹底して

います。

このように、利用者には新たな生活様式に慣れていただき、徐々に活動を再開しているのが現

状ですが、今後、感染状況の変化に応じた国・兵庫県の対処方針に合わせて、緩和・自粛の措置

の見直しを図っていきます。

また、客席利用は当面の間５０％以下となっていますので、「まるいの」「まめりん」のマー

クを貼るなどした空席を設けて、楽しい雰囲気でソーシャルディスタンスを保てるようなことや、

玄関テラスやホール西庭園での練習なども利用者に提案し、少しでも市民の皆様の生きがいとな

り、心やすらぐ場となるよう文化活動を応援したいと考えています。

【問答】

Q１．サークルによる施設活用はまだまだである。活動を安全に推進するため、個別具体な利用

の基準を示してあげることが必要ではないか。

A１．自分たちで安全、安心な活動なのか考えて頂きながら活動していただきたい。なかなか安

全宣言のようなことはできない。丁寧に相談などで応じていきたい。

Q２．「使用料の半額減免」「使用ルール」「相談に応じる」等を周知し、活動再開のきっかけ

をつくってほしい。

A２．（市長）周知していきたい。
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通告番号 個－13                                 前田えり子議員

【質問事項１】 新型コロナウィルス感染症対策について

【質問の要旨】

３ 子ども・教育について

  ①学校生活のストレスによるいじめや不登校、心のケアについて

  ②再開後の授業の進め方

  ③感染の仕組みの周知による不安の軽減

  ④多様な育ち・学びを保障する取り組み

【教育長答弁】

ご質問「新型コロナウィルス感染症対策としての教育について」です。

前田議員が述べられた、子供を主体とし、尊重し、子供の実態に基づく教育の展開は、教育の

原点として捉えています。

これまでの答弁でもお答えしましたように、臨時休校中に実施した生活調査の分析結果から、

心的ストレスを抱えている児童生徒が一定数いることは事実です。また、学校の再開は私たち大

人や教師にとっては通常に戻るという感覚が強いのですが、子供たちにとっては非日常が始まっ

たと想定する方が妥当かもしれないと考えています。

従って、前田議員が述べられた「慣らし期間」は、子供たちにとっても保護者にとっても、ま

た、教職員にとっても大切な期間であると受け止めています。そこで、しばらくは１コマを短縮

したり、４５分間、５０分間授業をフルスロットルで行うのではなく、子供たちの様子を観察し

ながら、徐々に学校の生活リズムに慣らしていくという柔軟な展開や、子供たちの声に耳を傾け、

焦らずじっくりと話を聴く、傾聴の姿勢を大切にしています。

さて、文科省から「学校の新しい生活様式」が示され、６月１日より、市内全ての学校園が再

開となりましたが、まだまだ子供たちは、数々の制限のもと閉塞感や不安を持ちながらの学校生

活を送っています。しかしながら、こうした不自由に感じる制限も、実は新型コロナウイルスへ

の対処法であり、この未知の恐ろしいウイルスに対しても打つ手があることを理解させることで、

子供たちの不安を少しでも取り除き、学校生活に潤いを見出せるよう努めています。

最後に、先週６月１２日から昨日１７日まで「心と生活に関する調査」を実施し、今その分析

に入っているところです。そして、学校再開一月後を目途に「生活習慣状況調査」を実施し、子

供たち個々の状況と、所属する学級集団の実態を把握していきます。こうした非常事態であるか

らこそ、教職員による日々の子供たちの行動観察に、そうした客観的なデータを加え、多様な育

ち、学びを保障する支援を行っていきたいと考えます。

【問答】

Q１．学校再開され、子どもたちは喜びと不安を抱いていると思う。学習の遅れも心配される。

Q１．休業期間中、学校では、心や暮らしを心配し、家庭訪問などを実施した。教育研究所は、休

業期間に生活アンケートを実施し、不安を感じている子どももいることを把握した。また、再開

後のアンケートでは、安心したという反面、中学１年では不安を感じている傾向がある結果がで

た。こうした結果は、学校に返して、対応をお願いしたところである。また、休業期間中のオン

ラインの試みを通じて、ゆめハウスに通う子どもに、授業の様子をオンラインで見せることもで

きるなど新しい発見もあった。また、学校再開は、何度も延長される中、何度もカリキュラムの

変更を余儀なくされた。その際、教育研究所が中心に指導してきた。
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報告４

   小中学校児童生徒の問題行動等について

  小中学校児童生徒の問題行動等について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４

年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

《以下次頁》
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Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 8 2 1 1 13

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２ 1 1

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1 18 2 1 1 9 8 2 1 2 1 47

Ｒ２ 1 1

Ｒ１ 1 2 18 2 1 2 17 10 3 2 2 1 61

Ｒ２ 1 1 2

R1児童数 Ｒ１ 2 2 2 2 4 4 5 6 7 8 11
2005 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.55%

R2児童数 Ｒ２
1974

令和元年・令和２年度　小学校児童の問題行動等件数
丹波篠山市教育委員会学校教育課　令和２年５月末現在

上段は昨年度、下段は今年度の数

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

刑
法
犯
行
為

対教師暴力

学校内

学校外

生徒間暴力

学校内

学校外

対人暴力

学校内

学校外

器物損壊

恐　　　　　喝

窃盗・万引き等

その他（強盗・放火等）

怠
惰
浪
費

深夜はいかい

家　　　　出

無断外泊

金品持ち出し

飲
酒
喫
煙
等

不健全性的行為

飲　　　　酒

喫　　　　煙

 合　　　　　　　計

不登校

薬物乱用

粗暴 けんか

その他（不良交遊・危険遊戯・指
導不服従等）

 無免許運転

 いじめ

ぐ
犯

不
良
行
為
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Ｒ１ 1 1 2

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 2 6 2 4 1 3 3 21

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1 1 3 6

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1 2

Ｒ２

Ｒ１ 11 17 14 12 2 21 22 14 5 8 1 127

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 2 4 4 4 2 1 18

Ｒ２

Ｒ１ 14 25 21 21 2 27 24 20 9 8 8 179

Ｒ２

R1生徒数 Ｒ１ 4 8 10 10 15 22 29 34 38 44 44
982 0.41% 0.81% 1.02% 1.02% 1.53% 2.24% 2.95% 3.46% 3.87% 4.48% 4.48%

R2生徒数 Ｒ２
953

令和元年・令和２年度　中学校生徒の問題行動等件数
丹波篠山市教育委員会学校教育課　令和２年５月末現在

上段は昨年度、下段は今年度の数

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

刑
法
犯
行
為

対教師暴力

学校内

学校外

生徒間暴力

学校内

学校外

対人暴力

学校内

学校外

器物損壊

恐　　　　　喝

窃盗・万引き等

その他（強盗・放火等）

怠
惰
浪
費

深夜はいかい

家　　　　出

無断外泊

金品持ち出し

飲
酒
喫
煙
等

不健全性的行為

飲　　　　酒

喫　　　　煙

 合　　　　　　　計

不登校

薬物乱用

粗暴 けんか

その他（不良交遊・危険遊戯・指
導不服従等）

 無免許運転

 いじめ

ぐ
犯

不
良
行
為
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報告５

   令和２年度６月小・中・特別支援学校定例校長会について

  令和２年度６月小・中・特別支援学校定例校長会について、丹波篠山市教育委員会事務決

裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

《以下別冊１》
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報告６

   丹波篠山市結核対策委員会委員の委嘱について

  丹波篠山市結核対策委員会委員の委嘱について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平

成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

《以下次頁》
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区分 職名等 氏名 備考

兵庫県丹波健康
福祉事務所

兵庫県丹波健康福祉事務所
所長

逢坂　悟郎

結核専門家
馬嶋医院

院長
馬嶋　素子

学校医
建井医院

院長
建井　　務

医師会代表
建井医院

院長
建井　　務

学校長の代表
今田中学校

校長
田端　俊典

八上小学校
養護教諭

難波　雪絵

城東小学校
養護教諭

細見　明美

教育長 前川　修哉

学事課長 森本　康幸

学事課課長補佐
兼学事係長

大路　和浩

学事課学事係主査 畑　美加

任期：令和２年４月１日～令和３年３月３１日

令和２年度丹波篠山市結核対策委員会　委員一覧

養護教諭の代表

教育委員会
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報告７

   丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員の委嘱について

  丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員の委嘱について、丹波篠山市教育委員会事

務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたしま

す。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員一覧

№ 区   分 氏   名 所 属 等

１ 学識経験者 佐藤 裕司 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員

２ 三枝 春生 兵庫県立人と自然の博物館主任研究員

３ 樋口 清一 篠山自然の会会長

４ 足立 圭吾 丹波篠山市教育研究所指導主事

５ 橋本 俊栄 丹波篠山市石割調査市民ボランティア

６ 公共的団体等

を代表する者

酒井 芳朗 (公財)兵庫丹波の森協会常務理事

兼丹波の森公苑次長

７ 梶村 徳全 (公財)兵庫県園芸・公園協会

丹波並木道中央公園管理事務所長

８ 関係行政機関

の職員

中村 直人 兵庫県丹波県民局大丹波連携参事

９ 竹見 聖司 企画総務部創造都市課長

10 尾松 直樹 教育委員会事務局学校教育課長

丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会 顧問

№ 区   分 氏   名 所 属 等

１ 学識経験者 河合 雅雄 京都大学名誉教授

任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日
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報告８

   丹波篠山市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

丹波篠山市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、丹波篠山市教育委員会事務決

裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

《以下次頁》

33



丹波篠山市学校給食センター運営委員会 委員一覧

No 区分 氏名 職名等

１

学校長代表

溝端 洋美
中学校長会より選出

（篠山東中学校長）

２ 木村  暁
小学校長会より選出

（城東小学校長）

３

ＰＴＡ代表

丸山 泰子
丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選出

（丹南中学校ＰＴＡ会長）

４ 黒瀬 啓介
丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選出

（篠山小・幼育正会会長）

５ 学校医代表 建井 務 丹波篠山市医師会より選出

６

学校給食指導担当

川﨑 里佳
中学校教育会より選出

（西紀中学校教諭）

７ 山下 真喜子
小学校教育研究会より選出

（八上小学校教諭）

８

学識経験者

明山 重則
丹波篠山市自治会長会より選出

（丹波篠山市自治会長会理事）

９ 西岡 美和子
兵庫県丹波健康福祉事務所

健康管理課長

10 酒井 治子 丹波篠山市地域活動栄養士会

11 堀本 清代 公募委員

12 湊  友加 公募委員

任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日

34



報告９

   後川地域気象観測所(旧後川小学校)の委託観測業務に係る感謝状の授受について

後川地域気象観測所(旧後川小学校)の委託観測業務に係る感謝状の授受について、丹波篠山

市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づ

き報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

後川地域気象観測所（旧後川小学校）の委託観測業務に係る感謝状の授受について

丹波篠山市教育委員会では旧後川小学校に設置されている、気象観測所の委託観測業務に

昭和５７年度から携わっている。

この度、「多年にわたり地域気象観測所の委託業務に献身的に協力し気象業務の発展に寄

与した功績」として、令和２年６月１０日、気象庁から感謝状を拝受した。
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報告１０

   学校園等再開後の状況について

学校園等再開後の状況について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員

会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和２年６月２４日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

《以下別冊２》
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報告１１ 教育長報告

日 月 火 水 木 金 土

5/28

8:30 丹波

教育事務所

長来庁（教

育長室）

9:00 一般

質問戦略会

議（答弁方

針検討会）

2-303

13:30 デカ

ンショ祭振

興会臨時総

会（商工会

館3階経済

交流センタ

ー）

14:00 【中

止】兵庫県

都市教育長

協議会（三

木市）

16:00 第 13

回新型コロ

ナウイルス

対策本部会

議（301）

5/29

16:30 臨時

課長会

(2-301・

302)

5/30
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5/31 6/1

【中止】ト

ライやる・

ウィーク

（～6/7）

10:00 丹波

篠山市善行

者表彰（丹

波篠山市民

センター）

13:00 一般

質問方針検

討会（学校

教育課）

(2-303)

6/2

学校園安全

の日

9:30 水無

月会議（第

1日目）

16:00 市長

部局合同

答弁検討会

(301)

6/3

8:30 部長

会・政策会

議（301）

9:30 総務

文教分科会

9:30 丹波

新聞森田記

者来庁

11:00 総務

文教委員会

所管事務調

査

14:00 学校

保健会理事

会（2-301）

14:15 総務

文教条例表

決

16:00 熱中

症対策会議

6/4

9:00 一般

質問検討会

(2-303)

13:30 第１

回丹波篠山

市教育支援

委員会(丹

南健康福祉

センター)

6/5

9:00 一般

質問検討会

(2-303)

15:00 中体

連との協議

（教育長

室）

15:30 一般

質問検討会

（2-303）

16:00 所属

長会

（2-303）

6/6

6/7 6/8 6/9

8:30 政策

会議（301）

13:30 総合

教育会議

(四季の森

生涯学習 C

西館 研修

室大）

6/10

10:00 旧後

川小学校ア

メダス観測

業務への感

謝状贈呈式

（応接室）

13:00

【６月】定

例教育委員

会議案検討

会(2-303)

16:00 所属

長会（エレ

横）

6/11

10:00 定例

校長会（丹

南健康福祉

センター）

14:00 第１

回教科書丹

波採択地区

協議会（山

南住民セン

ター）

6/12

10:00 清水

一雄教育振

興賞選定委

員会

（2-303）

13:30 6 月

定例中学校

校長会（今

田中学校）

6/13
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6/14 6/15

10:00 総務

課協議（応

接室）

13:30 後川

アメダス感

謝状の引き

渡し（旧後

川小学校）

15:30 丹波

教育事務所

小西所長来

庁（教育長

室）

6/16

予算決算委

員会全体会

8:30 政策

会議（301）

16:00 所属

長会

（2-303）

6/17

9:30 市議

会（第２日）

6/18

9:30 市議

会（第３日）

6/19

8:30 補正

教育委員会

ヒアリング

（確認）

11:00 臨時

校長会（市

民センタ

ー）

6/20

6/21

10:00 福の

里農業小学

校入学式

（福住住吉

神社）

6/22

9:00 例規

審査会

（301）

10:00 補正

市長ヒアリ

ング

15:30 篠山

東雲高等学

校振興会

（篠山東雲

高等学校）

6/23

8:30 政策

会議（301）

6/24

13:00 教育

委員協議会

(2-303）

14:00 定例

教育委員会

(2-301.302

)
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令和２年６月２３日現在

(単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源 主な内容等

学校教育総務費 104 104 需用費 104
小・中・特別支援学校
　教職員用　透明マスク

小学校管理費 2,889 2,889 需用費 63 お茶パック（4校分）

備品購入費 2,826
屋内運動場用大型扇風機、特別教室用家庭
用扇風機、冷凍庫、ミストシャワー、給茶機

中学校管理費 1,110 1,110 備品購入費 1,110
屋内運動場用大型扇風機、特別教室用家庭
用扇風機、冷凍庫、ミストシャワー

特別支援学校管理費 121 121 備品購入費 121
特別教室用家庭用扇風機、冷凍庫、ミストシャ
ワー

計 4,224 0 0 0 4,224 4,224

学習指導員配置事業 10,150 10,150 報償費 10,150
臨時休業に伴う未指導分の補修等支援
　小学6年生・中学3年生クラス学習指導員配
置謝礼

スクールサポートスタッフ
配置事業

14,195 13,011 1,184 報酬 5,225
小・中・特別支援学校施設・設備消毒作業員
　会計年度任用職員（週2日）報酬

旅費 404
小・中・特別支援学校施設・設備消毒作業員
　会計年度任用職員（週2日）費用弁償

委託料 8,566
小・中・特別支援学校施設・設備消毒業務等
　業務（週3日）委託料

計 24,345 23,161 0 0 1,184 24,345

たかしろ保育園費 83 82 1 備品購入費 83 ミストシャワー、日除けスクリーン

城東保育園費 107 106 1 備品購入費 107 ミストシャワー、日除けスクリーン

にしき保育園費 107 106 1 備品購入費 107 ミストシャワー、日除けスクリーン

今田保育園費 107 106 1 備品購入費 107 ミストシャワー、日除けスクリーン

幼稚園管理費 2,736 2,735 1 備品購入費 2,736 ミストシャワー、日除けテント、冷凍庫

たき認定こども園費 220 219 1 備品購入費 220 ミストシャワー、日除けスクリーン

味間認定こども園費 440 439 1 備品購入費 440 ミストシャワー、日除けスクリーン

児童福祉一般事務費 79 78 1 需用費 79
保育園、こども園、児童クラブ
　職員用　透明マスク

幼児教育推進事業 29 28 1 需用費 29
幼稚園、預かり保育、早期発達支援室
　職員用　透明マスク

計 3,908 3,899 0 0 9 3,908

32,477 27,060 0 0 5,417 32,477

こ
ど
も
未
来
課

要求計

学
事
課

学
校
教
育
課

令和２年度　文部科学省令和2年度第2次補正予算に伴う補正予算要求一覧表

課
名

事業名 要求計
財源内訳 備考

科目

◆新型コロナウイルス感染症関連◆

令和2年度

第6回教育委員会（定例）

議案第1号 別紙１

令和2年6月24日（水）




