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議案第１号

丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規

則の一部を改正する規則の制定について

丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則の一部を

改正する規則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１０月２０日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規

則の一部を改正する規則

丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則（平成１

１年教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第１条の２第２項中「８月３１日」を「７月３１日」に、「９月１日」を「８月１日」に

改める。

第２条第４号中「８月３１日」を「８月２６日」に改める。

第３条に次の１項を加える。

３ 委員会は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは休業日を授業日

とすることができる。

第３２条の表中「春期休業日 ３月２０日から４月９日まで」を

「春期休業日 ３月２０日から４月９日まで

夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで」

附 則

この規則は、令和２年１１月１日から施行する。
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議案第２号

丹波篠山市立特別支援学校規則の一部を改正する規則の制定について

丹波篠山市立特別支援学校規則の一部を改正する規則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１０月２０日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市立特別支援学校規則の一部を改正する規則

丹波篠山市立特別支援学校規則（平成１１年教育委員会規則第１２号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条第２項中「８月３１日まで」を「７月３１日まで」に、「９月１日から」を「８月

１日から」に改める。

附 則

この規則は、令和２年１１月１日から施行する。
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議案第３号

丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について

丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

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１０月２０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の実施に関する条例施行規則の一部を改正

する規則

丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則（平成２２年教育委員会

規則第９号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第５号から様式第７号まで中「城北畑」の次に「・多紀」を加える。

  

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規

則の規定は、令和３年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、令和２

年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。

３ この規則の施行前に、この規則による改正前の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実

施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた令和３年度の利用に係る入所の申込みの

手続に使用された様式は、この規則による改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の

実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式

とみなす。
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議案第４号

丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について

丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

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１０月２０日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 前 川 修 哉

丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則

丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２１年教育委員会

規則第６号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、こどものおしろの開所時間は、次の各号に掲げるとおりと

する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

  （１） 幼稚園の授業日においては、教育時間終了後から午後５時００分まで

  （２） 幼稚園休業日においては、午前８時３０分から午後５時００分まで

     

別表第１に次のように加える。

こどものおしろ ６０人

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規

則の規定は、令和３年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、令和２

年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。
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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１０月２０日                                                    

                            丹波篠山市教育委員会       

                            教育長 前 川 修 哉   

品目 数量 価格 備考

１
古文書 ８点     － 丹波篠山市史編さんに係る歴史資料とし

て保存・活用を図るため

２

①室外バスケ

ットゴール

②かんたんテ

ント

③ソフト閉脚

跳び箱

④チューバ

各１台 ①440,000 円

②100,000 円

③79,200 円

④380,000 円

多紀小学校の学習、行事等で活用するため

３

書籍「生きてい

る加古川」

２３冊 34,500 円相当 学校図書館で児童生徒用図書として活用、

また中央図書館及び市民センター図書コ

ーナーの貸出用図書として活用のため

４

ノータッチ式

ソープディス

ペンサー

１２個 156,000 円 八上小学校にて児童の手洗いに活用する

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１０月２０日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 前 川 修 哉

No 名称 実施日 団体 場所

1

親子ｄe運動あそび 令和 2年 12月 19 日 篠山スポーツネットワ

ーク

丹波篠山総合スポーツ

センター

支配人 田中 稔也

丹波篠山総合ス

ポーツセンター

内人工芝グラウ

ンド

2

第 11 回兵庫北摂カ

ップ

令和2年11月 29日、

12 月 5日

予備日：令和 2年 12 月 6日

兵庫北摂リトルシニア

会長 中村 雅幸

篠山学園グラウ

ンド、四季の森

運動公園、今田

グラウンド
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報告３

   第１２１回丹波篠山市議会長月会議一般質問について

  第１２１回丹波篠山市議会長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１０月２０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                          【隅田雅治議員】

【質問事項２】市内の高校に陶芸・芸術系コースの開設を

【質問の要旨】

国や県の動向を踏まえ、高校生が丹波篠山で学ぶことによる地域の活性化とその卒業生の将来

的な丹波篠山への定住といった視点から、市内の高校に陶芸・芸術系コースの新設を兵庫県に働

きかけてはどうか。

【教育長答弁】

丹波篠山市には、３つの県立高校があり、それぞれ特色ある取組がなされています。

篠山鳳鳴高校は、普通科と自然科学系コースを備え、大学への接続改革の一環として、「学力向

上推進プロジェクト」や「インスパイア・ハイスクール」事業を展開し、言語活動や探求活動の

充実を通して、確実な知識理解と自分の考えを分かりやすく伝える力の育成に取り組まれていま

す。

篠山産業高校は、平成３０年度から機械工学科、電気建設工学科、総合ビジネス科、農と食科

への学科改編が行われ、社会の変化に対応できる「スペシャリスト」、ふるさとを愛し他者と協働

して地域の問題に取り組むことができる「地域を担う人財」の育成に取り組まれています。

篠山東雲高校は、「環境を護り いのちを育てる」との教育理念のもと、日々の体験活動を重視

され、地域と密着した教育活動を展開されています。そして、２年次からは３つの類型に分かれ、

専門分野の学習を通して、地域を担う人材の育成に取り組まれています。

このような市内高校の状況において、新たに、陶芸・芸術の専門コースを設置することが可能

かどうか、先般、兵庫県教育委員会の高校教育課に尋ねてみたところ、専門学科を持つ篠山産業

高等学校、篠山東雲高等学校への設置は制度上できないということであり、普通科に特色を持た

せるため、普通科を持つ学校に設置することは可能であるが、現在、篠山鳳鳴高校は４クラス規

模であり、そこに新たにコースを設置するというのは、公益の観点からも定員割れを起こす可能

性があり、厳しいと考えるという回答を得ました。

さて、兵庫県下の高校では、これまでより魅力ある学校づくりがなされていて、議員が述べら

れたデザイン科や美術科といった最も専門性が高い「専門学科」を有する高校、また、村岡高校

の地域アウトドアスポーツ系は「類型」とされ、これも高校１年時からより高い専門性で学ぶこ

とができます。そして、議員が新設の要望をしてはどうかとご提案された「コース」は、生徒が

特色ある教育を理解し、その学習に強い意欲を持っていることが要件であり、より高く生徒の適

性を伸ばしていこうとする制度だと考えているところです。

このように、県立高校では「学びたいことが学べる学校づくり」という方向性を基本に進めら

れてきており、丹波篠山市教育委員会としては、今年で４年目になりますが、市内の中学、特別

支援学校の２年生とその保護者を対象に、市内３高等学校の特色や良さを知るキャリア形成支援

事業「夢プラン」を展開しています。高校生によるそれぞれの学校紹介は中学生にとても好評で、

また、地元企業で活躍される社会人との意見交換も通して、市内すべての中学生が、地元３高校

の特色について学ぶとともに、自分の生き方を見つめ直し、将来を描く機会としています。

従いまして、ご提案いただいた「陶芸・芸術系コースの開設」を働きかけるよりも、中高の連

携をさらに深めることで、地域の活性化を図りたいと考えます。
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【問答】

Ｑ１．市内の中学生が、市内の高校に行かない。高校は県管轄であるが、中高と連携して、市内

中学を卒業する多くが、市内の高校へ進学するよう、また、他市からも市内の高校に進学するよ

うな魅力ある高校運営が必要である。

欧米では、リベラルワークが重視されている。広く一般教養を身につけたうえで、専門分野を

学ぶようになっている。自分で考え、自分が何がしたいのか考えられる人を育てていく教育が必

要である

市内でも産業高校の生徒が「キカケン」で、東雲高校が「ケロっとバーガー」等のとか、頑張

っておられる部分もあるが、トータルとして、今のままでは良くないのではないか

Ａ１．幼小中高と学びの機会がある中で、高校時代は、将来のこと、自分のできること、社会の

こと考える時期である。ひょうご未来の高等教育のあり方検討委員会の中で、課題の１つとして、

小中高の学校間の繋ぎが大切である。何がつながっているのか、何がつながっていないのか精査

が必要である。その時、一つのポイントが学力となる。学力というものに、どういった意味合い

を待たせていくことができるのか。このあたりが大事なことであるが、曖昧となっている。

社会科学、人文科学、自然科学を融合していく中で子どもたちは学んでいく。高校時点で特化

していくより、一般教養の学び、それらの様々な知識をもって、課題にあたっていくことが求め

られている。今、高校生が学んだ知識を、社会にどのように生かせるのか、「キカケン」「ケロっ

とバーガー」の取り組みを頼もしく思っている。

義務教育では、深く学ぶことを高校へつなげていくため、小中高の連携を図っていく必要があ

る。こうしたことを、市内３高校校長ともお話をした。
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通告番号 個－１                          【隅田雅治議員】

【質問事項３】学校給食に取り組む生産者の支援を

【質問の要旨】

学校給食への出荷に向けて取り組んでいる丹波篠山市場出荷協議会を支援するため、丹波篠山

市場の隣接地に保冷庫を設置してはどうか。

【教育長答弁】

昨年度、丹波篠山市場及び丹波篠山市場出荷協議会には、学校給食食材納品の登録をいただき、

地元野菜の利用率向上に向けてご協力をいただいているところです。そして、この１０月の給食

では、丹波篠山市場出荷協議会の皆様のご尽力により、丹波篠山黒枝豆のむき豆を使用した献立

を初めて提供することができるようになります。

さて、ご提案の貯蔵保冷庫が設置されることになれば、例えば、年間１２，０００㎏必要なジ

ャガイモでしたら、令和元年度で５４６㎏を地元産でまかなっていますが、１２月頃まで保存が

可能と聞きますので、地産地消量を増加させることが期待できます。

しかしながら、学校給食に取り組んでいただいている生産者の出荷意欲と特産品の開発につな

げる施策のご提案であり、地元野菜を納品していただいている団体は、丹波篠山市場出荷協議会

のほかにもあることや、市場価格との価格差などをどうするか、関係団体、関係機関と検討した

いと考えます。

【問答】

Ｑ１．昨年５月に丹波篠山市場が誕生した。市場出荷協議会からは学校給食での採用を検討して

もらえないかとの意見の中、１年をかけて給食センターとも意見交換されてきた。キヌサヤから

始められ、玉ねぎなら大きいものをセンターに、小さいものを市場に提供している。若者の就労

者やジビエ関係者など連携も図られ、今では３４０人のメンバーとなった。これからも、給食セ

ンターの納品も充実させたいと意欲的である。近年、ブルーベリーも始められたが、冷凍庫がな

いため、ジビエの冷凍庫を借りて出荷されていた。市長から設置に検討するとの答弁をいただい

たので、期待します。今後の意気込みをお聞きしたい。

Ａ１．（市長部局）丹波篠山市場では、本年６月から給食センターに出荷している。給食センター

には５つの団体が出荷されている。大根や白菜については、一定量が確保できるものの、その他

については少量にとどまっている。年間を通じて、出荷を確保していくのが難しい状況にはある。

しかし、地元野菜の活用が地産地消に繋がり、食育にも繋がっていくものと考える。質問をいた

だき、出荷組合とも協議してきた。３坪の保冷庫で１４０万円程度、維持経費として年間２０万

円。購入補助で対応するのか、運営費が捻出できるのか充分検討が必要である。農家数を増やす

には、出荷しやすい体制、受け入れやすい体制の整備が求められる。また、ニーズに応じた栽培

促進も必要であり、給食センターからの情報も得、提供しながら、調整していきたい。

Ｑ２．（意見）給食センターのみへの提供だけでなく、加工品などの新しい特産品への取り組みな

ど、意欲をもって取り組まれている方への支援をお願いしたい。
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通告番号 個－５                               【安井博幸議員】

【質問事項２】 将来を見越した市の幼児教育の方向性

【質問の要旨】

２－１ 幼稚園からこども園への移行計画の在り方

２－２ 近年の市内出生数の低下を見越した幼児教育施設の再編

２－３ 統廃合への専門家や保護者を交えた検討委員会の設置を

【教育長答弁】

まず、これまでに丹波篠山市として取り組んできた幼児教育および幼保一体化推進の経緯につ

いてです。

平成１５年度から幼稚園の２年保育実施に順次取り組み、平成１８年度ですべての幼稚園が２

年保育へ移行しました。これにより、４歳児から２年間の幼稚園教育を推進していくことになり

ました。また、平成１６年度に策定した次世代育成支援対策推進行動計画、いわゆる「元気なさ

さっ子 愛 プラン」の作成時に行った保護者アンケートで、希望が最も多かったのは幼稚園で

の「保育時間の延長」であり、預かり保育の実施に取り組むこととなり、現在に至っています。

また、一時的に子供を受け入れてほしいという希望もあり、これは、平成２７年度からになりま

したが、富山こども園で一時預かり事業を開始しています。

続いて、平成２２年３月策定の次世代育成支援対策推進後期行動計画における幼保一体化構想

では、平成２７年度以降の長期計画において、市内のすべての公立保育園・幼稚園を認定こども

園化する計画でしたが、財政収支バランスが見込めるのは平成３２年度以降であったことから、

平成２４年３月に策定した幼保一体化推進計画で、認定こども園化の具体策については然るべき

時期に再検討することとしています。

認定こども園化を含む幼保一体化の目的の１つは、保護者の就労状況に関わらず、就学前のす

べての４・５歳児に幼稚園教育を提供できる環境を整えることにありますが、施設整備を伴う認

定こども園化には大きな財政支出を伴うことから、一気に進めることはできていません。そこで、

既存の施設を活用しながら幼保一体化を進める方法として、幼稚園時間終了後の預かり保育の実

施に取り組むこととし、これまでに６つの預かり保育施設を順次開設してきたところです。

次に、市内出生数の低下を見越した幼児教育施設の再編についてです。

丹波篠山市での１学年の子供数は、平成２８年まではおよそ３００人強で推移してきましたが、

平成２９年に２５４人と急減し、その後も２６０人前後での推移となっています。一方、保育園、

幼稚園、こども園の在籍者数の推移をみますと、幼保一体化推進計画を策定した平成２３年は総

合計９９０人でしたが、今年度は１，１０６人となり、年々増加してきました。出生数が急減し

た平成２９年以降でも、園児数はほぼ横ばいで、減少には至っていない状況です。

その内訳をみますと、就労家庭等で長時間保育を必要とする園児が平成２３年は６８０人でし

たが、今年度は９２９人であり、この１０年間で約１．４倍にも増えています。反対に、短時間

保育で足りる園児は、平成２３年では３１０人であったのが、今年度は１７７人と、ほぼ半減し

ました。

このように、市全体を見渡したとき、少子化の傾向はうかがえるものの、園の在籍者数は増加

傾向で、就労家庭等の長時間保育利用児の割合が増えていることを考えますと、長時間保育を必

要とする保護者への支援が、これまでとかわらず今後も必要と考えます。
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そして、その支援の在り方として、議員は施設再編をどうするのかを問われていますが、丹波

篠山市教育委員会としては、子供たちが保育所、幼稚園、こども園のいずれに在籍していようと

も、保育者は人としての発達を理解し、子供一人一人の発達課題を保障していく教育環境、つま

り育ちのプロセスに沿ったカリキュラム展開をめざした保育・教育の方向性を定めています。

例えば、３歳～５歳では、脳を発達させるのは「直接体験」であり、その時期に刺激された触

覚、嗅覚、味覚は一生残ります。だからこそ、この丹波篠山市の自然を活かした「遊び」を通し

て子供たちを育てようとしています。ここ２年間、親子でドングリを集め、そのドングリを通貨

に見立て、買い物やゲームができる「どんぐりマーケット」を幼稚園内で展開してきましたが、

今年は、市内すべての施設が一緒になって、それぞれの施設での自然遊びを集め「はる・なつ・

あき・ふゆ・あそぶっく」を作成し、子供たちの好奇心を突き動かそうと考えています。そして、

その事例は、ホームページで発信し、保護者とも共有して子育て支援の一助とする計画です。

さらには、私たち大人が乳幼児に贈れる最初のプレゼントは「生活習慣」です。今年は、その

中でも、子供たちがきちんとした体内時計を確立するために「眠育」に取り組んでいます。

最後に、統廃合への専門家や保護者を交えた検討委員会の設置についてです。

現在の幼児教育施設の状況は、次世代育成支援対策推進後期行動計画における認定こども園化

の構想図とでは異なっている点がいくつかあり、計画を見直す必要性はあると考えています。

そこで、今後の見直しにあたっては、地域の子供の数と園の在籍者数や、立地などの防災面、

既存施設の老朽化の状況、民間活力の活用といった視点からの検討が大切だと考えていますが、

昨年度に実施した老朽化調査では、文部科学省が定める基準において、優先的に長寿命化改修等

の対策を講じる必要がある施設はなく、まだ既存施設を活用できるということが判明しました。

いずれにしましても、計画の見直しといったことが現実となりましたときは、学識者や保護者

代表に検討委員会へ参画いただき、積極的にご意見をいただきながら進めていきたいと考えます。

【問答】

Ｑ１．平成２３年に幼保一体化推進計画が策定されている。その後、計画はなく、保護者の意見

等により、延長保育等がなし崩し的に実施されている。出生者が減っているけれども、幼保の需

要は増している。これは女性の就労が増えているためである。これらの実態に対応した長期的な

計画が必要ではないか。市のプライマリバランスが取れるまで、幼保一体化はできないと言って

きたが、ようやくバランスがとれ、実施できる環境となり、幼保一体化計画を新しく作る必要が

あるのではないか。

Ａ１．平成２３年の幼保一体化計画では、認定こども園化を進めることとしていた。その後、保

育園の無償化、保護者や地域の意見など様々な要因により、計画を進めていくことが難しい状況

となってきた。確かに、出生者数は減少傾向にありましが、０歳児が４．５歳児になる頃には増

加している現状があり、園児数は増えている。今後、慎重に見極めながら、必要な時期に見直し

が必要と考えています。

Ａ１．令和元年の調査では、７歳児は出生児数より１９人増加、８歳児は出生児数より３２人増

加しており、この１０年間の傾向として出生時数より増加する傾向にある。近年では、要因分析

まではできていないが、０、１歳時が増加傾向にある。待機児童の話がありましたが、待機児童

の解消について、一気にこども園というのは難しい。対応として、こども園化よりも、保育所の

施設の増設などを図り、０．１歳時の保護者への支援することが現実的な取り組みと考える。
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Ｑ２．（意見）出生時よりも学校に入る頃には子どもの数は増えている。転入等により社会増して

いることは理解できた。幼稚園における延長保育を実施された時も、計画に基づいたものではな

い。教育委員会として、審議会を開催し、学識者、地域、保護者の意見も聞きながら、長期的な

計画を持つ必要があると考える。極端に少人数の幼稚園もある。子どもの幼児教育にとって、あ

る程度の規模の中、集団生活による競争や協調性を学ぶ機会が必要と考える。ぜひ、審議会の審

査を求めたい。
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通告番号 個－10                             【前田えり子議員】

【質問事項１】少人数学級で感染予防と豊かな学びを

【質問の要旨】

新型コロナウィル感染拡大の中、感染予防と豊かな学びを保障するために、少人数学級の実現

を求める。

【教育長答弁】

まず、丹波篠山市における学級規模の現状についてです。小学校１４校中、すべての学級が３

０人以上というのは、味間小学校だけです。市内小学校の通常学級は９２学級ありますが、その

うち７１学級、７７％が既に３０人以下となっています。また、２０人以下の学級は４５学級、

全体の４９％、約半数の学級は２０人以下ということです。

中学校においても、５校中３校が全学年で１学年１学級となり、通常学級２８学級中５学級が

３０人以下となっています。

以上のことから、本市では、児童生徒数の減少により既に少人数学級の状態となっているのが

現状であり、ご質問にある「身体的距離の確保」については多くの学級で達成できており、３０

人を超える学級でもワークスペースを活用するなどして、最大限の間隔を取るとともに、頻繁な

換気を行い「３つの密」が重ならないよう配慮し、感染拡大防止に努めているところです。

また、消毒作業も外部委託するなど感染拡大防止に取り組んでいますが、それ以上に、感染者

や医療従事者、その家族などに対する差別的言動が報道され、人権的な問題への配慮や指導の必

要性を強く感じています。そのため、そのような問題が起きないよう、教育活動の中で感染症に

対する正しい理解を促し、人権意識を高めるよう取り組んでいるところです。

次に、「豊かな学び」についてです。少人数指導はすでに小学校でも中学校でも行っており、特

に、算数・数学科や英語科では学級を単純にハーフサイズにしたり、習熟度によって分かれて指

導したりしているところです。一方で、小学校段階では、多様な、また、時に異質な考え方を引

き出す指導に取り組む必要もあり、臨時休業期間に大きく取り上げられたオンライン学習のシス

テムを活かし、複数の少人数学級をつなぎ、それぞれの学校に居ながら一緒に学ぶ形態、遠隔合

同授業の研究に取り組み始めました。

このように本市の現状に合わせた課題に取り組む一方、全国的に見れば依然として定数上限に

近い児童生徒数の学級があるのも事実です。そこで、兵庫県市町村教育委員会連合会や都市教育

長協議会として、関係省庁に少人数学級の推進を求める意見書を提出し、要望しています。

また、学級の人数について言えば、特別支援学級の定数も課題だと考えています。兵庫県にお

ける特別支援学級の定数上限は８人です。少ないと思われるかもしれませんが、特別支援学級に

在籍する児童生徒は、学年も、障害の程度も様々です。今年度は、定数上限の８人学級が小中そ

れぞれ１学級、７人学級も小中それぞれ１学級あり、いずれも異学年の児童生徒が在籍していま

す。異学年で、障害の程度も違うとなれば、指導する内容ももちろん違います。中には多動傾向

があり、座っていることが難しい児童生徒もいます。そうした状況で、担任一人が指導すること

は非常に難しく、市費の支援員を配置して学びの保障をしているところです。この特別支援学級

定数の見直しも、国や県で検討すべき課題として要望していることを申し添え、答弁とします。

このように本市の現状に合わせた課題に取り組む一方、全国的に見れば依然として定数上限に近

い児童生徒数の学級があるのも事実です。そこで、兵庫県市町村教育委員会連合会や都市教育長
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協議会として、関係省庁に少人数学級の推進を求める意見書を提出し、要望しています。

また、学級の人数について言えば、特別支援学級の定数も課題だと考えています。兵庫県にお

ける特別支援学級の定数上限は８人です。少ないと思われるかもしれませんが、特別支援学級に

在籍する児童生徒は、学年も、障害の程度も様々です。今年度は、定数上限の８人学級が小中そ

れぞれ１学級、７人学級も小中それぞれ１学級あり、いずれも異学年の児童生徒が在籍していま

す。異学年で、障害の程度も違うとなれば、指導する内容ももちろん違います。中には多動傾向

があり、座っていることが難しい児童生徒もいます。そうした状況で、担任一人が指導すること

は非常に難しく、市費の支援員を配置して学びの保障をしているところです。この特別支援学級

定数の見直しも、国や県で検討すべき課題として要望していることを申し添え、答弁とします。

【問答】

Ｑ１．本市では、既に少人数学級が実施されていると言うことだが、ソーシャルディスタンスが

取れない３０人以上の学級は、小学校９２学級中２２学級、中学校２５学級と認識している。感

染予防の具体的な対策を聞きたい。

Ａ１．文科省の新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式

バージョン４」が９月３日に出され、これを基に、丹波篠山版の「学校の新しい生活様式」を示

して、学校に対して感染予防を図るよう指導している。

学校の教室では、大きな声で話さない、マスクをつける。音楽では、同じ方向を向いて歌うな

ど、飛沫感染予防をとっている。

Ｑ２．国立成育医療研究センターが実施した学校再開後に子どもを対象にしたアンケートでは、

何らかのストレスを感じている子が７２％に及ぶ。ストレスを自覚しない子どもも多く、気持ち

を自由に表現できる環境をつくってあげることも必要である。都市部の過密校で、分散登校を行

った学校では、じっくり話を聞いてもらえた、丁寧に教えてもらえたといった意見も多く聞かれ

た。また、欧米では１９８０年代、２０人程度の学級運営を行うと、学習効果また精神的な安定

に大きな効果があったと報告もある。

今回のコロナ危機で、学びの保障、安全を確保するには、少人数が求められていることを明ら

かになったと思っている。少人数学級の実現に向けた取り組みを聞きたい。

Ａ２．「感染源を絶つ、感染経路を絶つ、抵抗力をつける」、専門者会議の意見を受け、学校で何

ができるか考えてきた。少人数学級であっても感染経路を絶つことが大切と考える。石鹸での手

洗い、消毒作業をもって感染経路を絶つことを行った。マスク着用で飛沫感染の抑止してきた。

８月６日文科省は小中学生の感染者は１４３人と発表した。うち家庭内感染が５７％、学校内

感染が５％と報告があった。私たちは、専門家の知見に基づき、丹波篠山版の対応マニュアルを

作成し対応しており、これからも対応していく。

Ｑ３．三密を避けることができ、子どもの不安も解消され、学習もしっかりできることから、少

人数学級が求められている。味間小３年１０８人で３クラス、篠山中２年１２４人で３クラスと

一部では過密状態がある。長野県の小中学校は３５人以下学級を実現しており、教育効果が上が

っている。

文科省の全国学力調査では、小規模校を実施した学校は、平均点が改善されたとの結果が出て
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いる。自分で考え、自分で取り組む学習習慣が推進できているのは、小中とも１６人から２０人

の学級の割合が高い報告もある。ある学校では、３０人学級を実施により、問題行動が減ったと

の報告もある。少人数学級は、コロナ対策だけでなく、様々な効果があると報告がある。

少人数学級実現のため、国への働きかけ、市の独自の取り組みをお願いしたい。

Ａ３．味間小４年のことかと思います。１０８人中７人は特別支援学級生であり、クラスとして

は３４人となります。また、篠山中についても特別支援学級生も含まれているため、クラスとし

ては４０人以下の学級となっている。

少人数学級では、一人一人に目が行き届く、教育活動が確認できるといったメリットはあると

認識している。新型コロナ感染症と少人数学級の関係性については、学校内感染は僅かであると

の現実の中、知見に基づき、「学校の新しい生活様式」に基づき行動することで、感染症は抑制で

きているものと考えている。

今後、一斉に感染症が広がるようであれば、４０人であっても２０人であっても感染リスクは

残るため、休校措置をとって対応していく。少人数学級ならば、少しはリスクが下がるかもしれ

ませんが、少人数学級の実現に向けては、コロナ感染症の観点よりも、教育活動の充実の観点で

実現に向けた働きかけをした方が良いのではないかと考えている。

Ａ３．コロナ禍の学校運営では、感染症防止と子どもの学力の充実は切り離して考えている。欧

米の少人数学級を例にあげられているが、カリキュラムが異なり、どのような学びをしている国

によって異なる。単純に人数で比較するのは危険であると考える。豊かな学びを進めるため教育

研究所で研究を進めているところである。

子どもたちのストレスについて、回復させるには信頼できる他者が必要であると報告されてい

る。その他者に教師がなれるかどうか。傾聴する、共感する心が信頼される存在になると考える。

教師は、人数に関係なく、子どもを４０分の１ではなく、常に１分の１で対応していくことが大

切であり、その様に取り組みを進めている。

Ｑ４．（意見）コロナの問題と少人数学級の条件整備はレベルの違う話であるとは思う。明らかに

したいのは、コロナ禍の中で、少人数学級は、感染予防、学びについても効果があったこと。国

でも少人数学級への動きもあり、市もその方向で推進をお願いしたい。
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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１０月２０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 2 1 3

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 1 1

Ｒ１

Ｒ２ 1 1 2

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1 18 2 1 1 9 8 2 1 2 1 47

Ｒ２ 1 6 4 3 2 16

Ｒ１ 1 2 18 2 1 2 17 10 3 2 2 1 61

Ｒ２ 1 1 9 4 4 3 22

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 4 5 7
1974 0.20% 0.25% 0.35%

 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

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

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）

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

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

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９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
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Ｒ１ 1 1 2

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 2 6 2 4 1 3 3 21

Ｒ２ 1 2 2 5

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 1 1 3 6

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ２ 1 1

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 1 1

Ｒ１ 11 17 14 12 2 21 22 14 5 8 1 127

Ｒ２ 2 1 2 1 6

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１ 1 2 4 4 4 2 1 18

Ｒ２ 5 1 4 10

Ｒ１ 14 25 21 21 2 27 24 20 9 8 8 179

Ｒ２ 8 4 3 8 23

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 10 13 18
953 1.05% 1.36% 1.89%

 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

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

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）

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

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

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９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
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報告５

   令和２年度１０月小・中・特別支援学校定例校長会について

  令和２年度１０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１０月２０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

   第１５回全国学校給食甲子園の選考途中経過について

第１５回全国学校給食甲子園の選考途中経過について、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１０月２０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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第１５回 全国学校給食甲子園大会 選考途中経過について

１.これまでの選考経過

（１）第１次選考結果（令和２年９月１６日）

応募献立総数１，４１２件のうち、１次選考を通過した献立２２０件に選定

審査にあたっては、応募献立が文部科学省の「学校給食摂取基準」を充足し

ているかどうかが重点的な選定基準となっており、このほかに献立内容全般に

ついても審査の対象となった。

（２）第２次選考結果（令和２年９月２８日）

１次選考を通過した献立２２０件のうち、４７都道府県代表の５６献立に選定

２次審査全体講評としては、栄養価はもちろん「地場産物を効果的に使用し

ている」「献立に工夫がある」「出来上がりがきれい」など優れた点があった。

（３）第３次選考結果（令和２年１０月１２日）

２次選考を通過した献立５６件のうち、全国２４代表の献立、中部・近畿ブ

ロック代表の４献立のひとつに選定

３次審査全体講評としては、豊富な地場食材を効果的に使用した献立で、食

育の生きた教材としての活用にも期待できると感じた。教科との連携した食育

の取組み、地元の生産者との食育につながる協力連携、食品ロスと献立と指導

との関連など日々取り組んでいる意欲を感じた。

２．今後の流れ

（１）選考審査

第 4 次予選（書類審査）

（令和２年１０月２８日）

第 3 次選考を通過した 24 校（施設）から書類

選考で各ブロックから 2校、合計 12 の代表校

（施設）を選定。

最終審査

（令和２年１２月５日）

第４次審査通過の１２の代表校（施設）に、最

優秀賞、優秀賞、特別賞などを選考

（３）最終審査発表   令和２年１２月５日（土）午前１０時から全国学校給食甲

子園の公式ホームページで発表
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＜第１５回 全国学校給食甲子園 第３次予選通過 都道府県代表献立＞

Ⅰ．北海道・東北ブロック

№ 都道府県 施 設 名 食数 献          立

1 北海道
北海道札幌伏見支援学
校もなみ学園分校
栄養教諭：大橋望 85

札幌黄のかき揚げ丼（ご飯）  牛乳
札幌黄のかき揚げ丼（かき揚げ） 小松菜のごまあ
え 五目汁  りんご

2 青森県
外ヶ浜町給食センター
栄養教諭：長沼裕美子 200

黒舞茸ごはん  牛乳
青森シャモロックみそバターソテー
みちのく山菜のごまあえ 風太鼓汁 皮付きりん
ご（つがる）

3 岩手県
紫波町学校給食センタ
ー
栄養教諭：小笠原美和 2,821 麦ごはん  牛乳 鮭の東雲焼き

すき昆布の煮物 えごま豚汁りんご

4 山形県
白鷹町学校給食共同調
理場
栄養教諭：後藤由里香

1,061
ごはん 牛乳 みそ豆 もってのほか菊おひたし
いも煮 白鷹のりんご

Ⅱ．関東ブロック

№ 都道府県 施設名 食数 献立

5 茨城県
稲敷市立東学校給食セ
ンター
栄養教諭：茂木夕起子

1,070 ごはん 牛乳 さばのねぎみそかけ
切り干し大根の和え物 具だくさん汁

6 栃木県
宇都宮市立岡本西小学
校
学校栄養職員：新井佐知
子

585
麦入りごはん 牛乳  ぎょうざバーグ
もやしのソテー  ゆばとかんぴょうのみそ汁
いちご

7 群馬県
川場村学校給食センタ
ー
栄養教諭：遠藤まみ

295
ごはん（雪ほたか）  うんまい牛乳
大豆とレバーの揚げ煮  カリカリ梅あえ よか
っぺ汁  ブルーベリー

8 埼玉都
埼玉県新座市立石神小
学校
栄養教諭：山崎芳江

640
新座のにんじんごはん  牛乳
わかさぎのお茶の葉揚げ
ほうれん草とレンズ豆のカレードレッシング和え
聖護院大根と豚肉の元気スープ  みかん

Ⅲ．甲信越・北陸ブロック

№ 都道府県 施設名 食数 献立

9 新潟県
柏崎市南部地区学校給
食共同調理場
学校栄養職員：近藤綾子

302 赤飯  牛乳  谷根鮭 de 焼きメンチ
えちゴンナムル  地場たっぷり夏とん汁
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10 新潟県 五泉市立五泉南小学校
栄養教諭：佐久間卓恵 610

ごはん  牛乳  鶏のから揚げトマトソース
なすと枝豆のみそ炒め  オクラともずくのスー
プ  メロン

11 富山県
富山県高岡市立野村小
学校
栄養教諭：亀ヶ谷昭子 690

白えびの金メダル丼  牛乳
（白えびのかき揚げ）  高岡野菜の五輪丼
地場もんパワーアップ汁  国吉りんごヨーグル
ト

12 石川県 加賀市立東和中学校
栄養教諭：肩菜津美 380

柴山産トマトの和風混ぜごはん  牛乳
ブロッコリー入りコロッケ  橋立産わかめのさ
っぱり酢の物  大豆たっぷりみそ汁  加賀梨

Ⅳ．中部・近畿ブロック

№ 都道府県 施設名 食数 献立

13 岐阜県 瑞穂市給食センター
栄養教諭：村上直江 6,902 麦ご飯 牛乳  小松菜にら玉  切干大根ビビ

ンバ  かぶと里芋のとろとろスープ 生パイン

14 静岡県
静岡県立富士特別支援
学校
学校栄養職員：滝浪永梨 375

静岡茶ごはん  牛乳  富士宮白糸産にじます
の天ぷら  しずまえしらすのお浸し  駿河汁
静岡県産冷凍みかん

15 兵庫県
丹波篠山市立 東部学
校給食センター
栄養教諭：岡田恵美

1,845
丹波栗と黒枝豆のにぎわいごはん   牛乳
丹波地鶏のさんしょみそ
コリコリ干し大根の茶の香和え
霧芋の雲海汁  ミニトマト

16 奈良県
宇陀市学校給食センタ
ー
学校栄養職員：辰己明子

2,089
山菜おこわ  牛乳  大和肉鶏の三色揚げ
酒粕クリームソース  大和まなとアサリの奈良
和え 春のすまし汁 うぐいすあんのくるみもち

Ⅴ．中国・四国ブロック

№ 都道府県 施設名 食数 献立

17 島根県
江津市立桜江学校給食
センター
栄養教諭：酒井美恵子

188 ごはん  牛乳  山くじらと桜江野菜の重ね煮
小松菜サラダ  江津旬菜汁

18 岡山県
岡山県立岡山西支援学
校
栄養教諭：川上啓子

225
麦ごはん  牛乳  鰆の海苔マヨネーズ焼き
冬瓜入り甘酢あえ  岡山ポークとたっぷり野菜
の豚汁  みかん

19 香川県
高松市立国分寺北部小
学校
栄養教諭：秦和義

827
麦ごはん  牛乳 さぬきサーモンとカシューナ
ッツの レモン和え(国分寺産オリーブ入り) 磯香
和え  みそ汁  いちご(さぬきひめ)”

20 愛媛県
西条市立大町小学校
栄養教諭：茨木仁美 636

はだか麦のつぶ入りご飯  牛乳  愛顔の食べ
きりレシピ「ごはんバーグ」  使いきりきんびら
ごぼう  だし煮干の佃煮  根菜ほっこりみそ
汁  みかん
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Ⅵ．九州・沖縄ブロック

№ 都道府県 施設名 食数 献立

21 佐賀県
佐賀市富士学校給食セ
ンター
栄養教諭：百武裕美

388
麦米飯 牛乳 富士町産なすとトマトのみそグラ
タン 富士町産ほうれん草の佐賀のり和え 白玉
団子汁  富士町苣木茶のふりかけ

22 長崎県
長崎県立島原特別支援
学校
栄養教諭：下久保ゆりか

116
ヒノヒカリごはん  牛乳
じげもん豚のひじきバーグ ～雲仙きのこソース～
じゃがいもとアスパラのソテー  ひょっつるの
かきたまスープ  長崎みかんのせミルクプリン

23 長崎県
大村市中学校給食セン
ター
栄養教諭：佐田マキ

3,105

なつほのかごはん   牛乳
干し大根とアスパラの彩り野菜の卵焼き
茎わかめのじげもんきんぴら  具だくさん田舎
みそ汁
幸の香ゆめ恋イチゴゼリー

24 沖縄県 石垣市立伊原間中学校
学校栄養職員：山里広子 48

パパイヤそぼろ丼  牛乳
島野菜のおかか和え  もずくのみそ汁
パイナップル
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報告７

   第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソンについて

第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソンについて、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１

４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１０月２０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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第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソン

令和２年９月２９日に第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソン第 1 回実行委員会を開催し、令和

３年３月７日（日）に開催を予定していた第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソンについては、新

型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、次のとおりオンラインイベントとして開催します。

第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソン・オンラインの概要

  スマートフォンに専用アプリをインストールし、ＧＰＳによって走行距離を計測するオ

ンラインランニングイベントです。それぞれの時間、コース、ペースで気軽にフルマラソ

ンの完走を目指します。

  開催期間 令和３年２月２６日（金）～３月７日（日） １０日間

  参加方法  ＧＰＳアプリをインストールして、開催期間内に累計４２．１９５ｋｍを

走行（一度に完走する必要はありません。）

  参 加 料  ２，５００円（第４０回大会申込者は５００円）

  参加特典  記念Ｔシャツ

  完走特典  フィニッシャームービー（動画完走証）

  ※表彰、ランキングは行いません。

「丹波篠山市民ラン２０２１」の開催について
第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソンはオンラインにて開催とするとともに、丹波篠山市民を

対象に第４１回丹波篠山ＡＢＣマラソンの代替イベントとして「丹波篠山市民ラン２０２１」

を開催し、市民がスポーツに親しみ、健康を増進する機会を提供します。

丹波篠山市民ラン 2021 は、丹波篠山ＡＢＣマラソン実行委員会への補助金 2,000 千円を

財源に開催します。

  主 催 丹波篠山市民ラン２０２１実行委員会

  協 賛 日本臓器製薬

期 日 令和３年３月７日（日）開会式：10:00、スタート：11:10

コース 大芋地区、約９．２ｋｍ、兵庫県高校駅伝男子３・４区の一部

    対 象 中学生以上の市民（丹波篠山市在住、在勤、在学）

    競 技 ①個人の部 【定員 300 人程度】

②リレーの部 【定員 25 組程度】

    申 込 受付期間 令和２年１２月１日（火）～令和３年１月１５日（金）まで

※申込多数の場合は先着にて申込受付を締め切ります。

    ※交通規制については、時間規制【通行止め】

会場周辺 7:30～14：00、コース 10:30～13:00

    ※イベントの詳細や申し込み方法については、広報１２月号にてお知らせします。

    ※沿道での応援は自粛をお願いいたします。
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報告８

   史跡八上城跡整備計画策定準備委員会の設置について

史跡八上城跡整備計画策定準備委員会の設置について、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１０月２０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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史跡八上城跡整備計画策定準備委員会設置要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は、国指定史跡八上城跡（以下「八上城跡」という。）等の保存と活用に必要な整

備計画策定に向け、必要な事項を調査及び審議するため、史跡八上城跡整備計画策定準備委員会（以

下「準備委員会」という。）の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事業)

第２条 準備委員会は丹波篠山市教育長（以下「教育長」という。）の依頼に応じて次に掲げる事項

を調査及び審議するものとする。

（１）八上城跡の整備に関する事項

（２）八上城跡の遺構の保存及び調査に関する事項

（３）八上城跡の維持管理及び活用に関する事項

（４）その他所期の目的達成のために必要な事項

（組 織）

第３条 委員会は、委員10名以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げるもののうちから、教育長が委嘱する。

（１）識見を有する者

（２）地元関係者

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

２ 委員の再任は妨げない。

（委員長及び副委員長）

第５条 準備委員会には、委員長１人及び副委員長１人を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

３ 委員長は会務を総理し、準備委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたとき、その職務を代理する。

（招 集）

第６条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。

２ 会議の議長は、委員長が務めるものとする。

３ 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をのべさせ

ることができる。

（庶 務）

第７条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

（補 則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が準備委員

会に諮り、これを定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年１０月８日から施行する。

（特例措置）

２ この要綱の施行日以後最初に開催する会議は、第６条の規定にかかわらず、教育長が招集する。
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№ 役職 所属等 氏名 備考

1 委員 八上校区自治会長会　会長 新家　教雄 地元関係者

2 委員 八上校区まちづくり協議会　会長 梶村　元秀 地元関係者

3 委員 八上城麒麟がくる委員会　委員長 小野　健二 地元関係者

4 委員
日置地区自治会長会　会長
日置地区まちづくり協議会　会長

山本　晴朗 地元関係者

5 委員 高城山へ登ろう会　幹事 山口　喜昭 地元関係者

6 委員 丹波篠山市文化財保護審議会　会長 今井　進 識見を有する者

7 委員
丹波篠山市文化財保護審議会　委員
史跡篠山城跡整備検討委員会　委員

池田　正男 識見を有する者

8 委員 元丹波篠山市企画総務部長 梶村　徳全 識見を有する者

八上城跡整備計画策定準備委員会　委員名簿
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R2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

●準備委員会立ち上げ

●準備委員会

（計画策定スケジュール提示、意見聴取）

●県教委との協議

●第2回会議

（第１回会議を踏まえての計画の方向性の提示）

R３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

●補助事業計画書の提出

●兵庫県予算内示

補助金申請書提出●

●準備委員会 ●整備検討委員会への移行

R４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

●策定業務コンサル選定作業

●整備検討委員会 ●整備検討委員会

●レーザー航空測量の実施

R５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

●整備検討委員会 ●整備検討委員会

●パブコメ実施

●計画策定

報告書刊行●

史跡八上城跡整備基本計画策定スケジュール　案
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報告９ 教育長報告

日 月 火 水 木 金 土

9/11

9:45 保育

園訪問（に

しき保育

園）

9/12

中学校体育

祭

9/13 9/14

10:00 協議

9/15

8:30 政策

会議（301）

9:30 予算

決算委員会

全体会

16:00 所属

長会（2-301

・302）

9/16

9:30 市議

会長月会議

（2日目）

9/17

9:30 市議

会長月会議

（3日目）

9/18

13:00 代表

校長打合せ

9/19

8:00 「スポ

ーツ立県ひ

ょうご」創出

プロジェク

ト事業グラ

ウンドゴル

フ交流大会

（スポーツ

センター）

13:00 桐野

作人講演会

＆旭堂南左

衛門講談（交

響ホール）

9/20 9/21 敬老

の日

9/22 秋分

の日

14:30 古澤

巖コンサー

ト（交響ホ

ール）

9/23

8:30 政策

会議（301）

9/24

議員全員協

議会（調査

特別委員会

終了後）

決算委員会

終了後：総

合計画調査

特別委員会

（全体会）

9:30 市議

会長月会議

（4日目）

16:30 所属

長会

（2-303）

9/25

9:00 学校

園訪問（城

南幼・小）

13:30 篠山

城跡整備検

討委員会

（市民セン

ター）

18:00 打合

せ

9/26
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9/27 9/28

9:00 学校

園訪問（西

紀みなみ幼

・小）

13:10 西古

佐山内氏来

庁（教育長

室）

15:00 瀬利

自治会青木

氏来庁（教

育長室）

9/29

8:30 政策

会議（301）

9:00- 学校

訪問（今田

中）

13:30 地域

おこし協力

隊児島氏来

庁（教育長

室）

15:30 丹波

篠山ＡＢＣ

マラソン実

行委員会

(市民セン

ター)

9/30

9:00 学校

訪問（篠山

東中）

16:00 所属

長会

（2-301）

10/1

9:00 社会

福協議会来

庁（教育長

室）

10:00 定例

校長会（丹

南健康福祉

センター）

11:30 伊勢

校長・中道

校長来庁

（教育長

室）

13:30 市展

実行委員会

（市民セン

ター）

10/2 10/3

10/4 10/5

9:00 学校

園訪問（岡

野幼・小）

16:00 教育

委員協議会

（401.402）

10/6

8:30 政策

会議・部長

会（301）

9:00 学校

訪問（多紀

小）

16:00 所属

長会

（2-303）

10/7

9:00 学校

園訪問（八

上幼・小）

15:00 協議

（宝塚市）

10/8

9:00 学校

園訪問（城

東小・かや

のみ幼）

13:30 【10

月】定例教

育委員会議

案検討会

(2-303)

10/9

9:00 学校

園訪問（篠

山幼・小）

11:30 今田

元旦マラソ

ンに関する

伝達（教育

長室）

13:30 「丹

波篠山の教

育」教育長

ヒアリング

(2-101)

10/10
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10/11 10/12

9:00 学校

訪問（丹南

中）

13:30 「丹

波篠山の教

育」教育長

ヒアリング

(2-201)

10/13

8:30 政策

会議（301）

9:30 今井

進氏来庁

（教育長

室）

13:00 12月

補正教育長

ヒアリング

(2-303)

10/14

9:00 学校

訪問（篠山

中）

13:00 大塚

製薬包括連

携協定締結

式（301）

16:00 所属

長会

（2-303）

17:00 12

月補正教育

長ヒアリン

グ(2-303)

10/15

9:45 こど

も園訪問

（味間こど

も園）

13:30 「丹

波篠山の教

育」教育長

ヒアリング

(2-101)

15:00 多可

町教育長来

庁（教育長

室）

10/16

9:00 学校

園訪問（西

紀北幼・小）

10/17

10/18 10/19

9:00 学校

園訪問（今

田幼・小）

13:30 第 1

回史跡八上

城跡整備計

画策定準備

委員会

（2-302）

16:00 「丹

波篠山の教

育」教育長

ヒアリング

(2-201)

10/20

8:30 政策

会議（301）

13:30 教育

委員協議会

(401.402）

14:00 定例

教育委員会

(401.402)
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