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平成３１年第２回教育振興基本計画審議会 会議録 

 

◇開 会  平成３１年 ２月１９日（火） 午後 １時３０分 

◇閉 会  平成３１年 ２月１９日（火） 午後 ３時５０分 

◇会 場  丹波市役所山南支所庁舎３階大会議室 

◇出席者   

 ・委員長  安藤 福光  ・副委員長  田中 延重 

 ・委員   久下  悟  近藤 泰三  吉川 景敏  荒木 真也 

       小山八重子  三川 洋司  宇野 真弓  坂谷 高義 

       大木 辰史  酒井 美孝  梅垣 真紀 

 〔事務局〕 

 ・教育長           岸田 隆博 

 ・教育部長          細見 正敏 

 ・教育部次長兼学校教育課長  足立 正徳 

 ・学事課長          前川 孝之 

 ・こども園推進課長      上田 貴子 

 ・子育て支援課長       足立  勲 

 ・文化財課長兼植野記念美術館  

  副館長兼中央図書館副館長兼  

  歴史民俗資料館長      長奥 喜和 

 ・人権啓発センター所長    宇瀧 広子 

 ・市民活動課長        井尻 宏幸 

 ・教育総務課長        藤原 泰志 

 ・教育総務課企画調整係長   青木 浩文 

 

次第           １ 開会 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、定刻となりましたので、第２回丹波市教育振興基本計画審議

会を開会いたします。私は、教育総務課長の藤原と申します。よろしくお

願いをいたします。 

会議に先立ちまして、資料の確認を皆様にお願いをいたしたいと思いま

す。資料のほうですが、過日送付させていただきました資料に加えまして、

本日、審議会の次第、それから、資料１として、丹波市の現状、人口減少・

少子高齢化、それから、資料２として、将来の推計人口、それから、資料

３として、市内外国人児童生徒の状況というのをお渡し、机上に置かせて

いただいておりますので、御確認をお願いしたいと思います。 

それから、過日送付させていただきました後期基本計画の総点検の資料

の中で、２０ページの「質の高い教育を支える教育環境の整備・充実」と

いうところにつきまして、差しかえがございますので、そちらのほうをご

らんいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

それから、本審議会は、原則公開ということになっております。丹波市

のホームページにも会議内容を後日、掲載をしてまいりますので、御理解

のほうよろしくお願いをいたします。 

次に、議事録作成のため録音させていただいております。発言の際には

お名前を名乗っていただいてから御発言くださいますようお願いをいたし

ます。 

また、会議時間はおおむね２時間を予定をしております。午後３時３０

分終了の予定で審議を賜りたいというふうに思います。 

後になりましたけれども、先月、１月２７日の「地域とともにある学校

づくり推進フォーラム」、また、２月１日の「未来につなぐ まちづくり・
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ひとづくりを考える講演会」に御参加いただきました委員の皆様につきま

しては、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

次第           ２ あいさつ 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、レジュメの２番、あいさつということで、開会に当たりまし

て、丹波市教育振興基本計画審議会、安藤会長から御挨拶をいただきたい

と思います。 

 

（安藤会長）        皆さん、こんにちは。本日は足もと悪いところでございますけれども、

御参集くださいましてありがとうございます。本日、これまでの点検とい

うことで、各課のほうから御報告があるかと思います。かなりボリューム

があるということが予想されますけれども、やはり皆様方のお話を聞いた

上での御意見を賜りたいと思っておりますので、議事進行は速やかに行い

つつも、議論は熱くできればお願いしたいと思っておりますので、本日も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次第           ３ 前回会議録の確認 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、３番の前回会議録の確認でございますが、過日送付させてい

ただいた冊子のとおりまとめさせていただいております。御発言の内容に

修正等がないか御確認をお願いしたいというふうに思っております。もし

なければ、この内容で教育委員会ホームページのほうに後日掲載をさせて

いただきたいというように思います。 

なお、会長、副会長以外の委員の方につきましては、発言内容のところ

にお名前が、きょうは入っておりますけれども、ホームページにつきまし

ては、Ａ委員、Ｂ委員ということで、アルファベットで表示をさせていた

だきますので、御了解のほうよろしくお願いをいたします。 

また、訂正等、細かい訂正等もありましたら、会議が終わった後で結構

ですので、担当のほうまでお申し出いただいたらなということで、よろし

くお願いをいたします。 

 

次第           ４ 協議事項 

 

             （１）前回質疑の回答について 

 

（藤原教育総務課長）    それでは、４番の協議事項に入るわけですが、ここからは安藤会長のほ

うに進行を進めていただきたいというように思います。よろしくお願いい

たします。 

 

（安藤会長）        それでは、これから協議事項に入っていきたいと思いますが、入る前に

いま一度、皆様にお願いがあります。前回の会議、さらに本日の会議、冒

頭にもありましたように、会議録を作成する関係上、発言をされる際は、

必ずお名前のほうを述べられてから御発言いただきますようにお願いいた

します。 

それでは、早速入っていきたいと思います。まず、次第の４に関してで

す。４の協議事項、（１）ですね。前回の質疑の回答について、説明をいた

だきたいと思います。 

それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

 

（青木企画調整係長）    失礼します。教育委員会教育総務課、青木と申します。どうぞよろしく
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お願いします。座って失礼します。 

まず、こちらの４の１のところでは、前回の質疑でございました点、大

きくは二つ、人口の関係のことと、あとは、市内の外国人の児童さん、生

徒さんのほうの数というような形のことに触れまして、前回御質問があり

ましたので、お手元のほうの資料の１から３をもちまして、簡単にちょっ

と御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

まず、資料の１と２を説明させていただきます。 

まず、人口のほうなんですけれども、まず、資料の１をごらんいただき

たいと思います。 

この中では、大きく今の現状と将来水準のことにつきまして御説明をさ

せていただきたいと思います。本日のこの資料１につきましては、今、並

行して進められておられます丹波市の未来都市創造審議会、こちらの資料

のほうから引用させていただいて、抜粋という形で本日、資料として入れ

させていただいております。 

まず、１番の人口減少・少子高齢化ということで、黒丸の現状のところ

です。大きくは三つございます。平成７年以降、人口につきましては減少

を続けているが、世帯数は増加が続いているということで、これが右ほど

にグラフがございますが、図の１－１ですね。ちょうど棒グラフ、水色の

もので示してあるものが人口の推移という形になります。平成１７年から

２７年で申しますと、ちょうど１０年間で約６，１５０人ほど減っている

というような結果で人口が減り続けているというような形になっておりま

す。 

二つ目の黒丸につきましては、１世帯当たりの人員の減少傾向について

なんですが、平成２７年には２．９人、１世帯当たり２．９人となってい

るというものがグラフで申しますと、折れ線グラフで示す、ちょうど右下

がりになっておりますが、そういうような形になっているというのが現状

でございます。 

また、図の２になりますけれども、右のほうになります。平成２７年の

年齢３区分別の人口、年少人口、いわゆる１５歳未満が１２．９％、１５

歳から６４歳の生産年齢人口、これが５４．７％、６５歳以上の老年人口

が３２．３％というふうになっているということを示しています。県と比

較しましても、この老年人口比率が高い、高齢化が進行しているというこ

とが今の丹波市の現状というようなことでございます。 

また、四つ目の黒丸のところには、図の３で示してありますけれども、

いずれの地域でも年少人口より老年人口が上回っているということで、特

に柏原地域以外においては、この老年人口が３０％を超えているという状

況であるということが、図の１－３のほうで示してございます。 

黒丸の大きな二つ目でございます。まず、将来推計、これも図の１－４

をごらんいただきたいと思います。国立社会保障・人口問題研究所の推計

になりますけれども、２０３５年の丹波市の総人口は、５万１，６１８人

となると予測されているということで、２０１５年から比較しますと、約

２０％の減少というような推計がなされております。 

二つ目の黒丸、同じ２０３５年の高齢化率は、全体で３９．４％になる

ということで、今後ますます人口の減少と高齢化というものが一層進展し

ていくというようなことが予想されておられるというようなことでござい

ます。 

本日の資料の２のほうをごらんください。 

さらにこの人口推計、今申しました、引用させていただいてます国立社

会保障・人口問題研究所、こちらのほうのホームページをごらんいただき

ますと、こういった資料２に示しております数字なんかを見ることができ

ます。ここでは今現在、２０４５年まで推計をされておられるというよう
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な形になります。 

資料２の１ページ目のところでいきますと、男女の合計の人口というよ

うな形になっておりますが、例えば、２０４５年のところの合計を見てい

ただきますと、２０１５年に対しまして、２万６４人減っているというよ

うな形で、これをパーセンテージで申しますと、３ページの一番最下段の

ところでございますと、総人口指数、２０１５年を１００とした場合とい

うことで、約、先ほどは２０％というような減少が推計されておられると

いうようなことだったんですけども、２０４５年になりますと、さらに１

０％減りまして、約３０％の減というような推計というようになっており

ます。 

こういったものをグラフに示しておりますのが、次の４ページ、５ペー

ジという形で、２０１５年から２０４５年までの男女別の人口ピラミッド

という形でこの資料は示しております。こういったものもホームページ等

でごらんいただくことができますので、一応、このことも本日の資料とし

て加えさせていただいたところでございます。まず、これが大きく２点目

の人口の部分に関しましての回答でございます。 

二つ目、資料３をごらんいただきたいと思います。 

Ａ４の１枚ものになりますけれども、前回、市内の外国人の児童さん、

生徒さんがどれくらいおられるのかというお尋ねがございました。平成３

０年５月１日現在という形で、そちらの大きく１番のところで表に挙げさ

せていただいております。全体で２０名という形で、それぞれ学校別にと

いう形で表で挙げさせていただいております。 

最も多いのが、柏原中学校の５名という形になります。国別で申します

と、ブラジルのお国の方が、いわゆるブラジル人の方が１１名という形で、

国別としては最も多くなっているということでございます。 

こういった児童さん、生徒さんに対しまして、下段に書いております支

援策というような形で、子ども多文化共生教育という形になりますが、県

のほうで多文化共生ボランティアのサポーターといいますか、多文化共生

サポーターという言い方をしますが、こういった派遣事業がございます。

加えて、これを補完する意味でも、市費のほうでもこういった事業を補完

をしているという中で、中身としましては、そこに書いてありますように

学校や教育委員会等からの要請によりまして、外国人児童生徒さんの日本

語指導、または通訳、翻訳、母国語の指導、異文化紹介等、これをボラン

ティアの、先ほど申しましたサポーターの方を派遣することによりまして

支援をさせていただいているというような制度がございます。あくまでも

児童生徒さんの来日後の語学力の状況によりまして、協議の上、派遣を決

定するという手続を踏んでいます。 

内容としましては、以下書いております。大きくは、外国人児童生徒へ

の直接的な支援、または教員・保護者と連携した支援、３番目に、学校に

おける子ども多文化共生教育の推進への支援という、この大きな三つがこ

の派遣事業の支援策の柱というような形になっております。 

昨年で、実績から申しますと、あくまでもこの事業、転入もしくは外国

から入ってこられて１年間という形が以前にもございますので、昨年度で

申しますと、この春日中学校のところにお一人いらっしゃいますが、この

方が一番直近の対象者という形で１年間の支援という形に、サポーターの

ほうを派遣をしていただいているというような状況でございます。 

以上、前回御質問がありました部分につきまして、ペーパー等でお伺い

をさせていただきました。以上です。 

 

（安藤会長）        今、事務局のほうから御説明いただいたわけですけれども、この点につ

きまして、質疑等ございましたら御発言をお願いいたします。いかがでし
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ょうか。 

済みません、ちょっと私から１点よろしいですか。この子ども多文化共

生サポーター派遣事業というのは、私、ちょっと知らなくて調べたら、兵

庫県の事業だということで書いてあったんですけれども、今、御説明だと

プラス市費での何か支援をしているというふうにお伺いしたと思うんです

けど、具体的に市費としてはどんなことをされていらっしゃるんですか。 

 

（青木企画調整係長）    教育委員会教育総務課、青木でございます。県のほうでは、あくまでも

派遣の、１年間と申しましたように、派遣当初、大体、６カ月間について

は、１週間に３回程度で、それ以降については、１週間に１回程度という

ような、どうしても制限がございます、制約がございます。それをあくま

で補完するということで、市費のほうで１回当たり４時間というような形

で、実際は県費と市費との、負担は違うものの、サポーターの方は同一の

人物で、丹波市内の方のほうでは１名いらっしゃるというように学校教育

課からはお伺いしております。 

１回２時間程度という形で、先ほどの県費を超える分について、市のほ

うで負担をして、サポーターとして支援をいただいているというようなこ

とでございます。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、ほかにいかがでしょうか。 

それでは、前回の御質問については、以上のように御回答いただいたと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、次に進めさせていただきたいという

ふうに思います。 

 

              （２）後期基本計画の総括検証について 

 

（安藤会長）        続いて、（２）後期基本計画の総括検証についてということで、この点に

ついて事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

（藤原教育総務課長）    失礼いたします。教育総務課長の藤原でございます。それでは、第２次

丹波市教育振興基本計画の策定に向けて、第１次計画の後期計画の総括検

証につきまして、事務局の各課長から御説明をさせていただきたいという

ように思います。 

お手元のほうにございます後期基本計画の総点検の冊子を開いていただ

きまして、表紙の裏面に目次がございます。説明に当たりましては、この

枠ごとといいますか、「生きる力と豊かなこころをはぐくむ学校教育の充

実」をまとめて、まず説明をさせていただきます。その後、順次、説明を

いたします。その次に、「生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実」と

「豊かな人権文化の創造・定着」をまとめて御説明をいたします。そして

最後に、「質の高い教育を支える教育環境の整備・充実」ということで御説

明をさせていただきたいというように思っております。 

それでは、最初の目次の順番に、まずは学校教育課のほうからお願いた

します。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   失礼します。次長兼学校教育課長の足立でございます。座ったまま失礼

いたします。 

学校教育課ですけれども、まず、基本方針、「生きる力をはぐくむ学校教
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育の充実」、具体的施策、「子どもたちの「確かな学力」の確立」というと

ころです。後期計画で目指したものとしまして、４点挙げております。 

１点目が、子どもたちの学力向上を進めるため、一人一人が主体的・対

話的に取り組み、「わかった」「できた」と実感できる授業づくりに取り組

むこと、授業改善点を明確にし、教職員全員の共通理解のもと、ＯＪＴを

生かした組織的・実践的な校内研修の充実を図ること、三つ目、将来の夢

を持ち、その実現に向けて学び続ける力を育成する取り組みを進める、四

つ目、外国語によるコミュニケーション能力を高めるため、外国語活動の

指導を充実するという４点になっております。 

目標値の検証でございますが、目標値をここに挙げさせていただいてお

ります。おおむねどの項目についても成果は見られておるんですけども、

課題として考えておるのが、学校の授業時間以外に、ふだん１日当たり１

０分以上読書している児童、あるいは生徒の割合が伸び悩んでおりますの

で、これについては、本年度もそうですけれども、３１年度目指して取り

組んでまいりたいと考えております。 

後期計画の成果としましては、授業の中で「わかった」「できた」と感じ

る児童生徒の割合は、小・中学校の国語、算数で向上しており、目標値に

到達することができた、あるいは、テレビ会議システムを活用した海外の

学校との交流学習実施校がふえており、国や文化の異なる人々の積極的な

コミュニケーションを図る機会を充実させることができたというものでご

ざいます。 

課題としましては、学力向上については、全国学力・学習状況調査の結

果においても全国平均を下回る教科もございます。児童生徒の学力を保障

するための授業づくり・評価を進めていくことが必要と、継続して取り組

んでいくことが必要と考えております。 

平成３２年度に教科化される小学校外国語科の指導充実に向けて、子ど

もたちの力もそうなんですけれども、教員の指導力の向上を図っていく必

要があると考えております。 

課題解決に向けてでございますが、引き続き校内研修の充実、あるいは

先生方の中のミドルリーダーの育成を目指して、各校で実施する授業力向

上を高める協議会、あるいは研修会などに教育委員会の指導主事の派遣を

推進するとともに、目指す授業の実現に向けて作成した教師用のリーフレ

ットみたいなものを作成しておりますので、その活用を進めていきたいと

考えております。 

外国語科における教職員の指導力向上につきましては、教育委員会にあ

ります研究室、あるいはプロジェクトチームの取り組みを積極的に啓発し

てまいりたいと考えております。 

若手教員の授業力向上を図るため、授業力の高い先生方の授業を見る機

会等をふやしていきたいと考えております。具体的には、丹波市の教育の

平成３１年度版までお配りしていますが、その中の３ページ、４ページを

ごらんいただければ、本年度、重点的、また、来年度に重点的に取り組ん

でいきたいというように思っております。また並行してごらんください。 

３ページには、１、「主体的・対話的で深い学びを実現する指導方法の工

夫改善」としまして、二重丸のところなんですけれども、教師用リーフレ

ットの活用なども出ております。あるいは、次ページの３番の項目ですけ

ど、図書の充実を目指して、学校図書サポーターを配置しよるんですけれ

ども、それの継続配置を進めてまいりたいと考えております。また、読書

マイスターの制度なども活用してまいりたいと考えております。 

続きまして、戻っていただいて、２ページをごらんください。 

「豊かなこころの育成」としまして、後期計画で目指したものとしまし

て、これも４点、目標を挙げております。教師と児童生徒の信頼関係や児
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童生徒同士の心のつながりを深め、誰もが安心して学ぶことができる教室

づくりを進めること、学校・家庭・地域が一体となって、いじめ・暴力ゼ

ロ市民運動を進めるとともに、児童生徒がいじめを許さない強い気持ちを

持ち、主体的に解決しようとする態度を育むこと、三つ目、不登校の未然

防止や学校復帰、いじめ問題への迅速な対応に取り組み、安心して安心し

て学べる居場所づくりや指導体制の充実を図ること、４点目としまして、

児童生徒が他者や自分自身との「対話」を通して物事を多面的に捉え、自

分自身の考えを深められるような道徳の授業を実践するということでござ

います。 

目標値の検証としましては、おおむね、いじめを見たとき「何もしない」

と回答した児童生徒の割合、あるいは、学校復帰率は伸びておるんですけ

れども、小学校不登校出現率、あるいは中学校不登校の出現率については

課題がありますので、継続的に取り組んでまいりたいと考えております。 

後期計画の成果としまして、いじめ・暴力ゼロサミットを継続して開催

することで、いじめを見たとき「何もしない」と回答する児童生徒の割合

は着実に減少しております。また、いじめの積極的な認知が進むとともに、

各学校において組織的な対応により、いじめ解消に向けて取り組めるよう

になってきております。また、各小中学校に不登校担当教員を位置づけ、

不登校担当教員研修会について一緒に考える機会があるんですけれども、

不登校の未然防止、あるいは学校復帰に向けた取り組みについて、先生方

に十分、理解していただくことにより、組織的に対応が図れるようになっ

てきております。 

課題としましては、新たな不登校児童生徒が増加したことによって、不

登校率は全国平均よりも高い状態にあります。不登校対策の充実が求めら

れています。また、いじめ・暴力ゼロ市民運動を展開しておりますが、児

童生徒の取り組みにとどまっており、市民運動への発展に向けて取り組む

必要があるということです。 

課題解決に向けてですけれども、新たな不登校児童生徒を出さないため

に、関係機関との連携を図りながら、引き続き、不登校の未然防止に取り

組んで、早期発見と早期対応を進めること、あるいは、レインボー教室と

いいまして、適応指導教室、学校とはまた違う居場所があるんですけれど

も、そこの環境整備を進めたり、あるいは、学校に行きづらい子供たちの

居場所づくりを支援すること、あるいは、相談機関をセンター化すること

によって機能の充実を図り、支援が必要な児童生徒やその保護者、教職員

等の利用を推進していくこと、それから、「いじめ・暴力ゼロ市民運動」の

一環として、多くの市民が意識を持って参加できるフォーラム等を計画・

実施することを挙げております。 

丹波市の教育を見ていただくと、５ページを見ていただければと思うん

ですけれども、５ページの中に、四角１の②学校・地域協働で進めるいじ

めを許さない意識の醸成ということで、教師や友達、家族には話しにくい

悩みや困りごとを相談できる体制の拡充を図るため、これまでの電話、メ

ールによる相談窓口に加え、新たな手段として、ＳＮＳによる相談窓口の

整備も考えております。 

また、その二つ目の下の四角になりますが、各学校において児童生徒一

人一人が、自分たちの手でいじめ・暴力をなくそうとする取り組みを展開

するとともに、教職員、保護者、地域住民が協力関係のもと、「いじめ・暴

力防止フォーラム」を開催しようと考えております。よりたくさんの方の

市民の意識を高めていきたいというふうに思っております。 

続いて、③ですけれども、不登校や問題行動などに対する相談・支援体

制の充実ということで、児童生徒や保護者、教職員が、不登校やいじめ、

子育て、児童生徒の指導等、さまざまな内容について、同じ場所で気軽に
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相談できるような場所、居場所をつくって、教育相談室、先ほど言いまし

たレインボー教室及び学校いじめゼロ支援チームのセンター化ということ

で、気軽に保護者の方や先生方が相談できるような仕組みを整えてまいり

たいと考えております。 

もう一枚戻っていただいて、３ページをごらんください。基本計画の総

点検、３ページをごらんください。「健やかな身体づくり」についてでござ

います。 

後期計画で目指したものとしまして、３点目標を挙げております。新体

力テストの結果から見られた体力の低下傾向や主体的に取り組む意欲等の

課題を踏まえ、各校の実態に応じた指導の工夫改善を図るとともに、運動

の特性や魅力に触れ、運動しようとする意欲を高めたり運動のよさを実感

させたりする機会の充実を図る。栄養教諭、学校栄養職員を中心に「たん

ば学校食育すくすくプラン」に基づき、発達段階に応じた系統的な食育を

推進すること、豪雨災害の経験・教訓を次世代に継承し、災害に備えるこ

とができるよう動画教材の開発に取り組むとともに、「丹波市防災教育モ

デルプラン」の活用を進め、地域と連携した防災教育を市内小学校に広め

ることでございます。 

目標値の検証としましては、三つ挙げておりますが、上二つについて課

題があると考えております。 

後期計画の成果としましては、小学校に体力アップサポーターといいま

して、学校とはまた違うところに、専門家なんですけれども、そういった

方に学校に行っていただいて、体力の向上に向けた取り組みを進めてまい

りました。また、大学と連携して、「丹波市体力アップ講座」では、指定校、

大学に連携して、学校を決めているんですが、そこにおいて出前授業を実

施するとともに校歌によるダンスの作成や「トレーニングカード」の配布

を行っております。また、「丹波市防災教育モデルプラン」、「丹波市防災教

育教材“心つなぐ”」という動画教材の開発を行い、市内小中学校に配布し

ております。 

課題としましては、筋力、柔軟性を高める体づくり運動において、研究

やその成果の活用を進め、主体的・協働的に運動の課題を解決する力を育

成するなど、体力の向上に向けた取り組みを継続して行う必要があると考

えております。 

また、「丹波市防災教育教材“心つなぐ”」や、先ほど説明しました動画

教材を活用した防災教育を各校の年間指導計画に位置づけるとともに、防

災登下校、防災マップづくり等の具体的な活動を通して、地域と連携した

防災教育を進める必要があると考えております。 

課題解決としまして、先ほど申しました大学と連携した体づくり運動に

ついての研究や成果の活用を進め、主体的・協働的に運動の課題を解決す

る力の育成を図ってまいりたいと考えております。 

また、丹波市防災教育教材の年間指導計画に位置づけまして、緊急時に

対応できるよう、地域と連携した防災訓練を行うなど具体的な取り組みを

通して地域と連携した防災教育を推進してまいりたいと考えております。 

先ほどの丹波市の教育によりますと、６ページになります。申しわけな

いんですけれども、６ページに具体的なことが載っております。（１）の黒

四角のところなんですけど、武庫川女子大学と連携し、児童生徒の体力、

運動能力の実態に基づいた体づくり運動についての取り組みや新体力テス

トの集計ソフトを活用した児童生徒の体力分析を通して、児童生徒の体力

向上を図ります。また、体づくりの充実を目指したトレーニングカードみ

たいなものを作成しておりますので、小中学校に配布し、健康増進や主体

的に体づくりに取り組む意欲を高めてまいりたいと考えております。 

四角３の①丹波市の先ほど説明しました防災教育教材「心つなぐ」や補
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助動画教材を活用した防災教育を各校でしっかり取り組んでいただくよう

に計画の中に位置づけて進めてまいりたいと思っております。また、防災

教育モデルプランを活用し、具体的な活動を通して、地域の連携も進めて

まいりたいと考えております。 

続きまして、また戻っていただいて、４ページをごらんください。子ど

もたちの「連続した学びの保障」についてでございます。三つ、目標を挙

げております。 

幼児期・児童期の教育内容に対する相互理解を深め、子供の発達や学び

の連続性を保障するため、子供の発達に即した一貫した教育が体系的・組

織的に行われるよう、連携の充実に向けた取り組みを推進する。小中連携

を図って、中１ギャップなどの課題を解決し、児童生徒の能力や可能性を

最大限に発揮させることを目指し、児童生徒の連続した学びを保障する取

り組みを充実する。中学校と高等学校との連携を強化し、学習指導や進路

指導等の充実を図ることでございます。 

目標値の検証としましては、三つ挙げておりますが、それぞれ成果をあ

げておると考えております。 

後期計画の成果としましては、幼小連携では、認定こども園の設置が進

む中、認定こども園と小学校の連携モデル事業のほか、保育参観・特別支

援教育ネットワーク会議・合同研修会を計画的に実施することができてお

ります。また、小中学校、校種が違う小学校、中学校の校内研修、教科等

の研修会にそれぞれ小学校から中学校、中学校と小学校というふうに、異

校種の担当者が参加し、小中学校の系統や指導方法を踏まえた授業改善に

ついての教職員の意識の向上を図っています。中高連携におきましては、

中学校と高等学校の教員が同じ視点で授業参観する機会をふやし、生徒が

主体的に取り組む授業のあり方についての研修を進めております。 

課題としましては、認定こども園における幼児教育の充実と、アプロー

チプログラム・スタートカリキュラムを活用した小学校へのより円滑な接

続が求められております。また、小中９年間の一貫した学びを保障する取

り組みの充実が必要と考えております。 

課題解決に向けてでございますが、連携モデル事業の成果の普及を図る

とともに、認定こども園への指導主事等を講師とする研修を充実し、教育

内容や指導方法の工夫改善を図ってまいりたいと考えております。また、

小中学校の連携した授業改善を進めるとともに、９年間を見据えた取り組

みの充実を図り、丹波市版のキャリアノートの活用を通してキャリア教育

の充実も図ってまいりたいと考えております。 

丹波市の教育になります。７ページをごらんください。 

７ページでございますが、四角１、①幼児教育と小学校教育の連携とし

まして、主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことができる幼児の育

成を図る丹波市アプローチプログラム・スタートカリキュラムを活用し、

教育内容や指導方法の改善を進めます。また、認定こども園と小学校が連

携して子供たちの育成のための実践研究に取り組むということで、認定こ

ども園と小学校１校を指定校にしまして、研究を進めてまいりたいと考え

ております。 

（２）の四角、①小学校と中学校の連携でございますが、四角の二つ部

分です。青垣小・中学校における小中連携の取り組みをモデルとした小中

一貫教育のカリキュラムを活用し、小中学校の９年間を一体的に捉えた教

育を進めてまいりたいというふうに考えております。学校教育課について

は以上でございます。 

 

（足立子育て支援課長）   失礼します。子育て支援課の足立です。総点検の資料のほうでは、５ペ

ージになります。「幼児教育・保育の充実」というところです。 
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まず１番、後期計画で目指したものとして３点挙げておりますが、１点

目は、認定こども園の設置・推進、それから、２点目については、一人一

人の特性に応じた幼児教育・保育の一層の充実を図ること、３点目につい

ては、各種研修会や訪問指導の充実を図るといったところでございます。 

目標値につきましては、いずれも設定した目標を本年度末には達成をし

ております。 

後期計画の成果です、３番の。１点目では、認定こども園の設置につい

ては、施設整備が関係し、幼保一元化事業が完了したという書き方になっ

ておりますが、３０年度末で１３園が開園するという運びになっておりま

す。 

２点目、認定こども園等に指導主事を派遣して、研修を実施しておりま

す。また、キャリアアップ研修を行うことによって、教育・保育の質の向

上を図ってきております。３点目では、病児保育や特別支援保育など特別

保育事業の充実を図っております。４点目、少子化対策として、保育所保

育料の５割軽減を継続して実施しております。 

４番の後期計画の課題です。１点目では、ゼロ歳児から２歳児の保育希

望が大幅に増加しております。保育教諭等の不足により入園できない状況

が生じてきております。２点目では、病児保育事業については、各園とも

御努力いただいておりますけど、看護師等が十分配置できていない園も現

状としてあります。 

５番、課題解決に向けては、１点目として、保育教諭等の人材確保を図

っていくということです。２点目は、その関連ではありますが、処遇改善

初め、人材確保のための優遇施策を強力に進めていく必要があるというこ

と、３点目では、保育教諭等の業務を軽減していくために、保育補助者等

を登用し、保育補助者を確保するための子育て支援員研修を実施していき

ます。 

４点目では、質の高い教育・保育を実施するため、キャリアアップ研修

等の充実を図っていくということで、最後、今後の方向性としましては、

認定こども園整備が完了したということもあって、施策の方向性としては

変更して継続するということでさせていただいております。 

あわせて、丹波市の教育の実施計画のほうでは、８ページが幼児教育・

保育の部分になっておりまして、３１年度の重点取り組み事項をこちらの

ほうで挙げさせていただいております。 

丸つき数字で１番から５番まで挙げておりますが、まず①では、幼児教

育係の新設ということで、来年度から学校教育課内に幼児教育係を新設し

て、小学校との接続、それから、認定こども園の園長会を開催していきま

す。②、③、④につきましては、先ほど言った人材確保ですとか研修の充

実、多様な保育ニーズへの対応といったところは継続して実施をしていき

ます。最後、⑤では、引き継ぎ保育の実施といっておりますが、本年度末

に柏原地域の認定こども園の整備が完了して、来年度から社会福祉法人に

よるこども園の運営が始まります。柏原地域においては、公立保育所が運

営してきておりますので、その保育士が保育実務を通じて、引き継ぎ保育

を１年間実施していくということで、公立から民間へのスムーズな移行を

図っていくということで挙げさせていただいております。以上です。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長の足立でございます。引き続き説明させていただき

ます。 

学校教育課でございますが、６ページをごらんください。「特別支援教育

の充実」といたしまして、後期計画で目指した目標を三つ挙げさせていた

だいております。一貫した支援体制づくりを充実させるため、幼児期から

就労期までの支援体制の充実を図るとともに、保健、福祉、教育の各機関
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の連携を図りながら、切れ目のない支援体制の構築を図ってまいります。

特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の充実を図り、

保護者と合意形成のもと、個別の支援計画を作成し、保護者に向けても理

解啓発を図ると、三つ目といたしまして、特別支援教育に関する教職員の

専門性を高めるとともに、通常学級における特別な支援を必要とする児童

生徒を中心に、全ての子供にとってわかりやすい授業づくりを推進するこ

とでございます。 

目標値の検証としましては、１項目挙げさせていただいております。お

おむね達成をしておると考えております。 

後期計画の成果としましては、各関係機関との情報を共有し、丹波市の

支援体制をより充実させることができたと考えております。また、支援を

必要とするお子さんの個別の指導計画の作成等を推進し、児童生徒に寄り

添った支援の充実が図れたと考えております。通常学級におけるユニバー

サルデザインの視点での授業づくりや指導方法について、幼稚園、小学校、

中学校の先生方を対象にした研修会を開催し、先生方の専門性を高めると

ともに意識を高めることができたと考えております。 

課題といたしまして、障害のあるお子さんやその保護者の方が地域で切

れ目なく支援が受けられるよう、情報共有を図る、関係機関と学校との協

力体制をより整えていく必要があると考えております。また、各学校、各

認定こども園においては、保護者との合意形成を図った上で、個別の指導

計画を作成し、お子さんの個に応じた支援・指導のため、活用の充実を図

ってまいりたいと考えております。特別支援教育の推進を担う先生方の専

門性の向上、あるいは、教職員の先生方のチームによる協働、機能的な支

援体制の構築と指導力の向上を目指す必要があると考えております。 

課題解決に向けてといたしまして、就学前の福祉サービスの利用から就

学への移行、学齢期に利用する福祉サービスとの連携、学校卒業後の福祉

サービス利用への移行等、関係機関と学校とが密に連絡調整を行い、切れ

目のない支援体制を充実させる必要があると考えております。また、特別

支援教育セミナーを開催し、授業のユニバーサルデザイン化やお子さんの

見立て、アセスメントですけれども、それについての今後について、教職

員が進んで学ぶような研修の機会を提供して、参加者の学びたいニーズに

応じた研修の確立に努めてまいりたいと考えております。また、特別な支

援を必要とするお子さんの多様性を踏まえた学校・学級づくりにも取り組

んでまいりたいと考えております。 

具体的には、丹波市の教育の９ページをごらんください。 

９ページの四角１、②乳幼児期から就労期までの一貫した支援体制の充

実としまして、長期的な視点で教育的支援を行うため、「丹波市サポートフ

ァイル」や「中学校・高等学校連携シート」を活用します。また、自立と

社会参加を見据え、保健、福祉、教育の各機関と連携し、子供たちを中心

に据えた校種間連携による地域支援システムを強化してまいりたいと考え

ております。具体的には、丹波市特別支援連携協議会などを開催したいと

考えております。 

また、２番、①研修の充実と専門性の向上といたしまして、全ての学級

に在籍する特別な支援を必要とするお子さんの実態把握や対応、効果的な

指導方法について特別支援教育コーディネーター及び先生方全員を対象と

した研修を実施して、先生方の力量の向上を図ってまいりたいと思ってお

ります。先ほど説明させていただきました特別支援教育セミナーというの

がここに該当します。 

７ページにお戻りください。教育振興基本計画策定に向けた７ページに

なります。続きまして、「人権教育の推進」でございます。後期計画で目指

したものとしまして、４点挙げさせていただいております。 
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まず、全ての人間の人権が尊重され、認め合い、支え合いながらともに

生きていくことができる社会の実現に向け、一人一人の人権感覚を高め、

人権問題についての正しい理解、認識を培うとともに、実践的態度の育成

を目指すこと、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、人権の普遍性

と正当性についての認識や人権共存の考え方への理解を深めるとともに、

家庭、地域との連携を図り、思いやりや共生の心を育成し、人権意識を高

める教育を推進すること、情報社会における正しい判断や望ましい態度及

び情報社会で安全に生活するための危険回避の方法やセキュリティの知

識・技術の獲得の両面から、情報モラル教育を推進すること。外国人幼児

児童生徒の就学を促進し、きめ細かな指導・支援をするため、多文化共生

サポーターの派遣を行い、日本語指導が必要な幼児児童生徒の支援を充実

することでございます。 

目標値の検証といたしましては、おおむね達成に近づいておると考えて

おります。 

後期計画の成果としましては、小学校や中学校で人権交流集会を開催し

ておるんですけれども、児童生徒自身が人権課題を見詰め、互いに協働し

て解決しようとする機運を高めることができたと考えております。また、

教職３年以内の若い先生方や参加希望者を対象とした、参加を希望された

人権研修会では、部落問題を中心に、実践につながる講義やグループ討議

を通して、受講者が自分自身の課題を明確にし、教育活動につながる機会

となったと考えております。また、親子で情報モラル講座を受けることに

より、その危険性や家庭でのルールづくりの必要性など、保護者とともに

共有することができたと考えております。 

課題としましては、人権・同和教育を中心とした人権教育研修会を引き

続き実施する必要があると考えております。また、ＳＮＳによるいじめ事

案や多様化する人権課題の解決に向けて実践力の育成に取り組む必要があ

ると考えております。 

課題解決に向けては、今日的な人権課題の解決に向けた指導方法につい

で学ぶ機会を持つとともに、人権啓発センターに主催していただく研修会

等にも教職員が積極的に参加するよう呼びかけを図ってまいりたいと考え

ております。また、中学校において「親子で学ぶ情報モラル講座」を開催

するとともに、小学校高学年においても情報モラル教育を通じて、危険回

避の具体的方法やセキュリティの知識、ルールづくりの必要性などについ

ての理解を図ってまいりたいと考えております。 

具体的には、丹波市の教育１０ページをごらんください。 

四角１の②教職員の人権意識の高揚と指導力の向上としまして、経験年

数の少ない教職員を対象に、児童生徒の人権を尊重した教育を推進するた

めの研修を充実してまいりたいと考えております。また、（２）②インター

ネットによる人権侵害などに対応する人権教育の推進としまして、情報モ

ラル教育を通して、情報社会の影の部分に関する事例から、危険回避の具

体的な方法や情報セキュリティの知識、ルールづくりなどの必要性などに

ついて理解を図ってまいりたいと思っております。 

もう一度、基本計画の総点検の８ページにお戻りください。 

具体的な施策、「学校の組織力及び教職員の資質能力の向上」の取り組み

としまして、後期の計画で目指した目標として４点挙げさせていただいて

おります。 

学校教育目標の共通理解を図り、教職員全員が協力・協働して機動的に

対応できる組織を構築すること、教職員のキャリアステージに応じた研修

体系をもとに、教職員一人一人の資質能力の向上を図ること、丹波市学習

定着度調査や全国学力・学習状況調査の結果等を受けた授業改善を図るた

め、児童生徒の実態を踏まえた実践的な校内研修を推進すること、次期学
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習指導要領の実施を見据え、さまざまな教育課題に対応するため、専門的

な調査研究を推進するということです。 

目標値の検証としまして、教師力スキルアップセミナーを授業に生かす

ことができた教員の割合ということなんですけれども、まだ課題が見られ

るということで、継続して取り組んでまいりたいと考えております。 

後期計画の成果としましては、教職員のキャリアステージに応じた研修

体系を確立し、計画的に実施することができております。小学校だけでな

く、中学校においても、全教員が参加する教科の授業研修が定着しており

ます。教科が異なっても、共通の視点で授業改善を進められたと考えてお

ります。 

後期計画の課題としましては、教職員研修においては、回数の縮減や開

催時期、内容を検討し、より中身の充実したものに改善していきたいとい

うふうに考えております。指導対象者や指導担当者、指導内容を明確にし、

各校の実態に応じてＯＪＴを生かした研修を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

課題解決に向けてでございます。いじめ問題等、各校の課題解決に当た

っては、校長のリーダーシップのもと、教職員が協働して組織的に取り組

む体制を充実してまいりたいと考えております。教職員のキャリアステー

ジに応じた研修については、学校現場の課題や参加者のニーズに合わせて

改善を図ってまいりたいと考えております。学力を高める学力向上推進会

議を活用し、各校の担当者の指導力向上に努め、校内ＯＪＴの推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

丹波市の教育におきましては、１１ページをごらんください。 

（１）①教職員の協働体制の構築としまして、学校が、複雑化・多様化

した課題を解決し、子供に必要な資質・能力を育んでいくための組織とし

て教育活動に取り組む体制を整備し、教職員一人一人がみずからの専門性

を発揮できる環境を充実するために、校長、教頭・主幹教諭研修の開催、

あるいはコミュニティ・スクールの機能強化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

四角２、①教職員のキャリアステージに応じた研修の充実としまして、

教職員のキャリアステージを基礎養成期、発展充実期、円熟期と捉えて、

各種の研修を充実してまいりたいというふうに考えております。学校教育

課は以上でございます。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただいた事項に

つきまして、質疑応答を設けたいと思います。何か御意見、御質問のある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（委員）          御説明ありがとうございます。ちょっと御質問なんですけども、総点検

のほうの３ページの「健やかな身体づくり」のところで、後期計画で目指

したものの中にある、「たんば学校食育すくすくプランに基づき」とあるん

ですけども、このすくすくプラン自体が、こちらのほうで見ることが可能

であれば、一度、ちょっとどういったものなのかなというのを拝見したい

なというように思ってまして、それに基づいた実施率１００％で継続的な

食育を推進することができましたということなんですけども、これ自体が

どういったプランかちょっと聞きたいなというように思ってます。 

実施計画の６ページのところにある「食に関する指導の充実」のところ

においても、発達段階に即した系統的な指導というところに関しても、ど

のレベルでどの発達に応じて指導を行っていただいてるのか、ちょっとこ

ちらとしては見えづらいところになっているので、こういったところをち

ょっと具体的に、どういったところを指導していただいてるかというとこ
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ろを確認したいなというふうに思いましたので、そういったところが、も

し可能なのであれば、教えてほしいなというように思います。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、いかがでしょうか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長） 次長兼学校教育課長、足立でございます。たんば学校食育すくすくプラン

につきましては、そこに挙げておりますように、栄養教諭、学校栄養職員

を中心に、子供たちの食育、栄養素とか、そういったものがよりよいもの

になるようにということで計画をして、各校には配布して、周知はしてお

ります。そういった中で、専門的につくられたものですので、もし次回で

も配付できるようでしたら、資料のほうお配りしたいと思います。以上で

ございます。 

 

（委員）          ありがとうございます。ここの部分でちょっと気になった点というのが、

近年、給食ももちろんしっかり、丹波市に関しては、しっかり行っていた

だいてるということで、安堵はしてる親御さん多いかなというふうには思

うんですけども、気になったところとしては、朝食を食べてない学生さん

のお話の問題が出てきたときに、やっぱり朝、うちの家庭でもそうなんで

すけど、決められた時間になかなか起きれないタイミングがあったりする

ときに、朝食を抜くということになってしまうことが多かったりもします

ので、その点をどこかの学校さんで実施されてる朝の給食ということも、

もし可能なのであれば、そういったことであるとか、これは私の子供のス

ポーツチームのほうにおいて言うと、昼御飯以外に補食という時間のタイ

ミングをつくって、給食ほどたくさん食べないけども、おにぎり一つを１

０時であるとか、夕方の２時、３時といったタイミングで食べてもらうこ

とで、食育というところが一つ、充実できるということをさらに実施して

いるので、そういったところも含めての検討をしていただけたらなという

ふうに思って、発言させてもらいました。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。今の補食と、あと、朝食のことに関して、何か

今、御回答いただけることはありますか。ないならないでいいです。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長の足立でございます。丹波市の子供たちにおいては、

朝食をとるのがいいということは、結構進めておりますので、各学校にお

いて、もしかしたらとられてないようなお子さんもいらっしゃるかもしれ

ないんですが、ほとんどのお子さんが朝食についてはとっているとは考え

ておりますが、今いただいたような意見も参考に考えてまいりたいという

ように考えております。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。ほかに。 

 

（委員）          ちょっとお聞きしたいんですけど、総点検の７ページで、後期計画の課

題ということで、「自己有用感を高めます」ということですけども、どうい

うような施策をお考えになってるのか。 

それと、ページ８になるんですけど、いじめ関係なんですけど、いわゆ

る平成２５年にいじめ防止対策推進法ができたわけですけど、それに基づ

きまして、何か変化はありましたか。 

 

（安藤会長）        それでは、お願いいたします。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長の足立でございます。自己有用感を高める取り組み
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なんですけれども、それぞれの学校で特別活動なんかを通しまして、お子

さんの自己有用感を高めるためにどういった取り組みをしたらいいのか

というようなことで、例えば、いいところを見つけるとか、それぞれのお

子さんのいいところを見つけるのを行ったり、あるいは、いろんな交流な

んかを、異学年ですかね、低学年のお子さんと高学年のお子さんが一緒に

交流する中で、自分が、自己有用感には直接関係ないかもしれませんが、

ほかのお子さんにかかわる中で、自分が役に立っているんやなと、高学年

が優しくかかわってくれたことも、私は小さい子に優しくできたというよ

うなかかわりを通して、自己有用感を高めるような取り組みを充実させて

いったり、やはり学級の中で、学校の中で、そういった自己有用感を高め

るような取り組みを充実させていきたいというふうには考えております。 

それから、いじめ防止対策推進法ができまして、やはりいじめに対する

先生方の意識も高まってきたと考えております。学校の中で、やっぱりい

じめについては、先生方一人で抱え込むんではなくて、組織で対応する、

そういった体制づくりが進んできたと考えております。 

また、いじめがあるということを言うのが悪いということでなくて、や

っぱり積極的に小さなうちに見つけていこうと、いじめを発見して、それ

を口に出して、いじめやでっていうことを伝えていくことで解決につなが

るような風土は整ってまいった、整ってきておるというふうには考えてお

ります。以上でございます。 

 

（安藤会長）        ほかは。もう、次のところに進みたいんですが、私、安藤からちょっと

二つだけ、今度また教えていただければと思うんですけど、外から見てい

て、丹波市というのは、市内の連携型の中高一貫校と特別支援学校がある

というのは、非常に大きな強みだと思っています。 

その中で、例えば、ここにあるように、例えば青垣中から氷上中に連携

型の中高一貫校、どれだけ進学しているのかというような、ちょっとそう

いう詳しいデータ、また次回教えていただきたいです。 

あと、「特別支援教育の充実」のところにある先生方の研修というところ

で、要は、県立の特別支援学校って、多分今、センター機能という話が出

ていると思うんですけど、いわゆる研修会でそういう県立の特別支援の先

生とどういう研修をどの程度してるのかというような、そういう丹波市、

市内にある強みというのがどれだけ生かされているのかというのを、ちょ

っと知りたいなと思いましたので、また次回の冒頭ぐらいに教えていただ

ければと思います。 

済みません、私のほうで勝手にしていますけども。ということで、次に

進んでもよろしいでしょうか。 

それでは、次の「生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実」と「豊

かな人権文化の創造・定着」についての総括検証を各課のほうから、それ

ではお願いいたします。 

 

（足立子育て支援課長）   失礼します。子育て支援課長の足立です。総点検のほうでは９ページを

ごらんいただきたいと思います。具体的施策の「健全なこころをはぐくむ

家庭教育力の向上」であります。 

１の後期計画で目指したものは、２点挙げさせていただいております。

１点は、保護者の主体的な「学び」と「育ち」を支援、保護者が子育てに

前向きに取り組めるようにしているということです。２点目は、身近な地

域で家庭教育を支援する人材を育成していく、そのことによって、地域全

体で家庭教育を支えていく基盤の形成を促進するということになっており

ます。 

目標値の検証のところでは、上二つ、子育て学習センターの講座数、あ
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るいはひろばの利用者数については、ほぼ目標どおりの達成になっており

ます。相談件数については、目標といいますか、見込みでございますけど、

１，１００件は少し下回るかなというところです。それから、ピアサポー

ターの数については、２年置きとしておりますので、２９年、３０年につ

いては２１人お世話になっているというような状況です。 

３番の後期計画の成果でありますが、１点目は、子育て学習センターに

ついても、認定こども園等が整備されていく中で、類似の事業等を整理を

していっております。そういったところで、講座数については、減らして

はきておりますが、自由来館等による利用者数は余り減少しておらず、地

域の子育て支援拠点の認知度は高まってきているというふうに見ておりま

す。 

２点目では、子育てピアサポーターという制度ですけども、子育て世代

に寄り添っていく活動をしてもらってる市民サポーターですが、子育て学

習センターや児童館、あるいは地域のイベントなどで保護者とともに活動

して、悩みを聞くなど、身近な地域で子育てを支援する存在となってきて

おります。 

後期計画の課題では、まず１点目が、学習の機会が少ない保護者をどの

ように学習センターのほうに呼び込んでいくのか、そういった積極的なア

プローチが課題となっております。２点目では、来年度に「丹波市健康セ

ンター ミルネ」などが開設されて、子育て支援の関係機関等が大きく変

わってくる中で、子育て学習センターがより子育て支援情報を提供できた

り、相談者を適切な関係機関につないでいける体制を構築する必要があり

ます。 

課題解決に向けましては、子育てピアサポーターを引き続き任命してい

くことで、地域の中でよりきめ細やかな子育て支援が行えるようにしてい

くということです。それから、子育て世代包括支援センターや「丹波市健

康センター ミルネ」など、新たに設置される機関を含め、より多くの子

育て支援機関と連携できる体制を構築していく必要があると考えておりま

す。 

今後の方向性としては、継続をしていくというものでございます。 

３０年度の実施計画のところでは、１２ページに来年度の重点施策とし

て掲げさせていただいておりますが、基本的には、今年度から行っている

ものの継続実施ということで掲げております。以上です。 

 

（井尻市民活動課長）    まちづくり部市民活動課長の井尻でございます。私のほうからは、総点

検のほうでは、ページ１０ページ、実施計画のほうではページ１３ページ

についての「青少年の健全育成の推進」について、市長部局が教育委員会

から補助執行により社会教育の一部を担っている立場から、当課に関係し

ています内容を報告させていただきます。 

一つ目、後期計画で目指したものでございます。総点検のほうです。青

少年自身が、前向きに生きる意欲を持ち、豊かな人間性や規範意識・社会

性を身につけるため、さまざまな活動体験ができる環境整備をすることが

一つ目、二つ目には、青少年の問題を重視しまして、社会が青少年の健全

な育成を図る上で望ましいものであるよう、大人の規範意識の改革にも取

り組むということを目標に設定をしております。 

目標値の検証でございます。指標としましては、生涯学習の振興補助金

の実施団体数を挙げております。これは、市民等の提案によります芸術、

文化、スポーツ、青少年育成等の生涯学習活動を応援する事業を行った団

体に対しまして、提案型の生涯学習補助金を交付しておるものでございま

す。これは、意識をしてこういった活動にかかわる大人といいますか、関

係者をふやしていくということが目的となってます。２７年度から３０年
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度までの実績は、ごらんのとおりでございます。平成３０年度は８件でご

ざいますが、テーマ別では、歴史学習が４件、スポーツが２件、ワークシ

ョップが１件、それと、発表の舞台支援等が１件となっておりまして、目

標として掲げる体験を通して、人間性、社会性を高めるなどの取り組みや

意識を持って青少年育成に取り組む大人、地域の関与性を高める取り組み

につながっているのではないかと思ってます。これは、３番の後期計画の

成果につながることと、重なることと思ってます。 

また、成人教育で取り組む内容で、後でまた申し上げますが、ここでも

ＴＡＭＢＡ地域づくり大学というものがございまして、平成３０年度は地

域の子育てリーダーの育成を目的とした「森林と育む子育てリーダー塾」

などを実施していただき、これも市民活動団体に委託して実施したところ

でございます。また、子ども会の育成協議会等についても、指導者向けの

研修会等を開催するなど、単位子ども会が持続的に活動して、地域に親し

んだ活動をしていただけるような支援をしているところでございます。 

４番の後期計画の課題でございますが、これは、顔の見える範囲として

の地域に青少年育成に主体的にかかわる市民、大人をふやしていくこと、

その企画力、指導力を高める支援が必要ということを考えてます。 

その課題解決に向けては、青少年の健全育成にかかわる関係部署とも連

携しながら、かかわる大人の数をふやすことももちろんですが、企画力等

を高める取り組みを再考しながら継続することが大事やというふうに思っ

てます。市民活動課からは以上でございます。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  続きまして、学校教育課にかかわる部分について説明させていただきま

す。後期計画の成果といたしまして、市内２５地域で平成たんば塾、土曜

チャレンジ学習を実施し、地域の教育力を活用して、子供たちの学習支援

を進められたと、課題といたしましては、「平成たんば塾」の実施に当たっ

て、支援者数は増加したものの、参加者数は少し減少しております。地域

の教育力を生かしながら、子供たちが主体的に取り組むための工夫が求め

られるということです。 

課題解決に向けましては、丹波市内で活躍する大人が、さまざまな分野

の知識、技術を子供たちに伝える事業を開催し、子供たちのチャレンジ精

神を醸成していきたいと考えております。学校教育課からは以上でござい

ます。 

 

（足立子育て支援課長）   子育て支援課長、足立です。同じく「青少年の健全育成の推進」のとこ

ろで、ページ変わって、１１ページのところに、子育て支援課が取り組ん

でおりますものを挙げさせていただいております。 

同じ施策ですので、２番の目標値の検証のところから入らせていただき

ますけども、ここでは２点挙げておりまして、丹波市ＰＴＡ連合会の研修

会等への参加者数、それから、青少年主張大会の参加人数というものを挙

げております。ＰＴＡ連合会の研修会の延べ参加人数については、３０年

度については、一部、研修を豪雨によって取りやめたというものがあった

りしましたので、参加者数が１１月末現在２３０人、先般の２月の研修会

を含めても５００人程度ということで、少し目標値を下回っているという

ような状況でございます。 

青少年の主張大会につきましては、記載のとおりですが、３の後期計画

の成果のところで挙げておりますが、この青少年の主張大会については、

平成２８年度まで開催をしてきておりましたが、参加者がＰＴＡ会員中心

となっておりまして、広く地域の大人が聞いていただける機会となかなか

なってこなかったということで、効果が限定的であるというような判断、

あるいは、兵庫県でも同様の大会が実施されているということから、２９
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年度以降は実施はしていないということで、この目標値についても、２９

年度以降は記載がないということでございます。 

後期計画の課題のところでは、ＰＴＡ連合会の研修会の参加者について

も、広く一般の方にも参加を呼びかけておりますが、なかなか会員中心と

いうところからは抜け切っておらず、市民に幅広く青少年健全育成につい

ての関心を高めていく方策を検討する必要があるというところでございま

す。 

課題解決に向けては、引き続き、ＰＴＡ連合会の活動を支援していくと

いうところで挙げさせていただいております。以上です。 

 

（井尻市民活動課長）    市民活動課長の井尻でございます。総点検のほうでは１２ページ、実施

計画のほうでは１４ページに挙がっております「地域づくりにつながる成

人教育」について御説明を申し上げます。 

一つ目の後期計画で目指したものでございます。地域づくりにつながる

活動を推進する人材の発掘と養成をするとともに、習得した知識や技能が

地域づくりに生かされるよう、「地域循環型生涯学習」を推進することを挙

げています。 

二つ目の目標値の検証でございます。指標としましては、ごらんの二つ

の指標を置いてます。平成３０年度のアンケートを現在、実施中でござい

ます。市内２０歳以上の方１，０００人を対象に実施中でございまして、

検証の期日が２月２２日となっておりますので、数値が入っておりません

が、２９年度までの数値を表示させていただいてます。１年以内に生涯学

習活動を行った市民の割合は、おおむね７割ありまして、その中で、知識

を生かしたいと考えておる方の割合が２割弱となっております。 

地域づくり事業を検討する際に、よく使われる集団５分の１の法則とい

うようなことがあるんですが、それに重なる状況でありまして、知識を生

かしたい、地域貢献をしたいと、自分事に考える人がおおむね２割望める

ということは、その人たちに影響されて、同じような行動をする人たちが

また２割ほどあらわれる可能性がある傾向がございます。こうした状況を

見ますと、こうした市民、活躍市民をふやすためには、生涯学習を行う市

民の割合をふやすことが重要であるというふうに、この指標から考えてお

ります。 

また、３番、後期計画の成果では、「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」につい

て挙げております。この事業につきましては、市が現代的な課題や地域課

題をテーマとして設定しまして、講座内容を多様な市民活動団体から提案

を受ける公募型の協働事業として実施をしているものでございます。これ

は、講座運営を通じまして、受託者となる市民活動団体の育成にもつなげ

る目的を持って行うものであります。また、平成３０年度は、先ほど青少

年のほうで紹介をいたしました子育てリーダー塾や魅力ある成人式のプロ

デュース講座、また、女性の活躍応援講座、また、無人駅を活用したイベ

ントの方法等の講座を実施をしておりまして、その講座で学んだ成果を地

域での活動に生かす知識循環型の生涯学習に取り組んでいただく機会を持

っております。 

こうした能動的な取り組みのほかに、各自治会で生涯学習への参加を支

援するような方法としまして、生涯学習自治公民館の活動補助金等の交付

なども思っております。これは、人権意識を高める活動事業でありますと

か、現代的な課題に関する学習事業でありますとか、自治能力を高める学

習事業に取り組む内容を支援するものでございます。数値としては挙げて

おりませんけども、２９９自治会のうち２８０余りの自治会がこれまでの

公民館活動の実績等に基づきまして、取り組んでいただいているところで

ございます。 
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４番目の後期計画の課題でございます。これは、生涯学習への参加の少

ない層を含めたより多くの市民の参加のきっかけづくりとして意思ある市

民の育成と参画できる支援メニューの継続が必要ではないかというふうに

考えております。 

課題解決に向けましては、現在実施している「ＴＡＭＢＡ地域づくり大

学」を人材育成に功を奏する人をふやす事業に向けて磨きをかけることや、

実践の場づくりや、ステップアップできる仕掛けなど、地域づくり活動団

体や市民活動団体と連携して協働する仕組みをつくっていきたいというふ

うに考えております。 

本年１０月には、市民活動支援センターと男女共同参画支援センターの

機能をあわせ持つ市民プラザが民間商業施設のゆめタウンに開設する予定

となってます。生涯学習や市民活動、地域活動の支援の新しい拠点として

さらに期待をしているところでございます。 

続きまして、「高齢者の生涯学習及びその連携」につきまして、総点検で

は１３ページ、実施計画のほうでは１５ページについて説明をさせていた

だきます。 

一つ目の後期計画で目指したもの（目標）につきましては、人生１００

年時代を豊かに生きていくためには、若年層から生涯にわたる学習や能力

向上が必要であるということについては、既に周知されているところでは

ございますが、さらに生涯学び続けられる環境を整えるということも非常

に大切となっております。 

高齢化社会を迎え、さらに豊かに生きるための教養講座等、学習機会を

提供するとともに、得た知識やこれまでのとうとい経験を地域で生かして

いただく「知識循環型生涯学習」をさらに進めていきたいというふうに考

えております。 

目標値の検証でございますが、指標としまして、ごらんの二つの指標を

挙げさせていただいております。これは、いずれも学習の参加率に伴う内

容でございます。高齢者にとりましては身近な時事問題、健康、歴史等に

ついて学ぶ教養講座として、ＴＡＭＢＡシニアカレッジを開催をしており

まして、受講者アンケートなども生かしながら、実施する事業メニューも

検討しております。その評価としましては、参加者の評価は好評でござい

まして、年々増加しているというところでございます。 

また、この講座では、年間２４講座を実施しておりまして、そこで生涯

学習を行ったということで、ポイントを付与する「まなびすとカード」と

いうものを発行しておりまして、受講回数に応じて市が主催するホール事

業でありますとか文化事業に割引が受けられるようなシステムもつくって

おります。こういったことが、高齢者の学習意欲の向上と芸術・文化に触

れる機会を提供するというような趣向が増進するところがございますので、

魅力の一つとなっているのかと思っております。 

また、地域における、市として、生涯学習の体験の入り口として、市民

クラブを中心とした高齢者学級が開催されております。こうした学習の窓

口は、それぞれ各地域ごとの特色ある取り組みがございます。それを連携

させていただいて、クラブの課題であるとか好事例の共有などを行うこと

で、こういった学習を始める方をふやしていきたいというような支援を行

っているところでございます。 

３番目の後期計画の成果につきましては、今申し上げましたニーズ対応

やまなびすとカード等によるような学習意欲の向上等によって成果があが

っていることを挙げさせてもらっております。 

４番目の計画の課題につきましては、知識循環型の生涯学習の推進をい

かに続けていけるか、できるかということがございます。この課題解決に

向けては、高齢者の経験や学んだ成果が地域活動にどうやって生かすかと
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いった仕掛けでありますとか仕組みを進めていくことが必要だと思ってお

ります。先ほどの成人教育でも説明をしました市民活動支援センター、市

民プラザを運営する中間支援組織を充実させることで、そういった学びの

支援をさらに高めていきたいということを課題解決として考えております。

以上でございます。 

 

（安藤会長）        済みません、実は後４０分ですので、大変申しわけないんですが、やや

スピードアップして御説明のほうお願いしたいと思います。申しわけござ

いません。こちらのちょっと議事進行の拙さもあるんですけど、よろしく

お願いします。 

 

（長奥文化財課長）     文化財課長兼植野記念美術館副館長兼中央図書館副館長兼歴史民俗資料

館館長の長奥でございます。それでは、総点検の１４ページの植野美術館

における「市民参画による芸術・文化の創造」についての御説明をさせて

いただきます。 

１の後期計画で目指したものとしましては、１点目に、市民ニーズにこ

たえつつ、大衆性や芸術性のバランスがとれ、質が高く魅力的な展覧会の

開催、実施をする。二つ目に、丹波市ゆかりの作家展等、市の美術館とし

ての特色ある展示を実施します。３点目には、学校教育との連携を図るこ

とで、鑑賞教室と子供のためのワークショップ等、体験型の教育普及活動

の実施とありました。その他としては、展覧会や関連イベントの積極的な

ＰＲに努めることや、開館以来２０年を経過した建物や照明器具、空調設

備等の設備改修の実施ということでやっております。 

２点目の目標数値の検証ですが、美術館の入館者数、目標値は２万４，

０００人としておって、これを見ていただくと、平成２９年と３０年が落

ちておりますが、これは、全館の照明のＬＥＤ改修工事やら空調設備の工

事をしたことによって、展覧回数を減らし、休館対応の期間を設けたこと

による減でして、展覧会の開催日数や内容によっては左右されることがあ

りますが、それ以外はおおむね目標数値に近い状況ということでございま

す。 

３番の後期計画の成果としましては、空調設備等の改修工事が実施でき

たというところでございます。そしてまた、当館に寄贈を受けた館蔵品で

ある中国現代美術作品について、・・・の作家から新たな作品出展いただい

て、植野美術館の個性を生かした展示の計画を行っております。さらに、

植野美術館の中では、植野美術館友の会の中でのサークル活動が活発にな

り、知名度は上がっておるということで、加入者増にも影響を与えている

というところです。 

４番の後期計画の課題としましては、展覧会企画の多様化を目指すとと

もに、より広域的な広報を行うことで館としての知名度は上がっておりま

すが、必ずしも入館者数字には結びついていないということでございます。

また、学校等の団体観覧回数が伸び悩んでおります。美術館友の会の活動

についても、当初の美術館へのボランティア活動の希薄が出てきたという

ところでございます。また、研修室のギャラリー・芸術活動発表の場とし

ての利用が伸び悩んでいる状況でございます。 

５の課題解決に向けてですが、来館者のアンケートでは、企画内容等は

おおむね好評ですが、実際に来館に導くまでの仕掛けがより必要であり、

さらに関連イベントやワークショップ、ギャラリートーク等の工夫を検討

しております。また、学校単位の団体観覧だけではなく、地域子ども会や

親子での参加機会をつくるとともに、美術関係への進路を目標とする高校

生へのワークショップ等の検討も行っていきたいと考えております。 

友の会の活動については、ボランティア活動や生涯学習面での活性化を
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目指し、「美術検定」等の養成講座、講習会への参加を行うことで自己教養

を高め、解説ボランティア育成へとつなげていきたいと思っております。

あと、研修室の展示ギャラリースペースについては、使用料がかからない

美術館主催の地元作家紹介の展覧会として利用し、地域の芸術活動支援の

場として、活発な利用を促すことを検討しております。 

６の今後の方向性は、具体的な施策について、さらに継続して実施して

いかなければならないと考えております。 

実施計画につきましては、１６ページのところで、３１年度の詳細なも

のを書かせていただいております。お目通しいただきたいと思います。 

続きまして、１５ページですが、中央図書館における「暮らしにとけこ

む図書館づくり」でございます。 

１の後期計画で目指したものについてですが、市民の満足が得られる多

様なサービスを提供し、暮らしにとけこむ図書館づくりを目指したいとい

うことです。また、図書館サポーター、読書ボランティアとの協働運営を

推進し、市民参画による事業運営につなぐとともに、子供たちが読書に楽

しむ機会の提供と環境整備を行い、子ども読書推進活動の充実を目指しま

す。 

２の目標値の検証ですが、年度内実利用者の登録率２２％、市民１人当

たりの年間貸出冊数８冊に対して、逆に、年々減少している状況で、課題

解決に向けて、さらなる対応が必要であると感じております。 

３、後期計画の成果についてですが、図書館での企画展、展示コーナー

の充実やビブリオバトル大会などを開催し、市民の読書意欲の向上が図れ

ていることでございます。図書館サービスの充実として、近隣市町と相互

に広域貸出サービス等ができる連携事業の取り組みも行いました。さらに

図書館サポーター養成講座や子ども読書推進講座を継続して実施したこと

により、図書館をサポートしていただける人材がふやせることができ、市

民との協働による事業運営を充実させることができました。また、子ども

司書養成講座や読書通帳の配布、学校・園への団体貸出の充実により、子

ども読書活動の推進ができました。 

４、後期計画の課題についてですが、２９年度では図書館を利用してい

る市民は、人口の１２．６％にとどまっており、多くの市民が図書館の魅

力を知らないことや、図書館を日常的に利用している市民が減少している

ことが大きな課題でございます。図書館が魅力ある施設であり続けるため

に市民参画による共同運営をさらに充実させることが必要です。また、子

供の読書離れを防ぐため、子ども読書推進活動を一層充実させることが課

題となっております。 

５の課題解決に向けてですが、図書館を利用したことがない市民等に対

し、図書館の魅力や利便性をＰＲする方法の検討と、市民の居場所として

機能を充実させ、時代に即した多様なサービスの提供をする必要がござい

ます。また、図書館サポーターやボランティアの育成業務を継続し、共同

する取り組み内容の拡充を検討する必要がございます。また、子ども読書

活動の事業継続と内容充実を図るとともに、家庭、地域、学校、図書館が

連携して子供が本に触れ合う機会を充実させる必要がございます。 

よって、これにつきましても、さらに継続して実施しなければならない

と考えております。 

続きまして、１６ページの文化財課における対策、具体的施策、「歴史文

化遺産の保存・活用と継承」についてでございます。 

１の後期計画で目指したものについてですが、１点目に歴史建造物や古

文書等の歴史・文化遺産の調査の推進です。二つ目には、国史跡等指定文

化財保護のための整備の推進です。そして、旧氷上高等小学校校舎に、黎

明館といいますが、おける人物資料の展示と歴史文化遺産の利活用並びに
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資料館での特性を生かした展示の充実。 

２の目標値の検証ですが、いずれの項目においても確実に当該年度の目

標値に近づいているところでございます。 

３、後期計画の成果としましては、市内の歴史建造物悉皆調査の完了を

経て、その記録保存や今後、文化財として指定するための判断になる基礎

資料とするため、報告書の刊行を行っております。ハード面においては、

三ツ塚史跡公園再整備が完了し、黒井城跡整備基本計画の策定も経て、同

計画に基づく整備工事に着手しております。また、黎明館の指定管理によ

る活用と丹波市ゆかりの人物を紹介する資料展示により、歴史文化の醸成

に寄与するとともに、地域の活性化が図れているところでございます。さ

らに、開館３０年が経過する水分れ資料館の展示を氷上回廊をテーマに据

えたリニューアルを計画し、改修を進めているところでございます。 

４の後期計画の課題としましては、個々の文化財を「点」として保存す

ることから、文化財を「面」として一体的に整備・活用する発想の転換が

求められております。また、文化財を広く一般の方に公開し、知ってもら

うことで、その魅力や価値が発揮されるものであることから、単に管理・

保存するだけではなく、観光資源として利活用する取り組みが求められて

います。 

５の課題解決に向けてですが、文化財の指定・未指定を問わず、その周

辺環境を含めた保存・活用を図るための地域計画の策定など、基本的な指

針の整備を進めていきたいと考えております。また、積極的に活用できる

文化財資源のリストアップを行い、環境部局との連携をして、活用をＰＲ

するとともに、必要な設備・施設等の整備を進めていきます。さらに、黒

井城跡を初めとする国史跡や学術的にも貴重な水分れの地勢を地域資源と

して捉え、まず、「市民が知る」という視点から、学校教育と連携し、地域

学習の教材としての位置づけを行っていきます。 

これにつきましても、６の今後の方向性につきましては、継続して実施

していくということで考えております。簡単ですが、以上でございます。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  続きまして、人権啓発センターのほうから、１７ページですね、基本方

針「豊かな人権文化の創造・定着」について説明させていただきます。具

体的施策としましては、「人権感覚を培う人権教育と指導者などの研修の

推進」としております。 

後期計画で目指しておりますものは、日常生活の中で人権を尊重し、行

動することができる、それが当たり前の社会、「人権文化」を定着すること、

それをもとに、誰もがお互いを認めながらともに生きる「共生社会」の実

現を目指すところです。 

目標値としましては、推進員・支援者研修会ですとか企業での研修会等

の参加者、それから、住民人権学習会の実施についての目標を掲げており

ます。推進員・支援者研修会、企業等の研修会については、参加者はふえ

てきておる状況ですが、住民人権学習会につきましては、これまでの平成

２５年度は８６．９％ということで、それよりはふえてきている傾向では

あったんですが、ここに記載しております２７年度以降は、若干減りつつ

あるような状況です。 

３番の後期計画の成果ですけれども、今申しましたように、住民人権学

習会の実施率、減ってきているとはいうものの、毎年９０％以上の自治会

で実施していただいておりまして、毎年、さまざまな人権課題、テーマを

変えて実施されているところが多いんですけれども、さまざまな人権課題

について理解を深める機会としていただいていると思っております。 

この住民人権学習に対しまして、推進員ですとか支援者さんを対象とし

た研修会を開催しまして、自治会の実情に応じた学習会の開催に向けた支
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援を行っているところです。 

４番の後期計画の課題としまして、参加者がどうしても自治会単位とい

うことで、世帯主さんですとか、世帯主さんでいうと高齢者の方がなられ

てることが多かったりして、幅広い世代の参加者になかなかなっていない

というところが課題というふうに考えております。それから、どうしても

ＤＶＤでテーマを決めてやっておるものですから、ＤＶＤを見るというこ

とで終わってしまっているところもあるように見ています。ですので、そ

れだけに終わらずに、グループ討議等を取り入れた参加型の学習会をどの

ようにしていくのか、それが課題というふうに考えております。 

それから、人権の関係では、法律等で大きな動きとして、部落差別解消

推進法ができたというここ数年の経過がありますので、そこの法律にも部

落差別の解消に向けた教育を充実させるということがありますので、それ

を進めていくことも課題だと思っております。さらに、インターネットに

よる人権侵害ですとか、ＬＧＢＴＱとか最近言われますけれども、性的指

向を理由とする偏見や差別といった新たな人権課題も出てきているような

状況ですので、それらの対応が必要となっている、こういうことが課題だ

というふうに考えております。 

その課題解決に向けましては、若い世代の方がどうしても自治会単位の

研修だと、参加されることが少ないような状況もあるので、そういう若い

世代にアプローチするためには、複数の企業、事業者さん等に学習会を開

いていただいて、そういう研修に触れていただく機会が持てないかなとい

うふうな、そういうことも考えていかないといけないかなと思っておりま

す。また、本年度、人権に関する市民意識調査を実施しておるんですけれ

ども、そこで、５年前にも実施しておりますので、そことの比較を持って

現在の市民の意識がどうかということを踏まえながら、人権教育全体につ

いて、どのように進めていくのかということを考えていきたいというふう

に思っております。 

今後の方向性としましては、引き続き継続して進めていかなければなら

ないと思っております。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、ちょっと質疑に行きたいとは思う

んですけども、時間がかなり限られていますので、今どうしてもというも

のがあればおっしゃっていただいて、それ以外のものについては、改めて

教育総務課のほうに後日、質問をしていただいて、各課のほうに回してい

ただくという形をとらせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。

よろしいですか。 

済みません、ちょっとこちらの議事が拙いあまり、どうしても時間がか

なり押しておりますので、申しわけありませんが、そういう形にさせてい

ただきたいというふうに思います。 

それでは、次の項の説明に移らさせていただきたいと思うんですけども、

よろしいでしょうか。 

それでは、最後に一応になりますけども、「質の高い教育を支える教育環

境の整備・充実」ということについて、担当課のほうから御説明をお願い

します。また手短によろしくお願いいたします。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長） 学校教育課です。引き続き説明させていただきます。「特色ある学校づく

りの推進」としまして、後期計画で目指した目標としまして、２点挙げて

おります。丸２点をごらんください。 

目標値の検証としましては、おおむね目標値を達成しているというふう

に考えています。 

後期計画の成果としましては、各学校（園）において、積極的にオープ
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ンスクールの実施に取り組んでおることや、ホームページの更新回数等も

目標値を上回っていることが挙げられます。また、学校支援コーディネー

ターを中心としたたんばふるさと学の実施についても定着が図られている

というふうに考えておりますし、ゲストティーチャーについても、安定し

て確保できていると考えております。そういったことを活用しまして、ふ

るさと教育に対する地域住民の理解も進んでいると考えております。また、

学校運営協議会制度を６地域に導入して、地域とともにある学校づくりを

推進しております。 

課題といたしましては、たんばみらい学では、生徒のニーズに合った地

域の企業関係者（アドバイザー）確保が求められる、また、地域住民への

学校運営協議会制度の理解促進が必要であると考えております。 

課題解決に向けてとしましては、社会に開かれた教育活動の実現に向け

て、学校と地域が手を携えていく新たな仕組みとして、全小中学校に学校

運営協議会制度の導入を推進して、地域で子供を中心に据えた協議を進め

ていきたいというふうに考えております。また、丹波竜を生かした交流学

習については、北海道むかわ町、熊本県御船町、群馬県神流町や篠山市と

の交流学習の実施に向けて、各市町と連携を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

丹波市の教育については、２１ページをごらんください。 

今後の方向性としては、継続というふうに考えております。ちょっと簡

単な説明でございますが、学校教育課は一旦終わります。以上です。 

 

（前川学事課長）      学事課長の前川でございます。よろしくお願いします。ページは１９ペ

ージの「学校給食の充実」でございます。 

後期計画で目指したものとしまして、丹波市学校給食運営基本計画（第

２次）、これに基づく取り組み、それから、地産地消の推進、それから、食

物アレルギー対応マニュアルの見直し、それから、学校給食費の未納額の

徴収強化でございます。 

２番目の目標値の検証としましては、地場野菜の使用割合、それから、

給食を停止させた回数、給食費の徴収率を検証値とさせていただいていま

す。 

後期計画の成果なんですけれども、丹波市の学校給食運営基本計画（第

２次）の策定を行いました。それから、地産地消に関することにおきまし

ては、２点目、納入基準に見合う地場野菜の納品に向けた取り組みを図っ

ております。それから、滞納者に対する対応でございますけれども、こち

らについては、支払督促等の法的措置等をとりながら、ある程度の成果を

得ることができております。 

４番目の後期計画の課題でございます。地場農産物の活用につきまして

は、上の目標値の検証にもありますとおり、目標値に達していない現状で

ございます。また、現年度における徴収率についても、９８．５％前後で

横ばい状態という状況でございます。児童、生徒のアレルギー対応につき

ましては、対象人数の増加、それから、アレルゲン多様性に伴いまして、

リスクが大変高まっているという状況になっております。 

５番の課題解決に向けてということで、まず、地産地消の関係でありま

すと、目標値の見直し、それから、農薬及び化学肥料の使用量を明らかに

する工夫というのを今後考えていく必要があるというふうになっておりま

す。それから、滞納状況の分析と検証というのを行いまして、徴収強化を

図っていきたい。あと、複雑化をしております食物アレルギーの対応でご

ざいますが、マニュアルの検証等を再検討していきたいというふうに考え

ております。 

今後の方向性としましては、継続としています。 
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続きまして、２０ページでございます。こちらについては、机上に配付

しております訂正のほうの１枚もの、こちらのほうをごらんいただきたい

と思います。 

「安全安心な教育環境の実現」ということで、学校施設の整備計画の策

定、３年ごとに行うわけなんですけど、この計画に基づく整備の実行、そ

れから、通学路等の安全対策というものを後期計画で目指したものという

ことで目標とさせていただいております。 

目標値の検証としましては、学校施設の整備計画の策定、それから、教

職員の青色防犯パトロール講習会というものを掲げております。 

後期計画の成果としましては、学校施設の整備計画に基づいた老朽化対

策事業、防災機能強化事業、バリアフリー化事業について整備を行ってお

ります。また、市内中学校７校において、空調設備の整備を完了しており

ます。 

後期計画の課題としましては、老朽化や整備需要の急増が予測されてお

ります学校施設について、国の交付金事業の採択方針が改正になり、可決

されておりますので、こちらのほうを十分注視しながら、適切な整備計画

を策定していく必要があるということです。 

５番、課題解決に向けた取り組みということで、まず、学校施設の長寿

命化計画を来年度策定する予定にしております。将来の児童生徒の減少を

見込みつつ、厳しい財政状況の中で、これまでの改築中心から既存施設を

有効活用する長寿命化改修への転換を図り、中長期的な維持管理費に係る

トータルコストの縮減及び戦略的な維持管理・更新計画を実施するための

メンテナンスサイクルの構築が必要になるというふうに考えております。 

６の今後の方向性としましては、継続ということでございます。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長の足立でございます。続きまして、２１ページをご

らんください。「社会の変化に対応した教育の推進」といたしまして、目標

として４点挙げさせていただいております。 

まず１点目は、キャリアプランニング能力を育成するために、９年間の

継続的な指導を推進すること、あるいは、教員のＩＣＴ活用における指導

力の向上を図ること、三つ目としましては、小学校段階におけるプログラ

ミング教育のあり方について研究を進めること、四つ目は、ネットトラブ

ルから子供たちを守るために、家庭でのルールづくりや中学校における自

主的なルールづくりを推進するとともに、学校教育の中で児童生徒の実態

を把握した取り組みを推進できる教員への研修を行うことでございます。 

目標値の検証としましては、成果は見られておるんですけれども、授業

中にＩＣＴを活用できる先生方の割合をさらにふやしていくために施策を

推進していきたいと考えています。 

後期計画の成果といたしましては、年度初めの情報教育担当者の研修会

や夏の情報教育に関する研修会を通して、先生方のＩＣＴ活用推進の向上

が図れたこと、あるいは、ＩＣＴ機器の効果的な活用の仕方についての研

修を行うことができております。 

また、学事課、ＩＣＴ支援員の積極的な派遣により、ＩＣＴを活用した

授業実践も進めることができております。また、生徒や保護者を対象とし

た情報モラル教育に関する講演会を全中学校で実施することができており

ます。 

課題といたしましては、ふるさと教育の視点を踏まえたキャリア教育を

推進するとともに、起業家の精神を生かしたアントレプレナーシップ教育

について、丹波市の実態に合わせて推進方法について研究を進める必要が

あること、また、プログラミング教育の実施に向けて、教員の指導力の向

上を図るとともに、丹波市として取り組むプログラミング教育のあり方を
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具体化することが求められております。 

課題解決に向けてでございますが、アントレプレナーシップ教育につい

ては、プロジェクトチームや教育研究室での調査研究の成果を生かして、

研究指定校を中学校１校に設けて、実践的な教育を進めてまいりたいと考

えております。 

プログラミング教育の推進に当たりましては、民間の外部機関と連携し

た先生方の研修の機会を継続して実施するとともに、教育研究室や研究指

定校と連携して、先生方の資料の作成に取り組んで、子供たちの力となっ

ていきたいと考えております。 

丹波市の教育については、２５ページをごらんください。 

今後の方向性としましては、継続というふうに考えております。以上で

ございます。 

 

（前川学事課長）      学事課長の前川です。続きまして、ページ２２ページ、「質の高い教育を

支える環境の整備」ということでございます。後期計画で目指したいもの

としましては、最新のパソコンを全校更新してセキュリティの確保に努め

ます。無線ＬＡＮネットワーク、電子黒板、タブレットＰＣを一体活用で

きるような整備を行います。 

目標値の検証としましては、小学校４年生から６年生の普通教室への電

子黒板の整備率、ＩＣＴ支援員の支援学校数、それと、情報セキュリティ

事故の件数を挙げております。 

後期計画の成果としましては、市内小学校の算数のデジタル教科書の導

入、それから、学校における文書データの形式の統一、それから、市内小

学校の４年生から６年生になるんですけれども、普通教室への電子黒板の

整備をしております。それから、小中学校のホームページの新規構築、児

童生徒系パソコンの情報セキュリティの向上、サイバー攻撃対策のシステ

ムを構築をいたしております。 

後期計画の課題としましては、ＩＣＴ支援員による授業支援、研修の実

施等、機器の稼働率が上がっているわけなんですが、稼働率が上がるにつ

れて、機器の故障のほうも増加をしてきています。それから、２点目とし

て、平成２９年１０月に文部科学省から「教育情報セキュリティポリシー

に関するガイドライン」が出されておりまして、このガイドラインに合わ

せて情報セキュリティを強化していく必要がございます。 

５番目、課題解決に向けて、まず、故障によって本来の性能を発揮でき

ていないＩＣＴ機器について、計画的な更新を行います。全国で情報セキ

ュリティ事故が相次いでおり、学習活動に支障が生じることのないよう、

配慮しながら情報セキュリティを強化してまいります。 

今後の方向性としましては、継続としております。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長、藤原でございます。２３ページでございます。「学校の適

正規模・適正配置の推進」ということで、後期計画で目指したものという

ことで、子供たちのよりよい教育環境の整備と教育の質のさらなる充実を

進めるために、推進を図るというものでございます。統合を前向きに、ま

た、これを機会に新しい学校のあり方、地域コミュニティのあり方につい

て議論を深めていくことが目指すものでございます。 

目標値の検証については、三つ挙げております。真ん中の山南地域市立

中学校統合準備会の開催、２回となってますが、年度末まで５回の予定と

いうことでございます。 

それから、後期計画の成果でございますが、青垣地域につきましては、

２９年４月に青垣小学校が開校いたしております。山南地域については、

協議が休止されておりましたが、３０年１１月に再開をされており、現在
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２校の中学校の統合に向けた協議が進んでおります。市島地域については、

これからの教育を考える会から提言が出まして、市島中学校同一敷地内に

来ることで提言をいただいておるところでございます。 

後期計画の課題につきましては、山南におきましては、統合準備委員会

の中で早期統合に向けた丁寧な協議を行い、合意形成に向けて進める必要

があると、市島地域においては、統合準備委員会立ち上げに向けた地域と

の調整、意見交換を行っていく必要があるというものでございます。 

５番の課題解決に向けて、山南地域については、統合準備委員会での協

議を円滑に進めるため、情報発信により課題や将来ビジョンを地域全体で

共有して、早期に課題解決が図れるように協議を展開する。 

市島地域については、地域との協議を踏まえながら、適切な時期に統合

準備委員会の立ち上げを図るというものでございます。統合を契機とした

新しい学校のあり方、地域の新しいコミュニティづくりといった地域の将

来ビジョンに関する未来志向型の議論に導く必要があるというものでござ

います。 

丹波市の教育では、２７ページのほうに３１年度の計画が載っておりま

すので、ごらんいただきたいと思います。以上でございます。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長） 学校教育課でございます。２４ページをごらんください。「教員が一人一

人の子どもに向き合う環境づくり」でございます。 

「教職員の勤務時間適正化推進プラン」、「教職員の勤務時間適正化先進

事例集」、「丹波市立学校業務改善計画」を活用しまして、効率的な指導に

努めていきながら、業務改善を推進していきたいと考えております。２点

目としまして、校務の情報化による校務の効率化、教育の質の向上にも取

り組んでまいりたいと考えております。３点目としまして、学級担任以外

の先生方の適切な配置を行うとともに、ゲストティーチャー等の外部の人

材の活用等を積極的に推進しながら、きめ細やかな教育活動ができるよう

に取り組んでまいりたいと考えております。 

目標値の検証につきましては、おおむね達成に向けて取り組みに近づい

ておりますので、今後推進していきたいと考えております。 

後期計画の成果といたしましては、夏季休業中に３日間の学校閉庁日を

設けたこと、あるいは、「丹波市立学校業務改善計画」を策定し、定時退勤

日や部活動休養日のさらなる推進を図るとともに、指導資料の共有化と利

活用を図るために「教材ｅポスト」といいまして、先生方が共同で活用で

きるようなコンピューターのシステムを設置し、業務の効率化を図ってお

ります。 

後期計画の課題といたしましては、先生方一人一人が業務改善の必要性

を認識し、勤務時間の適正化に向けて意識改革を進める必要があること、

また、週１回の定時退勤を完全に実施し、教職員の長時間勤務を緩和させ、

「ワーク・ライフ・バランス」の確立を進めること、部活動の活動時間の

適正化や計画的な休養日の設定など、顧問の負担軽減を図ることが挙げら

れております。 

課題解決に向けましては、超過勤務のさらなる縮減に向けた取り組みが

各校で推進されるように進捗管理を図ること、学校において働き方改革に

ついて、保護者、あるいは地域住民等の理解を得ながら、引き続きコミュ

ニティ・スクールの導入等も含めまして、業務の適正化、役割分担等を図

ってまいりたいと考えております。 

丹波市の教育につきましては、Ｐ２８ページをまたごらんください。 

今後の方向性としましては、継続と考えております。以上でございます。 

 

（足立子育て支援課長）   子育て支援課長、足立です。続きまして、２５ページの「子育て支援施
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策の充実」のところです。 

後期計画で目指したものとしましては、３点挙げておりますが、「丹波市

子ども・子育て支援事業計画」に基づく計画的な事業展開というものが中

心となっております。 

目標値につきましては、６点挙げておりますが、目標値に近づいている

ような状況となっておりますが、この中の２番目の児童館の年間延べ利用

者数、６万５，０００人と書いておりますが、これ、訂正で６，５００人

というところですので、訂正のほうよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

３番の後期計画の成果のところですが、一つ目のところは家庭教育と重

複する部分がありますので、省略をさせていただいて、２点目です。アフ

タースクールについては、平成２７年度から６年生までを受け入れ対象と

しております。あるいは、長期休業中のみの利用区分を設定したり、一時

預かりの制度を設けたりということで、利便性を向上させるための取り組

みを図っております。 

課題といたしましては、先ほど言いました子ども・子育て支援事業計画

が３１年度に終期を迎えることから、２期計画の策定が必要となっており

ます。２点目では、先ほど言いましたアフタースクールが認定こども園を

運営する社会福祉法人に委託を実施していっておりますが、３地域につい

ては、まだできていないといったところが課題となっております。 

課題解決に向けましては、先ほどの２点を達成していくというところで

掲げております。 

また、３１年度の実施計画では、２９ページに重点的に取り組む事業を

挙げさせていただいております。この中の四角１番の②、総点検のほうで

は記載がないんですが、来年度、健康センター「ミルネ」などの開設もあ

って、子育て支援施策の体制が大きく変わってくるということから、施策

をわかりやすく見ていただけるようなパンフレットを作成したり、あるい

は、四角２のところでは、アフタースクールの運営のところで、長期休業

中の開設時間を長くしたりというようなところを新規で挙げております。

ごらんいただきたいというふうに思います。 

続きまして、総点検２６ページの「要保護児童対策の充実」のところで

す。こちらにつきましては、児童虐待の関係でございます。後期計画で目

指したものとしては、協議会、書いておりますが、要保護児童地域対策協

議会でさまざまな要因で保護や支援を要する児童と保護者に対して、適切

な助言や指導に努め、安心して子育てができる環境づくりを進めていくと

いうところを主眼に置いております。 

目標値の検証といたしましては、記載のとおりですが、３０年度、空白

になっておりますが、年度途中で現在、要保護児童の終結件数が８件、児

童の新規養育相談件数が２８件、相談延べ件数は１，１４５件と、これ、

いずれも上半期の実績ということで、なってございます。 

後期計画の成果でございますが、１点目に挙げておりますように、各家

庭の状況に応じた適切な支援ができているというところ、それから、課題

といたしましては、２点目に書いておりますが、児童虐待件数は現状の一

部であり、数字以上に児童に対する虐待事案が潜んでいると考えられ、さ

らに心理的虐待や性的虐待はわかりにくいために、常に危機感を持って早

期発見に努めることが大切であるというところ、それから、日常的なかか

わりのある学校、保育所、認定こども園等と十分連携をとって、虐待の早

期発見とその防止につなげる必要があるということでしております。 

課題解決に向けましては、継続的な活動になりますが、関係機関と緊密

な連携のもとに児童虐待の防止に向けて発生予防、早期発見、早期対応に

努めていきたいということで掲げております。 
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今後の方向性については、継続としておりまして、３１年度の実施計画

については、３０ページに記載をさせていただいておりますので、ごらん

いただきたいと思います。以上です。 

 

（藤原教育総務課長）    最後になります。２７ページ、「教育委員会の機能充実」でございます。 

後期計画で目指したものでございますが、制度改革に伴う機能充実、教

育現場の実態を把握するための取り組み、ホームページ等の情報発信の充

実、自己点検・自己評価と公表ということでございます。 

目標値の検証につきましては、３０年度挙げておりますが、これは１２

月までの分でございますので、参考までに書かせていただいております。 

計画の成果でございますが、総合教育会議を開催して、市長部局、市長

と教育委員会の意思疎通を図っております。それから、学校現場への積極

的な視察や委員の自主研修を重ねて、実態把握や政策形成能力の強化に努

めております。それから、情報をタイムリーに提供するということで、ホ

ームページ、広報紙、フェイスブックなど情報発信を積極的に行いました。

それから、自己点検・自己評価は議会に報告し、ホームページにも公表い

たしております。 

課題といたしましては、教育行政への関心を高めてもらえるような情報

発信を工夫していく必要がある、それから、教育委員の主体性を発揮して

「まちづくり」や「地域の未来」における教育の役割を考えていく環境整

備が必要だということで、課題解決に向けて、顔の見える教育委員会を目

指す、よりわかりやすいホームページや広報紙ということでございます。 

それから、学校現場や社会教育委員等、関係機関との意見交換を積極的

に行って、教育委員の主体性を発揮して、政策形成能力の向上を目指すと

いうところで、今後の方向性としては、内容を変更して継続していきたい

ということでございます。 

丹波市の教育では、３１ページに教育委員会の機能充実ということで掲

載させていただいておりますので、参考に見ておいてください。以上でご

ざいます。 

 

（安藤会長）        それでは、ありがとうございました。ここで質疑に入りたいとは思うん

ですけども、済みません、こちらの不手際で、時間がもう入っております

ので、これもまとめて、何かありましたら、教育総務課のほうに御連絡を

いただきたいというふうに思っております。 

 

             （３）基本計画策定に向けた意見交換 

 

（安藤会長）        それで、時間は超過しているんですけれども、この３番の基本計画策定

に向けた意見交換と、短い時間ではありますけれども、１０分ぐらい時間

をとって、これだけは行っておきたいというふうに思います。今までの各

課の御説明を聞きながら、委員の皆様、何かお考えになられたこと、基本

計画の策定について、丹波市の教育に関して、お考えを自由に御発言いた

だければというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。 

 

（委員）          基本計画の中で、目標値の設定が、合併したときの総合計画をつくると

きに目標値をつくって、総合計画に入れてきた経過があるんですわね。そ

れで、目標値の最初の設定が非常に曖昧やったんですわ。やはり目標値を

見直してもらわんといかんような。 

というのは、僕、私、学校給食センターに行ったときに、４０％やと、

いわゆる地場の野菜が。それは、産業経済が言うてきたことを受けて目標

値にしたんです。それで、第１次のとき、４０％を今度、第２次のときに



 

- 30 - 

３６％まで落としとるわけです。 

それと、統合とかいうふうになりました、自校式がなくなったりしたと

き、なくなってますんで、目標値をもうちょっと下げないと、２０行って

３６で１０％ぐらいの差があったりいろいろしますんで、これ、目標値の

設定を一番最初から見直したほうがと思ったりするんです。それと、人口

がこれだけ減ってきてますので、というようなことで、いわゆる行政サー

ビスをどう統一するかということになりますので、描いたもちではあきま

せんので、と思うたりするんです。 

だから、目標値をもう一回見直して、どれに特化して、基本計画をつく

るかというふうに進んでいったほうがええと思うんですけど。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。今の体制というのは、給食だけに限らず、全体

的にということですね。いかがでしょう。今、即答できる話じゃないと思

うんですけれども。何か事務局のほうからありましたら。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長の藤原でございます。それぞれの事業につきまして、次回

になろうかと思いますが、計画の骨子も出させていただくような提案をさ

せていただくような形になろうかと思います。そのときには、すぐにはな

いんですが、中身の協議を進めていく中で、現実と合わないような内容も

中にはあるかと思います。前期計画の際にも、計画されていたものを後期

計画で見直したという部分もございますので、後期計画、今回の第２次計

画を立てる際に、それぞれの部署で目標設定について改めて検証して、適

切な目標値としたいというように思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。そのほか、何かありますでしょうか。お願いし

ます。 

 

（委員）          一つだけ、意見になるのかわからないんですけども、ちょっと発言させ

ていただきます。 

先ほど後期基本計画の総点検ということで、非常に丁寧な中身を御説明

いただきました。その中で、私、感じたことは、非常にこの丹波市、いろ

いろなことをしていただいてるなと、あるいは、いろんな課題も見えてき

たなということもあるんですけども、実際、この１冊分の成果と課題があ

り過ぎて、これから先に向けて、もう少し整理する必要があるのではない

かなと。あるいは、整理ができないにしても、具体的にこの部分について

は、丹波市もこれから、文科省も３期の分を出してきていますので、それ

と連動する部分だけでも構わないので、何か絞ったような形で方向性を、

あるいは課題を明らかにするということが必要ではないかなと。 

それが行われないと、いろんな角度で、私、きょうの・・・予習もして

きたんですけど、私が言いたいことだけで十五、六あるんです。でも、そ

の十五、六がそれぞれの課の分に当たるのか、一つ一つの項目に限ってし

まうので、これを言い過ぎると整理がつかないというようなことも感じま

す。 

ですので、もう少し整理できるのか、あるいは、成果と課題が混在して

いる部分がありましたので、そういったところをもっと具体的に重点項目

としてつないで、たまたま全ての課の報告が、６の今後の方向性というと

ころで、「継続」でしたので、継続するならば、今までできているところも

もう少しスクラップアンドビルドして、いい部分を、あるいは、本当に課

題だなと見えてきた部分をもう少し強調して議論に運んだほうが市の振興

計画には生きるのではないかなと思って。ちょっとえらそうなことを言い
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過ぎましたので、カットしてもらってもいいですけど。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。その点、いかがでしょうか。 

 

（藤原教育総務課長）    失礼します。教育総務課長の藤原でございます。いろんな事業をしてお

りますので、その中での御報告ということだったんですが、教育委員会の

中でも、事業の見直しというようなことなりを、今回のこの平成３１年度

の丹波市の教育の中でもいろいろ議論を、各課で議論をして決めていった

部分ございます。 

今回、第２次の教育振興基本計画を策定するに当たって、改めて骨子の

分も含めて、計画する際にスクラップアンドビルドも視野に入れながら考

えていきたいというように思います。 

ただし、全てがスクラップできるかということもあろうかと思いますの

で、継続して協議をしていかなければならないものもありますので、その

辺は十分に内部で協議をしていきたいなというように思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

（委員）          済みません、ちょっと私、質問というかお願いということで、一つ言わ

せてもらいたいと思います。 

この場で議論すべきことではないかもしれませんけど、資料を出しても

らった人口の推移等に関してなんですけど、資料２で５歳ごとの人口の将

来推計を出してもらってます。これ、国勢調査で実績値、１５年でこの２

０年にあるわけですけど、さかのぼることは可能なんで、何が知りたいか

というと、ゼロ歳から４歳の人が５年たったら、５歳から１０歳になっと

ると、そういうように見ていくことはできるんです。 

ちょっと個人的な関心も含めて言わせてもらうと、この前、学校支援コ

ーディネーターの研修会、講習会がありまして、三鷹市の方からの講演を

お聞きしたんですけど、小学校二つ、中学校一つ統合して、小中一貫とい

うことで、小学校の人数と中学校の人数、生徒数というものが物すごく極

端に違うんです。 

ちょっと思いがあって、私学中学に行かれる方が多いんかなと思って、

その先生に聞いてみたんです。そしたら、一つの小学校で４割以上も私学

に行かれるんです。これ、丹波市はどうなのかなということもちょっと思

いながら、それと、高校でどんどん、かなり尼崎のほうとか阪神間のほう

にも行けるようになりました。そうすると、この人口のあれが、高校のと

きに、通学という形になりますよね。大学も、高校なら今度９０％以上、

高校進学されると思うんですけど、大学の進学率が日本全体で５５％ぐら

いなんです。丹波市どうなのかなと。そうしますと、大学に、近くの大学

といっても、ほとんど下宿なりという形になりますんで、そのまま就職し

て、帰ってきてほしいと思うけど、なかなか帰ってこない。そういう人口

がこの５年ごとの数で見えるんです、傾向が。 

２０４５年まで出してましたね。これ、物すごく大事なことなんですけ

ど、国勢調査ではっきりデータとして出てる過去のデータを分析すること

で、傾向が見えると。後で言いましたように、中学へ進学されるというこ

とは、結局、引っ越しされるということですわ。そうすると、人口動態が

どう、将来推計する場合に、自然的要因と社会的要因というんですけど、

社会的要因というのは、出入なんですけど、そういう、子供の教育のため

に引っ越すということは、社会的要因としてウエートが高まってくると思

うんです。より人口減少がスピードを増していくというのも思ってます。 

そういうこともちょっと、ということと、あと、一番最初で、塾に行っ

てはるの、どのぐらいいてはるのかなと。塾に行ってはるというか、通わ
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せてはるのが。そんなこと、ここで言うべきことかどうか、ちょっと私、

聞いてるけど、ええんかなという思いを同時に持ってるんですけど、とい

うこともちょっと知りたいなというように思いました。済みません。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長の藤原でございます。また、すぐにはもちろん答えられま

せんので、一度、持って帰って、分析も含めて、それから、丹波市の児童

生徒の数のこともありますので、その辺を見ながら、分析をして出せるも

のがあるかどうかも含めて、調整させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、まだ御意見があるかもしれないんで

すけども、予定の時間を超過しておりますので、御意見につきましては、

本日、ここで終わらせていただきたいと思います。済みません、こちらの

議事が不手際で御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。 

 

次第           ５ その他 

 

（安藤会長）        では、続きまして、そのほかのところに参りたいと思いますけれども、

事務局より何かございますでしょうか。 

 

（藤原教育総務課長）    教育総務課長の藤原でございます。特にないのはないんですが、先ほど

からちょっと説明させていただいた後、御質問いただく時間がほとんどな

かったので、今回のこの後期基本計画の総点検につきまして、御質問があ

るかどうかという、ちょっと様式をつくらせていただいて、各委員さんの

ほうに送らせていただきたいというように思います。それによって、また

送り返していただくというような形をとらせていただきたいなというふう

に思いますので、その点、よろしくお願いをいたしたいと思います。以上

です。 

 

（安藤会長）        質問についての様式が送られてくるということですので、御質問ありま

したら、そちらに御記入の上、教育総務課のほうに御返送お願い、あわせ

てお願いします。 

 

次第           ６ 次回の審議会日程 

 

（安藤会長）        それでは、続きまして、次回の審議の日程について、事務局のほうから

お願いいたします。 

 

（藤原教育総務課長）    失礼をいたします。教育総務課長の藤原でございます。次回の審議会の

日程でございますが、今後、３月には議会のほうもございますので、３月

は開会しないということで、次回、４月にお世話になりたいというように

思っております。４月１７日水曜日の同じ１時半からということで、この

会場でということでお諮りをさせていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。次回は４月１７日の１３時半から、この会場

ということで、改めてよろしくお願いいたします。 

 

次第           ７ 閉会 
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（安藤会長）        それでは、本日、予定の議事は全て終了いたしました。御協力ありがと

うございました。 

それでは、閉会に当たって副会長から御挨拶いただきたいと思います。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、第２回丹波市教育振興基本計画審議会を閉会とさせ

ていただきます。皆様におかれましては、長時間にわたり、会議進行に御

協力いただきまして、ありがとうございます。きょうは、まだ雨が降って

いるのかな、足もとの悪い中、また、気をつけてお帰りいただくようにお

願いいたしたいと思います。ありがとうございました。 


