
【後期基本計画の総点検】

No. 該当頁 質疑等の内容 教育委員会の考え方 対応 備考

1 2

【豊かなこころの育成】
 「５．課題解決に向けて」の不登校解消に向けた方向性は、不
登校が出現してからの対応策では？
 他府県のいくつかの自治体では、「眠育」や「食育」から不登
校を減らす、あるいは未然防止に取り組んでいるところもある。
未然防止に向けた案があってもよいのではと思うが何かよい方法
はないものか。

不登校の解消においては不登校の未然防止が重要でであ
り、丹波市においても、睡眠や食事といった基本的な生活
習慣の定着について家庭や学校、栄養教諭等を中心とした
食育の推進を図っています。各学校においては、児童生徒
の状況を把握し、誰もが安心して学べる居場所づくりを行
うとともに、関係機関と連携して不登校の早期発見・早期
対応に努めています。

学校教育課

2 6

【特別支援教育の充実】
「授業のユニバーサルデザイン化」について、子どもの学力向

上のための教員の授業力向上は、このユニバーサルデザイン化が
原点であると考える。引き続き発展的にこの事業を進めていく必
要がある。

特別支援教育において、「一貫した支援体制づくり」の充実の
ため、サポートファイルや中高連携シートの充実が図られてきた
ことは大変評価できる。

「授業のユニバーサルデザイン化」においては、３年前か
ら指定校を設け、研究を進めています。障がいの有無に関
わらず、すべての児童生徒が「分かる」「できる」を実感
できる授業をめざし、今後も授業改善・指導力の向上に努
めます。

また、幼児児童生徒の多様な教育的ニーズに応じた指導が
切れ目なく行われるよう、引継ぎ資料の効果的な活用をす
すめています。

学校教育課

3 19

【学校給食の充実】
県内、県外どこの自治体でも「学校給食の残り物大量廃棄」が

問題になっています。過剰生産、大量廃棄は環境にやさしくない
し、税金の無駄遣いにもなります。ＴＶでも関東の某市では、月
に十数トンの廃棄があり、市議会からも取り上げられていまし
た。

丹波市の現状はいかがですか？食品廃棄率の低減も検証項目と
して必要なのでは？臨時休校日があると、大量廃棄が行われてい
るのですか？

　食品ロスの取組として平成26年から各センターにおいて
毎日の残菜量を集計し、その結果を各校にお知らせしてい
ます。全体の残菜量は、平成26年度総計9.91トンであった
ものが、この取組みを始めてから各校で残食の軽減に対す
る取り組みが広がり、平成30年度は4.76トンまで減少して
います。
　また、臨時休校の場合の対応としては、調理に取り掛
かってしまった食材については廃棄しますが、個数物や日
持ちする食材は保存し別日に使用するなど廃棄量をできる
だけ抑える努力をしています。

学事課

4 23

【学校の適正規模・適正配置の推進】
市島地域において「市島の教育を考える会」から、５小学校の

統合と市島中学校の校地に統合小学校を設置するのが適切との提
言があったと聞いています。様々な意見はあると思いますが、加
東市をはじめ東播や神戸市でも「義務教育学校」設置に大きく進
んでいます。

義務教育学校に対する基本的な考え方をおたずねします。今後
の丹波市の人口動態を考えれば、義務教育学校に向かわざるをえ
ないと思いますが、如何でしょうか？スピード感ある対応、市民
への積極広報も必要ではないでしょうか。

小中一貫校が小学校６年間、中学校３年間を学校施設の併
設や連携を取りながら義務教育を行うのに対し、義務教育
学校は、小中学校の義務教育９年間を一貫して行う学校で
あります。平成28年度に法制化され、平成30年度には全国
で76校、兵庫県におきましても２校設置されています。
丹波市においても、今後の学校の在り方のひとつとして、
研究を進めてまいりたいと考えています。

学校教育課
教育総務課

審議会委員からの質疑等



No. 該当頁 質疑等の内容 教育委員会の考え方 対応 備考

5 全般

義務教育で授かるべき知識なく卒業し現代社会に飛立つ生徒の
実態は？
①９年間で登校した日数が最少で卒業した生徒の登校日数（時
間）
②丹波市が発足した平成16年度から平成30年度までにおいて、全
生徒数のうち何人か、年度別の表記（グラフ）（男女区別もでき
れば）を。
③公設の夜間中学校のような、セフティネットを構築する構想は
有るか。

①市教委では、児童生徒一人ひとりの登校日数を集約して
いないため、９年間の登校日数についての資料はございま
せん。
②平成16年度から平成30年度までの不登校児童生徒数（別
紙）
③平成28年12月に教育機会確保法が制定されて以降、夜間
中学に対する認識が高まってきておりますが、丹波市が単
独で公立の夜間中学を設置する構想はございません。

学校教育課

6 13

【高齢者の生涯学習及びその連携】
　高齢者をベースとする「知識循環型生涯学習（学習成果を適切
に生かすことができる社会の実現）」のまちづくり推進の方策
は？
　後期基本計画の総点検Ｐ１３で「高齢者が生涯学習により得た
知識や経験を地域社会の中で生かせる機会が必要である」として
いる。高齢者の丹波市民にどのような人材がおられるか分らない
中、地域社会の中で生かせるチャンスの情報を提供することは困
難と考える。人材のリスト化が必要となる、篠山市の「まなびす
とバンク」のような「人材バンク」に登録してもらう方法も一案
と考えられるが。

　ご質問の「高齢者をベースとした学習成果を生かすこと
ができる社会の実現への方策」についてですが、市では、
概ね60歳以上の方を対象とした高齢期における必要課題を
学ぶ「TAMBAシニアカレッジ」のカリキュラムにおいて、
「地域づくり」をテーマとした講座を開催し、自分が持っ
ている力を地域で生かすことや一緒に活動する仲間づくり
のきっかけとして進めています。こういった講座を受講さ
れた方が少しでも地域に参加・参画することが、学んだ成
果の循環につながるものと考えています。
　そして、活動を具体化するためには、活動する人と活動
する地域をつなぐ中間支援組織による支援が必要であるた
め、10月に開設する「市民活動支援センター」において、
情報提供機能やマッチング機能などを充実させます。
　一方で、技術や豊富な人生経験を生かし、地域における
生涯学習活動や市民活動を支援する人材情報については、
市民活動支援センターや自治協議会において情報をストッ
クするとともに情報の共有を図り、団体や地域のニーズに
応じて紹介を行います。

市民活動課

7 全般

　教育資源である教諭の環境整備は？
　教諭等の教育関係者が「いじめ」の対応で、刑事訴訟や民事訴
訟の被告となるケースが発生している。教育資源を守る対策とし
て、次年度から大阪府は「スクールロイヤー」を配置すると報道
されている。医療資源である看護師を確保するため市立看護専門
学校を設置した丹波市である。次は教育資源を守る施策を構築す
べきと考える。

「いじめ」対応については、学校教育課内に「学校いじめ
ゼロ支援チーム」を設置して、児童生徒や保護者の相談に
のったり、学校のいじめ対策について指導助言を行なった
りするなどして、学校と連携していじめの未然防止・早期
解決に向けて力を入れているところです。訴訟などに発展
した場合には、市の顧問弁護士等を通じて対応してまいり
ます。

学校教育課

8 17

【人権感覚を培う人権教育と指導者などの研修の推進】
　外国人の丹波市民としての人権・社会教育をどう考えるか？
　丹波市に居住する外国人が１，０００人（約１．６％）近くと
なった。丹波市教育振興基本計画に「外国籍を有する丹波市民」
の人権・社会教育は表記する必要があると考える。
「憲法第３章国民の権利及び義務（10条から40条）の各条項は性
質上可能な限り、外国人にも適用される」とある。

　市内に居住する外国人は、年々増加しており、同じ地域
の一員として互いに尊重し、安心して暮らすことができる
共生社会を進めていく必要があります。しかし、外国人に
対する人権・社会教育の実施については、外国人も同じ市
民であり一体的に人権・社会教育に取り組んでいくものと
考えており、個別の表記はしない考えです。

人権啓発セン
ター
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9
実施計
画　4

【今回の教育振興基本計画の策定について】
　たとえば、『平成３１年度丹波市の教育～実施計画～』のＰ４
の３　について考えたとき、「グローバル化に対応した英語力の
育成に向け、・・・」とあるがこれについても文科省の「第３期
教育振興基本計画」では「方針２」の「目標７」では「グローバ
ルに活躍する人材の育成」とかわってきます。前記の細部の具体
性を考えていくのか、後記のそもそもめざすゴールを考えていく
のかだけでも、頭での整理の仕方がかわってくるのかなと思いま
した。

文科省HPにある「目標（７）グローバルに活躍する人物の
育成」をみると「…豊かな語学力・コミュニケーション能
力、…を身につけて様々な分野でグローバルに活躍できる
人勢を育成する」等の具体的な取組が掲載されていますの
で、丹波市も「グローバルに活躍する人材」「未来の創り
手となるために」という思いがあり、「目の前の子どもた
ちに英語力をつけていく」という方向性は同じだと考えま
す。

学校教育課

10 4

【子どもたちの「連続した学び」の保障】
「平成３１年度丹波市の教育～実施計画～」７ページにあります
認定こども園と小学校の連携で、我が園は平成29年度から平成30
年度の２年間、連携モデル事業指定校になっておりました。その
間、小学校との連携を深め、大変良い勉強になりました。しかし
実践発表に参加された丹波市内の先生方が思っていた以上に少な
く、モデル校の小学校の先生方が一生懸命取り組み良い発表をさ
れたのに、とても残念な気持ちになりました。こういった活動
が、どこまで丹波市内の小学校とこども園に浸透し、周知されて
いるのかなと思いました。

幼小の滑らか接続に向け、市教委では平成28年度に丹波市
アプローチプログラム、スタートカリキュラムを作成し、
各市内全小学校及び、全認定こども園に配布をしました。
また、昨年度までは校園長を対象とした特別支援ネット
ワーク会議や保育教諭、小学校教諭を対象とした幼小連携
研修会等において、連携の充実を図ってきました。今年度
からは新たに、幼小連携ネットワーク会議を開催し、各認
定こども園独自のアプローチプログラムや小学校でのス
タートカリキュラムの作成を進めるとともに、円滑で確実
な接続についてさらに周知していきます。

学校教育課

11 5

【幼児教育･保育の充実】
　８ページの②研修の充実のところで、「各認定こども園に指導
主事を派遣し、園内研修の充実を図ります」とありますが、３．
４．５歳児の幼児教育ばかりでなく、０．１．２歳児の乳幼児保
育の研修もあわせてできることを強く望みます。

乳幼児期におきましては、大学等連携し、保育教諭の資質
向上に向けた取組を行っており、今後も継続してまいりま
す。

学校教育課
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12 1

【子どもたちの「確かな学力」の確立】
①全国学力・学習状況調査
　この基本計画の中でも、「全国学力・学習状況調査結果データ
を活用し」とありますので、指標になると思いますが、このデー
タは誰でもが見られるものではありません。教育には、このよう
に教育委員会や学校関連の人しか見られないデータが多いように
思います。さらに私立小中学校がこれに参加していないので、本
当に指標となるかは疑問です。でも重要だと思います。
②大学進学率
　学力向上のエビデンスを丹波市の大学進学率に求めて、過去・
現在を数値で把握することは可能でしょうか？さらに、大卒者と
非大卒者（短大・専門学校も含む）との年収差、生涯年収の差な
どと考え合わせると教育の費用対効果はより明確になると思いま
す。また、教育には外部効果があり、社会的効用を高め、ひいて
はGDPを高める効果があると言われています。これは政策の問題
であり、政治の問題なのかもしれません。
③家庭の私的投資
　日本の教育の高さを支えているのは親（祖父母）の私的投資だ
と言われていますが、全国・県・市町村での統計データ（丹波市
の塾の数、塾に通っている子どもの割合など）はありますか？つ
まり、各小中学校などで、両親とも大卒、どちらか一方が大卒、
両親とも非大卒の割合を調べたデータはありますか？学校にいる
より家庭にいる時間の方が長いので、家での勉強時間や塾に通っ
ている割合などが大きく学力に影響していると思います。これは
親の所得とも関連しています。
※企業が社員教育に投資していることはよく知られていますが、
企業の教育投資と経常利益率との因果関係を示した研究やデータ
はあります。ここでも日本企業は外国企業と比較して大きな差が
あります。

①委員ご指摘の通り、データについては、学校間の序列化
などを生むことがないようにするとともに、調査目的が学
校における指導改善に生かすことにあることから、データ
の機密性は高くなっています。その分、十分に分析し、各
校における指導改善につなげていきたいと思います。
調査対象については、国・公・私立学校の６年生及び中学
３年生の全児童生徒を原則としていますので、昨年度調査
では、小学校121校、中学校370校の私立学校が参加してい
ます。しかし、私立学校の参加率は49.8％となっていま
す。

②大学進学率及び年収差、生涯年収の差については、市教
委で把握できる範囲にありませんので、数値で把握するこ
とは困難であると思われます。しかし、平成29年度に、全
国学力・学習状況調査の一環として、「保護者に対する調
査」が行われ、その調査結果を用いて、お茶の水女子大学
が「家庭の社会経済的背景と学力の関係」についての調査
研究結果を公表していますので、そのデータ等を参考にし
ていきたいと思います。

③児童生徒の通塾率については、全国学力・学習状況調査
における児童生徒質問紙の中で、「学習塾で勉強をしてい
ますか？」という設問がありますので、全国と丹波市の割
合は把握しています。しかし、両親の経歴については把握
しておりません。

（参考）H29年度調査結果（※H30は調査なし）
小学校通塾割合：丹波市　63.7％　　全国　53.7％
中学校通塾割合：丹波市　36.3％　　全国　38.5％

学校教育課
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13 8

【学校の組織力及び教職員の資質能力の向上】
①教員の質
　学力向上に最も影響を与えるのは「教員の質」ですが、教員の
質を計測する方法にどのようなものがありますか？（担当した子
どもの成績の変化など）
②教員免許は教員の質を担保できているのか？
　英語教育に、英検1級取得、留学経験２年以上、塾の講師経験
等々の条件と面接で決定し、教員として採用するというのはどう
でしょうか？丹波市の負担になります。
※兵庫教育大の学生を臨時教員として採用するというのはどうで
しょうか？

①教職員の人事評価を毎年実施しており、管理職が教職員
一人ひとりと面談を行い、今年度の目標設定と達成度によ
る評価を行っています。その中で、教職員一人ひとりに指
導や成長するためのアドバイスを行い、継続的に指導して
おります。また、校内においても研修も定期的に行ってお
り、教員の資質向上に努めています。

②教職員の採用については、兵庫県で行うため丹波市教育
委員会では行えません。兵庫県の採用試験では、１次選考
試験（筆記・面接試験）、２次選考試験（面接・実技試
験）を行い、その中から成績順に採用を決定されていま
す。
　最初から優秀な人材を確保するのが理想ではあります
が、採用後に各種研修や実務経験を積むことによる自己研
鑽を行い、教職員一人ひとりが成長していくことが重要で
あると考えます。
※教員免許状を取得していない学生を採用することはでき
ませんが、昨年度は、大学生に学生スクールサポーターと
して、授業補助をお世話になりました。

学校教育課

14 2

【豊かなこころの育成】
　「いじめ」は道徳教育では、なくなりません。人間関係です
し、コミュニケーション能力の問題でもありますので、臨床心理
士やスクールカウンセラーなどの専門職と協働して対応していく
のはどうでしょうか。
　「暴力」は教員生徒間、生徒間の他、ＤＶにも注視し、警察・
児童相談所・地域とも連絡連携を深めながら対応していきたいも
のです。
　「不登校」は学校と家庭と地域が一体となって対応していきた
いものです。
※少人数学級がいじめ・暴力・不登校に効果的であることはよく
わかります。40人は多いと思いますので、丹波市の負担で25人学
級は難しいですか？経験的には少人数学級は因果関係が大きいと
考えます。

・いじめ問題については、委員ご指摘のように、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、また健康課
の臨床心理士と協働し、対応していくことが重要と考えて
おり、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーを全小中学校に配置しています。
・少人数学級といじめの因果関係については、研究からも
明らかに効果があると言い切れないのが現状です。また、
市内の小規模学級でもいじめの認知がされています。この
ことからも、市費負担教職員を配置する構想はございませ
ん。

学校教育課
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15 9

【健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上】
　幼児教育に大きな投資を（将来社会を夢想しました）

認定こども園や子育て学習センターに公的投資をするよりも、
保育所を全廃し、初等教育プログラム（３歳から）をしっかり立
てて、義務教育として確立する。これも企業の産休・育休などと
の関連がありますが、教員や公務員が考える子育て支援は、自ら
が恵まれていることをまず理解し、保育士の給与を教員並みに引
き上げ、幼児教育の専門家として処遇するべきだと思っていま
す。女性の給与が男性に比べて低すぎるというのが一番のポイン
トです。政治家も企業のトップ・役員も市町村の首長も大学の学
長（現在１名らしいです）も弁護士も医者も海外と比較すると極
端に少ないのが日本の現実です。

　本年４月をもって、市内全ての地域に、13園の幼保連携
型認定こども園が開園（幼保一元化事業完了）し、３歳児
からの幼児教育が受けられる就学前教育・保育環境が整っ
たところです。
　併せて、学校教育課内に「幼児教育係」を新設し、新幼
保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいた幼児教
育・保育を実施するため、教育内容や指導方法の改善を進
めるほか、認定こども園と小学校が連携して、子ども達の
育成のための実践研究に取組んでいきます。
　また、保育人材確保のために、保育教諭等の処遇改善に
も取組んでおり、現状として、国の福祉職俸給表を上回っ
ております。

学校教育課
子育て支援課

16 15

【暮らしにとけこむ図書館づくり】
中央図書館の機能を山南支所の跡地に移し、兵庫県下で一番の

蔵書数を誇り、とりわけ、恐竜だけでなく、古代史、人類史など
歴史図書館としての特色を持たせる。（これも夢物語です）

　現在の図書館は、地域を支える情報拠点として中央図書
館と柏原・青垣・春日・市島・山南図書館の６館をネット
ワーク化し、市内全域へのサービス提供を行っておりま
す。今後の図書館のあり方については、随時協議を行って
参りますが、ご意見として参考にさせていただきます。

中央図書館

18 15 青垣中と氷上中から氷上西高校へどれだけ進学しているのか

青垣中、氷上中から氷上西高校への進学者数は、
平成２８年度、青垣中学校16名、氷上中学校20名
平成２９年度、青垣中学校12名、氷上中学校13名
平成３０年度、青垣中学校10名、氷上中学校15名が入学しています。

学校教育課

19 15 県立の特別支援学校との先生方とどういう研修会をしているのか

氷上特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの先生方と
は、市内の通級指導教員が子どものアセスメントや支援の仕方等
について毎月の定例研修を行っています。また、特別支援コー
ディネーターが参加する市教委主催研修会の講師を依頼してい
ます。また、各校の校内研修に特別支援学校のコーディネーター
を講師として招へいしている学校もございます。

学校教育課

20 31 丹波市の中学生の私立高校への進学者数、もしくは進学率はどの程度か

私立高校への進学者数（進学率）は、
平成２８年度、118名（18.4％）
平成２９年度、113名（17.4％）
平成３０年度、121名（20.3％）となっています。

学校教育課

21 31 丹波市の大学への進学率はどの程度か No,１２の１　②　と同じ 学校教育課
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22 31 塾に行っている児童生徒の割合はどの程度か No,１２の１　③　と同じ 学校教育課


