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１ 制度の趣旨 

平成 19 年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され（平

成 20 年４月１日施行）、各教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理及び執行状況に

ついて自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公

表することが規定されました。 

 つきましては、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の皆

様への説明責任を果たすため、平成 30年度の施策について、「教育委員会自己点検・評価」

（以下、「点検・評価」という。）を実施し、報告書にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検・評価の対象 

 本年度の自己点検・評価は、平成 30 年度「丹波市の教育」実施計画に沿って実施しまし

た。このため、実施計画に掲げた 26の施策について評価を行っています。 

 出来るだけＰＤＣＡサイクルに近づける形で、目標（あるべき姿）、実績、取組の評価、

今後の取組・改善策等の順に記載し、重点施策については外部評価者の評価を記載していま

す。 

今年度については、この形式で評価等行うことにより、普段の取組にも活かしていけるよ

う取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 Ⅰ はじめに 

 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 
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教育委員会点検・評価シート一覧（平成 30 年度実施計画に掲げた 26 の具体的施策） 

 

 （注）○重・・・平成 30年度重点施策 

 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

○重E A（１）子どもたちの「確かな学力」の確立（学校教育課）・・・・・・・ ７ 

A○重E A（２）豊かなこころの育成（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（３）健やかな身体づくり（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・ 11 

（４）子どもたちの「連続した学び」の保障（学校教育課）・・・・・・ 13 

 ○重（５）幼児教育・保育の充実と認定こども園の推進 

(子育て支援課・こども園推進課)・・・・・・ 15 

○重E A（６）特別支援教育の充実（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・ 17 

（７）人権教育の推進（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

（８）学校の組織力及び教職員の資質能力の向上（学校教育課）・・・・ 21 

Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実 

（１）健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上（子育て支援課）・・・ 23 

（２）青少年の健全育成の推進 

（市民活動課・学校教育課）・・・・・・・・・・ 25 

（３）地域づくりにつながる成人教育（市民活動課）・・・・・・・・・ 27 

（４）高齢者の生涯学習及びその連携（市民活動課）・・・・・・・・・ 29 

（５）市民参画による芸術・文化の創造（植野記念美術館）・・・・・・ 31 

（６）暮らしにとけこむ図書館づくり（中央図書館）・・・・・・・・・ 33 

A○重E A（７）歴史文化遺産の保存・活用と継承（文化財課）・・・・・・・・・ 35 

Ⅲ 豊かな人権文化の創造・定着 

（１）人権感覚を培う人権教育と指導者等の研修の推進 

（人権啓発センター）・・・・・・・・・・・ 37 

Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実 

    （１）特色ある学校づくりの推進（学校教育課）・・・・・・・・・・・ 39 

（２）学校給食の充実（学事課） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

（３）安全・安心な教育環境の実現（学事課） ・・・・・・・・・・・ 43 

A○重E A（４）社会の変化に対応した教育の推進（学校教育課） ・・・・・・・ 45 

A○重E A（５）質の高い教育を支える環境の整備（学事課）・・・・・・・・・・ 47 
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A○重E A（６）学校の適正規模・適正配置の推進（教育総務課） ・・・・・・・ 49 

A○重E A（７）教員が一人ひとりの子どもに向き合う環境づくり 

（学校教育課）・・・・・・・・51 

（８）子育て支援施策の充実（子育て支援課）・・・・・・・・・・・・ 53 

（９）要保護児童対策の充実（子育て支援課）・・・・・・・・・・・・ 55 

（10）教育委員会の機能充実（教育総務課）・・・・・・・・・・・・・ 57 

 

３ 点検・評価の具体的な方法 

 満足のいく成果が得られたもの・・・・・Ａ 

  ほぼ満足のいく成果が得られたもの・・・Ｂ 

 満足のいく成果が得られなかったもの・・Ｃ 

 取組を見直す必要がある・・・・・・・・Ｄ 

 

４ 学識経験者の知見の活用 

 点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する外部の方の意見・提

言等をいただきました。 

  川上泰彦 氏（兵庫教育大学大学院 准教授） 

  

【外部評価者ヒアリング日程】 

   ○令和元年７月１日 
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１ 教育委員会点検・評価シート 

   教育委員会の事業（Ｐ７～Ｐ58 ） 

 

 〔評価の状況〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 教育委員会点検・評価結果（平成 30年度実績） 

 

Ⅰ　生きる力をはぐくむ学校教育の充実
自己評価 外部評価 所管課

（１）子どもたちの「確かな学力」の確立 Ｂ Ｂ 学校教育課
（２）豊かなこころの育成 Ｂ Ｂ 学校教育課
（３）健やかな身体づくり Ｂ - 学校教育課
（４）子どもたちの「連続した学び」の保障 Ｂ - 学校教育課

（５）幼児教育・保育の充実と認定こども園の推進 Ａ Ａ
子育て支援課
こども園推進課

（６）特別支援教育の充実 Ａ Ａ 学校教育課
（７）人権教育の推進 Ｂ - 学校教育課
（８）学校の組織力及び教職員の資質能力の向上 Ａ - 学校教育課

Ⅱ　生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実
自己評価 外部評価 所管課

（１）健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上 Ｂ - 子育て支援課

（２）青少年の健全育成の推進 Ｂ -
市民活動課
学校教育課

（３）地域づくりにつながる成人教育 Ｂ - 市民活動課
（４）高齢者の生涯学習及びその連携 Ａ - 市民活動課
（５）市民参画による芸術・文化の創造 Ｂ - 植野記念美術館
（６）暮らしにとけこむ図書館づくり Ｂ - 中央図書館
（７）歴史文化遺産の保存・活用と継承 Ｂ Ｂ 文化財課

Ⅲ　豊かな人権文化の創造・定着
自己評価 外部評価 所管課

（１）人権感覚を培う人権教育と指導者等の研修の推進 Ｂ - 人権啓発センター

Ⅳ　質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
自己評価 外部評価 所管課

（１）特色のある学校づくりの推進 Ｂ - 学校教育課
（２）学校給食の充実 Ａ - 学事課
（３）安全・安心な教育環境の実現 Ａ - 学事課
（４）社会の変化に対応した教育の推進 Ｂ Ｂ 学校教育課
（５）質の高い教育を支える環境の整備 Ａ Ａ 学事課
（６）学校の適正規模・適正配置の推進 Ｂ Ｂ 教育総務課
（７）教員が一人ひとりの子どもに向き合う環境づくり Ａ Ａ 学校教育課
（８）子育て支援施策の充実 Ｂ - 子育て支援課
（９）要保護児童対策の充実 Ａ - 子育て支援課
（10）教育委員会の機能充実 Ａ - 教育総務課

施策名

施策名

施策名

施策名

重

重

重

重

重

重

重

重

重
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〔自己評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ 10事業／26事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ 16事業／26事業 

 

〔外部評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ ４事業／９事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ ５事業／９事業 

  

 

２ 外部評価者の意見 

【全 体】 

・全体的には、概ね順調に各施策が実施されている状況が確認できた。 

・評価における重点項目については、丹波市の教育政策全体を見渡して、どうい

う観点から、どの政策領域に重点を見出しているか、という説明も工夫しても

らいたい。 

・指標設定については、政策の進展に応じて変化するものという考えのもと、取

組状況に関するものと、成果に関するもののバランスを期待したい。（ただし

３年～５年の中期的な指標をもって政策の進展を評価する場合は、期間中の指

標変更は望ましくない） 

・市役所や市教委における業務の「縦割り」を乗り越える必要性が高まっている。

重点項目とされた中でも、子育て支援行政・こども園・小中学校の連続性を視

野に入れた施策（早期支援を視野に入れた特別支援教育や、コミュニティ・ス

クールの振興など）、社会教育・生涯学習と学校教育の連携（歴史文化遺産を

「地域の教育資源」とするような施策・実践の検討など）、地域振興・まちづ

くり施策と教育行政の連携（コミュニティ・スクール施策を通じた地域振興な

ど）が考えられる。豊かな政策イメージの展開を期待したい。 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                           

＜ (１) 子どもたちの「確かな学力」の確立 ＞  

 

項 目 子どもたちの「確かな学力」の確立 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○子どもたちの学力向上をすすめるため、一人ひとりが主体的・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みま

す。 

○授業改善点を明確にし、教職員全員の共通理解のもと、OJTをいかした組

織的・実践的な校内研修の充実を図ります。 

○将来の夢をもち、その実現に向けて学び続ける力を育成する取組をすす

めます。 

○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

を充実させます。 
 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○学力向上推進会議において各校の担当者を対象にした研修を実施すると

ともに、授業ポイント等をまとめたリーフレットを作成し、全教職員に配

布しました。 

○全国学力・学習状況調査や丹波市学習定着度調査の結果分析に基づき、各

校において「学力向上具現化プラン」を立て、校内研修をすすめるととも

に、PDCAサイクルに基づく授業改善に向け、各校の研究推進委員会や校内

研修会への指導主事派遣を実施しました。 

○地域資源や課題をもとに自分の将来の姿を考えたり、地域の企業関係者と

のディスカッションにより自分の考えを深めたりする「たんばみらい学」

を全中学校で実施しました。 

○中学校３年生の希望者を対象にした「英語検定チャレンジ事業」や、小学

校でのテレビ会議システムによる海外の学校との交流（ネット de イング

リッシュ）を 17校で実施しました。 

○英語をツールとして活用できる子どもを育成していくための指導内容に

関する調査・研究を行う、「英語プロジェクトチーム」を設置しました。 
 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

算数の授業がわかると答えた児童の割合（小６） 79.0％ 79.4％ 81.1％ 82.6％ 

数学の授業がわかると答えた生徒の割合（中３） 67.8％ 70.3％ 68.5％ 74.5％ 

学校の授業時間以外に、普段１日あたり 10 分以上読書

している児童（小６）の割合 
58.3％ 52.1％ 54.9％ 67.7％ 

学校の授業時間以外に、普段１日あたり 10 分以上読書

している生徒（中３）の割合 
52.3％ 50.0％ 52.7％ 56.0％ 

学校の授業時間以外に、普段１日あたり１時間以上勉

強している児童（小６）の割合 
71.8％ 75.3％ 77.6％ 77.9％ 

重点施策 
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学校の授業時間以外に、普段１日あたり１時間以上勉

強している生徒（中３）の割合 
57.6％ 66.3％ 65.0％ 67.9％ 

幼稚園、認定こども園への外国語指導助手（ALT）派遣

回数 

年 19回
(平均 1.4 回) 

年 33回
(平均 2.5 回) 

年 32回 
(平均 2.5 回) 

各園 
２回 

外国語活動において、自信を持って指導できる教員の
割合 

86.6％ 88.5％ 89.0％ 100％ 

 

取組の評価 ○「わかった」「できた」と感じる児童生徒の割合は、小学校算数では上が

っており、目標値に到達しました。しかし、中学校数学では下がっており、

基礎基本の確実な定着を図りながら、生徒が主体的に取り組む授業づくり

に向け、分析を踏まえた校内指導体制を充実させる必要があります。 

○「英語検定チャレンジ事業」では 544名の中学校３年生の生徒が英語検定

に申し込みました。受験率は 91.4％で、５級合格率は 66％、４級合格率

は 44.1％、３級合格率は 40.4％、準２級合格率は 33.9％、２級合格率は

20％でした。 

○ネット de イングリッシュの実施校は、昨年度よりも増えており、児童が

国や文化の異なる人々と積極的にコミュニケーションを図る機会を充実

することができました。 

○英語プロジェクトチーム会議を３回実施し、令和２年度の小学校外国語科

の実施に向けて協議をすすめています。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するために、

市指定の研究校における取組を積極的に啓発します。 

○めざす授業の実現に向けて作成した教師用リーフレットの活用をすすめ

るとともに、児童生徒の学習課題に対する学び直しや継続的な授業改善に

向け、令和元年度の校内研修計画に平成 30 年度の分析内容を反映させま

す。 

○児童生徒の読書意欲を高めるために、地域人材を活用した学校図書サポー

ターの全小学校配置をめざします。 

○ネット de イングリッシュの取組拡充と多様な海外の異文化との触れ合い

が可能となるように、海外の協力校を拡大するとともに、海外交流がスム

ーズにすすむよう、インターネット環境等の整備を行います。 

【外部評価者の評価】 

・全国学力・学習状況調査や丹波市学習定着度調査の結果の向上と、「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が、同じ方向性に

なるよう確認・検証を行ったうえで、めざす方向性を共有することが

重要です（できれば、そうした取組を確認できるような評価指標の設

定が望まれます）。 

・全教員を巻き込んだ授業改善がすすむよう、各学校での取組を支援し、

それぞれの実効性を高めることが重要と思われます。研修について

は、一方的な方針の伝達や情報共有とせず、各教員・各学校が学力や

授業のことを分析し、検証・改善する力を伸ばすような工夫が求めら

れます。 

・英語教育に関しては、小中連携なども視野に入れた展開を期待します。 

評価判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実               

＜ (２) 豊かなこころの育成 ＞  

 

項 目 豊かなこころの育成 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教師と児童生徒の信頼関係や児童生徒どうし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すすめます。 

○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すすめる

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はぐくみます。 

○不登校の未然防止や学校復帰、いじめや問題行動への迅速な対応に取り組 

み、安心して学べる居場所づくりや指導体制の充実を図ります。 

○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します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○全小中学校から１名以上の参加による「学級経営研修会」を開催し、人間

関係を育て自己有用感をはぐくむ学級づくりについて研修を深めました。 

○中学生の代表が実行委員となって「いじめ・暴力ゼロサミット」を開催し、

小学生の代表と一緒にいじめについて真剣に考えました。 

○問題行動等小中連絡協議会を開催し、法に基づくいじめの認知について研

修を深め、いじめの積極的な認知をすすめるとともに、早期対応による解

消率の向上を図りました。 

○不登校担当教員研修会を年３回計画的に開催しました。また、丹波市不登

校対策関係者連絡会を開催し、不登校児童生徒への支援について関係機関

と連携を図りました。 

○不登校児童生徒支援シートを活用することにより、学校と適応指導教室が

連携して不登校の未然防止や学校復帰に向けた支援をすすめました。 

○スクールソーシャルワーカーを５中学校区に配置し、学校の課題解決に向

けて、福祉的な視点から関係機関とのネットワークの構築や保護者への支

援を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

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 
3.8% 3.5% 2.8% ０% 

小学校不登校出現率 0.30% 0.55％ 0.59% 0.25% 

中学校不登校出現率 2.76% 3.21％ 3.08% ２% 

学校復帰率 35% 33％ 24％ 30% 

 

重点施策 
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取組の評価 ○悉皆で学級経営研修会を開催し、参加者の力量向上を図ることができまし

た。しかし、実施時期（５月）や各校での研修内容の拡大には課題があり

ました。 

○いじめ・暴力ゼロサミットでは、中学生の実行委員がパネルディスカッシ

ョンや分科会を進行して、小学生と共にいじめをなくすためにできること

について考えました。２学期には、それぞれの学校においてサミットで話

し合ったことを報告し、各校でいじめ撲滅に向けた取組を展開しました。 

○昨年度より各校においていじめの積極的な認知がすすみ、組織的な対応に

よるいじめ解消に取り組みました。しかし、いじめ事案への対応をめぐり

保護者との連携が難しく、事案への対応が長期化するケースもありまし

た。 

○不登校担当教員研修会を実施し、各校において不登校の未然防止や学校復

帰に向けた取組をすすめました。昨年度から改善傾向にある児童生徒があ

る一方、新規の不登校も出ており、引き続き不登校支援シート等を活用し

た組織的な取組や、関係機関と連携した対応が求められます。 

○５中学校区に配置したスクールソーシャルワーカーが主体となり、必要に

応じてケース会議を開催したり、学校と関係機関をつないだりする等、学

校の状況に応じて効果的な支援をすすめることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○学級経営研修会については、実施時期や内容について工夫しながら継続し

て開催します。 

○「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

参加できるようなフォーラム等を計画し実施します。 

○新たな不登校を出さないために、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み、早期発見と早期対応に努めます。 

○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、様々な内容について同じ場所で気軽に相談できるよう教育相談室やレ

インボー教室及び学校いじめゼロ支援チーム等のセンター化をすすめま

す。 

○全中学校区へスクールソーシャルワーカーを配置し、問題行動や不登校、

いじめ等の問題に対して、学校・家庭・関係機関が連携を図って指導や必

要な支援を行っていきます。 
 

【外部評価者の評価】 

・学校や教員の力量向上、もしくは SSWや関連機関との連携向上に関連

する評価指標を導入するのが良いと思います（児童・生徒に問題が出

ていない時期でも、予防的な意味で学校や教員の力量向上を図るべき

と考えるためです）。 

・生徒指導上の諸課題については、学校内で連携を高め、組織的な対応

を充実させる一方で、各学校と市教委との間でも適切な情報共有と連

携を行い、危機管理を視野に入れた支援の充実が求められます。 

・いじめや不登校の対策については、小中連携の充実による効果も期待

したいところです（指導スタイルに断絶はないか、情報共有や引き継

ぎが十分か、などの点の確認を期待したいと思います）。 

評価判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実               

＜ (３) 健やかな身体づくり ＞  

項 目 健やかな身体づくり 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○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運動に取り

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ふれ、運動しようとする意欲を高めたり運動

の良さを実感させたりする機会の充実を図ります。 

○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します。 

○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

な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」

の活用をすすめ、地域と連携した防災教育を市内小中学校に広めていきま

す。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○新体力テストのＴ得点（全国平均を 50 とした相対的位置を示し、51 以上

が全国を「上回る」とする）において、小学校では、男女ともに２項目で

全国を上回りました。中学校では、男子は１項目、女子では３項目で全国

を上回りました。また、「体育の授業は楽しい」と答えた児童生徒は、中

学校男子で 1.3％、中学校女子で 0.8％全国を上回りました。 

○体力アップサポーターの活用については、兵庫県が実施している「体力ア

ップひょうごサポート事業」を活用した派遣を 14 校、丹波市「体力アッ

プ支援事業」での派遣を２校で実施しました。 

○武庫川女子大学と連携した「丹波市体力アップ講座」を小学校２校、中学

校１校において実施しました。  

○食育全体計画及び年間計画の見直しを行うとともに、JAやいずみ会、生産

者等の地域人材を活用しながら、食に関する取組の充実を図りました。 

○「地域と連携した防災教育推進事業」は、全小中学校を推進校とし、市内

全域において実施しました。丹波市防災教育教材「心つなぐ」を活用した

防災教育を全小中学校ですすめました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

新体力テストで各学年の全国平均を上回る項目

数（小学校） 

８項目中 

５項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

６項目以上 

新体力テストで各学年の全国平均を上回る項目

数（中学校） 

８項目中 

４項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

６項目以上 

新体力テストで「体育の授業は楽しい」と答えた児童生徒の割合 91％ 90％ 90％ 96％ 

地域と連携した防災訓練実施率 81％ 93％ 90％ 100％ 
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取組の評価 ○「体育の授業は楽しい」「運動は大切」と答えた児童生徒が全国や目標値

を上回る等、体力や運動への意欲に向上の傾向が見られます。運動に親し

み、その良さを体験する運動機会の充実を図るなど、新体力テストの分析

結果を生かした体育活動の積み重ねによるものであると考えます。 

○昨年度より３校増の 16 小学校に体力アップサポーターを派遣し、児童の

運動への興味・関心を高めるとともに、体力の向上に向けた取組をすすめ

ることができました。 

○武庫川女子大学と連携した「丹波市体力アップ講座」では、指定校におい

て出前授業を実施することができました。校歌を活用した「校歌ダンス」

の作成と活用もすすんでいます。また、指定校に「トレーニングカード」

を配布することができました。 

○食育全体計画・年間計画の作成や実施率が 100％となっており、発達段階

に応じた系統的な食育を推進することができました。 

○全小中学校を地域と連携した防災教育推進事業の推進校とし、丹波市防災

教育教材「心つなぐ」や動画教材を活用した防災教育を実施することがで

きました。防災登下校、防災訓練等の具体的な活動を通して地域との連携

をすすめ、学校防災体制の充実を図る必要があります。 

自己評価 
判定 

 Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○体力向上の取組では、専門性に優れた地域の体力アップサポーターを派遣

し、運動への興味・関心を高め、体育・運動能力の向上に取り組むととも

に、教育活動全体を通じて運動習慣の確立を図ります。また、武庫川女子

大学と連携した「丹波市体力アップ講座」を継続して実施することにより、

筋力、柔軟性を高める体つくり運動について研究やその成果の活用をすすめ、

主体的・協働的に運動の課題を解決する力の育成をめざします。 

○栄養教諭等を中心に全ての教職員が連携し、校内食育全体計画をもとに組

織的・計画的・継続的な食育を推進します。 

○今後も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地域

との連携強化を図ります。丹波市防災教育教材「心つなぐ」や動画教材の

活用については年間指導計画へ位置付けて実施をするとともに、具体的な

取組を通して地域と連携した防災教育を推進します。 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                           

＜ (４) 子どもたちの「連続した学び」の保障 ＞  

 

項 目 子どもたちの「連続した学び」の保障 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○幼児期と児童期の教育内容に対する相互理解を深め、子どもの発達や学び

の連続性を保障するため、子ども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組を推進します。 

○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めざし、児童生徒の連続した学びを保

障する取組を充実させます。 

○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り

ます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○認定こども園・保育所・幼稚園と小学校における連携においては、丹波市

アプローチプログラム・スタートカリキュラムを基に、成長と学びの連続

性を見据えた研修会を開催しました。また、認定こども園へ積極的に指導

主事を派遣し、教育内容や指導方法の工夫改善をすすめました。 

○認定こども園・小学校連携モデル事業では、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、円滑な接続をめざした研究を行い、

成果を発表しました。 

○各学期初めに問題行動等小中連絡協議会（兼不登校担当教員研修会）を開

催し、不登校児童生徒や家庭への効果的な支援方法について情報交換を行

い、問題点や改善策を共有することができました。 

○中高連携協議会を開催し、課題や今後の取組の方向性を共有するととも

に、中学校の教科研修会や高等学校のオープンスクール等の案内を積極的

に行い、交流の機会を充実しました。また、青垣中学校・氷上中学校と県

立氷上西高等学校においては、学校間連携モデルとして授業や行事での生

徒や教員の交流を積極的に実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

認定こども園・保育所・幼稚園と小学校における連

携（アプローチプログラム・スタートカリキュラム

の活用） 

１校・園 １校・園 １校・園 １校・園 

認定こども園・保育所・幼稚園と小学校連携研修会 ２回 ２回 ２回 ２回 

小中連絡協議会（兼不登校担当教員研修会） ３回 ３回 ３回 ３回 

中高連携協議会・担当者会 ４回 ４回 ３回 ４回 
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取組の評価 ○認定こども園と小学校の連携モデル事業、特別支援教育ネットワーク会議

等により、教育内容の相互理解や指導方法の工夫改善を図っています。ま

た認定こども園への指導主事の派遣は、10 園に延べ 41 回実施しました。

今後も、幼児の学びや育ちを捉えた円滑な接続に向け、さらなる意識の向

上や幼児教育の実践の充実を図る取組が必要です。 

○各小中学校の校内研修や教科等研修会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、教職員の意識向上がす

すんでいます。本年度は、合同授業研修会と年間のまとめの会を同日に行

い、研修における協議を踏まえた総括をすることができました。 

○不登校担当教員研修会において、児童生徒の情報交換とともに効果的な支

援の在り方について研修をすすめ、小中学校が連携した支援の充実を図っ

ています。 

○中高連携においては、中学校・高等学校の教員が同じ視点で授業参観する

機会を増やし、生徒が主体的に取り組む授業の在り方について研修をすす

めています。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○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りま

す。また、接続期の学びについて理解を深め、実践に活かすための効果的

な取組をすすめます。 

○小中学校が連携した授業改善をすすめるとともに、青垣小学校・青垣中学

校の取組を系統化し、９年間を見据えた取組の充実を図ります。また、丹

波市版キャリアノートを活用し、９年間を見通したキャリア教育をすすめ

ます。 

○中高連携では、中学校・高等学校それぞれの教員が合同で参加する授業研

究会を開催し、生徒が主体的に取り組む授業の在り方について共通理解を

図ります。また、青垣中学校・氷上中学校と連携型中高一貫教育校である

氷上西高等学校では、乗り入れ授業や、生徒が合同で活動する行事等を充

実させ、連携を推進します。 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                

＜ (５) 幼児教育・保育の充実と認定こども園の推進 ＞ 

 

項 目 保育・教育の質を向上させるための取

組み 

担当課 子育て支援課 

こども園推進課 

目 標 

（あるべき姿） 

○市内 13園の認定こども園に集約し、就学前児童の学びの連続性を踏まえ 

た教育・保育環境を整備します。 

○高い専門性と指導力のある教育的情熱を持った保育教諭を育成するため、

各種研修会や訪問指導の充実を図ります。 

○多様なニーズに対応するため、延長保育、一時預かり、特別支援保育を実

施するとともに、認定こども園の看護師配置を積極的に支援します。 

○保育人材の確保を目的として、保育教諭等の給与面における処遇改善を行

います。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○柏原地域において、認定こども園ミライズそら・ミライズにじの２園設置

が認可されました。 

○認定こども園の整備については、氷上地域において、認定こども園いくさ

との新園舎が完成し、柏原地域においては、ミライズそら・ミライズにじ

２園の園舎整備が完成しました。 

○保育教諭等の実践力をつけるために、外部から講師を招へいして公開保育

研修会やキャリアアップ研修会を実施しました。 

○保育人材確保のため、市内施設に勤務する保育教諭等の賃金を月額平均

30,000円アップするための支援を行いました。 

○養成校訪問、認定こども園見学ツアー、就職フェアなど保育人材確保に向

けた取組を行いました。 

○保育教諭等の離職防止、事務の負担軽減を図るため保育補助者雇上に対す

る支援を行いました。また、子育て支援員研修を実施し保育補助者のスキ

ルアップも行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

認定こども園設置数 ９園 ９園 11園 13園 

運営法人設置数 ７法人 ８法人 ８法人 ８法人 

保護者等による外部評価を実施している認定こ

ども園数 
９園 ９園 11園 13園 

公開保育等研修会実施数 20回 13回 33回 30回 

園の教育・保育が保護者の期待に応えている割合 86％ 89% 89% 90% 

重点施策 

-15-



病児保育実施数 ４園 ５園 ５園 13園 

入所保留児童数 － 32人 45人 ０人 

 

取組の評価 ○氷上地域において、認定こども園いくさとの新園舎が完成しました。柏原

地域においては、平成 31 年４月に認定こども園ミライズにじ・ミライズ

そら２園が開園し、市内 13 園の認定こども園となり、全ての地域におい

て、３歳児からの幼児教育が受けられる環境が整いました。 

○保育教諭の資質向上のため、キャリアアップ研修会を行い、「乳児保育」「障

害児保育」「保護者支援・子育て支援」「マネジメント」「幼児教育」の５

分野に渡るカリキュラムにより、保育教諭のそれぞれの職階に応じた研修

を行うことができました。 

○子育て支援員研修により、保育従事者の確保と資質向上を行い、安心安全

な保育環境の整備に寄与することができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○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、幼児教育係を新設し、教育内容や指導方法の改善を進め、キ

ャリアアップ研修や園内研修を行い、保育教諭等の更なる資質向上を図り

ます。 

○幼児教育・保育の無償化により、保育ニーズがさらに高まり、保育人材の

不足が懸念されます。保育教諭の処遇改善をはじめ、人材確保策を強力に

進める必要があります。 

○第２期子ども・子育て支援事業計画を策定する中で、幼児教育・保育に対

するニーズ調査の結果を基に、保育の必要量を把握し、確保方策を検討し

ます。 

 

【外部評価者の評価】 

・認定こども園への施設の集約が順調に進み、行政における支援体制と

しても幼児教育係を新設し、指導・支援の充実が図られていました。 

・保育人材の確保にも努めており、一定の効果を挙げていることが分か

りました。このときに重要なのは、必要な保育者数が確保されること

と、離職を抑制して保育者の勤続年数が長くなることの二点です。特

に後者の成果については、保育者向けの研修等を充実させることで相

乗効果が発生し、保育の質の向上につながると考えられます（勤続年

数が長くなることで、研修の蓄積効果が見込まれます）。 

・施設集約によって認定こども園と小学校の接続が単純化したことを活

かし、コミュニティ・スクールを視野に入れたような、地域での一貫

した子育てに向けた取組が期待されます。 

評価判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実               

＜ (６) 特別支援教育の充実 ＞  

 

項 目 特別支援教育の充実 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○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、教育の各機関の連携を図りなが

ら、切れ目のない支援体制の構築を図ります。 

○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

ます。保護者と合意形成のもと個別の指導計画を作成し、保護者に向けて

も理解啓発を図ります。 

○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すべての子どもにとってわ

かりやすい授業づくりを推進します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○切れ目のない支援体制を構築するため丹波市福祉部と連携し、特別支援教

育コーディネーター研修において、丹波地域圏域コーディネーターから、

児童生徒に関わる福祉サービスの利用について説明を受けました。 

○校（園）内委員会で協議し、特別な支援が必要であると判断した特別支援

学級及び通常学級の児童生徒について、個別の指導計画作成率が 100％と

なるよう、研修会においてその必要性を確認しました。 

○高等学校における通級指導の開始に伴い、通級指導教員を対象とした高等

学校・小中学校合同研修会を年３回、通級連絡会を年９回開催し、連携を

すすめました。 

○通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒への支援を充実させるた

め、今年度作成したリーフレット「特別支援教育支援員～役割と活用に向

けて～」を教職員へ配付し、支援体制の充実を図りました。 

○授業のユニバーサルデザイン化研修では、１小学校１中学校を指定し、研

究をすすめました。また、11月と１月には公開授業研修会を開催し、市内

教職員の指導力向上を図りました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

丹波市特別支援連携協議会の開催 ２回 ２回 ２回 ２回 

特別支援教育にかかる校（園）内委員会の開催 12.1回 11.9回 12.0回 12回 

校（園）内委員会で支援が必要と判断した幼児児童

生徒数に対して個別の指導計画を作成した割合 
89.3％ 98.3％ 99.1％ 100％ 

特別支援教育サテライト研修の満足度 100％ 100％ 100％  

特別支援教育セミナー    ３回 

重点施策 
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授業のユニバーサルデザイン化研修の満足度 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

取組の評価 ○丹波市福祉部障がい福祉課と連携し、児童生徒に関わる福祉サービスには

多様な種類があり、ニーズに応じた支援があることについて教員の理解を

深める機会が持てました。今後はその活用につなげていきます。 

○丹波市健康部健康課と連携した教育相談は、多数の保護者が参加し、就学

に対する不安解消と理解をすすめることにつながりました。保護者にとっ

ては、早い段階から個に応じた就学を考える機会となりました。 

○本年度より始まった高等学校における通級指導に関し、小中高が連携して

児童生徒をアセスメントする連絡会の定期開催を行う体制が整いました。 

○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・小・中学校教職員を対象として研修会を開催し、教職員

の専門性を高めるとともに意識の向上を図りました。 

○支援を必要とする児童生徒のアセスメントとそれに伴う保護者・本人との

合意形成、通級指導を受ける児童生徒の個別の教育支援計画の作成、通常

学級における児童生徒の個別の指導計画作成等、子どもに寄り添った支援

をすすめました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○幼児期から就労期までの切れ目のない支援を実施するため、丹波市特別支

援連携協議会等において各機関からのアプローチを交流し、より効果的な

支援を展開する体制づくりに努めます。 

○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アセス

メントの方法について、市内教職員が主体的に学ぶ研修の場を提供しま

す。また、内容の精選に努め、特別な支援を必要とする児童生徒への指導・

支援について、教職員の専門性と指導力の向上を図ります。 

○新学習指導要領により、特別支援学級や通級指導を受ける児童生徒への個

別の教育支援計画の作成が義務付けられました。各学校（園）においては、

保護者と合意形成を図った上で、個別の教育支援計画や通常学級に在籍す

る特別な支援が必要な児童生徒への個別の指導計画を作成し、内容の充実

に向けた取組をすすめます。 
 

【外部評価者の評価】 

・福祉部や健康部など、関連する部局との横断的な連携関係の構築が期

待されます。連携関係の成熟により、広範で包括的な支援が可能にな

るものと思われます。 

・ユニバーサルデザインの視点での「わかりやすい授業」づくりが、「確

かな学力」に向けた授業改善と接続するよう（別々、バラバラの方向

性とならないよう）、整理と周知を続ける必要があると思われます。 

・幼児教育・保育施設の整理統合により、認定こども園と小学校の接続

が検討しやすくなったことを利用して、就学前からの継続的な支援が

可能となるよう、幼児教育係等との連携が求められます。 

評価判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

-18-



Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実               

＜ (７) 人権教育の推進  ＞  

 

項 目 人権教育の推進 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○すべての人間の人権が尊重され、認め合い、支え合いながら共に生きてい

くことができる社会の実現に向け、一人ひとりの人権感覚を高め、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めざ

します。 

○同和問題（部落差別）を人権課題の重要な柱ととらえ、人権の普遍性と正

当性についての認識や理解を深めるとともに、家庭、地域との連携を図り、

思いやりや共生のこころを育成し、人権意識を高める教育を推進します。 

○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します。 

○外国人幼児児童生徒の就学（園）を促進し、きめ細やかな指導・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します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○教職３年以内の教員及び参加希望者を対象とした人権教育研修会では、同

和問題（部落差別）を中心に様々な人権課題に対して、実践につながる講

義やグループ討議を行い、受講者が自分自身の課題を明確にし、今後の教

育活動に活かせる研修会となりました。 

○中学校において、DV防止教育に取り組み、よりよい人間関係づくりを図る

教育をすすめました。 

○丹波市 PTA連合会と連携し作成した「丹波市版子どものネット利用に関す

る家庭ルールブック」を市内の全小学校５年生に配布し、子どもをネット

トラブルの危険から守るための家庭でのルールづくりを促す取組を行い

ました。また、全中学校において、生徒及び保護者を対象とした情報モラ

ル教育講座を開催しました。 

○各学校に在籍する外国人児童生徒への日本語指導、適応指導の充実を図っ

ています。また、迅速に多文化共生サポーターを派遣し、児童生徒への学

習や生活支援、保護者への通訳等の支援をすすめました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

いじめはどんなことがあってもいけないことだ

と思う児童生徒の割合 
97.8％ 95.6％ 97.7% 100％ 

情報モラルの指導ができる教員の割合 90.8％ 89.4％ 94.2%  100％ 
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情報モラルに関する指導を受けた児童の割合 84.1％ 83.1％ 91.5% 100％ 

情報モラルに関する指導を受けた生徒の割合 97.3％ 97.5％ 97.3%  100％ 

 

取組の評価 ○地区別小学校人権交流会では、児童が身の周りの人権課題を見つめ、互い

に協働して解決しようとする機運を高める場になりました。また、一人ひ

とりが中学校入学への期待を高める機会となりました。 

○中学生を対象に、講演会等をとおしてデート DV の理解や防止対策につい

て学習をすすめました。 

○外国人幼児児童生徒を支援する多文化共生サポーターについて、緊急対応

型派遣を 46回、初期対応型派遣を 24回実施し、支援の充実を図りました。 

○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を共有する機会となりました。人権意識を根底にすえ

た情報モラルの向上については、今後も児童生徒への指導が必要です。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○同和教育を中心とした人権教育研修会を継続実施し、人権意識を高め、今

日的な人権課題の解決に向けた指導方法について学び、共生社会の実現を

めざします。 

○自己有用感を高め、お互いの命を大切にする心の育成を図る講演や事業に

取り組みます。 

○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取り組もうと

する実践力を育成するため、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各校の人権教育の充実を図ります。また、情報モラル

教育を通じて、危険回避の具体的方法や情報セキュリティの知識、ルール

づくりの必要性などの理解を図ります。 

○市や丹波市人権・同和教育協議会主催の研修会に、教職員も参加できるよ

う周知を図り、研修機会を充実させます。 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                           

＜ (８) 学校の組織力及び教職員の資質能力の向上 ＞  

 

項 目 学校の組織力及び教職員の資質能力

の向上 

担当課 
学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○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します。 

○教職員のキャリアステージに応じた研修体系をもとに、教職員一人ひとり

の資質・能力の向上を図ります。 

○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踏まえた授業

改善を図るため、児童生徒の実態に応じた実践的な校内研修を推進しま

す。 

○次期学習指導要領の実施を見据え、様々な教育課題に対応するため、専門

的な調査研究を推進します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○いじめや不登校等の対応にあたっては、いじめ対応チームをはじめ、校内

の組織を機能させ、組織的に解決に向けて取り組みました。 

○教師力スキルアップセミナーについては、夏季休業中に国語、数学の授業

づくりに関する講義を行いました。また、12月には道徳の示範授業を実施

しました。 

○各小中学校の校内研修に指導主事を延べ 78 回派遣し、各校の実態に応じ

た指導助言を行いました。学力向上推進教員については、９回派遣しまし

た。また、学力向上推進会議を年３回開催し、各校で行う授業改善の充実

を図りました。 

○教育研究室にアントレプレナーシップ教育研究部、小学校英語教育研究

部、プログラミング教育研究部の３部会を設定し、計画的に研究をすすめ

ました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

教師力スキルアップセミナーを授業に活かすこ

とができた教員の割合 
58.2％ 67.8％ 84.0% 80.0％ 

たんば啐啄塾の実施 年６回 年６回 年６回 年５回 

ニューリーダー研修の実施 年２回 年１回 年１回 年１回 

スクールリーダー育成研修の実施 年４回 年４回 年３回 年３回 

学校管理職マネジメント研修（校長、教頭・主幹

教諭）の実施 

年各１

回 

年各１

回 

年各１

回 

年各１  

回 
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取組の評価 ○いじめ問題への対応等、教職員が協働して組織的に取り組むことができま

した。今後も、事案の解決にあたっては、未然防止を含め迅速な初期対応、

適切な事後指導等、組織的な取組をすすめます。 

○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

きました。特に「たんば啐啄塾」においては、参加者のニーズに応じて実

施回数を増やしています。各年代の人材育成を図る機会となりました。 

○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

定着してきました。教科が異なっても、共通の視点で授業改善をすすめる

ことにより、組織的に授業改善を図ることができました。 

○教育研究室の３部会では、研究員による調査や授業実践をもとに、それぞ

れの研究テーマに基づいた取組をすすめることができました。また、今年

度設置したプロジェクトチームと連携することで、効果的な研究をすすめ

ることができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○いじめ問題等、各校の課題解決にあたっては、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させます。また、不登

校担当者研修会等の機会を活用し、各校担当者の意識や力量の向上を図り

ます。 

○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ります。中でも、若年層教員を対象にした「たん

ば啐啄塾」については、その内容を充実させ、若年層教員の力量を高めま

す。 

○学力向上推進会議において、各校の担当者と市教育委員会の指導主事が取

組内容を共有し、「主体的・対話的で深い学び」となる授業改善をすすめ

ます。また、各校の担当者の指導力を向上し、OJTの推進を図ります。 

○学力向上推進教員の効果的な活用をすすめるとともに、特に、中学校にお

いては指導主事の活用をすすめ、組織的な授業改善の取組を充実させま

す。 

○教育研修室による専門的な研究については、１年目の基礎研究を充実させ

ます。また、３つのプロジェクトチームと連携し、専門家等の意見を取り

入れ、研究の充実を図ります。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実           

＜ (１)  健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上 ＞  

 

項 目 子育て学習センターによる取り組み 担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○情報や学習機会の提供、相談体制の充実など、きめ細かな家庭教育支援の

取組を推進し、教育の原点である家庭の教育力の向上を図るとともに、保

護者の主体的な「学び」と「育ち」を支援し、保護者が子育てや子どもの

成長に喜びや生きがいを感じ、子育てに前向きに取り組めるようにしてい

きます。 

○地域の子育てに積極的に関わる機運の醸成を図るため、身近な地域で家庭

教育を支援する人材を育成し、地域全体で家庭教育を支えていく基盤の形

成を促進します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○家庭の教育力の向上をめざし、食育やアンガーマネジメントなどをテーマ

とした家庭教育講座を５回開催しました。 

○子育てピアサポーターを 21 名委嘱し、子育て世代と同じ目線で寄り添い、

子育てに関する相談や助言を行うなど、よりきめ細やかな子育て支援に取

り組みました。また、子育てピアサポーターの情報共有を兼ねた研修会を

３回開催しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

子育て学習センター開催講座数 211講座 69講座 68講座 72講座 

子育て学習センターひろば利用者数 46,366人 46,147人 50,084人 47,000人 

子育てピアサポーター数 ― 21人 21人 24人 

 

取組の評価 ○家庭教育講座参加者数は延べ 45 人と、定員の 1/3 程度の低調な状況となっ

ています。しかしながら、受講者から取ったアンケートでは「とてもよかっ

た」が多数を占め、自由記載欄にはほとんどの参加者から実践してみたいと

いうものや、これからの子育てに非常に役立つという意見が多くみられ、参

加者の意欲向上や、家庭教育力の向上が図られたと思われます。 

○子育てピアサポーターは、子育て学習センターや児童館、地域のイベントな

どで保護者とともに活動し、子育てに寄り添い、悩みを傾聴するなど、子育

て世代にとって身近な存在に感じられています。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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今後の取組 
・改善策等 

○家庭教育講座を３年間行ってきましたが、より地域に根差した、子育て世

代に魅力ある、細かなニーズをくみ取ったテーマが重要です。しかし、連

続した講座での参加は難しいとの声もあり、この形式での家庭教育講座は

取りやめて、各子育て学習センターでの講座等において、その役割を担う

こととします。 

○子育てピアサポーターが、よりきめ細かな子育て支援を行えるよう、子育

て支援に資する研修や講習会を実施します。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実            

＜ (２) 青少年の健全育成の推進 ＞  

 

項 目 青少年の健全な育成への取組 担当課 市民活動課 

学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○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、自然体験やスポーツ活動、文化活動、ボランティ

ア等に積極的に取り組むことができる環境を整備します。 

○青少年の問題は社会問題の一端であることを踏まえ、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

り組みます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○市民等の提案による、芸術、文化、スポーツ、青少年育成等生涯学習活動

を促進する事業を行った８団体に対し、生涯学習振興補助金（促進補助金）

を交付しました。 

○「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」においては、地域の子育てリーダーの育成

を目的とした「丹波で育つ子ども育成講座」を実施しました。受講者数は、

20名の定員に対し８名でした。 

○平成たんば塾（土曜チャレンジ学習を含む）を、夏季休業中を中心に全小

学校区で実施しました。参加児童生徒は 752人、指導者は高校生ボランテ

ィアを含め 439人を数えました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

生涯学習振興補助金（促進補助金）実施団体数 11 11 ８ － 

活躍市民によるまちづくり事業応援補助金実施

団体数 
－ － － ８ 

 

 

取組の評価 ○生涯学習振興補助金（促進補助金）は、市民の提案による、市民が主体的

に学びをつくりだす仕組みとなっており、企画力や実行力の向上につなが

っていると考えます。ただし、補助金制度としては、まちづくりの実践に

取り組む市民が主体となったまちづくり事業の提案型補助金として平成

28年度に創設された「活躍市民によるまちづくり事業応援事業補助金」と

事業目的が類似しています。 

○「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」における地域の子育てリーダーの育成を目

的とした「丹波で育つ子ども育成講座」は、参加者が少ない中でしたが、
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市内の森林にある素材を使った遊び方やイベントを企画する際の安全管

理方法など子ども会活動に即活用できる内容でありました。 

○平成たんば塾では、指導者として関わる地域の方の人数は毎年増えてお

り、市民の中に定着しているものと考えます。しかし、児童の参加につい

ては、アフタースクールや社会体育等との兼ね合いが課題となっていま

す。 

○市内４校区に 16 名の高校生が平成たんば塾にボランティアとして参加し

ました。高校生ボランティアを希望する校区も増えており、高校生が地域

で活躍する機会となっている反面、参加者数は減少しており、市内３高校

と連携した人材の確保に課題が残りました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「生涯学習振興補助金（促進補助金）」は、「活躍市民によるまちづくり事

業応援補助金」に整理統合します。 

○丹波市子ども会育成協議会は、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できるよう支援します。 

○「平成たんば塾」実施にかかる補助金を廃止しますが、今後、全校に導入

する学校運営協議会の充実を図る中で、「平成たんば塾」についても協議

いただき、各校区の実態に応じた取組を進めます。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実            

＜ (３) 地域づくりにつながる成人教育 ＞  

 

項 目 地域づくりにつながる成人教育 担当課 市民活動課 

目 標 

（あるべき姿）  

○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図り、習得した

知識や技能が地域づくりに生かされるよう、「知識循環型生涯学習」を推

進します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」は、現代的な課題や地域課題をテーマとし

て市が設定し、講座内容を多様な市民活動団体からの提案による「公募型

協働事業」として実施しました。また、講座運営を通じて、受託者となる

市民活動団体の育成にもつなげるという目的をもって実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

１年以内に生涯学習を行った市民の割合 64.5％ 56.0％ 55.7％ 65％ 

学びの活動で得た知識を地域で生かしたいと思

う市民の割合 
37.5％ 34.2％ 41.7％ 35％ 

 

取組の評価 ○「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」は、「女性の活躍応援講座」、「丹波で育つ

子ども育成講座」、「魅力ある成人式プロデュース」、「プロジェクトマネジ

メント講座」の４つのテーマについて実施しました。なかでも、「女性の

活躍応援講座は、女性の視点からみた防災について学んだことにより、自

主的な女性防災グループをつくるという機運が高まりました。また、「プ

ロジェクトマネジメント講座」では、受講生の企画・運営による「無人駅

を活用したイベント」の実施が予定されています。このことは、市民が学

んだ成果を地域での活動に活かす「知識循環型生涯学習」の推進に寄与し

ているといえます。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「ＴＡＭＢＡ地域づくり大学」は、令和元年度においても、地域で活躍す

る人材を育成していくなか、実施主体は、講座内容を多様な市民活動団体

からの提案による「公募型協働事業」として継続実施します。講座運営を

通じて、受託者となる市民活動団体の育成にもつなげていきます。 

○学んだ成果を地域づくりに生かす「知識循環型生涯学習」を推進していく

ためには、引き続き学んだ成果を生かす人材を育成するとともに、地域住
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民が地域の課題を解決するための学びに興味をもち、参加するためのきっ

かけづくりを行います。 

○丹波市成人式では、引き続き、成人式実行委員会を立ち上げ、新成人が自

らの手で、第２部アトラクションを企画・運営できるようサポートしてい

きます。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実            

＜ (４) 高齢者の生涯学習及びその連携 ＞  

 

項 目 高齢者の生涯学習及びその連携 担当課 市民活動課 

目 標 

（あるべき姿） 

○高齢化社会を迎え、高齢者がいきいきと活動し、高齢期を豊かに生きるた

めの教養講座を展開するとともに、生涯学習を通じて得た知識や経験を地

域社会の中で生かせる機会や場所等の提供を行い、「知識循環型生涯学習」

をすすめます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○高齢者にとって身近な時事問題や健康、歴史等について学ぶ教養講座とし

て「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」を開講しました。（受講生 300 名、延べ

参加者数 3,149名） 

○生涯学習ポイントカード「まなびすとカード」は、「ＴＡＭＢＡシニアカ

レッジ」の受講回数に応じて市主催のホール事業の割引が受けられるもの

で、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ことを目

的として実施しました。（平成 30年度利用実績 27名） 

○各地域においては、主に趣味クラブを中心とした高齢者学級が開催されて

います。各地域の交流と課題共有、情報交換の場として地域高齢者学級連

絡会議を３回開催しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

ＴＡＭＢＡシニアカレッジ受講者数 245 233 300 300 

地域高齢者学級連絡会議の開催回数 3 3 3 3 

 

 

取組の評価 ○ＴＡＭＢＡシニアカレッジの受講者数は、募集チラシの市内全戸配布や会

場を市内中心部の商業施設としたことで、昨年度から 67 名増加し、１講

座あたりの平均受講者数も 130名を超えました。 

○「まなびすとカード」は、受講生の間に浸透し、学ぶ意欲の向上とともに、

ポイントを利用してホール事業を鑑賞するなど、芸術文化の振興にもつな

がっています。 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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今後の取組 
・改善策等 

○新たに、少人数制の「専門ゼミ」（運動・園芸・情報）を開講し、聴く講

座だけではなく、実践・体験を交えた、より主体的な学びの場を提供しま

す。 

○ホール事業、図書館が実施する企画事業との連携に加え、次年度新たに美

術館自主事業とも連携し、更なる芸術的分野に触れる機会づくりを行って

いきます。 

○市内の有識者や、市内で活躍する人材を「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」講

師として積極的に活用し、培った知識を還元することで互いに学び合う環

境づくりを行います。 

 

-30-



Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実            

＜ (５)  市民参画による芸術・文化の創造 ＞  

 

項 目 市民参画による芸術・文化の創造 担当課 植野記念美術館 

目 標 

（あるべき姿） 

○市民がこころ豊かでいきいきとした生活が送れるような企画の提供に努

めます。 

○豊かな人間性と芸術に親しむ青少年の育成につながるような展覧会企画

や、関連事業の開催を心がけます。 

○就学前の子どもたちが芸術・文化に親しむ環境づくりに努めます。 

○良好な施設の維持管理に努めつつ、利便性の高いものとするため、計画的

に設備の更新、整備を行います。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○市民のニーズに応え、大衆性、芸術性のバランスを考えた質の高い展覧会

をめざしました。特に今年度は、前世紀初頭に活躍したアルフォンス・   

ミュシャの展覧会という当館にとっては数年ぶりの洋画展を招聘するこ 

とができ、周辺地域も含め広く観覧者を集めました。 

○地元ゆかりの作家展（川端謹二 作品受贈記念・生誕 110年記念展〔前・

後期展〕）という地域の特色を活かした展覧会を開催しました。 

○作家自らが講師となった永田萠展での野外ワークショップ、柏原出身で、

ピアノソリストとして活躍されている多川響子のミュージアムコンサー

ト、20 世紀初頭の西洋画の流れを平易に解説いただいた小磯記念美術館 

岡氏の講演会など、多様な関連事業を実施しました。 

○市内の保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校を対象に鑑賞教室

を実施しました。さらに、乳幼児とともに子育て中の若い母親を対象とし

た親子鑑賞教室を実施しました。 

○市民の創作活動発表の場（研修室・ギャラリー）を提供し、その活動を支

援しました。 

○施設の維持管理及び改修については、経年の劣化が進行していた美術館空

調設備の更新工事を行いました。 

 

【指 標】                              

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

美術館年間入館者数 22,084人 14,769人 18,369人 24,000人 

美術館に対する満足度 100％ 100％ 100％ 100％ 

ワークショップ等イベント定員充足率 105％ 100％ 100％ 100％ 

美術館友の会年間会員数 365人 361人 382人 390人 
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取組の評価 ○川端謹二展等地域性が反映された企画や、当館では二回目 12年ぶりの開 

催となる写真展、8 年ぶりとなる西洋画展など話題性のある企画等、植野

記念美術館の話題性と芸術性の調和をめざした展覧会が開催できました。 

また、伸び悩む児童・生徒向け団体観覧数を大きく改善することは出来ま

せんでしたが、昨年度の課題としていた乳幼児を含む子育て世代の親が観

覧できる親子鑑賞教室を 11 月から始め、今後も充実していく手がかりを

得ました。 

○当館の館蔵作品の内、中国陶磁器について、当該コレクションの収集元で

ある景徳鎮市と収集作家について接触を行い、次年度の開館 25 周年記念

展として景徳鎮エンバ陶磁器コンクール回顧展企画の準備をすすめるこ

とができました。 

○劣化した空調設備の全面改修工事、並びに男子トイレ改修工事等を行い、

施設営繕に努めました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○活動の指標としての入館者数並びに収入の増加も図りながら、幅広い年齢

層に受け入れられる企画内容をバランスよく配しつつ、その上で植野記念

美術館の他にはない個性の充実をめざし、中国現代美術と地域ゆかりの作

家・作品の紹介を引き続き深めていきます。 

○本物の美術作品に触れることのできる施設として、学校教育や生涯学習な

ど市民に対する啓蒙的な役割と、観光面など市外に発信する役割も平衡さ

せながら運営を行っていきます。 

○鑑賞教室を媒介に学校教育との連携に努めます。また、年に一回は絵本原

画展等を計画し、低年齢層から美術館に親しんでもらうために親子での鑑

賞機会を増やします。 

○市民の文化芸術活動を直接支援する文化・スポーツ課の事業を尊重しつ

つ、美術館においても研修室利用の市民ギャラリースペースの存在を周知

し、美術館主催での市内作家の紹介展なども検討し利用促進を図ります。 

○市民活動課など他課との連携をすすめ、シニアカレッジなど講座にも協力

し、生涯学習への浸透を図ります。 

○ホームページの管理等も更に充実をめざし、コミュニティＦＭ放送やミニ

コミ・タウン誌など多様なメディアを活用した広報を行います。 

○施設営繕と改修は引き続き計画的に進め、常に快適な環境づくりに努めま 

す。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実                           

＜ (６) 暮らしにとけこむ図書館づくり ＞  

 

項 目 暮らしにとけこむ図書館づくり 担当課 中央図書館 

目 標 

（あるべき姿） 

○図書館が市民にとって利用しやすい「地域の情報拠点」として、様々な本

に出合えるきっかけづくりや本を楽しむきっかけづくりに取り組み、市民

の読書活動を推進し暮らしにとけこむ図書館づくりをめざします。 

○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 

 よる事業運営に努めます。 

○子どもたちが成長していく上で必要とされる読書を推進するため、読書に 

 親しむ機会の提供と環境の整備を行い、子ども読書推進活動の充実をめざ

します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○展示コーナーを利用者のニーズや話題性に合わせた企画内容とし、美術館

の企画展や地域観光振興事業に関連した展示、市内全図書館の利用促進に

つながる企画などの展示を行いました。 

○読み聞かせボランティアグループと連携して、大きなおはなし会や定例の

おはなし会を共同開催しました。 

○図書館サポーターによる書架整理、館内の装飾、資料の修理など協働した

取組を展開しました。また、新たな活動として、蔵書点検作業の支援や絵

本を読んでもらう幸せを伝えるブックスタート事業にも従事いただきま

した。 

○読書マイスター認定制度による「みんなにすすめたい一冊の本」、子ども

の読書週間に合わせた「この本おすすめカード」を市内各館で掲示し、子

どもの読書意欲の向上に努めました。 

○子ども司書を養成する講座を継続開催し、子ども司書の認定者数を増やす

取組ができています。また、子ども司書の認定者が、学校で読書リーダー

として読み聞かせやお薦め図書の発表を行うことへのサポートができて

います。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

年度内実利用者の登録率 13.0％ 12.6％ 12.4％ 22.0％ 

市民一人あたりの年間貸出冊数 5.5冊 5.5冊 5.4冊 8.0冊 

市民一人当たりの蔵書冊数 5.7冊 5.9冊 6.0冊 5.9冊 

図書館サポーター登録者人数 41人 48人 51人 55人 
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取組の評価 ○展示コーナーの企画では、地域に関連することや他機関で実施する事業に

連携するものを取り入れました。また、市内全館の資料の活用につながる

展示を行い、図書館を身近に感じていただく取組をめざした結果、より多

く方に利用していただくことができています。 

○市民との協働運営において、図書館サポーターによる書架整理、館内の装

飾、資料の修理などのほかに、新たな活動として蔵書点検の支援やブック

スタート事業に従事していただくことができ、協働する範囲の拡充を図る

ことができました。また、読み聞かせボランティアグループによる大きな

おはなし会の開催や定例のおはなし会の実施など市民参画による取組も

できています。 

○子ども司書の本来の目的を推進するために、読書リーダーが活動する場と

して学校で読み聞かせやお薦め図書の発表を行うなどの機会を確保する

ことができ、子ども司書としての活動機会を増やすことができました。 

○図書館利用者が減少している要因を把握するため、利用回数やリピート利

用者についての新たな視点から分析を行いました。その分析から新たな課

題を確認することができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○定期的に図書館を利用していただく方の回数を増やすことによる利用者

数の増加をめざし、魅力ある図書館であるため利用者のニーズに沿った展

示や課題解決のための展示コーナーの企画、丹波市の身近な話題に関する

展示を計画し利用促進を図っていきます。 

○図書館サポーターとの協働においては、市民に図書館をより一層活用して

もらうために、協働する取組内容の拡充を図り市民感覚による運営を行っ

ていきます。 

○子どもの読書活動において、「家庭読書の日」、「うち読」、「子ども司書の

認定」、「読書マイスターの認定」、「読書通帳の活用」などの取組を充実さ

せます。そのために更に家庭、地域、学校、図書館の連携を図っていきま

す。 

○図書館利用者が減少している要因を様々な角度から分析するため、統計デ

ータの抽出内容を見直し常に要因把握に努め、その課題に即す取組を計画

していきます。 
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Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実           

＜ (７)  歴史文化遺産の保存・活用と継承 ＞  

項 目 歴史文化遺産の保存・活用と継承 担当課 文化財課 

目 標 

（あるべき姿） 

歴史文化遺産を次世代へ継承していくため、歴史資料の記録保存や掘り起

こしに努め、市民等に対し、地域の歴史や文化に触れる機会を設けることに

より、地域に対する誇りや愛着が醸成され、歴史文化遺産の保存・活用を通

じたまちづくりへと発展していくことをめざします。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○市内に残る自治会所有の古文書等歴史資料を地域住民と共に調査し、その

調査結果などを題材にした歴史講座を開催するとともに、歴史講座の開催

に合わせて古文書相談会を実施しました。 

○指定文化財の適正な維持管理と伝承のために行う補修や民俗芸能活動に

対し、補助金を交付しました。 

○歴史民俗資料館の利用増進と出土した遺物の保存・活用を図るため、柏原

歴史民俗資料館において、平成 28・29 年度に実施した発掘調査の概要を

報告するミニ企画展を開催しました。 

○黒井城跡整備基本計画に基づき、今後同計画に示す年次計画に沿って粛々

と工事をすすめる計画としていましたが、2020年の大河ドラマが黒井城跡

にゆかりのある明智光秀を主人公とする「麒麟がくる」に決定し、今後さ

らに登城者の増加が見込まれることから、遺構の保存と登城者の安全確保

を目的にした補修工事の実施設計業務をすすめました。 

○地元生郷自治振興会の推薦者で組織する懇話会による審議を経て、水分れ

資料館のリニューアル基本構想を策定し、展示改修を行う民間事業者の選

定をすすめました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

指定文化財保存整備補助事業数 11事業 12事業 14事業 16事業 

適正に保存管理している指定文化財の件数 296件 301件 301件 301件 

資料館の入館者数 9,253人 10,442人 11,638人 10,000人 

歴史講座等の実施回数 ６回 ６回 ５回 ６回 

 

重点施策 
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取組の評価 ○自治会等が所有する古文書を地域住民と共に調査を進めてきたことやこ

れを題材にした歴史講座の開催により、地域への誇りや愛着が醸成され、

歴史文化遺産を保存・活用したまちづくりに寄与できていると考えます。 

○市内には、黒井城跡や三ッ塚廃寺跡、柏原藩陣屋跡等、国史跡をはじめと

する貴重な歴史資料があり、更なる地域への誇りと愛着の醸成のためにも

これらを身近な歴史学習の教材に位置づけるなど、学校教育と連携が必要

です。 

○国史跡の整備に係る事業として、三ッ塚史跡公園再整備工事が完了し、黒

井城跡整備基本計画の策定を経て、補修工事の実施設計に着手するなど計

画的に事務事業をすすめることができました。 

○地元生郷自治振興会の推薦者で組織する懇話会審議を経て、水分れ資料館

のリニューアルに関する基本構想を整理し、同館の展示をリニューアルす

る事業者の選定を計画通りにすすめることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○身近な地域の歴史資料に触れる機会の提供並びに市内資料館の利用増進

を図るため、柏原歴史民俗資料館において、市民参画型によるミニ企画展

等の開催を計画します。 

○学校教育において、黒井城跡など市内国史跡をはじめとする貴重な歴史資

料や天然記念物級と評される水分れの地勢を地域学習の教材として位置

づけることにより、更なる地域への誇りと愛着の醸成が期待できることか

ら、学校教育課との連携を深めます。 

○国史跡の整備に係る事業となる黒井城跡については、その本質的価値を、

将来にわたって「守り」「伝え」「活用」するための整備を同整備基本計画

に基づきすすめていきます。 

○リニューアル後の水分れ資料館が、地域のみならず広く市内外の各種団体

や NPO等に活用されるフレキシブルな館運営をめざしていることから、運

営の核となる人員の配置を検討します。 

○老朽化が進む資料館等の整理統合に向けて、具体的な検討を進めるにあた

り、各資料館に所蔵する歴史資料の目録づくりと整理作業をすすめます。 

 

【外部評価者の評価】 

・歴史資料の調査、指定文化財の維持管理、民俗芸能活動への補助事

業など、着実にすすめている様子がわかりました。 

・黒井城の城跡整備については、観光客への対応と、城跡の発掘や遺

構保存を工夫してすすめる様子がわかりました。 

・歴史文化遺産を保存・活用したまちづくりに加えて、学校教育と連

携した地域学習の振興が期待されます。歴史資料を学校教育に導

入・活用することは、「社会に開かれた教育課程」の実現や「地域

の教育資源の活用」といった現代的な要請に応える素地が十分あり

ます。学校教育課や各学校との連携を期待します。 

評価判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅲ 豊かな人権文化の創造・定着                   

＜ (１) 人権感覚を培う人権教育と指導者等の研修の推進 ＞  

 

項 目 人権感覚を培う人権教育と指導者等

の研修の推進 

担当課 人権啓発センター 

目 標 

（あるべき姿） 

○住民人権学習会等を通じて、日常生活の中で人権を尊重し、行動すること

ができる「人権文化」の定着を図り、誰もがお互いを認めながら共に生き

る「共生社会」の実現をめざします。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○住民人権学習推進員及び支援者を対象とした研修会を開催し、兵庫県人権

啓発協会が制作した DVD「あした咲く」の視聴を行なうとともに、住民人

権学習を実施する上でのポイントや具体的な手法を説明しました。 

○平成 30 年度の住民人権学習のテーマを「女性の人権」に設定し、誰もが

お互いを認めながら共に生きる「共生社会」の実現に向けて一人ひとりが

できることは何かについて、学習していただきました。 

○市内各中学校区を対象とした地域人権教育事業や中学校人権学習交流集

会の開催により、地域・学校における人権意識の高揚を図りました。 

○企業・事業所における人権学習を推進するため、「丹波市商工会ＦＡＸレ

ター」を活用して人権学習への講師派遣制度の周知を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

推進員・支援者研修会、企業研修会等の参加者 705人 928人 908人 1,200人 

住民人権学習会実施率 94.0％ 92.3％ 92.0％ 100％ 

住民人権学習会参加者数 8,467人 8,142人 7,888人 9,750人 

 

取組の評価 

 

 

 

○住民人権学習会の実施率は、92.0％となっており、自治公民館活動の中に

人権学習が定着し、様々な人権課題について理解を深める機会となってい

ます。 

○住民人権学習推進員研修会では、具体的な学習会の進め方等について理解

していただくことができました。 

○企業・事業所に対する人権学習への講師派遣については、問い合わせのあ

った企業等に対して、制度の説明や実施に向けた働きかけをしましたが、

実施された企業・事業所はありませんでした。 

 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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今後の取組 
・改善策等 

○市民が人権についての理解を深め、実践することができるよう、人権学習

の場の提供、情報提供等を行います。 

○住民人権学習の実施率の向上に向け、未実施自治会に対して住民人権学習

の必要性を強く働きかけます。 

○自治公民館長や住民人権学習推進員に対する研修会の開催や資料の提供

を行うなど、人権啓発センターと各支所が一体となって人権学習を支援し

ます。 

○丹波市人権・同和教育協議会や丹波市商工会と連携し、企業・事業所等に

おける主体的な人権学習の推進を図ります。 

○第２次丹波市人権施策基本方針に基づき、職員一人ひとりが正しい人権感

覚を身につけるとともに、各種施策を展開していくことで市民への浸透を

図ります。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実                          

＜ (１)  特色ある学校づくりの推進  ＞  

項 目 特色ある学校づくりの推進 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○地域の教育的ニーズをしっかりと把握し、学校（園）運営に関する情報や学校

評価の結果を広く地域に公表するなど、信頼される学校（園）づくりを推進し

ます。 

○地域とともにある学校（園）づくりを行い、ふるさとの「ひと」「もの」「こと」

にふれ、地域との絆を感じる機会を充実させます。 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○学校運営協議会の新規設置に向け、既設の５地域以外の小学校での準備を

すすめるため、地域ごとに説明会や熟議を開催しました。新たに 10 月に

１地域で設置することができました。また丹波市「地域とともにある学校

づくり」推進フォーラムを開催し、効果的な取組等を学ぶ機会となりまし

た。 

○全小学校に配置した学校支援コーディネーターを中心に、地域と連携した

「たんばふるさと学」を実施しました。多くの地域住民がこの取組に参加し、

子どもたちの学習支援をしていただきました。また、全中学校で「たんばみ

らい学」を実施し、地域資源や課題をもとに自分の将来の姿を考えたり、地

域の企業関係者（アドバイザー）とのディスカッションにより自分の考えを

深めたりする活動を通して、中学生のキャリア形成を支援しました。 

○丹波竜大好きプロジェクトの実施にあたっては、10 月に全小学校６年生を

対象に、かみくげ元気村やちーたんの館等での現地学習を実施しました。ま

た、北海道むかわ町との交流学習「竜学」には児童８名をこども恐竜大使に

任命し、むかわ町に派遣しました。 

○各学校（園）において、オープンスクールを平均年７回計画し、実施しま

した。日々の授業参観や運動会・体育祭等の学校行事をはじめ、人権参観

日や地域行事と連携した取組をすすめました。 

○各小中学校では、ホームページを活用した情報発信に積極的に取り組み、

本年度の更新回数は平均 233回を数えています。内容は、学校長通信や学

校行事、各学年学級の取組が中心です。効果的に画像を使い、わかりやす

い内容となっています。 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

オープンスクールの来校者の中に地域住民が 

占める割合 
20.4％ 16.1％ 17.6％ 22％ 

ホームページの更新回数 
平均 

196回 

平均 

185回 

平均 

217回 

年 200回 

以上 

学校（園）関係者評価を改善にいかした学校の 

割合 
69.4％ 75.9％ 80.6％ 100％ 
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地域人材を活用した授業実践 

小学校 

23.2回 

中学校 

13.6回 

小学校 

33.4回 

中学校 

13.7回 

小学校 

29.1回 

中学校 

16.4回 

小学校 

30回以上 

中学校 

15回以上 

 

取組の評価 ○学校運営協議会の設置地域においては、ホームページ等で情報を発信する

など広く地域住民に広報活動をしていますが、十分な広がりを見せていな

いことは課題です。 

○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）の確保が課題です。 

○北海道むかわ町への小学生の派遣は、震災の影響で日程を短縮しました

が、防災や復興支援について考える視点も加え実施しました。 

○ホームページを活用して、各学校（園）の取組を広く地域住民に公開して

おり、理解が深まってきていると考えます。更新回数は目標値を大きく上

回っていますが、学校間で更新回数の差が大きいことは課題です。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○学校運営協議会については、視察研修の実施や文部科学省のコミュニテ

ィ・スクール担当者と関係課との連携の在り方を協議するとともに、７月

に「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」を開催し、地域住民や

教職員の理解促進を図ります。 

○学校運営協議会の全中学校への導入に向けては、今後実施予定の熟議の場

を活用し、地域住民に対して積極的に情報を公開したり、学校の課題や地

域からの要望を共有したりする機会とします。これらの取組を通して、地

域住民による学校への協力体制の構築を図ります。 

○たんばみらい学の実施にかかる地域の企業関係者（アドバイザー）の確保

には、関係機関との連携を通して新規協力者の開拓をすすめます。 

○丹波竜を活かした交流学習については、今後北海道むかわ町だけでなく熊

本県御船町や丹波篠山市との交流を視野に入れながら、各市町と連携を図

ります。 

○ホームページの更新回数については、６月末に中間集計を行い、集計結果

を校長会で周知するとともに、内容の精選やレイアウトの工夫により、ホ

ームページの活用促進を図ります。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (２) 学校給食の充実 ＞  

 

項 目 学校給食管理事業 担当課 学事課 

目 標 

（あるべき姿） 

○「丹波市学校給食運営基本計画【第２次】」に基づき、令和４年度までの

学校給食の運営に関する事項の実施に努めます。 

○地産地消を推進するため、生産者の顔や食材が見える献立作成に努めると

ともに地場野菜の使用割合だけでなく、使用品目や安全性、生産・流通に

関して調整を図ります。 

○安全・安心な給食の提供に努めるとともに食物アレルギーを持つ児童及び

生徒に対し、適切な対応に努めます。また、アレルギー対応マニュアル等

の見直しを図ります。 

○給食費の滞納者に対し、法的措置を講じ、未納額の徴収に努めます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○丹波市学校給食運営協議会を年２回開催しました。 

○丹波市学校給食用農産物生産者組織連絡協議会に参加し、効率的な供給シ

ステムの構築、納入基準に見合う地場野菜の納品に向けて調整を図りまし

た。 

○小中学校におけるアレルギー対応が必要な児童生徒 96 人に対しアレルギ

ー対応マニュアルに沿った適切な対応に努めました。 

○平成 30年度に決定しました法的措置決定者 27人のうち、８人の支払督促

を裁判所に申立てしました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

地場野菜の使用割合 21.5％ 20.9％ 24.8％ 36.0％ 

衛生上の支障を懸念し、給食を停止させた回数 0回 0回 0回 0 回 

給食費（現年分）の徴収率 98.43％ 98.60％ 98.39％ 99.5％ 

 

取組の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

○丹波市学校給食運営協議会を年２回開催し、学校給食の適正かつ円滑な運

営について協議しました。 

○丹波市学校給食用農産物生産者組織連絡協議会において、納入基準を満た

す農産物の納品を確保するため、生産者に自己点検カードを配布し、納入

者が十分に確認したうえで納品していただくよう調整を図りました。 

○小・中学校におけるアレルギー対応が必要な児童生徒に対し、安全かつ的

確な給食の提供ができました。今後も引続き、各関係者との連携を密にし

てアレルギー対応に努めます。 

○法的措置対象者決定通知書の送付及び裁判所に支払督促の申立てを行っ
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 たことで、未納額の完納、債務承認の取得、分割での納付等、未納額の徴

収に努めました。 

 内訳：完納 ３件 

支払督促の申立て ８件【完納による取下げ １件、債務承認取得

により取下げ １件、専決処分 ４件（時効の援用 ２件、和解に

よる分納 ２件）】 

仮執行宣言の申立て ２件 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○丹波市学校給食運営基本計画【第２次】に基づき、学校給食センターの厨

房機器の更新に向けた取組を行います。 

○地産地消の推進では、地場産の安全・安心な農産物の供給を確固たるもの

とするため、農薬及び化学肥料の使用量を明らかにする工夫を生産者とと

もに研究に取り組みます。 

○小中学校におけるアレルギー対応が必要な児童生徒が増え、それに合わせ

アレルゲンの数も増えてきていることから、その対応が複雑化しているた

め、より安全かつ的確な給食の提供に向け、様式やアレルギー対応マニュ

アル等の見直しを図ります。 

○学校給食費の滞納整理にあたっては、債権の時効（２年）を迎えるまでに

所定の事務処理を進め、徴収率アップに努めます。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (３) 安全・安心な教育環境の実現 ＞  

 

項 目 学校施設整備 担当課 学事課 

目 的 

（あるべき姿） 

○児童・生徒が等しく学校生活を過ごすことができるよう施設環境の平準化

に努めるとともに、学校の適正規模・適正配置の議論の状況を勘案する中

で、長寿命化を前提とした劣化の著しい施設の老朽化等の対策を行いま

す。また、普通教室等に空調設備等の設置を行うことで教育環境の質的な

向上を図ります。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○第 4次学校施設整備計画（平成 28年度～平成 30年度）に基づく大規模改

造事業を実施しました。 

・大規模改造事業（老朽・空調・トイレ・障害）・・・3校（黒井小学校中央

校舎・エレベーター設置、南小学校、小川小学校） 

・大規模改造事業・・・黒井小学校西・東校舎・トイレ工事設計委託業務 

○学校施設空調設備整備事業を実施しました。 

・市内 7中学校普通教室等に空調設置 

・市内未設置小学校（17校）空調設備整備工事設計委託業務 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

学校施設大規模改造事業 9校 3校 3校 2校 

学校施設空調設備整備事業（小学校） ― ― 17校 17校 

学校施設空調設備整備事業（中学校） ― ― 7校 ― 

 

取組の評価 ○第４次学校施設整備計画に基づき、計画的な施設整備が図れました。本年

度においては、黒井小学校の中央校舎の大規模改造・エレベーター新設工

事を実施しました。また、南小学校のトイレ、小川小学校の空調工事を実

施しました。 

市内中学校 7 校において空調設備整備工事を発注し、2 学期までに普通教

室等で工事が完了しました。また、小学校の空調設備整備事業については、

国の補正の前倒しが予測される中、市内未設置小学校(17校)の普通教室等

についての設計委託業務を発注し、来年度施工実施に向けた準備をすすめ

ました。施設修繕では、緊急性の高い施設から順次修繕を行いました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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今後の取組 
・改善策等 

○第５次学校施設整備計画に基づき、計画的な施設整備を図ります。また、

学校施設長寿命化計画を策定し、将来の児童・生徒数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等に係るトータルコ

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

スサイクルの構築をめざしていきます。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実               

＜ (４) 社会の変化に対応した教育の推進 ＞  

 

項 目 社会の変化に対応した教育の

推進 
担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○自己の将来を描き、学ぶことや働くことの意義・役割等を理解させ、キャ

リアプランニング能力を育成するため、発達段階に応じた９年間の継続的

な指導を推進します。 

○ICT支援員を派遣し、ICT環境を活用した授業実践を推進するとともに、教

員の ICT活用における指導力向上を図ります。 

○ICTの特性を活かした協働的な学びの充実を図るとともに、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すすめます。 

○ネットトラブルから子どもたちを守るために、家庭でのルールづくりや中

学校における自主的ルールづくりを推進するとともに、学校教育の中でも

児童生徒の実態を把握した取組を推進できるように教員への研修を行いま

す。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○地域資源・課題から地域と自分の未来を考える「たんばみらい学」を市内

全中学校で実施しました。 

○キャリア教育プロジェクトチームを立ち上げ、アントレプレナーシップ教

育の実施やキャリア教育の効果的な進め方等について研究をすすめまし

た。 

○学事課情報管理係と連携し、ICT を活用した授業支援や環境整備支援とし

て、ICT支援員を積極的に派遣しました。 

○次世代型教育研究推進校として小学校１校を指定し、小学校段階における

プログラミング教育の進め方について研究をすすめました。 

○プログラミング教育研究室を設置するとともにプログラミング教育プロジ

ェクトチームを立ち上げ、プログラミング教育のあり方や授業づくりにつ

いて研究をすすめました。 

○ネットトラブルから生徒を守るために、生徒及び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開催しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合（小学校） 90.7% 95.8％ 89.5%  95% 

授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合（中学校） 89.5% 77.3％ 75.2%  95% 

情報モラルに関する指導を受けた児童の割合（小学校） 84.1% 83.1％ 91.5%  100% 

情報モラルに関する指導を受けた生徒の割合（中学校） 97.3% 97.5％ 97.3%  100% 

ICT 支援員を活用した授業の回数 13回 81回 102回   100回 

重点施策 
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取組の評価 ○「たんばみらい学」を全中学校で実施する中では、生徒が地域資源や課題

と自分の将来の夢を関連付け、アドバイザーと意見交流する中で、自分の

考えを深める機会とすることができました。 

○キャリア教育プロジェクトチーム会議を実施し、アントレプレナーシップ

教育の実施に向けた方向性を確認することができました。 

○ICT支援員の派遣回数は、３月末現在、授業支援として 102 回、環境整備・

PCトラブル対応として 141回と、昨年度同様に活用が広がっています。 

○授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合の減少については、平成 30

年度の指標調査のための設問内容が、新学習指導要領の実施を見据えた高

度な内容に変更したためであります。今後、さらに有効な ICT 活用のあり

方について研修を推進する必要があります。 

○プログラミング教育研究室を７回実施し、プログラミング教育の理解を深

めるとともに、授業実践事例をもとにした協議をすすめることができまし

た。本格実施に向けた教員向け資料の作成が課題です。 

○プログラミング教育プロジェクトチーム会議を３回実施し、プログラミン

グ教育でめざす児童の姿やカリキュラム編成について研究をすすめること

ができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「たんばみらい学」を実施する中で出てきた課題を明確にし、中学生のキ

ャリア形成を効果的に支援していくための事業内容について検討します。 

○アントレプレナーシップ教育について、先進地の視察を踏まえて、丹波市

の現状に合わせた推進方法について研究をすすめます。 

○教員を対象にした ICT 活用実態調査を行い、各校における情報教育推進状

況について把握し、取組の改善を図ります。 

○プログラミング教育の実施に向けて、教員の力量向上を図るために、教員

研修を充実させるとともに、プロジェクトチーム会議や教育研究室、次世

代型教育研究推進校での取組をつなぎながら、丹波市として取り組むプロ

グラミング教育の方向を具体化します。 

○携帯・スマホの利用に関する児童生徒アンケートを実施し、児童生徒の実

態を把握し、今後の情報モラル指導に活かします。 
 

【外部評価者の評価】 

・キャリア教育（アントレプレナーシップ教育）、プログラミング教育、

地域と自分に関する「たんばみらい学」など、興味深い内容でした。 

・とはいえ、従来の学習内容と合わせて、全体で使える時間には限りが

あるので、内容の関連性や順序性の検討や取捨選択などを柔軟に行い、

教育委員会としてのカリキュラム・マネジメントを実践していただき

たいと思います。 

・学校における ICT の利活用は、個人単位で導入して利便性が高いもの

だけでなく、職場で全員が使うことで、大幅な業務改善になるような

ものもあります（逆に言えば、一部職員向けに従来通りの対応を認め

ることで、業務量の増加を招くケースがあります）。業務改善の一環と

いう観点から、全員に ICT の活用を求める業務を定め、そこから重点

的な支援を行うのも良いかと思います。 

評価判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (５) 質の高い教育を支える環境の整備 ＞ 

 

項 目 ICT環境の整備 担当課 学事課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教育の情報化を図るため、ICT環境の整備を行います。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○タッチパネルが効かなくなる等、老朽化が著しい電子黒板６台を更新しま

した。 

〇中兵庫信用金からの寄付金を活用し、電子黒板機能付きのプロジェクター

を３台導入しました。 

〇ICT 授業支援派遣希望票の提出を待つだけでなく、授業支援のニーズを聞

き取る取組を実施しました。 

〇児童生徒系パソコンについては、WindowsUpdate が実施されていないため

授業に支障があるとともに、情報セキュリティ上の観点から ICT支援員を

派遣して WindowsUpdateを実施しました。 

〇近年増加しているサイバー攻撃から情報漏洩を防ぐシステムを導入しま

した。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

小学校４～６年生普通教室への電子黒板整備率 76.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

ICT支援員による授業等の支援を行った学校数 - 12校 22校 22校 

情報セキュリティ事故の件数 1件 0件 0件 0件 

 

取組の評価 ○経年劣化により本来の性能を発揮できていない ICT機器について、計画的

な更新ができました。 

○ICT支援員の稼働率が向上し、学校への支援が充実しました。 

○児童生徒系パソコンへの WindowsUpdateの実施及びサイバー攻撃対策シス

テムの導入により、情報セキュリティが向上しました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○経年劣化により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。 

〇平成 26 年度に一斉導入したパソコン等の機器を令和２年度に更新予定と

しており、更新の方針について検討していきます。 

○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ます。 

重点施策 
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【外部評価者の評価】 

・電子黒板の更新のほか、パソコンの更新についても計画性をもって準

備している様子がわかりました。セキュリティ対策についても、引き

続き十分な体制ですすめてください。 

・デジタル教科書の導入（拡大）など、ICT機器をどのように活用する

と児童生徒の学習が深まるかについては、学校教育課との意見交換を

すすめ、効果的な環境整備をすすめてください。 

・今後の機器の整備に関して、学校現場からの意見や要望が届きやすい

よう、体制を整えていただければと思います。 

・一方、より利便性の高い機器・ソフトや、高い教育効果の見込める機

器・ソフトについては、学事課の方でも情報収集を行い、学校に対し

て提案を行うような流れも期待します（学校現場よりも、教育委員会

の方が、そうした情報収集を行いやすいのでは、と考えるためです）。 

評価判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (６) 学校の適正規模・適正配置の推進 ＞  

 

項 目 学校の適正規模・適正配置に向けた具

体的な取組の推進 

担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○子どもたちのより良い教育環境の整備と､教育の質のさらなる充実をすす

めるため、学校の適正規模・適正配置の推進を図ります。 

○統合を前向きに捉え、これを契機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ます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○山南地域においては、一部地域・団体から統合準備委員の選出が行われず、

委員会再開が遅れましたが、４回の委員会での協議等を経て、統合場所を

決定することができました。 

○市島地域においては、山南地域市立中学校統合準備委員会再開後の統合場

所選定協議の早期進捗を図る中、小学校統合協議が滞ってしまいました。 

○春日地域においては、山南地域中学校及び市島地域小学校の統合協議を進

める中で、春日地域での具体的な動きが整いませんでした。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

山南地域市立中学校統合準備委員会の開催 休止 休止 ５回 ８回 

市島地域市立小学校統合準備委員会の開催 － － ０回 ６回 

 

取組の評価 ○山南地域においては、統合場所を決定することができ、令和５年４月開校

に向けた具体的な協議を行い、合意形成を図りながら検討を進める体制が

整いました。 

○市島地域及び春日地域においては、具体的な動きができませんでした。 

自己評価 
判定 

Ｂ 
 

今後の取組 
・改善策等 

○山南地域は、統合準備委員会において令和５年４月の統合中学校開校に向

けた新たな学校づくりのための具体的な協議と基本計画の策定を行いま

す。 

○市島地域においては、これからの教育を考える会の提言を尊重し、今後、

地域等との協議等を踏まえながら、適切な時期に統合準備委員会の立ち上

げを行います。 

○春日地域は当分の間、現状のままとし、児童数の推移を注視していきます。 

重点施策 
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【外部評価者の評価】 

・山南地域の中学校統合については、令和５年４月開校に向けて、統合

校の設置場所などを決めることができました。関係者それぞれに、

様々な思いのある中で統合について合意を得たので、納得感の高まる

形で開校準備を進める必要があります。 

・市島地域についても、関係者すべてが完全に納得する形での結論を得

るのが難しい中で、今後の地域における教育の姿を多くの方に考えて

いただき、学校の在り方に関する議論につなげる必要があります。 

・丹波市の状況を踏まえ、まちづくりの観点にも留意した、学校配置の

基本方針を再考する必要が出てきていると思います。 

評価判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実             

＜ (７) 教員が一人ひとりの子どもに向き合う環境づくり ＞  

 

項 目 教員が一人ひとりの子どもに向き合

う環境づくり 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○「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」に基づいた業務改善の取組を活かし、

効率的な指導に努めます。 

○校務の情報化によって、校務の効率化を図るだけでなく、教育の質の向上

にも取り組みます。   

○加配教員等人材の適切な配置を行うとともに、外部人材の活用等を積極的

に推進し、児童生徒の実態に応じたきめ細やかな教育活動ができるように

取り組みます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○教職員に年次休暇等の取得を促し健康増進を図るため、今年度から夏季休

業中の３日間(8/13～8/15)、市内の幼小中学校を閉庁しました。また、学

校閉庁にあわせ、市主催研修、校内研修を実施しない期間を１週間(8/10

～8/17)設けました。 

○「丹波市立学校業務改善計画」により、「定時退勤日の設定」「部活動休養

日の設定」等、各校目標設定を行い、学校全体で取組を推進し、学校長面

談等により取組の進捗状況を把握しました。 

○教職員の業務改善の取組について、丹波市 PTA連合会と教育委員会連名で

文書配付し、保護者に理解と協力を求めました。 

○教職員の長時間労働の改善を図るため、丹波市立東小学校にスクール・サ

ポート・スタッフを１名配置しました。 

○「教材ｅ-ポスト」を活用し、指導資料の共有化と利活用を本格運用し、

業務の効率化を図りました。  

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

市教育委員会主催の悉皆研修会 
年間 19回 年間 22回 年間 16回 

年間 20回

未満 

ノー会議デー、ノー部活デーの実施 全校実施 全校実施 全校実施 全校実施 

校務に ICTを活用できる教員の割合 

※H30 調査から調査内容が高度化したため、H30

調査から割合が低くなった。 

90.9％ 91.7％ 84.5％ 95.0％ 

 

重点施策 
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取組の評価 ○夏季休業中の３日間(8/13～8/15)、市内の幼小中学校を閉庁し、教職員が

年次休暇等を取得したことにより、家族で過ごす時間を増やすなど、教職

員の心身の健康増進に繋がりました。また、学校閉庁にあわせ、市主催研

修、校内研修を実施しない期間を１週間(8/10～8/17)設けたことにより、

集中して業務に取り組める環境を整えるとともに、年次休暇等を取得しや

すい環境を整え、教職員の負担感の抑制に繋がりました。 

○丹波市立東小学校にスクール・サポート・スタッフを配置したことにより、

業務改善が図れ、超過勤務時間の短縮に繋がりました。 

○校務支援システムについては、運用４年目を迎え、活用が定着してきまし

た。 

○教職員の誰もが見ることのできるファイルサーバー等の環境を活用した

事務処理の運用を開始し、調査・報告等の事務の効率化や簡素化を図りま

した。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「丹波市立学校業務改善計画」に基づき働き方改革を進め、教職員の超過

勤務時間が月 45 時間、年間 360 時間を超えないよう、更なる縮減に向け

た取組が各校で推進されるよう、記録簿や校長面談等で進捗管理を図りま

す。さらに次年度に向け、記録簿による勤務実態の把握を図り、全校共通

の業務改善策を構築します。 

○学校における働き方改革については、保護者や地域住民等の理解を得ると

ともに、引き続きコミュニティ・スクールの導入をすすめ、教職員が担わ

なければならない業務と、必ずしも担う必要がない業務など、業務の適正

化、役割分担等を図ります。 

○教員の勤務時間外における保護者や外部からの問合せに対応するため、留

守番電話の設置に向けて調査・研究を進めます。 

 

【外部評価者の評価】 

・学校における働き方改革に関して、各学校での教員の学校滞在時間や

勤務時間の記録・把握が進んでいるかと思いますので、実際の勤務状

況（長時間残業者の実数や比率、年休の消化率など）を評価指標の中

に取り入れるのが良いと思います。 

・個々の教員に対する「働き方」の啓発とともに、管理職向けに「働か

せ方（労務管理）」に関する啓発・研修を行うのが効果的だと考えま

す。 

・校務支援システムなど、利用率が 100％になることで業務改善が進む

ものについては、適切な支援のもとで定着を徹底してください。 

・コミュニティ・スクールの導入により、学校現場の多忙に関する理解

や、それに対する役割分担や支援の気運が高まることを期待します。 

評価判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実                           

＜ (８) 子育て支援施策の充実 ＞  

 

項 目 子育て学習センター、児童館、アフタ

ースクールの運営 

担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○子ども・子育て支援法の規定に基づき策定した「丹波市子ども・子育て支

援事業計画」に沿って、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供等を計画的にすすめます。 

○保護者の就労等により放課後に家庭での見守りが十分できない児童や園

児に対し、安全な生活環境を提供するとともに、子どもたちの健全な育成

を図り、保護者が安心して働き続けられるよう支援していきます。 

○子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができ、安心して子

育てができる環境を創るべく、総合的な子育て支援施策を実施します。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○子育て学習センターにおける地域子育て支援拠点事業、利用対象者を拡大

したアフタースクールなど、計画的に事業を実施し、それぞれ目標を上回

る利用となりました。 

○子育てグループの育成、活動の活性化を目的とした「みんなで子育て・親

育ち活動補助金」の対象グループを今年度から見直し、子育てを支援する

グループを対象から外しましたが、子育て中の保護者を中心とした 54 グ

ループに助成を行い、親同士の交流と自主的な学びを促進しました。 

○児童館が市内に１館となったため、出前児童館などで他地域での事業を実

施するとともに、子育て学習センターの事業に小中学生もスタッフ等で参

加を促し、乳幼児と触れ合う機会を作るなど、小中学生に健やかな遊びと

学びの機会の提供を、市内全域で展開しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

子育て学習センター年間延べ利用

者数（相談件数を含む） 
54,856人 51,763人 55,715人 55,000人 

児童館年間延べ利用者数 
9,325人 

（２館計） 

6,235人 

（１館のみ） 

5,314人 

(１館のみ) 
5,500人 

みんなで子育て・親育ち活動補助

金による支援グループ数 
55グループ 64グループ 54グループ 60グループ 

子育て自主グループ数 57グループ 63グループ 65グループ 70グループ 

子育て学習センター利用者の市の

子育て支援への満足度 
55.75％ 58.44％ 68.27％ 65.00％ 
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アフタースクール利用者の市の子

育て支援への満足度 
20.74％ 45.82％ 39.74％ 50.00％ 

 

取組の評価 ○「みんなで子育て・親育ち活動補助金」は、今年度から対象を子育て中の

保護者を中心としたグループのみにしたため、昨年度から 10 グループ減

の 54 グループに支援することとなりましたが、グループ活動の活性化に

つながっており、子育て中の保護者の仲間づくりの促進に十分寄与してい

るものと考えます。 

○子育て学習センター主催の講座・教室等は前年度とほぼ同じ回数ですが、

自由来館による利用者が増加しており、親が自主的に集い、学ぶようにな

ってきていることがうかがえ、親の主体的な「学び」と「育ち」につなが

っています。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○「丹波市子ども・子育て支援事業計画」の進捗管理及び評価を、子ども・

子育て会議や市民意識調査により継続的に行うとともに、第 2 期計画を策

定し、これに基づいて令和２年度からの事業を実施していきます。 

○「みんなで子育て・親育ち活動補助金」については、子育てグループの育

成支援に大きな役割を果たしていますので、今後も継続して子育て中の保

護者を中心としたグループ活動を支援していきます。 

○アフタースクールの運営を、認定こども園を運営する社会福祉法人等に委

託できるよう引き続き調整します。（氷上地域・山南地域・春日地域） 

○木の根センターで実施している崇広アフタースクールを、旧崇広幼稚園で

実施するため、改修します。また、現在、分割設置となっているしろやま

アフタースクールを東小学校敷地内に新築し、一体的な実施を行います。 

○氷上子育て学習センターについては、子育て世代が利用しやすい環境とす

るため、令和元年 10 月に新しく開設される市民プラザ内に移転します。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (９) 要保護児童対策の充実 ＞  

 

項 目 要保護児童対策の充実 担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○要保護児童対策地域協議会を中心に様々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

環境づくりをすすめます。 

○虐待等の予防や早期発見、早期対応のために、関係機関の連携強化と支援

体制の強化を図ります。 

○早期対応に心がけ、介入できるタイミングを逃さない判断ができるよう

に、相談員等が研修を重ね、ネットワーク間の良好な人間関係の構築を図

ります。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○平成 30 年度における相談対象児童は 495 名、相談延べ件数（延べ日数）

は 2,091件となっています。これらの相談を４名の職員で電話や訪問、面

談等の方法により、相談者に寄り添い対応できました。 

○協議会において代表者会議及び実務者会議を開催し、個別の支援ケース 26

件について進捗状況の確認、評価及び今後の支援体制の確認を行い、うち

12件について終結へ導くことができました。 

○小学校・中学校の児童生徒並びに幼稚園、保育所及び認定こども園の保護

者全員に相談先を記入したカードを配布し、家庭児童相談室及びいじめゼ

ロ支援チームの紹介並びに虐待防止等の啓発を図り、児童や保護者から相

談しやすい体制をつくることができました。 

○虐待防止啓発講演会に広く参加を呼びかけるために、ポスターやチラシを

作成して、小学校・中学校の児童生徒並びに幼稚園、保育所及び認定こど

も園の保護者全員に配付し、「心を育む講演会」を 11 月 10 日に開催しま

した。また同日に、講師との座談会、こども服交換会・こども食堂を子育

て支援連絡会の協力を得て開催し、子育て世代の講演会参加に繋げまし

た。 

○11 月の児童虐待防止月間には、子ども虐待防止のぼり旗や懸垂幕を市役所

各支所等に掲示し、虐待防止の周知を図りました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

要保護等児童終結件数 9件 6件 12件 8件 

児童の新規養育相談件数 138件 111件 58件 109件 

相談延べ件数(延べ日数) 1,700件 2,017件 2,091件 1,850件 
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取組の評価 ○協議会を通して関係機関の情報共有ができ、各家庭の状況に応じた適切な

支援ができました。 

○児童虐待の重篤化の予防のため、危険性の高いケースには早期の面談や措

置等の対応が実施できました。また、要保護等児童の早期発見のための学

校訪問、家庭訪問や面談では、児童虐待の予防対策が実施できました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○あらゆる機関からの情報に対し、こども安心ネットマニュアルに沿った支

援ができるよう協議会を中心に関係機関のさらなる連携を強め、迅速かつ

効果的な対応を図っていきます。 

○児童虐待は、子どもの命と人権のみならず、心身の発達や人格形成に大き

な影響を与えることから、関係機関と緊密な連携のもと児童虐待防止に向

けて発生予防から早期発見・早期対応に努めます。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (10) 教育委員会の機能充実 ＞  

 

項 目 教育委員会の機能充実 担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教育委員会組織・運営の機能充実を図り、市長部局と教育委員会との連携

強化に努めるとともに、多様な関係機関との連携を深め、教育委員会の活

性化と教育環境の整備充実に努めます。 

○市民に開かれた教育委員会をめざし、情報公開と情報発信に努め、自己点

検・自己評価を有効に活用し、PDCAサイクルによる効果的な教育行政の推

進に努めます。 

○既存計画や基本方針の見直し・策定に向けた準備に取り組みます。 

 

【主な取組】 

平成 30 年
度の実績 

○教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、市長部局と教育委員

会との連携強化を図るため、市長及び教育委員会による総合教育会議を開

催しました。 

○教育委員活動の充実を図るため、学校現場の実態を把握するとともに学校

管理職との意見交換会や先進地視察研修を実施しました。 

○教育委員会重点課題の進捗について中間評価を行い、教育委員の意見を施

策へ反映できるように努めました。 

○教育委員会から発信する情報、市民が必要としている情報をタイムリーに

提供するため、ホームページ・教育委員会広報紙「教育たんば」・市広報

紙・フェイスブック等により情報発信を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H28 

実績値 
H29 

実績値 
H30 

実績値 
R元 

目標値 

教育委員の活動件数 280回 220回 289回 240回 

教育委員会ホームページアクセス数 125,107

件 

117,029 

件 

26,785 

件 

25,000

件 

教育委員会が主催する講演会やイベントに参加

した市民の割合 
52.3％ 46.9％ 47.3％ 50.0％ 

教育委員会からの情報発信（ホームページや広報

など）が充実していると思う市民の割合 
37.9％ 31.0％ 33.7％ 50.0％ 
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取組の評価 ○市長部局と教育委員会が協議・調整を行い、連携強化を図るとともに両者

が教育政策の方向性を共有することができました。 

○教育委員が教育現場の実態を把握するため、研究指定校の視察やオープン

スクールなどの学校訪問、学校管理職との意見交換会を開催するととも

に、学校改革の先進地視察研修を実施したことにより、教育委員会の政策

形成能力の強化に取り組むことができました。 

○教育委員会広報紙「教育たんば」の発行回数を２回から３回に増やし、積

極的かつ多彩な情報発信ができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、教育行政における責

任体制の明確化に努め、市長部局と教育委員会との連携強化を図るため、

市長及び教育委員会による総合教育会議を継続的に開催します。 

○学校管理職、市長部局や社会教育委員との意見交換会等を開催し、関係機

関との連携強化に努めます。 

○教育現場の実態を把握するための取組を推進するとともに、タイムリーな

課題設定による教育委員協議会を開催します。 

○市民に顔の見える教育委員会をめざし、情報公開と情報発信に努め、自己

点検・自己評価を有効に活用し、PDCAサイクルによる効果的な教育行政の

推進に努めます。 

○教育委員会広報の発行やホームページにより市民が必要としている情報

をタイムリーに提供するとともに、教育委員会広報紙「教育たんば」を分

かりやすい親近感のある広報紙にしていきます。 

○第２次丹波市教育振興基本計画の策定に向け、第１次計画後期計画の総括

と反省の上に、丹波市教育振興基本計画審議会の答申を受け計画の策定を

行ないます。 
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１ 教育委員会の活動状況 

（１）教育委員会 教育長及び委員 

役  職 委員名 任  期 主 な 職 保護者 

教 育 長 岸 田 隆 博 

平成 30年６月１日 

～令和３年５月 31日 

（２期目） 

元公立小学校長  

教育長職務 

代 理 者 
深 田 俊 郎 

平成 31年２月４日 

～令和５年２月３日 

（２期目） 

元公立高等学校長  

委 員 中 村 美 穂 
平成 28年２月４日 

～令和２年２月３日 

元丹波市 PTA 連合会

副会長 
○ 

委 員 上 田 真 弓 
平成 29年２月４日 

～平成 31年３月 31日 
公立大学准教授  

委 員 出 町   慎 
平成 30年２月４日 

～令和４年２月３日 
建築家  

※教育長の任期は 3年間。教育委員の任期は４年間。 

※保護者とは、未成年者に対し親権を行う者のことをいい、平成 20 年４月１日から「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」第４条第５項の規定により、委員のうちに保護者である者が含

まれることが義務付けられた。 

 

（２）教育委員会の開催状況（平成 30年度実績） 

 次のとおり定例教育委員会及び臨時教育委員会を開催し、報告事項 57 件・協議事項 26

件・議事 40件について審議を行った。 

 ・定例教育委員会 12回（移動教育委員会 1 回〔8 月〕） 

 ・臨時教育委員会 ３回 

 ・教育委員協議会 11 回（8/29 氷上地域学校長との意見交換会、12/12 山南地域統合中学校について：計 8 回

2/7 戸田市先進地視察、3/25 尼崎市教育委員会傍聴） 

（３）教育委員会委員の主な活動（平成 30年度実績）…教育長を除く。 

 ・教育委員会（定例、臨時）                           延 58回 

 ・委員研修等（県市町村教委連合会研修会、丹波地区教委連合会研修会他）                延 59回 

 ・学校教育等事業・会議（フォーラム、シンポジウム、講演会、研究発表会他）         延 15回 

 ・学校(園)行事（入学(園)・卒業(園)式、オープンスクール、運動会・体育祭、音楽会他）      延 94回 

 ・社会教育事業                                    延  0回 

 ・そ の 他（高校入学・卒業式、丹波少年自然の家教育委員会他）                延 63 回 

           合  計                        延 289回 

 Ⅵ 参考資料 
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