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第５回丹波市教育振興基本計画審議会 

 

◇開 会  令和元年 ８月２８日（水） 午後 ２時 ３０分 

◇閉 会  令和元年 ８月２８日（水） 午後 ３時 ３５分 

◇会 場  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  吉川 景敏  荒木 真也 

       小山八重子  坂谷 高義  細見美貴子 

       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          藤原 泰志 

 ・教育部次長兼学校教育課長  足立 正徳 

 ・人権啓発センター所長    宇瀧 広子 

 ・市民活動課長        井尻 宏幸 

 ・文化・スポーツ課長     高見 智幸 

 ・教育総務課長        足立  勲 

 ・学事課長          前川 孝之 

 ・子育て支援課長       上田 貴子 

 ・文化財課長         長奥 喜和 

 ・学校教育課副課長      足立 和宏 

 ・学校教育課指導主事     西垣 雅文 

 ・教育総務課企画調整係長   船越 正一 

 ・教育総務課企画調整係主幹  荒木 美保 

 

 

次第           １ 開会 

 

（足立教育総務課長）    失礼します。皆さん、こんにちは。教育総務課の足立です。それでは、

第 5回の丹波市教育振興基本計画審議会に御出席をいただきまして、あり

がとうございます。議事に入るまでの間、お手元の次第に沿って会議を進

めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

本日の会議資料は、事前に郵送させていただいておりますが、お忘れの

方はございませんでしょうか。また、机上に１枚、市職員の出席者名簿を

追加資料として配付をさせていただいておりますので、御確認をお願いい

たします。 

会議に先立ち、あらかじめ皆様にお願いしたいことがございます。本審

議会は、原則として公開となっております。丹波市のホームページにも会

議内容を掲載してまいりますので、御理解いただきますようお願いいたし

ます。 

次に、議事録作成のために録音をさせていただきます。発言の際にはお

名前を名乗ってから発言いただきますようお願いいたします。 

また、会議時間は、概ね２時間以内を予定しておりますので、午後４時

３０分の終了予定で御審議賜りたいと存じます。 

また、田中副会長につきましては、先ほど連絡がありまして、少し遅れ

るという御連絡をいただいております。追っつけ来られると思います。 
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次第           ２ あいさつ 

 

（足立教育総務課長）    それでは、次第の２番、あいさつということで、当審議会の安藤会長か

ら御挨拶をいただきます。 

 

（安藤会長）        皆さん、こんにちは。本審議会も本日で５回目となりました。本日は、

再度、内容の検討に入るということですので、これまで以上に忌憚のない

御意見を寄せていただければと思っておりますので、進行のほうに御協力

お願いいたします。以上です。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、協議事項からは会長さんのほうで

進行のほう、お願いいたします。 

 

次第           ３ 協議事項 

 

               第２次丹波市教育振興基本計画（素案）について 

 

（安藤会長）        それでは、３番目の協議事項に入りたいというふうに思います。第２次

丹波市教育振興基本計画（素案）についてです。まず、協議に入ります前

に、委員の皆様方にお願いがございます。先ほど事務局のほうからも御案

内ありましたとおり、会議録の作成、公表をしておりますので、発言され

る際は氏名を発せられてから発言いただければというふうに思います。 

それでは、第２次丹波市教育振興基本計画（素案）について協議を行い

ます。今回提案されている素案につきましては、６月２７日の第４回審議

会で協議いただきました章立て、施策体系に基づいて作成されております。

委員の皆様には事前に御確認いただいているものとして協議を進めさせて

いただくことを御了承ください。 

それでは、事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    失礼します。教育総務課長の足立です。それでは、審議に入っていただ

く前に、補足説明をさせていただきます。資料、素案のほうですけど、２

１ページ以降の第４章、基本計画に掲げる各施策につきましてです。こち

らのほうでのそれぞれの施策の３項目めに成果指標を掲載しておりますが、

現時点で一部空欄になっているものや、指標として見直しを今後かけたい

ものがございます。また、成果指標については、２項目の取組項目一つに

対して成果指標を一つ設けるという形で精査をさせていただきたく考えて

おります。本日の審議によりいただいた御意見とともに、今後、修正を加

えていきたく考えておりますので、御了承をいただきたいと思います。 

また、次に、各施策の４項目め、４として、各主体の役割というものを

書いております。学校、家庭、地域を入れた欄でございますが、この項目

は、今後この計画を有効に活用いただくために、例えば学校運営協議会の

場で必要な施策を取り上げていただき、学校、家庭、地域の役割を熟議し

ていただくようなことを想定しています。そういった観点から、空欄のま

ま掲載していくよう考えています。 

また、現時点では、全ての施策に欄を設けていますが、今後、必要な施

策のみ絞って掲載するよう、こちらのほうも精査をさせていただきたく考

えておりますので、御了承ください。以上で補足説明とさせていただきま

す。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。それでは、協議に入りたいと思いますけれど

も、本日の進め方としまして、まず、第４章の基本計画の基本方針ごとの
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各施策について、特に取組項目と成果指標を中心に審議をお願いいたしま

す。続いて、逆になりますけれども、第３章の基本理念、基本目標の審議

に入っていきたいというふうに考えております。 

それでは、最初に資料の２２ページから３５ページにあります「生きる

力をはぐくむ学校教育の推進」に係る７施策について質疑、御意見等がご

ざいましたら、御発言をお願いいたします。 

すみません、私のほうから簡単にお聞きしたいんですけども、３２ペー

ジと１４ページ、それぞれ「障がいがある子ども」という表現の「がい」

の字が平仮名なんですけれども、９ページの、ちょっとさかのぼってしま

うんですが、「障害 EV」の「害」の字は漢字なんですけど、これは、この

「障害」は別の意味で使っているので、こうなっているのでしょうか。 

それとも、９ページの③の「安全・安心な教育環境の実現」というとこ

ろの「第４次学校施設整備計画により、大規模改造工事を行いました」と

いう、「障害ＥＶ」ってあるんですけど、この「害」の字と「障がいのある

子ども」の違いというのは、これは要は、意図的に違うのか変換ミスなの

か。どっちでもいいとは思うんですけど、意味が同じなら統一したほうが

いいのかなと、表記を、というところのちょっと趣旨です。お願いいたし

ます。 

 

（前川学事課長）      学事課長の前川です。一応、ここの項では、障害エレベーターというこ

となんですけども、施設整備の計画という中で、これを補助要綱の中にも

障害者用のエレベーターという言葉が出てくるんですが、ここでは平仮名

ではなく、漢字が使われてまして、それで、そのまま引用しとるという形

になっております。ここの全体の中を通して、仮名の仕方等については統

一するのであれば、させていただいたらいいのかと思うんですが。 

 

（久下委員）        いいですか。人権のほうでそれが問題になりまして、兵人教のことで、

結局、障害の「害」も、碍子の「碍」、石のを書いたり、それから、それが

福祉のほうで使いますよとか、いろいろありまして、とにかく根本の、こ

ちらへ通達とか何かの、その部署が使うというような格好になってから、

そうしようと思ったら、統一ができないなということに兵人教の関係では

話になったというところです。 

 

（安藤会長）        わかりました。そういう国の関係と丹波市の独自の関係性があるので、

別に、併記してる人は構わないという。 

 

（吉川委員）        失礼します、校長代表、吉川です。ちょっと質問から先にさせてくださ

い。３点あります。 

まず一つ目、２３ページの成果指標の英検３級の合格者の割合、目標値

の５０％というふうにされておるんですが、この５０％というのはどうい

うところから出ているのかなということが１点です。 

２点目は、３０ページの「幼児教育・保育の推進」のところなんですけ

ども、そこの取組項目の①の①、「自立と協同」とあるんですが、この「協

同」の「同」はこちらの「どう」でよかったのかという。人遍の「動く」

のほうかもしれないなというのがあったので、ちょっと質問させてくださ

い。 

それから、同じ３０ページの取組項目②の①の３行目、「兵庫県教育委員

会「指導の手引き」」とあるんですが、これ、何の「指導の手引き」なのか

なということ。 

質問は最後なんですが、３２ページ、２番の取組項目の①の、ここだけ

「全て」というところが漢字が使ってあるんですけど、これも、先ほど会
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長さんがおっしゃった意図があるんやったら、こちらに聞きたいと。ほか

のところはすべて、「すべて」と平仮名になっておるんです。ここだけ漢字

なので、という質問です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   すみません、よろしいでしょうか。次長兼学校教育課長の足立でござい

ます。今、質問、正確には４点していただいたんですけど、まず、１点目

なんですけど、英検の達成の指標を５０％にしているというのは、文部科

学省が英検３級について一定５０％の指標を求めるということで示してお

りますので、丹波市もそれに則って５０％ということで示しておるのが１

点目です。 

２点目の３０ページの「協同」の「どう」についてなんですけど、これ

はこちらのほうで確認したところ、幼児教育については、「協同」の「どう」

が「同じ」ということで使うという意味がありましたので、これは「同じ」

という「同」で行きたいというふうに考えております。 

３点目の３０ページの「指導の手引き」についてなんですけど、これに

ついては、ちょっとまた確認させていただいて、また報告等の対応をさせ

ていただきたいと思います。 

４点目の３２ページの「全て」なんですけど、これは、平仮名のほうに

訂正させていただきますので、報告とさせていただきます。以上でござい

ます。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。他に御意見はいかがでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です。今、基本的に、この間として、今回のこの目標値とかいうの

は、結局、目標値の妥当性を検証するということになると思うんです。そ

うした時に、パーセンテージで出ておるものが、分母はどれであって、分

子がどれかわからないのです。結局、それと、変化が、分母のとり方がど

ういうとり方なのかを、それは共通、ここの全部の出ているものは、共通

した考え方で分母、分子を考えておるのか、そのあたりがちょっとわかり

かねるんですけど。 

それは別として、今、ページ２３ページで、文言なんですけど、例えば

取組項目③の③ですけど、「幼児期からの外国語や日本以外の国に対する

興味関心を高め」ということなんですけど、これ、いわゆる文化というこ

とに対することやと思うんですけどね。だから、「文化」を入れるべきじゃ

ないかなと思うたりするんですけど。「日本以外の外国の文化に対する興味

関心を高め」という、「文化」という、多様性の文化とか、そういうことで、

文化というのはどこでも入ってきますので。 

それと、ページ２６なんですけど、３の成果指標で、令和６年の目標値

は４項目すべて入ってきまして、それで、１００％という解釈になるわけ

ですね。今はゼロですけど、１、１で中学校、要するに１データを、平成

３０年はですけど、それが５年間でこれ、４項目全部完成するというデー

タのいわゆる根拠ですね、その見通しですけど。 

それから、ページ２８ページの３の成果指標なんですけど、いわゆる「地

域や社会で起こっている出来事に関心がある児童生徒の割合」というこの

パーセンテージの出し方なんですけど、その前に、地域社会の情報はどこ

が発信するものをどう受け取って、それをこの割合に直す、どういう手法

で直していくんかなということがちょっとわかりかねるんですけど。 

それと、ページ３０ページの、２．の取組項目で、ちょっとお聞きした

いのは、いわゆる「保育教諭の専門性や実践的指導力の向上を図ります」
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と書いてあるんですけど、いわゆる園の保育士という資格の者、それと、

幼稚園教諭免許の資格の者と二つあるわけです。それによって、これ全体

が保育教諭となっておるんですけど、個別の、どういうようなこの、いわ

ゆる研修をやられるのか、考えられておるかということをお聞きしたいと

いうことです。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。すみません、一番最初におっしゃられた分母と

分子なんですけども、もう少し詳しく説明を。 

 

（久下委員）        基本的に、分母がどうなっているかわからないんですよね。 

 

（安藤会長）        分母っていうのは、要は、何百人とか何千人とかって違いがあると。 

 

（久下委員）        そうそう。取り方が非常に曖昧、分母が非常に曖昧、分子が曖昧なのか

ちょっとわかりませんが、パーセンテージにしたときに、この３０ページ、

今言うてました目標値１００％になりますね。そしたら、分母がこれであ

るから分子もこれであるということで１００％になりますという出し方。

ですが、他のところであれば、市民が何ぼ来たとか、そのへんの取り扱い、

例えば、複数でカウントするのか。来客者の何かありますやん、研修を受

けたとかいう話になった時に、それは複数回、どの研修に来た時とか、ど

こにするのか、いわゆる住民人権学習だったら、多分、住民人権学習の誰

やと思うんですけどね。 

だから、そういうようなことで、図書館で本を何冊借りますかと書いて

ありますけど、そういう単位の取り方が、いわゆる幅のとり方がわからな

い中で、いわば動いてきとって、後でこれ、見直す時にようわからへんの

ですね。 

だから、平成１８年からこれ、いわゆる総合計画の時につくった、後で

これを給食センターのことなんですけど、４０％。今、さっき４０％とい

ったら、これ、パーセントが何のパーセンとかわからへんなと。さかのぼ

って聞かんといかんわけです。そしたら、処理するのが大変でしょうとい

うふうなことで、なかなか回答を得られなくなったらというようなことが

あったりしまして、この分母と分子が基本的に最初につくったものと合う

てるのか。 

今回、給食センターの関係は、ちょっと１５品目という違う出し方をし

てますので、１５品目に係る１６パーセントだという、学校でちょっとだ

ましてるようですけども、そういうようなことで、ちょっと分母、分子が

もし、１００％になるような考え方になった時に、ちょっと疑問に思うな

と。あまりにも高い目標値をつくり過ぎてたら、自分らを縛るだけですの

で。 

大概いいますのは、この目標値の追加は、行政改革の関係で、総合計画

に入れる時に、９６０人定員がおりまして、それを減らして、６００人定

員に減らさんといかんというたら、課の仕事は何をもってするんやという

て、目標値を決めていくと、行革の一部で総合計画を入れてきたんです。

そういうようなことがありまして、ちょっと自分らを苦しめるようなパー

セントになってないかなということだけなんです。 

 

（安藤会長）        わかりました。ありがとうございます。今、久下委員のに関わって、何

か他に御意見ある方いらっしゃいますか。 

ないようであれば、ちょっと一度、事務局に、久下委員の御質問に御回

答いただければと。もしくは、関連しての御意見がある方はいらっしゃい

ますでしょうか。 
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では、いかがでしょうか。事務局、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。今、ざっと５点ほどというふ

うに思っておるんですが、まず１点目なんですけど、目標の妥当性という

ことで今おっしゃっていただきましたので、例えば２３ページでございま

したら、２３ページの３の成果指標で、「授業の中で、課題の解決に向けて、

自分で考え自分から取り組んでいた児童生徒の割合」ということで、何％

ということを挙げております。分母ということをおっしゃったんですけれ

ども、主にこれを挙げさせていただいておるのは、全国学力・学習状況調

査というのがありまして、それで、例えば全国の子ども達の中の、これを

肯定的に答えた子ども達の割合ということで挙げさせていただいているよ

うなものなので、指標ということになると、全国学力・学習状況調査の値

をとらせていただいているということになります。 

丹波市も、その全国学力・学習状況調査における値がわかりますので、

丹波市についてもそれを参考にさせていただいているのが大体というよう

なことになります。 

続いて、２点目なんですけども、Ｐ２３ページの文化について、入れる

んじゃないかという御指摘がありましたので、それについてはこちらのほ

うも考えさせていただいたところ、「文化」を入れさせていただくほうがよ

りわかりやすいというようなことを思っておりますので、検討させていた

だいて、そのような形に申請させていただきたいなというふうに考えてお

ります。 

３点目の２６ページの見通しということをおっしゃいました。これにつ

きましては、８項目ありまして、特にその中で、丹波市の中でちょっと弱

いという項目が、握力とか長座体前屈、上体起こし、反復横跳び等の４項

目ということになりますので、その４項目について、見通しを持って取り

組んでいきたいということで、８項目中の４項目ということなので、何と

か５年間の間で見通しを持って取り組んでいきたいということで、このよ

うなことで挙げさせていただいております。 

４点目の、Ｐ２８ページの１の６３．９％ということでおっしゃいまし

た。地域や社会で起こっている出来事に関心がある児童生徒の割合という

ことで、これにつきましても、全国学力・学習状況調査の項目の中に、こ

ういった聞いてみる項目がありますので、それを参考にさせていただいて

とらせていただいている次第でございます。 

最後、５点目なんですけど、３０ページの５番目ということで、幼稚園、

それから保育教諭の指標、研修のことを少しおっしゃったと思うんですが、

もう一度ちょっと詳しくおっしゃっていただけるとありがたいんですが。 

 

（久下委員）        すみません、舌足らずで申しわけございません。結局、保育教諭という

のは、保育士の資格を持っておられる方と幼稚園教諭免許を持っておられ

る方、もしくは二つを持っておられる方ということで分かれますので、そ

したら、それに伴う研修内容は変わるのかどうなのかなと。それは法人な

んで、逆に法人のところでやっておられますので、教育委員会がこちらで

こういう研修をしてくださいとかなんとかいうことが言えるかようわかり

ませんのやけど、そういうことで、この研修内容ということに関しまして、

結局、小学校が援護する児童を含めた小学校保育がいくわけで、その時に

保育士はまた違う幼児教育、これは枠の延長で来るということで、学校前

でありますので、そういう格好で、園によって保育士の資格者と、それと、

教諭の資格ですね、それ、比率が２５園、１３園になるか、その比率がど

うなんですかね。法人の中の園の資格を持っておられる方。 

そういうことになってくるんで、逆に言うたら、研修ということがどれ
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を、誰をもって研修を持ったりするのか。学校教諭ではないんで、おられ

るの。小学校教諭とか。 

 

（小山委員）        失礼します。保育士代表、保育教諭代表で来てます小山八重子と申しま

す。今、保育士、それから幼稚園教諭ということでお尋ねなんですが、こ

ども園、恐らく両方の資格をほとんどの職員が持っております。 

そんな中で、０・１・２歳児の保育に当たったり、また、３・４・５歳

児の幼児教育に当たったりしておりまして、これはもう、小学校でいう担

任がいろいろ１年生から６年生まで変わるのと同じように、いろんな年齢

を保育させてもらっています。 

そんな中で、研修は、いろいろありまして、兵庫県の保育協会の研修に

行ったり、あと、今、キャリアアップ研修をすごく毎年、行われていまし

て、そういったものに積極的に参加させてもらっています。 

キャリアアップ研修というのは、８分野ありまして、幼児教育、障害児

教育、乳幼児教育、食物・アレルギー、安全に関するもの、マネジメント

などいろいろ、ちょっと今、全部思い出せなくて申しわけないんですけど、

その中で、乳児保育といいましたら、０・１・２歳児の分野でもあります

し、今、丹波市にとてもお世話になっていますのが幼児教育分野ですね、

そういったものに参加させてもらっています。 

３・４・５歳児の幼児教育に関しては、保育園と幼稚園が脱退して、こ

ども園ができましたものですから、幼児教育ってどんなもんなんだろうと

いうのが、非常に勉強をしなくちゃいけないねということで、勉強するん

ですが、今、教育委員会のほうから指導主事さんも来ていただいて、各園、

１学期に１回は来られていますし、毎月来ていただいてる園もあると思う

んですけど、現場に入っていただいて、実際に保育しているところを見て

いただいて、午後から会議というか話し合い、そういったことをさせても

らって勉強させてもらっているところです。 

 

（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。少し補足させていただきます

と、今、本当に丁寧に説明していただきました。丹波市教育委員会としま

しても、今おっしゃったように、保育とか幼児教育の充実のために、それ

ぞれ指導主事が幼児教育係がありまして、それぞれ指導主事のほうが園の

ほうに行かせていただいて、保育の分野であったり幼児教育の分野であっ

たり、トータル的にキャリアアップができるように研修の機会を充実させ

ているところでございます。以上でございます。 

 

（安藤会長）        どうぞ、どちらからでも。 

 

（足立学校教育課副課長）  恐れ入ります。学校教育課副課長です。３０ページの同じく吉川校長先

生から今日、御質問いただいておりました「指導の手引き」ですが、兵庫

県教育委員会、平成２９年３月に発行しております。ただ、このままでは、

何の「指導の手引き」かはっきりわかりにくいですので、追加の部分を入

れさせていただきたいと思います。「幼児期と児童期の学びをつなぐ指導

の手引き」というふうに文言を入れさせていただくことで御理解いただき

たいと思います。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。久下委員さんから最初に言っていただいてま

したその全体的な成果指標の中で、根拠というか出所出典、今、質問があ

ったことについてはお答えをさせていただきました。この中の計画に限る
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ことは難しいんですけども、審議用の資料として成果指標に対して、これ

はこういうところからとってますよとか、というような資料を作成できる

ように、ちょっと検討させていただきたいというように思います。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（荒木委員）        失礼します。南小学校の荒木です。１点、質問なり意見を述べさせてい

ただきたいと思います。 

３３ページの成果指標の二つ目、「適応指導教室で、ＩＣＴを活用して個

別学習を実施した学校の割合」と書いてあるんですが、具体的にはどうい

う個別学習であるとか、どういうことを想定しておられるのかということ

をお聞きしたいです。 

もう１点は、戻るんですが、２３ページの外国語活動のことで、成果指

標は先ほど出てます英検３級の割合で成果指標を出すと書いてあるんです

が、取組項目の③のところには、幼児から小学校の内部活動、ずっとある、

たくさんのことが書かれている中で、すべてをこの英検の合格率で判断す

るのが妥当なのかどうかということについて、ちょっと疑問を抱くんです。

そのあたりのことを御意見をお聞きしたいです。 

 

（安藤会長）        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の足立でございます。まず、３３ページの「適応教

室で、ＩＣＴを活用した個別学習を実施した学校の割合」ということで、

今、質問をいただきました。ここでいう「適応指導教室で、ＩＣＴ」とい

うのは、主にレインボー教室のことを示しておりまして、レインボー教室

の中に通っている子ども達がＩＣＴを使って個別に学習が進められるとい

うことで、今のところ指標としては想定をしているところでございます。 

もう１点なんですけれども、２３ページの成果指標の３、「英検３級の合

格者の割合」ということで、先ほども３級の割合は５０％ということで、

指標のほうで内容はどうなんやということで御質問もあったところなんで

すけれども、確かに施策としては何点か挙げておる中で、これですべてを

量れるのかということをおっしゃっておるんですけれども、なかなか全て

の項目において成果指標を設けることは難しい状況の中で、文科省の示し

ておりますこの英検３級の５０％ということは、ある程度やっぱり子ども

達についても力がついたと考えられるんではないかと学校教育課の中では

判断をしまして、一応、この成果指標が一番適切ではないかと、今のとこ

ろは判断しておるところです。また御意見をいただく中で、修正も検討す

ることは可能ですので、何か御意見をいただけるようでしたら、また言っ

ていただければと思います。以上でございます。 

 

（安藤会長）        いかがですか。 

 

（荒木委員）        荒木です。確かに一つひとつの項目に指標というのは、確かに煩雑にな

っていく中で難しいのはよくわかるんですが、小学校の外国語活動に関わ

っておる者として、小学校の外国語活動の中で目標が英検やと言われると、

どうしてもそれ、違和感があって、英検に合格する子を目指しとるのかと

いうところではないのかなという気がするので、何らかの指標がある、じ

ゃあ代わりに指標は何やと言われたら、ちょっと困るんですけど、ちょっ

とそこがひっかかるところなんです。 

 

（田中副会長）       すみません、田中です。先ほどの御質問というか英検３級のことで、ち
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ょっと変わった形で質問と意見を述べさせてもらいたいと思うんですけど、

文科省が定めている３級取得者５０％ということで目標値を設定されてお

るということですね。現在の２７．４％というのは、先ほど久下さんのほ

うからもありましたように、分母が、いや、私の理解は、丹波市の小中学

校全生徒数を分母にして出されてるんかなと。目標値も、全生徒数の半数

が、５０％いうたら半数ですね、取得するということを目標にされてるの

かなというように理解しとったんですけど、ちょっとその辺が違うんです

かね。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  よろしいですか。すみません、次長兼学校教育課長の足立でございます。

ここの子ども達というのは、例えば、現状値は中３は、中学校３年生、丹

波市の中学校３年生の全ての生徒さんを分母というようにして設定してお

るところでございます。もう一個の３級の合格率についても、丹波市のお

子さん全ての中の半分ということでとらえていただけたらというように思

っております。以上でございます。 

 

（田中副会長）       すみません、あわせまして、小学校で英検の１級をとった子も実際聞い

ておりますし、できれば何か小学校の子ども達にもそういう手法ができる

ようなこともやっていただければなというふうには思います。 

ちょっと個人的な意見なんですけど、英検というのは、文科省が定めて

るというか進めてるという検定試験なんですけど、企業なんかがＴＯＥＩ

Ｃという形で進めてます。これ、企業のほうからすれば、最近の情報です

けど、もうＴＯＥＩＣをあまり重視しないというように流れが変わってき

てますね。依然として学校のほうというか、学校教育においては、英検が

一つの指標になっとると。 

民間企業なんだけど、ベネッセなんかがやっている英語の検定なんかも

ありますし、私学が採用している英語の、英語力なんかのがあるんですよ

ね。そういったこともちょっと検討していただければありがたいなという

ような気がするんです。 

ちょっとこれまた別なんですけど、昨日か一昨日、ちょっと知り合いの

丹波市内の人ですけど、英語の先生のＯＢで登録をしましたというような、

ちょっと間違ってたらごめんなさいね。登録したんだけど、英語の教育に

関してね。その後、何のあれもないんで、いつからスタートするのか、何

をすればいいのかというような、ちょっと、そういうのをちょっと耳に挟

んだものですから、何かこのことについて、既にここでも言われているよ

うに、地域との連携とか英語教育の充実ということで取り組まれると思う

んですけど、ちょっとまた個人的な意見なんですけど、教諭免許を持って

いる方に絞ってというようなことではなくて、もっと留学経験が３年とか

５年あるとか、マッチングで住んでたとか、子どもを向こうの学校に行か

せてたとか、そういった人の能力も生かせるようなあれがあれば、ちょっ

とおもしろいといったらあれですけど、おもしろい、うまく言葉が出てき

ませんけど、という感じがするんです。 

この前の委員長の、安藤先生も兵教大の先生ですし、兵教大の学生さん

というのは、先生の卵ですわね。その方の能力なんかをもっと生かせるよ

うな何か道が、道筋をつけてもらえれば、学生にとってもいいかなという

ような、教育実習の何かまた違ったパターンで考えてもらうこともいいん

じゃないかなというふうに、ちょっと何か、まとまりのないような意見に

なってしまいましたけど、思います。 

 

（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。ありがとうございます。ちょ

っと１点、成果指標のことについてなんですけど、先ほどもちょっと意見
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をいただいておる中で、英検３級を合格してる子を目指すということだけ

ではない。ただ一定、文科省のほうとしても、英検３級ぐらいのレベルの

子ども達をやっぱり増やしていきたいという思いがありますので、もちろ

ん小学校からの積み重ね、積み上げによってあらわれてくるものというよ

うには考えておりますので、一つ挙げるとしてはこうではないかなという

ことで、うちとしては挙げております。小学校は小学校の取組をきっと充

実させていただいている中で、各校の中で評価とかもありますので、そう

いったことの中で返していただくことは可能かなというふうには考えてお

りますが、今ちょっといただいた御意見等を参考に、指標のほうについて

は、こちらのほうでまた検討させていただきます。 

それから、もう１点なんですけど、今、田中副委員長のほうからおっし

ゃった英語の教員免許を持たないような方の活用の方法なんですけど、今

のところ、学校教育課の中でもボランティアということで呼びかけをして

おりましたところ、本当にお若い方から年配の方でしたら、７０を超えら

れるような方まで応募が結構ありまして、丹波市の中で力を、子ども達の

ために何とか力を発揮したいということで応募いただいております。 

その方は、本当に海外に留学の経験がある方であったり、あるいは、自

分は実際そこに住んだことがないんやけど、趣味として英語の勉強を続け

てるんやって、何か子ども達に返してやることはできないかというような

方まで、いろんな方に応募をいただいて、今、９月の段階から各校に呼び

かけまして、順次、各校の中に９月ぐらいの段階から入っていただくよう

なことを今、進めておる段階でございますので、もしかしたら、ちょっと

お話があった方については、今後また詳しく連絡が行くこともあると思い

ます。 

今、そういった状況で、今おっしゃっていただいたようなことで、でき

るだけ民間の力なんかも活用していきたいということで進めておるところ

でございます。以上です。 

 

（安藤会長）        他、いかがでしょうか。この基本、英語のこと、全て。どうぞ。 

 

（吉川委員）        失礼します。中学校長会の吉川です。そしたら、意見のほうを言わせて

いただきます。３点、もしくは４点になるんですけども、一つ目と二つ目

になるのかな。３２ページです。 

３２ページの取組項目の①の②、教職員の専門性の向上というところの

３行の中で、「発達障害を含めた障がいのある児童生徒がいる可能性があ

ることを」っていうところがちょっと気になったんですけども、一つ目は、

気になったことの一つは、発達障害を含めた障がいということで、これ、

どこでも発達障害が障がいの１種目というか項目にどこも認めてなかった

んと違うかなと。むしろ、発達障害については、なかなか検査の部分につ

いても、これは障がい者探しをするとか、そういうことではなくて、発達

検査を受けるということは、今後のその子のためにどんな支援が必要かと

いうことを考えるべきだということは国も言っておるわけですから、ここ

で「発達障害を含めた障がい」というふうなフレーズを問うと、ちょっと

語弊を生むのかなと。 

なので、「発達障害の傾向がある」というような表現なら、これは検査を

受ける受けない関係なく、その子に応じての一人ひとりの子どもを見てい

くためのところで教職員、今現にやってることですので、そういうような

表現に改めていただきたいなというのが１点と、先ほど言いました「ある」

「いる」「ある」が続きますので、これは、表現のところなんですけど、「可

能性があることを」というところの「があること」を取ってしまえば、「発

達障害の傾向がある児童生徒がいる可能性を全ての教職員が共通認識し」
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というふうになれば、これは、現時点でもやらなければならないこととい

うことで、障害者基本法の中でも入ってるわけなんで、そういったところ

の表現にしたほうがいいのかなというようなことを感じました。これが一

つ目、二つ目になります。 

それと、３４ページなんですけど、今、この施策の概要のところはちょ

っと今回、触れるべきことではないのかもしれないですが、その３行目に

「インターネットによる人権侵害」とあるんですけど、これ、今の現代社

会を見ますと、インターネットというのとＳＮＳというのは、基本的に分

けてあって、ソーシャルネットサービスの部分での人権侵害というのが、

今、急増しているというのが、学校現場でのいじめにつながっているとい

うことがありますので、「また、ＳＮＳやインターネットによる」というよ

うな表現にしたほうがいいのかなと。 

そうすると、取組項目②の①のところの１行目も、「ＳＮＳやインターネ

ットによる人権侵害」というふうに包括的に含んだほうが、これも教育委

員会が出すものとして、やっぱり教育に携わる関係のもの全てに言えるの

ではないかということを感じておるわけです。 

それと、今言いましたその取組項目②の下から２行目の後ろのほうなん

ですが、「男女の平等や総合理解・協力を基盤に」とあるんですが、今、県

や国や、丹波市もそうやと思うんですけど、男女平等とかっていう言葉よ

りも、共同参画ということでの法律が今、立ち上がっているのが通常じゃ

ないかなと。そうすると、別に「男女」という言葉を使う必要はないとい

うことではなくて、ここはこのままでの表現でもいいんですが、協力と共

働という部分が求められてるんではないかと。 

共同参画というのは、性別を問わず、マイノリティーの部分も含めて共

働していくというところで、今、共同参画社会という言葉が使われるよう

になってきてるんではないかなと感じますので、「協力」の後ろに「共働」、

共に働くというか、その言葉が必要なんじゃないかなと思います。これで

四つ目ですね。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。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の足立でございます。言葉についての御指摘という

ことで、非常によく見ていただいて、御指摘いただいておるというように

も考えております。 

まず１点目の３２ページの「発達障害の傾向にある」ということでおっ

しゃっていただいておる部分なんですけど、ここにつきましては、またこ

ちらのほうでも今言っていただいた御意見を参考に、また考え直していた

だきたい、検討させていただきたいというふうには思っております。それ

がまず１点です。それは主に、１点目と２点目の部分にもかかってくると

思うので、ここも含めて、こちらのほうで検討させていただきたいとうよ

うに思っております。 

２点目になります、Ｐ３４ページのＳＮＳとインターネットについてな

んですけど、これも御指摘のとおり、分けたほうがわかりやすいというよ

うにも考えておりますので、ここはもう「ＳＮＳとインターネット」とい

うことで、こちらのほう、修正させていただきたいというふうに思ってお

ります。これが三つ目で、４点目の男女共同についての項目についての、

主に「協力・共働」の部分ですけれども、これも「共働」という言葉が入

ったほうがよりわかりやすいというように考えますので、そのような方向

で進めていきたいというふうに思っております。以上４点、こちらのほう

で答えさせていただきました。ありがとうございました。 
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（安藤会長）        他、いかがでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です。確認、ちょっとしたいんですけど、いわゆる３４ページ関係

の人権教育の関係なんですけど、義務教育における人権学習は、いわゆる

学校内の人権学習ですね。それで、というのが、水平社とか、いわゆる行

かれる校区外学習について、振興会なり自治協議会がバス代とか、そうい

うのはバックアップしとるんです。いわゆる地域の地域づくり、人材づく

りという観点から。要は、そういう校区外の人権学習に対して、教育委員

会、予算化できて、そういう格好はできないものですかねと。やっぱりで

きないということ、１回聞いてみるだけなんです。 

 

（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。学校と人権教育の充実という

ことで、この辺、自治振興会のほうで支援をしていただく中で、そこの予

算を本当に活用させていただいて、いろいろなところに行かせていただい

て、子ども達の人権教育を充実させていく方向で、今もずっと進めておる

んですけど、予算化ということで、今、話がありました。 

コミュニティ・スクールとかの導入が入ってきますので、例えば、学校

運営協議会の中で自治振興会の方も参加していただくような機会が増えて

くると思うので、その中で、そういった予算の使い方というんですか、す

べて例えば、今までどおり自治振興会の方に出していただいて、学校が行

くというよりも、この中で少しでも行事を精選していって、少ない中で、

例えば効果的な活用の仕方を考えていくであったり、あるいは、どのよう

に予算確保していくかということも、今後話し合いをすることができるん

じゃないかというふうに考えておりますので、現時点では、そういった行

いしかできませんが、こちらのほうはそこら辺のことで検討を進めていき

たいというように思っております。以上でございます。 

 

（安藤会長）        他はいかがでしょうか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  すみません、次長兼学校教育課長の足立でございます。１点、ちょっと補

足なんですけど、先ほど英検３級ということで、英検３級を指標にしてい

るという中であったんですが、英検３級というのは、中学校の卒業段階で

英語の力はこの程度やっぱり身につけておいてほしいということがありま

すので、一定、英検３級ということは指標にしておることが背景になると

いうことで、ちょっと補足のほうをさせていただきます。以上でございま

す。 

 

（田中副委員長）      すみません、ちょっと教えてほしいんですけど、プログラミング教育と

いうのが最近、言葉をよく聞きます。ちょっと具体的にというか、何かち

ょっとヒントをいただければ、理解が進む、私自身もちょっとよくわから

ないというところがあるんですけど、よろしいですか。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   すみません、担当の指導主事がおりますので、より詳しい話が話ができ

ると思いますので、ちょっとお尋ねします。 

 

（西垣学校教育課指導主事）  失礼いたします。学校教育課指導主事の西垣と申します。事細かに上手

に言えるかといったら、そうではないので、お許しいただけたらなと思い

ます。来年度から小学校のほうでプログラミング教育については全面実施

と。そして、再来年度、３３年度からは中学校の技術家庭科のほうでプロ

グラミング教育は、これまでとは倍増される、そして、その次の年、３４

年度からは、高等学校のほうで情報科の学習の中で必須化されるというよ
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うなことも言われています。さらには令和６年度の大学入試において情報

科というのが実施されるというようなところまで、今現在、文科省のほう

でも見通しのほうができてます。 

これから先、予測困難な中で、子ども達が今、社会が変化して、ＩＴ技

術が変化して、やっぱりプログラミング的思考というような、コンピュー

ターに意図した処理を行わすことができるという、そういった論理的思考

力というものを養っていくための教育というような形で、一番大きな特徴

としては、その部分があるのかなというようには考えております。 

さらに、子ども達がこれから先にコンピューター、そういったＩＣＴ機

器を活用しながら、いろいろな困難に対峙した時に、そういったツールも

有効に活用して問題解決を図っていったりするというようなことを感じて

いくと、これまでのブラックボックスであったコンピューターの仕組みと

いうものが、やっぱり長い目でしっかりと子ども達もその仕組みをわかっ

た上で、活用していくことも必要であるというようなことも踏まえて、今

後プログラミング教育を進めていくというような方向にはなっております。

わかりにくい説明で申しわけありませんが、以上です。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか、他に。 

では、次のところに参りたいと思います。また後半、時間があるようで

したら、前に戻ったらいいと思いますが。 

それでは、次は、３６ページから４９ページにかけてあります「生涯を

通じて学び・活躍できる生涯学習の推進」に係る７施策について御意見賜

りたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です。すみません。最初にちょっとお尋ねするんですけど、いわゆ

る１０月から市民プラザの関係がありますわね。それ、いわゆる生涯学習

関係とか人権学習関係に絡む姿勢になると思うんです。それが何も市民プ

ラザの関係の部分に入っていないんですね。 

すみません、そしたら次、ページ３６ページで、これも、足立課長が言

われましたように、分母、分子がわからない状態の中での話ですので、ま

た聞き流してもらってもよいようなケースかもわかりませんけど、３６ペ

ージで、いわゆるこれ、成果目標の関係なんですけど、いわゆる少子化の

進展等によって、ＰＴＡや保護者が減る状況の中で、６，０００人って、

５，６３１人が６，０００人と、「人」ですので、パーセンテージではない

ので、目標が高いんか高いんでないか、いわゆる人口が減りますよという

べきか、いわゆる前段階で、丹波市の人口ビジョンによって減りますよと

書いておりながら、父兄も減ってくる、少子化によって父兄も減ってくる

んじゃなかろうかという中で、６，０００人という数字は、根拠はどうな

んかなと思うようなことと、次、ページ３８ページで、いわゆるこれ以降

なんですけど、３ページ、「１年間に子どもの教育・育成に関する活動へ参

画した割合」、割合とかいうこともこれ、いわゆる今、見よった限り、人生

１００歳時代と生涯現役時代になり、それで、長高齢化社会がごっつい進

展していく中で、いわゆる活動に参画する僕らは本当に増えるんでしょう

かということです。 

次、４２ページなんですけど、前のいわゆる右のほうに、４２ページで

美術館って書いてあるんですけど、これ、一つしかないから、もう固有名

詞を使うたらいかんのですか、市立植野美術館という格好で。 

それと、４５ページで、これ、成果指標ですけど、非常にいわゆるこの

指標は、非常に１２点何％って書いて、非常に細かく出てるんです。だか

ら、非常に精査された値であるなと思うんですけど、いやこれ、これぐら

い精査できるものもできるし、アバウトに１００％というものも出てくる
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というようなことで、これも足立課長が言っていただいた、分母、分子が

わからない中の質問ですので、聞き流していただいたら結構です。 

それと、ページ４７ページ、成果指標の水分れ公園の入館者です。いわ

ゆるこれ、水分れ公園が、あそこのところがきれいになったからいうて、

これだけ増えましたという意味。今、２，０００人が５年後に３万人です

よ。これ、どういう広告して、どういうやり方してと思います。その成果、

いわゆるこれも試算制度がちょっとどうかな、１５倍という、５年間で１

５倍というのはちょっときつくないですか。いや、きつくないのかもわか

らないし、今のカウントの取り方が違うのかもわかりません。ちょっとそ

れが疑問に思った次第です。 

ページ４８、ページ４９関係の人権学習の成果指標で、「一年以内に人権

についての学習会等に参加したことがある市民の割合」というようなこと

で、３５％、３５．１％は６５％とか、住民人権学習参加数は９，０００

人とかいうて非常に地域の疲弊化の中で、住民人権学習もなかなかできな

い状態の中でこれだけカウントを上げられて、後で自分たちで自己評価さ

れる時に、達成できますかねというようなことをちょっと心配をして、そ

の辺のことで言うとるだけです、すみません。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（上田子育て支援課長）   子育て支援課長の上田でございます。まず、３６ページの成果指標のと

ころで、子育て講座などの御説明でよろしいでしょうか。こちらの数値の

根拠としておりますのは、子育て学習センターなどの活動を中心に考えて

おります。子育て学習支援センターにつきましては、各旧町域で６地域に

置いてございます。子育て、少子化、もしくは核家族化といった中で、良

心教育の大切さというのは、年を追って増えてきていると思うんですけれ

ども、身近なところでそうした子育て講座といいますか、良心教育も含め

た講座というようなところに重きを置いて、参加しやすい体制ですとか、

一般的に講演会をします、来てくださいということではなしに、それぞれ

の地域課題を踏まえながら講座を開催するなどして、こういった人数をカ

ウントしていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

（長奥文化財課長）     文化財課長、長奥でございます。まず、４２ページの関係でございます。

これにつきまして、「美術館」といっておるのについては、固有名詞として

「植野記念美術館」にすべきではないかという形でございます。おっしゃ

るとおりでございますので、またこの点は検討させていただきたいと思い

ます。 

続きまして、４５ページの成果指標の関係でございます。Ｎｏ．１の「１

年以内に図書館資料を借りたことがある市民の割合」が細かく出ておると

いう形ですが、これにつきましては、今の図書館システムを利用した形で

の割合が明確に出るような形でございますので、それに基づいて数値も大

きくはないですけれど、設定をさせていただいたところでございます。 

Ｎｏ．２につきましては、これは一応、総合計画に基づく市民アンケー

トに基づくパーセントでの指標という形での動きをとらせていただいてお

るところでございます。 

それと、次は、４６ページの水分れ資料館の入館者数です。これ、３万

人と大変目標数値が大きい数字を入れさせていただいております。これに

つきましては、昨年末に水分れフィールドミュージアムの関係の基本計画

を策定させていただきました。その中で、一応、３万人という目標設定を

させていただいております。それで、当然、館の中に入っていただく方に

つきましては、多分、新しい展示ができた段階で人が増えるという想定ぐ
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らいしかしてなかったんですけれど、それ以外で、外でのフィールド、い

わゆる今度は氷上回廊という項目の中での活動にさせていただくという計

画を立てております。そういう中で、例えば、小学校関係の参加とか、そ

の他各種団体等の方の利用とかと、施設以外のフィールドを利用したイベ

ント等、あるいは、こういった等を実施する形の中で何とか目標３万人を

達成していきたいということの形で挙げさせていただいたというところで

ございます。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  人権啓発センター、宇瀧です。４９ページの成果指標についての御意見

がありました。まず最初の１番目の、「一年以内に人権についての学習会等

に参加したことがある市民の割合」というところです。確かに現状、事実、

３０年度に３５．１％を、５％ずつ６年をかけてというふうな思いで積算

をしております。これは、総合計画での目標値にもしておるんですけれど

も、確かに厳しい面もあるかもしれません。ただ、平成２５年度時点が５

５％というのがありまして、下がってきている状況であります。それを平

成２５年に戻しつつ、さらに上をということで、５％掛ける６年間でとい

う思いで想定した目標値でございます。 

具体的に３番の「住民人権学習参加者数」というところに御意見をいた

だきましたが、５００プラス１，２００人というところなんですが、市内

２９９自治会ございますので、例えば、各自治会４名、３名、４名参加で

増やしていただくと、約３００の自治会で１，２００人というところが達

成できるのかなと。２倍なり、実施率を少しずつ上げて、６％、全てのと

ころで実施していただきながら、各自治会さんでの参加者を四、五人でも

増やしていただけたらこの目標値に近づくのではないかなということで設

定した数値でございます。以上です。 

 

（安藤会長）        よろしいですか。 

 

（井尻市民活動課長）    市民活動課長の井尻です。一番最初に市民プラザ、市民活動支援センタ

ーの項目がないやないかという話をされております。本来、書く欄につき

ましては、４０ページ、取組項目③のところ、「市民による公益活動の支援」

の項目がそれに該当するものとなっております。そこでは、市民活動支援

センターという具体的な名前はありませんが、まさにここに書かれている

内容が市が行うこと、市民活動支援センターが行うこととなっております。

あえて説明で言葉が必要ということの御指摘もいただいてますので、例え

ば３行目の欄に、補助金の交付など、「市民活動支援センターを拠点に」と

かいうような言葉を補足させていただいて、もう一度この文章を整理させ

ていただきたいと思います。以上です。 

 

（安藤会長）        他はいかがでしょうか。 

 

（吉川委員）        何度もすみません、校長会の吉川です。４８ページの分で、質問なり意

見ということで２点言わせていただくんですが、１．の「施策の概要」の

ところで、上から２行目に、後ろのほう、「人権問題を自分のこととして捉

え」という文言になっとるんですが、取組項目の②の２行目には、「地域の

人権課題」というふうになっています。これ、「問題」と書くのか「課題」

と書くのかでは、少し意味合いが違ってくる内容なのかなというふうに思

います。ここで意見を言わせていただくなら、ちょっと施策の概要のとこ

ろの「人権課題」という方向で書かれたほうがいいのかなというようなこ

とを思います。 

二つ目、先ほどの取組項目②の②の中学校人権学習交流集会の件なんで
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すけど、これの説明の１行目のところの後ろのほうに「人権についての学

習や取組を学び」となっておるんですが、人権についての学習を深めるこ

とは、当然、それを目標としてやっておるんですけども、「取組を学び」と

いうことについては、実は、このことが人権意識の高揚という部分とかぶ

るんじゃないかなと。これは施策の概要のところでも、先ほどのところ、

「人権課題」と変えますと、「人権課題を自分のこととして捉え、具体的な

行動や取組を行うこと」、これが人権意識の高揚の部分になってくる目標値

かなというふうに思いますので、この②のほうのところでは、「人権につい

ての学習を深め」で切ってしまって、「人権意識の高揚を図るため」とつな

いでいただくだけで十分、施策の概要とその課題意識とか、そういったと

ころが含まれるのかなと。現に、私がこれ、担当しとるんですけども、こ

の３年間担当させていただく中で、やっぱりこのことを意識してやってき

ていますので、引き続きその部分を取り込んでおいていただきたいなとい

うふうに思います。 

もっと欲を言えば、「人権課題や生活課題」というふうにすると、これは

学校関係だけじゃなくて、いろんな部分でこういうふうに活用するんじゃ

ないかなというようなことは感じるんですけども、これは私事です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。はい。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  人権啓発センター、宇瀧です。御意見ありがとうございました。最初に

言われました一番上の施策の概要のところの人権問題というところですが、

確かにおっしゃるように、人権問題というと、個別の何か一つ一つの問題

というふうにとらえられている趣旨かなと、私、聞いていて思ったんです

けれども、確かに法務省が定めているさまざまな女性の人権、高齢者の人

権というところも人権課題というふうなことだったかなと、ちょっと今、

うろ覚えですけれども、そういうふうにしますので、２行目のところは「人

権課題」として、下と合わせさせていただいたほうがよいかと思いました

ので、その方向で検討させてもらいたいというふうに思います。 

それから、取組項目②のところですが、これも施策の概要のところと合

わせて、リンクしてわかりやすくということをおっしゃっていただいたの

で、そのような形のほうがわかりやすいかなと確かに思いましたので、そ

の方向で修正を加えて、なおしていきたいというふうに思います。 

それから、最後に言われました生活課題というのは、取組項目②の①の

ところでという趣旨でおっしゃっていただいたんですかね。地域の人権課

題と生活課題という、ここに加えるという趣旨でしょうか。確認させてい

ただきたいんですけれども。生活課題という項目に加えるということです

か。そういう意味じゃなかったですか、すみません。 

 

（吉川委員）        失礼します。校長会の吉川です。おっしゃるとおりで、取組項目②の「学

校と地域の連携による人権学習の推進」というところで、一番身近なもの

としてとらえたときに「人権課題や生活課題」と、ここを変えていくのが、

よりよくわかりやすいかなと思っただけなので、別にここは全て「人権課

題」という部分に「生活課題」も入ってくると思うので、絶対変えなけれ

ばならないという意見ではないです。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  すみません、人権啓発センター所長です。生活課題というと、ちょっと

また違う意味といいますか、幅が広くとられるかもしれないので、ここの

ところは、地域の人権課題の解決だというままで行かせてもらったらとい

うふうに思います。以上です。 
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（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

今と同じところで、ちょっと相当疑問なんですけど、これ、成果指標の

１と２の違いがちょっとよくわからないんですけど。「人権についての学

習会等に参加したことがある市民の割合」と「住民人権学習」って、何か、

違いって何ですか。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  人権啓発センター、宇瀧です。成果指標の１番のほうは、先ほど申しま

した総合計画の項目と同じになっておりまして、市民アンケートによる結

果です。ですので、全てのという、市民ということでなくて、市に提出さ

れた市民の方で答えていただいた割合です。 

２番のほうは、丹波市の各自治会のほうで住民人権学習を行っていただ

いていますので、２９９自治会のうち何自治会が住民人権学習を行ってい

ただいたかというその報告をいただいている自治会の率になります。よろ

しいですか。２９９自治会のうち。 

 

（安藤会長）        いや、結局、これは、要は、聞いている人が抽出なのか全体が違うだけ

で、聞いてることは全く同じなんじゃないんですか。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長） １番のほうだと、住民人権学習に限らずということなんですけど、学習会

なので、例えば、企業、職場で例えば人権学習をされた場合も含むしとい

うふうなことでのアンケートなんですけれども。 

 

（安藤会長）        あと、２と３の実施率と参加者数、そんなに細かく聞く必要は。 

 

（宇瀧人権啓発センター所長）  これは、ちょっと前回の第１次の部分から引き継いできてしまっていま

すので、最初に教育総務課のほうから取組項目単位でということも、今後

再検討という話もありましたので、ちょっとここは、項目自体を検討しな

ければいけないかなというふうに思っております。今の分は、１次の分を

ちょっと引き継いだ形で置いてしまっていますので、ここはちょっと検討

が必要かとは思っております。 

 

（安藤会長）        何か、私が勝手にぱっと１、２、３を見てイメージするのは、何か、一

つ目は、まあ、このままか、もしくは２番か３番というのを持ってくれば

いいのかなと思いますし、二つ目は、せっかくだったら、学校において人

権学習をちゃんとやってるかどうかというのは、当然やってるんですけど、

聞いたほうが何かいいのかなって。３番目は、職場でこういう、指導主事

がする研修をちゃんとやってますかというのを、やっぱり当方がそれぞれ

の、全てに聞けてるような気がするので、ちょっと御参考までに考えてい

ただければと思いますが、どうですか。 

 

（久下委員）        久下です。丹波市においては、自治公民館活動費ということを交付しと

るわけです。２９９自治会に対して。その中で、環境とか人権とかいう項

目をやってくださいよ、だから公金出しますよということで、住民人権学

習を盛んにしようという公民館事業の一環という格好になってまして、い

わゆるカウントしやすい数字なんです。非常にカウントしやすい数字で、

人権が要はできてるなと、いわゆる法律に基づいた人権が、市の責務の、

そういうようなことで、これはやっぱり挙げさせてもろうたほうがええと

思うんですけど。 

 

（安藤会長）        だから、挙げるのは全然いいんですけど、三つ、同じことを三つ、一番

何か丹波のやってることをびしっというてるようなものを一つ、記入する
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といいんじゃないかなという気が個人的にするので、ちょっと御検討いた

だきたいということです。 

 

（吉川委員）        校長会の吉川です。この件に関して、私が勝手に想像しとったことが正

しければ、そのとおりやないかなと思うんですけど、１番というのは、市

民全体に対して、一年以内に人権学習にどれだけ参加したかという率で、

２番はこれ、自治会なり各コミュニティが責任を持って自分のところの地

域で人権学習会を開催しようと、自治会が開催した、要するに自治会数が

大筋じゃないかと、コミュニティ数。そのうち開催したのは１００％であ

っても、開催をしても、その地域で２人しか来うへんかったというのでは

その会の意味がないので、その開催した以上、自治会に住んでらっしゃる

方々の、例えば、１軒につき１人は来てねみたいな、ちょっとうちの村の

ほうでそういう会合してますので、そんなふうに捉まえると、その数字が、

この数字が正しいかどうかは別にして、ねらっていく三つの指標というの

は必要なのかなと。独特の内容なのかなというようなことは感じます。 

 

（安藤会長）        なるほど、わかりました。他にいかがでしょうか。まだ一言も言われて

ない方、どうでしょうか。 

とりあえず２番はこれぐらいにさせていただいて、３番のほうにちょっ

と進めさせていただきたいと思いますが、５０ページから６１ページにな

ります「学びを支える環境の整備」、６施策あるわけですけども、それにつ

いて御意見をお願いいたします。よろしければ、もし、まだ今日御発言の

ない委員の方にお願いしたいと思います。 

 

（坂谷委員）        自治振興会委員協議会の坂谷です。表のところで、「安全・安心な学習環

境の整備・充実」ということで、取組項目、我々、地域、それから子ども

達を見守る中で、教育委員会に質問したいということ、この③の「丹波警

察・ＰＴＡや地域と連携し「登下校時防犯プラン」に基づく通学路の防犯

対策の指導を行います」と出ております。教育委員会のほうで、実は、丹

波の場合、２５の小学校区があるんですけども、私のところは、吉見小学

校区なんですね。そこのところでは、ご存じのように、ステッカーをつく

ってましてね。こういう、吉見防犯パトロール会として。これを、こうい

うのをできるだけたくさんの役員が率先してつけてあげる、その他の人た

ちも、自分の車につけて、地域内を走る時にぐるぐる回りなさいよという

ことを奨励しとるんですけど、こういうふうなことで、こういうのでもっ

て、割とよくしてるんですね。こういうような、このまちはなかなか保護

者がやってくれる所やと思うんですけども、こういうことを２５の小学校

区、いろいろやっておられると思うんですけども、教育委員会のほうはど

ういう状況か把握をされておりますか、今。私のところは、こういうふう

ですけども、全体的に。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（前川学事課長）      学事課長、前川です。今、吉見小学校区の対応というところでお聞かせ

をいただいたんですが、他の学校区ではどのような対応をされているかと

いうところで、見守り隊の編成をしていただいたりというところで、その

内容について、どこの学校区でどういう活動をされているかというところ

を、主なところでは把握をさせていただいておるんですが、現在、この防

犯プランが開始された時期に、そういう調査をさせていただいたり、やっ

てるわけなんですけども、その後の内容について、さらに調査をというと

ころはできていない状況なんですが、その点についての、今回の振興計画
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の中でこういう項目をつけさせていただいておりますので、その点を十分

進めていくということでやっていきたいと思っております。 

 

（坂谷委員）        これから学校運営協議会、コミュニティ・スクール、学校運営協議会が

出てきますので、どんどんどんどん、我々地域と学校との関係がある意味

深くなっていきますし、特に通学路でも、とにかくＰＴＡ、安全通学路を

調べて、自治振興会へ言うてきなさいと、そしたら、我々がその市の当局

に対して要望を出したり、いろんなことをするからということでやってお

りますけど、今度、そういうコミュニティ・スクールということで、そう

いうことなので、よりよく、よりやすく連携がとりやすくなりますので、

いいなと思います。以上です。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  すみません、次長兼学校教育課長の足立でございます。今、吉見小学校の

取組をしていただきまして、普段からやっぱり自治会の中でそういった子

ども達の見守りをしていただいておることは、非常にありがたいなという

ふうに感謝しております。 

今、坂谷委員さんからのほうからも御意見がありましたように、学校運

営協議会の中で結構、防犯対策というか、そういった取り組みについて話

し合うような機会が結構出てきておりまして、今おっしゃったようなステ

ッカーをつくって、たすきをつくっていただいているところがありました

り、あるいは、Ｔシャツをつくって配っているようなところがありました

り、あるいは、各自治会でもボランティアというような形で登下校の見守

りをするというようなところもありますので、学校運営協議会がそういっ

た情報が少しずつ把握できるようになっておりますので、より詳細につい

て、こちらの防犯対策についても、共通理解ができるような体制が整って

くるというふうに感じております。以上でございます。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

 

（久下委員）        久下です、すみません。質問とかいう意味じゃなく、教えていただきた

いというようなことで、ページ５２ページで、２．取組項目の①の「ライ

フステージに応じた研修」ということで、このライフステージというのは、

教諭の年齢なんですか、教諭になった年数なんですか。ちょっとわかりか

ねるんです。どれをライフステージというか。通常は、ライフステージい

うたら、年齢でライフステージという解釈で、全てスポーツ振興計画もで

き上がっておるんですけど。 

それと、この管理職というのは、校長と教頭とだけですか。そうした、

そうすると、成果指標の２ですね。回答した場合ということで、大体、こ

ういう形になっていくのは当たり前やないかという気がするんですけど。 

次に、それと、ページ５５の成果指標、地場野菜の件です。これ、結局

変更されてますんで、説明を受けたいと思います。 

それと、ページ５７ページの成果指標で、２で、「常勤職員１人１台体制

の維持」、これ、維持できない何か要因があるんですかね。目標値を掲げん

といかんのですか。何かこれ、そういう要因があれば目標値になるんだけ

ど、何らなかったら、目標値にする必要ないんじゃないかと思ったりする

わけですけど。 

それから、次、５８ページなんで、ちょっとお聞きしたいと、これは全

体的にお聞きしたいんですけど、いわゆる小学校、小中学校に対するいわ

ゆる運営費は、地方交付税で来てるわけですね。そうしたときに、職員の

法律があって、児童生徒は４０人、１年生は３５人というようなことで、

それで教諭を配置しますよという中で、県のほうが、いわゆる教諭数に応
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じた地方交付税の数で、市は学校数、学級数、生徒数において地方交付税

の利用額を算定してるということで、今現在、少数学級がもう成立してる

わけですね。 

ということは、県が一般財源として、地方交付税を一般財源にできると

なってますので、それで逆に、補填してもろうて、こっちに配置してもら

ってるのか、そのあたりで、これは震災の借金も返してない兵庫県ですん

で、工事の借金を返してない兵庫県ですんで、これ、将来まで続くんです

かね。 

というのは、それが続かないということで、これ、いわゆる地域コミュ

ニティが、小学校区は地域コミュニティですよと、地域の教育を考える会

で、自治会長、もしくは振興会長らが委員長になって、いろいろまとめ役

を、統合ということはないんですよという中で、いろいろしとってんです

けど、そのあたりのこれ、将来の見込み、地域の教育を考えるときに、い

わゆる運営費の関係がどうしても発生してるから、将来統合せんといかん

のか、そのあたりの見解をお聞きしたいんですが。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  すみません、次長兼学校教育課長の足立でございます。まず、ライフステ

ージなんですけれども、大まかに先生方の層でいうと、若手、それから、

中堅、ベテラン、管理職というような、こういうような固まりというか、

そういうような形であるんですけども、ここでいうライフステージは、そ

れに照らし合わせて、大体２０代、３０代、４０代、５０代、そして、そ

の上が管理職というようなとらえ方で、ライフステージというようなとら

えに応じて研修を計画しているととらえていただけたらいいかなというふ

うに思っております。 

２点目の、５２ページの管理職研修の内容の数字が５０％回答した割合

の、この管理職研修についてなんですけれども、主に校長、教頭含め管理

職、それから、主幹教諭、それから養護教諭なんかにも主幹教諭がおりま

すので、養護教諭の中の主幹教諭、あるいは、事務職の中の主幹とか副主

幹とか、やっぱり学校全体をチームで高めていく上におきまして、そうい

った管理職というとらえで、やはり組織力を高めていただきたいというこ

とで、管理職としてのとらえとしては、校長、教頭だけではなくて、そう

いった方の参加も含めた研修というふうにとらえていただけたらいいかな

というふうに思っております。以上でございます。 

 

（前川学事課長）      学事課長、前川です。５５ページの地場野菜の使用割合という点につい

てなんですが、以前はこれ、目標値は３６％という形で、総合計画と同じ

目標値を挙げさせていただいておったわけです。ただ、総合計画でもそう

なんですが、数字、目標に対して相当な乖離が今、出てきております。生

産者のほうの高齢化といいますとか、天候不順でありますとか、他の要因

もあるわけなんですけれども、なかなか学校給食のほうへ出していただけ

ないというようなことになっておりまして、この目標値３６％というのが

果たして妥当な数字であるかというところを検討させていただいて、今回、

丹波市でなるだけ多くとれるであろうと思われる品目、１５品目に絞らせ

ていただいて、その上で３０％を目標として、食育のほうに生かせる範囲

である、３０％であれば食育に生かせるような範囲であろうということで、

この目標を設定をさせていただいております。 

それから、５７ページの指標の２番でございますが、「常勤教職員１人１

台体制の維持」というところで、これの指標をどうして挙げているのかと

いう質問でございますが、この点については、当然、校務支援システムで

ありますとか企業の支援の関係のシステム等も入っておりまして、これを

使うことによって、働き方改革のほうの時間が余裕ができるといううたい
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文句でありまして、その中で導入をしているシステムでございますので、

当然、教職員の方１人１台が当然、維持をしていかなければならないとい

うことを考えた上で、この目標値を出させていただいておるということで

ございます。以上です。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課長の足立です。５８ページの学校の適正規模・適正配置のと

ころですが、久下委員さんのほうからは、その地方交付税であったり運営

費のお話をたくさんいただいてますが、ここで挙げております適正規模・

適正配置というのは、お金というよりも子ども達にとってよりよい教育環

境を考えていく上で適正規模というものも今後考えていかなければならな

いという観点で挙げさせていただいております。 

特に、取組項目の２番のほうでは、平成２３年度に大きな基本方針を立

てていただいてますが、それが１０年を経過しようとしておりますので、

今年度、来年度のうちに見直しを行って、今後１０年の基本方針を立てて

いきたいというようなところで項目に挙げさせていただいております。以

上です。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

 

（吉川委員）        何度もすみません、校長会の吉川です。これが最後です。５８ページの

ここ、今回、意見を言うべきところではないのかもしれないのですが、１．

の施策の概要のところの表現なんですけど、これはちょっと変えていただ

いたほうがいいのかなと。というのは、子どもが減少しているから、良い

教育環境整備ができず、教育の質も悪くなりよるというふうに捉まえられ

るんではないかなと思うんです。現に、昨年度やったかの統合準備委員会

の中でも、そういった御意見が出されたような気もします。 

そうじゃなくて、物理的に限度があるわけで、そういったところの部分

を考えるならば、現状として減少していることがあると、そのことを踏ま

えて、よりよい、子ども達にとってよりよい教育環境整備といったらどん

なことなのかなということを検討したりとか、あるいは、教育の質は、落

としているつもりは毛頭ありませんので、その質のさらなる向上と充実と

か、そんなふうに文言を変えていただいて、小さい学校は小さい学校なり

に、それでもやっていくんやけれども、物理的なところで国の法律とか、

いろんなところでどうしても賄い切れへんところもあると。あるいは、子

供の人間関係づくりの中でどうしても賄い切れへんところがあるから、こ

んなふうにつながってきたんではないかなと思う内容なので、この書きぶ

りだと、生徒が少ないからいい教育ができないというふうにとらえられて

もちょっとこれ、まずいかなというような気はしておりますので、ちょっ

と表現を変えていただいたほうがいいのかなというふうに思います。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    御意見ありがとうございます。ちょっとここ、概要としてボリュームも

少ないですし、もう少し丁寧に説明した形で施策の概要を修正していくこ

とを検討させていただきます。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

５６ページと５７ページの一段、ちょうど坂谷委員からも御意見があっ

たところですけども、例えば、そういう地域でどういう方法案をやってい

て、そういう情報収集が出て、教育委員会が知らない成果指標を入れても

いいんじゃないですか。ここ、多分、取組項目と追加資料、ちょっとずれ
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があるというか、答えていないようなことで、そういうのを改めて入れて

いったらいいのかなと思いましたけど。 

 

（前川学事課長）      学事課長、前川です。ありがとうございます。今回、この法案プラン等

につきましても、この辺については、丹波警察でありますとかＰＴＡ、協

力者達で取組をさせていただいておりますので、その中で指標をどういう

ふうにとらえていくかというところで、なかなか難しいところもあったり

しますので、その辺検討させていただいて、何とか取り入れられないか、

挙げていきたいというふうに思います。以上です。 

 

（安藤会長）        他、いかがでしょうか。もしないようであれば、さかのぼって、第３章

の審議に入りたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。めくってい

ただいているということは、よろしいということでしょうか。 

では、３章のほうの審議に入りたいと思いますので、１６ページです。

基本構想のところについて御意見頂戴できればと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

（久下委員）        すみません、久下です。たびたび、もっと言いましてすみません。それ

で、ページ１６ページで、文言のことであまり聞かれたことないんですけ

ど、基本目標で「地域に誇りを持ち」のこの「持ち」の漢字、いわゆる、

上のほうに、基本的なやつを「もった人」とかいうて、これ、平仮名にな

ってるんで、これ、漢字、あまり見た感じ、よいないなと思うたりするん

ですけど。 

それと、これ、ページ２で、いわゆる、１７ページで、「地域の人的・物

的資源の活用」というようなことで書いてあるわけなんですけど、いわゆ

る丹波市の人口ビジョンを見ましても、４０年後には４０％になるんやと

いうことで、地域資源の活用とかできる状態でないようなことがもう目の

前でわかってるのに、要は、あとは、外部からの人材をどう入れるかとい

うことの視点を変えていったほうがええと思うんですけど。 

それと、ページ、これちょっとわからんですけど、１７ページなんです

けど、この３つの基本方針は、３の基本方針の下に入るんですかね。基本

目標が、と思うたりします。 

それと、「「地域とともにある学校」へと転換」とあるんですけど、「「地

域とともにある学校」へと転換」というて基本方針にあるんですけど、ち

ょっと考え方のあれなんですけど、いわゆる昔、明治の大合併で、村々が

学校によって村で小学校をつくれということで、小学校ができて、それが

地域のコミュニティの中心であるということになっとるわけなんですけど、

いわゆる地域とともにある学校ということが転換と、転換できるんですか

というふうに。いわゆる小学校区がなくなってきよるわけですね。小学校

が減りよるわけですね。地域のコミュニティの中心ですということが、も

う青垣ではなくなったわけですね。そやのに、地域とともにある学校への

転換、何か矛盾しているような気がするんですけど。すみません、以上で

す。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。今、最後の、ちょっと久下委員がおっしゃったこと

の意味、よくわかるんですけども、ただ、確かに明治にあった村ごとに学

校をつくってきましたと、ただ、平成の、令和というんでしょうかね、な

ったときに、青垣が一つになったのであれば、あのエリアの人は、そこを

やっぱり自分達の地域の学校だというふうに多分、考えていただくために、

多分、今後コミュニティ・スクールであるとか、いろんな熟議であるとか

っていうのを多分、市教委のほうは計画をされていってるんじゃないかな
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とは思うんです。もちろん、その長くあった学校へのというのはわかりま

すけれどもというようなところなのかなと思うんですけど。 

 

（久下委員）        そうであれば、転換という格好でするんではなくて、進展とか何か違う

言葉もどうですかという意味だけなんです。 

 

（安藤会長）        というようなことも含めて、いかがでしょう、事務局、何かあれば。 

 

（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。今、本当に転換というか

経過というか、過程のことでということで言われたので、それは一つ、こ

ちらのほうも考えさせていただきたいなというふうに思っておるんですけ

ど、やっぱり今のところ、地域と学校と家庭というものの役割ということ

が非常に求められてて、子ども達を教育していくに当たって、もう一度、

やっぱり地域と学校と家庭が子どもを中心に置いて、学校というものを舞

台にしながら、ともに子どもを育てていくということで、もう一度やっぱ

りタッグを組んで事業をされているという中で、やっぱり地域とともにあ

る学校づくりというのは注目されてきていると思っています。 

「地域に開かれた学校」ということで、従来は、学校はどちらかという

たら、学校のことを知ってくださいねということで情報発信はしているん

ですけれども、なかなか地域のほうとしても家庭のほうとしても、学校は

そういって言っていると、これだけのことは協力してるんやというような

ところで、どうしても、ともに子ども達を育てていくという意識が若干、

家庭の核家族化であったり少子化であったりしながら弱まってきてるとい

う状況もあるので、あえてやっぱり「地域とともにある学校づくり」とい

うことを進めていきたいという思いで、こういったことが出てきていると

は思っていますので、やっぱりそこに転換をしていくという意味は込めて

いるというふうにとらえていただけたらというふうに思うんですが。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課長の足立です。１点目の「地域に誇りを持ち」という、「持つ」

というこの漢字を使っている分ですけども、これも第３回当たりの審議会

からずっと今後の教育の方向性であるとか、前回であると章立て、骨子を

検討いただく際も、こういった形で御提案申し上げて、実は、今年度の丹

波市の教育の実施計画あたりもこの表現で言っておりますので、ここはこ

の表現でお世話になりたいなというふうに思っております。今後５年間に

ついても。 

それと、文言の中で、１７ページでしたか、地域の人的・物的資源と、

人口減少が続いているというお話もいただきましたが、今後の計画の中で、

特に人は減っていくんですけど、さっきのコミュニティ・スクールの話じ

ゃないですけど、やっぱり地域の方々のお力を借りながらとか、あるいは

丹波のフィールドで学ぶというような観点から、丹波市ならではの資源を

活用していくということで、人的・物的資源というようなことを書かせて

いただいておりますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

それから、この１７ページ中段に３つの基本方針というのを枠で囲って

おりますが、これは基本目標を掲げていく中で、この基本目標を達成する

ために具体な施策を３つの方針のもとに展開していくんだということで、

基本目標の最後に基本方針３つを掲げさせてもらって、その基本方針は、

具体にこうですよというのを１７ページ中段に説明という形で書かせてい

ただいてますので、位置としても、この位置でよいのかなというふうに思

って書かせていただいております。以上です。 

 

（安藤会長）        これそうなると多分、この３つの基本方針の四角の一個上の行に、「そこ
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で、次の三つの基本方針を立てます」というような一言があったほうが、

ああ、だからかっていうのはわかるかもしれないですね。 

 

（足立教育総務課長）    はい。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。後、予定の時間で言えば、後１０分ぐらいなん

ですけども。ただ、まだまだ御議論いただいて構いませんので、ぜひ御発

言を。 

いかがでしょうか、３章は。第３章がもうないようであれば、もう一度、

今度は全体というのがあるんですけども、そちらのほうに移りますけれど

も、よろしいでしょうか。全体は１章からで。 

 

（久下委員）        久下です。すみません、ページ１ページの前文。前文で、他のところで

すけど、一番最初に、「次期学習指導要領」ということがわからへんのです。

次期学習指導要領というのは何ですかということが、すぐに疑問になるん

です。それは、見とりましたら、ページ１４ページで、約１０年ぶりに全

面改定された云々と書いてあるのですね。それがいわゆる小学校だったら

平成３０年度から移行期間となり、令和２年度から、中学校は令和３年よ

り全面実施される指導要領が、この「次期指導要領」ですかね。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）そのとおりです。 

 

（久下委員）        だから、逆に言うたら、それを先に出してきて、以下を「次期学習指導

要領」と言うという格好に。そうしないと、後のほうにしか、この「次期

学習指導要領」の経緯が出てこないんですよ。すみません。 

次に、ページ３ページで、括弧の「実施計画で単年度で主要なものにつ

いては」のこの「主要なもの」というたら、どういうことをお考えか、ま

たお聞かせください。どんなものか。 

次に、ページ７ページの⑦なんですけど、一番下のところで、「近年、市

内全域において、過疎化や少子高齢化に伴う」いうて、またこの「過疎化」

いうたら、あまり今ごろ聞かんような言葉になってきたと思うたんですけ

どね。もう過疎化も進展して、もう過疎化ですんで、そもそもしてますん

で。ちょっとすみません。 

次に、ページ１２ページの下のほうで、「技術革新の進展により、今後１

０年～２０年後には日本の労働人口の相当な割合」と書いてあるんですけ

ど、これ、労働力人口、いわゆる、生産人口とかいうて、生産力人口とか

ってこれ、「労働力」、「力」を入れるべきじゃないですか。厚労省の統計で

も「労働力」という、「力」という人口にしてますので、そのあたりをちょ

っと、どうなんですかね。 

それと、ページ１３ページ、ちょっとひっかかるんですけど、１３ペー

ジで、「今後女性活動推進のためのリカレント教育」と。これ、リカレント

教育は基本的に就職した人がまた学習するというようなことで、女性だけ

にひっかけるものではないと思うんですけど。 

次に、ページ１４ページで、一つお聞かせ願いたいのは、③いわゆるい

じめ、不登校等への対応はということで、「等」の中に基本的には不登校と、

いわゆる隠れ不登校とかありますやん。それが大体３倍やと、不登校の３

倍やと言われている中を、これ、「等」という中にそれが入っておるという

解釈やけど、あまり一方で入れ過ぎなのかなと思うたりするんですけどね。

不登校を１としたら、氷山の一角で、３倍はいわゆる隠れ不登校ですよと

いうデータが出とるような感じなので、そのあたりはどうなんかなと思う

た次第です。 
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それと、日本の子どもの７人に１人がというようなところでしたけど、

日本の子どもの７人に１人が貧困であるということで、これ、２０１５年

度厚労省のデータやったら、子どもは１７歳以下という定義がしてあるわ

けですね。だから、これ、「約」をつけるべきではないですかね。大きくく

くった場合は。厚生労働省とか、これ、１７歳以下を子どもという格好で

カウントしているように思うんですけど。そういうようなことです。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（久下委員）        いいですけど、労働人口というあれですけど、経済部では、生産年齢人

口というように統一してますね。だから、そっちのほうがいいかもしれま

せん。１５歳から６６歳までの生産人口という考え方をしたほうが、と思

います。 

 

（足立教育総務課長）    たくさん御意見ありがとうございます。教育総務課長、足立です。ちょ

っと一度、精査をさせていただいたりする中で、注釈をつけることで御理

解いただける部分もあろうかと思いますので、ちょっと整理をさせていた

だきたいと思います。 

基本的にはこれ、国の教育振興基本計画、あるいは県の教育振興基本計

画から大きな流れのところをとっている部分もありますので、ちょっと再

度、そちらも確認をしながら整理をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 

（久下委員）        国とか県の場合、用語の定義が書いてあるんですね。用語説明が。この

丹波市がつくる全ての基本計画が、用語説明がないんですよ。という意味

です。 

 

（足立教育総務課長）    はい。 

 

（安藤会長）        久下委員が最初に言ってた「次期指導要領」という件なんですけど、例

えば私たちの業界だと、半分、実施の年というよりは、告示された年で言

うんです。僕らの業界は。研究者だと、あまり実施年で言う人はいないん

ですけど、どっちが一般的でしょう。学校現場とか行政は。 

要は、国が４年後からこれをしますよと言った年で書いて、それで後々

のほうに何年から実施されますって書いたほうがわかりいいのか、そもそ

も令和何年から小学校で、中学校で完全実施される指導要領って書いたほ

うがいいのか、ちょっとその辺も含めて、ちょっと広げて検討いただけれ

ばいいのかなというような気がしますし、もしくは、恐らくそもそも、そ

れ自体は全部、注記というか用語なりに入れたほうがいいんでしょうか。 

 

（久下委員）        とにかく、一番最初に「前文」で、「前文」って本来は、憲法の学校基本

計画、あれしかなかった、４本しかなかったけど、それが今、条例でもい

ろいろなもの、全部下に入れられたんですよ。だから、前文て、物すごく

大事なものなんです。 

 

（安藤会長）        新しい指導要領にも「前文」が入りましたので。その辺も含めて、少し

用語集というんでしょうかね、そういうのがあると非常にわかりやすいか

と思います。 

予定の時刻にちょうど今、なってるんですけども、何かありましたら。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課長の足立です。失礼します。今日、いろいろと御審議ありが
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とうございました。いろいろと御意見をいただいた中で、修正を加えてい

かんなんところ、それから、注釈を加えていったり、用語の定義等も言っ

ていただきました。 

冒頭、私のほうからも、取組項目に対する成果指標ということで、そち

らのほうも整理をしていくということで、実は、前回の審議会では、素案

に対する検討１回で、次の段階へ行くというようなスケジュールをお示し

させていただいてたかと思うんですが、今日の審議の中で、もう少し修正

を加えたものをさらに確認をいただいたり、審議をいただいたりする必要

があると思いますので、次回の審議会で、今日の修正したものを再度、御

議論いただきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。今、事務局から提案として、いま一度、この今回の

意見を踏まえた後、さらに精査してから御意見をもう一度、事務局のほう

で素案を修正したものを次回の審議会でもう一度、御議論していただくと

いう形でよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（安藤会長）        それでは、皆様からそういった御意見をいただきたいと思いますので、

もう一度、新たに審議する過程を設定して、再審議したいというふうに考

えております。 

それでは、一応、今日のところの審議はこれで終わりということでお認

めいただきたいというふうに思います。 

 

次第           ４ その他 

 

（安藤会長）        それでは、続いて、４のその他に移りたいと思うんですけれども、事務

局より何かございますでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    事務局からは特にございません。 

 

次第           ５ 次回の審議会日程 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。それでは、次回の審議会日程についてでござい

ます。この件について、事務局のほうから提案をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    教育総務課長の足立です。それでは、次回の審議会につきましては、令

和元年９月２７日金曜日の午後２時から、この会場で開催させていただき

たくお諮りを申し上げます。以上です。 

 

（安藤会長）        よろしいでしょうか。 

 

（吉川委員）        ９月２７日は、丹波市の中学の新人大会が金、土とありまして、それで

動くことになっちゃうんですけど、別に私、欠席でも。 

 

（足立教育総務課長）    ちょっと議会とかの都合もあったりして、なかなか日がとれなくて、こ

こしか候補日がないんですが、何とか御容赦いただけたらと。 

 

（安藤会長）        では、吉川委員には事前に御意見や質疑事項を寄せていただいてという

ことで、ぜひお願いします。 
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次第           ６ 閉会 

 

（安藤会長）        それでは、ありがとうございました。本日、ちょっと予定をしていた議

事が全て終了しました。少しちょっと時間が押してしまいまして、申しわ

けありません。ただ、熱い御議論に御協力いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

それでは、閉会に当たりまして、副会長のほうから。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、第５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。本日は、活発な議論ができたんではないかというふうに

思っております。長時間にわたり、会議進行に協力いただきまして、あり

がとうございます。気をつけてお帰りください。よろしくお願いします。

ありがとうございました。 

 

 


