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第６回丹波市教育振興基本計画審議会 

 

◇開 会  令和元年 ９月２７日（金） 午後 ２時００分 

◇閉 会  令和元年 ９月２７日（金） 午後 ３時４５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  近藤 泰三  荒木 真也 

       小山八重子  壇  宣枝  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）    皆さん、こんにちは。教育総務課の足立です。定刻になりましたので、

ただいまから第６回丹波市教育振興基本計画審議会のほうを始めさせてい

ただきます。本日はお忙しい中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のほうを進めさ

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。大きな冊子と施策の一覧表というようなも

のを出していただいております。また、机上に本日のレジュメ、それから

用語説明のほうを追加資料として配付させていただいておりますので、御

確認くださいますようお願いいたします。 

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。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

までの終了予定で御審議を賜りたいと存じます。 

 

次第           ２ あいさつ 

 

（足立教育総務課長）    それでは、レジュメ２番のあいさつ。当審議会の安藤会長から御挨拶を

いただきます。 
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（安藤会長）        皆様、こんにちは。本日はお忙しい中ありがとうございます。今回の審

議会が実質的に、本格的に御議論いただくのは最終回になるというふうに

考えております。次回、答申となりますので。よりよい教育振興基本計画

づくりのためにも、短い時間ではありますが、充実した議論ができるよう

に努めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。それでは、協議事項以降につきましては、会

長のほうで進行をお願いいたします。 

 

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番の協議事項に参りたいと思います。（１）第２次丹波市

教育振興基本計画（素案）についてです。協議事項に入ります前に、一つ

お願いがございます。先ほど事務局のほうからもありましたが、会議録を

作成する関係上、発言の際には御氏名を発せられてから御発言のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、表題の第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、８月２６日の第５

回の審議会で皆様方から御意見をいただき、修正を加えたものとなってお

ります。修正箇所は赤字で表記されております。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きますことを御了

承願います。 

それでは、最初に事務局のほうから、このことについての説明をお願い

いたします。 

 

（足立教育総務課長）    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。

計画素案につきましては、前回審議会での御意見、事務局側での字句の統

一、成果指標の見直し、また、現在策定中の総合計画との整合性を図るた

め、修正や追加等を行っております。修正箇所につきましては、先ほど会

長さんのほうからもありましたように、赤字で記入をしておりますので、

御確認をいただきたいというふうに思います。 

次に、２枚ものの「各施策成果指標一覧」という資料を事前に送付させ

ていただいております。こちらにつきましては、前回の審議会において成

果指標の考え方、目標値の設定方法等についてわかりにくい部分もあると

の御意見から、それぞれの指標について、設定の考え方、目標値の算出方

法・考え方、また、指標の出典について記載をしております。御確認をい

ただきたいと思います。 

最後に、本日、追加資料として用語解説を配付させていただいておりま

す。御審議をいただきながら、御確認をいただけましたらありがたいとい

うふうに考えております。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す。それでは、協議に入りたいというふうに思いま

すけれども、進め方としましては、前回同様、分けて進めたいと思います。

まず、前文と、次に第２章というふうに、章ごとに審議をお願いいたしま

す。なお、修正箇所を中心として御意見等頂戴できればというふうに思い

ます。 

それでは、最初に資料の１ページから１１ページの前文と第１章につい
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て、質疑、御意見等がございましたら、御発言のほどよろしくお願いいた

します。 

 

（委員）           前文の中で、「最善解を導くことができる力」という部分があるんです

が、この「最善解を導く」ということが非常に曖昧でありますので、ペー

ジ１７のほうに「よりよい解決策を見出す力」と書いてあるんです。ペー

ジ１７。 

 

（安藤会長）        どの辺でしょうか。 

 

（委員）          これね、上から、最初の９行で、「コミュニケーションを取りながら、最

善解を導くことができる力」ということを書いてあるんですが、非常に最

善解という言葉がわかりにくいということで、総称を見よりましたら、ペ

ージ１７で、７行目に「コミュニケーションを取りながら、よりよい解決

策を見出す」と、力ということが書いてあるんで、ここは合わせたほうが

いいんじゃないかと思ったりしました。 

次に、ページ５で、１行目で、「全市１３園」と。それで、結局、「全市」

と「本市」がいろいろ使うてありまして、文章を読みましたら、これ「本

市」のほうがいいのか、「全市」のほうがいいんか、私はこれ、全体の計画

なんですけど、「全市」と「本市」が、使い方がちょっとわかりかねるんで、

それをちょっと統一したほうがいいんじゃないかなと思ったりします。

「全市」でも「本市」でもどちらでもええんやけど、読みにくいなと思っ

て、ということだけです。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。いかがでしょうか。では、事務局に御回答いた

だく前に、その他、委員の方で何かあります方、いらっしゃいますでしょ

うか。 

では、お願いします。 

 

（足立教育総務課長）    御意見ありがとうございます。まず、１ページ目のところ、確かに御指

摘のように、１７ページと同じ意味合いであるかなと思いますので、ちょ

っとまた確認の上、修正するんであれば、していくということにさせてい

ただきたいと思います。 

そしてまた、ページ５の認定こども園が「全市１３園」という表現にな

ってますが、これは、「本市」というのは、いわゆる丹波市のことを言って

ますし、この、ここでの「全市１３園」は、市内全域がという意味での全

市という使い方で、少し意味合いを変えているつもりではありますので、

御理解いただけないかなというふうに。市内全域というような意味で「全

市」と書かせていただいております。 

 

（委員）          「本市」も全域ではないんですか。だから、「当市」とか「全市」とか「本

市」とか。これ、「全市」ということで、そういう、これ、市だけという格

好で、どうなのかなと思うんで、それだけ、この計画自体がシビアに物事

を考えてはるかなと思ったりするわけやけど。 

 

（足立教育総務課長）    ここについては、丹波市ということを言うんじゃなしに、市内全域とか、

そういう意味での「全市」ということで、他とはちょっと、「当市」とか「本

市」とかという使い方とは違っておるというところです。 

 

（安藤会長）        他に、前文と第１章につきまして、何か御意見等ございますでしょうか。 

それでは、まず先にちょっと進めさせていただいて、また後で１からも
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う一回ということにさせていただきたいと思います。 

続いて、１２ページから１５ページにかけての第２章について、御意見

等ございますでしょうか。 

 

（委員）          ページ１３ページで、間違うとる云々ではないんですけど、（２）の「子

どもを取り巻く環境の変化」の中の丸点の二つ目です。そこの２行目で、

「身近に相談できる相手がいないといった家庭教育を行う上での課題が指

摘されています」という中で、ページ６ページで、６ページの１行目、「地

域で孤立しがちな保護者」という、孤立ということでインパクトを上げて

おるんです。今度の場合も、「身近に相談できる相手がいない子育ての孤立

化といった家庭教育」といった、「孤立化」とか、そういう今言う、使われ

てますので、そのあたりをどう出しておるかなと思いますし。 

 

（安藤会長）        これは、１３ページのほうの表現をもっと６ページのような表現にした

ほうがいいんではないかという。 

 

（委員）          「孤立化」ということです。孤立化が改善されているわけではないので、

除かんほうがいいんではないかなという意味です。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃっていただいたのは、１３ページの「身近に相談できる相手

がいない」というところと、もう一つ前の施策の６ページですね、「地域で

孤立しがちな」というところを合わせればというような御意見だったかと

思うんですが、こちらの１３ページのほうは、いわゆる核家族化等、いわ

ゆる世帯構造の変化によって、家庭内でも相談できる相手、おじいちゃん、

おばあちゃんがおってないとか、そういったところを課題として挙げてい

るという観点で書かせていただいております。 

また、６ページのほうは、そうでない地域の中で孤立した保護者もいら

っしゃるというようなところでしておりますので、家庭内でのことと地域

内でのことというような意味合いで書かせていただいております。以上で

す。 

 

（安藤会長）        どうですか。 

 

（委員）          後で入ってくるのは、家庭教育というところは変わらないから、孤立と

いうことが改善されたような受け取り方になってしまわないかなと思った

だけです。だから、受けるのは、家庭教育を受けますので、文章全文は。

それがちょっと気になったものやから。 

 

（足立教育総務課長）    すみません、重ねになりますけど、この１３ページのほうは、①の「家

庭の状況の変化」ということで、地域のことは、②でまた書かせていただ

いてるんで、そこで分けているということで、何とか御理解をいただきた

いなと思います。 

 

（安藤会長）        他で、第２章で何かございますでしょうか。 

それでは、続いて、１６ページから１９ページの第３章に、まずは進ん

でいきたいというふうに思います。第３章について、何か御意見のある委

員の方、いらっしゃいますでしょうか。何もないようであれば、次に進み

ますけれども、よろしいでしょうか。 

では、これについても、また後ほど、再度お伺いするということで、先
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に進みたいというふうに思います。 

第４章ですね、２１ページからの第４章については、基本方針ごとに進

めていきたいというふうに思います。 

それでは、まず「生きる力を育む学校教育の推進」ということで、２２

ページから３５ページまでですね。この中で何か御意見等ございましたら

よろしくお願いいたします。 

 

（委員）          ３０ページを開けていただきたいと思います。「生きる力をはぐくむ学校

教育の推進」で、認定こども園からなんですが、３歳から５歳の幼児教育

に関しては、教育委員会さんにもお世話になって、研修をたくさんさせて

いただいているところなんですけども、０歳から２歳の保育・教育に関し

ましては、ちょっとどうなっているのかなというところが施設長会からも

よく話が出ているところです。この「幼児教育・保育の推進」というふう

に書いてあるんですが、これはちょっと具体的に、具体的な形として見え

てこないねというふうに話をしておりまして、こども園には０歳から５歳

の子どもがおります。 

御存じのように、０歳児からの保育といいますが、教育がこれからの人

間形成に対してどれだけ大事であるかというのは、もう皆さん御存じのと

おりだと思うんですけども、そういったところを踏まえまして、幼児教育

なんですが、ここに「乳児」という言葉もちょっと入れていただきたいな

というのが正直なところでして、まず、施策の概要のところから、ちょっ

と赤字で直してあるところからなんですけども、今、家庭教育の役割がす

ごく薄くなってきていまして、ちょっと言葉は悪いんですけども、丸投げ

状態のところもあったりして、それが今、すごく大きな課題になっている

と思っています。 

ここ、２行目です。「丹波市では、民間の認定こども園がその役割を果た

します」、確かにそうなんですが、基本は家庭教育だと思っておりますので、

ここに「家庭と協力しながら」ということの明記はどうでしょうか。「丹波

市では、民間の認定こども園が家庭と協力しながらその役割を果たします」

という文言をちょっと入れてはどうかなと思います。 

あと、０歳児の教育・保育をちょっと考えて、次にちょっと言葉を入れ

ていただきたいなと思うところがありまして、２行目の真ん中辺から、ち

ょっと読ませていただきます。「幼児の主体的な遊びが心身の調和のとれた

発達の基礎を培う重要な学習であること、また、乳児期は、情緒的なきず

なが形成される大切な時期であることを考慮し、認定こども園における乳

幼児期の教育・保育の質の向上に向け支援します」というふうに、乳児期

のことをちょっと入れていただけるとよいのではないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。この文面だけですと、どうも３歳から５歳の幼児だけ

のようにもとれるのかなと思ってしまいますので。 

あと、取組項目②の「小学校教育の円滑な」というところ、これはこの

ままでいいんですが、ちょっと提案なんです。取組項目①のところで、例

えば、「幼児教育・保育の質の向上」なんですが、例えば「乳児・幼児教育・

保育の質の向上」と入れていただいて、例えば、①と②を②と③にしてい

ただいて、①を新たにつくっていただいて、これは私の個人的な意見なん

ですが、０から２歳児の保育の質の向上として、例えば、安全面に協力し

ながら、０歳児はほとんどもう、命を預かっていくっていうような大変、

そういう現実があります。それで、安全面といいましても、食物アレルギ

ーでありますとか、病気の感染でありますとか、あと、こういう小さい子

どもは本当に誤飲とか誤食がありますので、そういった事故防止、そうい

ったものを全部ひっくるめて、「より安全面に考慮しながら、愛情豊かに合

同的な保育が行われ、情緒が育まれることが望ましく、研修などを通して、
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保育の質の向上を図ります」みたいな、そういった文面を入れていただい

て、今後、未満児と言ってるんですが、０から２歳児の保育に対しての研

修も積極的に行っていけたらいいかなと思ってるんで、またこの辺、ちょ

っと御検討を願いたいなと思っております。よろしくお願いします。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   貴重な意見、ありがとうございます。非常に大切なところだなというふ

うにこちらも考えております。今いただいた御意見を参考にさせていただ

きながら、もう一度、こちらの課の中でも検討させていただいて、思いが

同じような方向になるように進めていきたいと考えております。以上です。 

 

（安藤会長）        恐らく、今言っていただいた案を、一度、メールか何かで多分、事務局

に送っていただいたほうが、多分、事務局の精査というか、整理しやすい

と。今ちょっと、耳だけでは、ねらいにちょっと理解がついていかないの

で、後日でいいので、事務局のほうに、ちょっとそれは御連絡のほうお願

いいたします。貴重な御意見ありがとうございます。 

他はいかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    この基本方針１のところで、全体にもかかるところなんですが、この審

議会で御審議いただいているのと並行してではないんですが、教育委員の

意見聴取なんかも行っております。そういった中で、２８ページ、２９ペ

ージの施策１－（４）「丹波市のフィールドを活かした教育の推進」という、

今年か今期、新規の施策として挙げさせていただいているんですけども、

ここについては、丹波市らしさを出していくというようなところから、も

う少し資源の掘り起こしといいますか、洗い出し、そういったところ、あ

るいは、フィールド活用のイメージができるようなものを書き込んでいっ

てはどうかというような意見も教育委員側からもいただいておりますので、

この審議会での御意見と併せて、そういったところも修正をしていきなが

ら、案をまとめていきたいなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いしたいというふうに思います。 

 

（安藤会長）        今の事務局からの提案ですね。基本方針１の施策１－（４）ですか、そ

れについても教育委員の皆様からも御意見があったそうですが、本審議会

の委員の皆様からも何かありましたら、お示しいただければと思いますけ

ど、いかがでしょうか。 

では、御意見がないので、私から、ちょっと質問を。この「丹波市のフ

ィールドを活かした」っていうところについて、丹波竜と水分れっていう

のが具体的に出ているんですけども、例えば、丹波市外に住んでいるもの

としては、豆とか何かそういうのが、何か丹波ってイメージがあるんです

けど、あと、他にも何でしたっけ、青垣のほうに何かありましたよね。な

かったでしたっけ。何かそういった、いろいろ丹波市のものがある中で、

何でこの二つが特に取り上げられているのか。多分教育委員さんの言って

いる、もっと具体の資源というのは、それから、例えば、丹波市、幾つか

のエリアがあるわけで、そういうのも何か１個ずつ出せば、そういう意味

合いではなかったんですか。それがちょっと、私、その会議には出ていな

いので、何か感触としてはわからないんですけど。 

 

（足立教育総務課長）    今、会長さんおっしゃっていただいたように、代表例として今、おっし

ゃっていただいたところは挙げているつもりなんですけども、おっしゃっ

ていただいたように、他にもいろんな資源が丹波市内、あります。そうい

ったものを掘り起こしていくことというのも重要なことですし、そういっ

たことから学びのおもしろさとか、あるいは、学校帰りの子どもが専門家
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から学べることで、地域に誇りを持ったりとか、そういった広がりをこの

施策の中でイメージしていくことが大切ではないかというようなことを教

育委員のほうからは聞いているということなので、ちょっとそういったと

ころで、具体にどう修正するかというのは、ちょっとまだ出てないんです

けども、修正を加えていきたいなというふうに思っております。 

 

（藤原教育部長）      先ほど会長さんのほうから、丹波竜と水分れフィールドミュージアムの

二つだけが具体的に出ているというような話もあったんですが、丹波竜の

ほうは、御存じのように、この下にちーたんの館がありますし、何年か前

から調査に小学生が体験学習をしてるというようなことがあるという点、

それから、三つ目のフィールドミュージアムについては、現在、水分れ資

料館のほうを改修が始まるというふうなことで、来年の８月から新たな資

料館、合わせてその周り、周辺も含めて、フィールドミュージアムという

ことでつくってまいりますので、それに合わせてさせていただいていると

いうことでございます。 

また、青垣のほうで、さっき言われた、多分、いきものふれあいの里で

はないかなというふうに思います。これも、氷上回廊の関係にありますの

で、その辺も含めてということなんですが、一応、代表で二つ書かせてい

ただいたというふうなことでございます。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。他に何かございますでしょうか。お願いします。 

 

（委員）          そのふるさとの中で、今、二つ大きく挙げられてるんですが、今、小学

校６年生は、丹波竜を活用した学習ということで、市内の小学６年生は、

ずっとちーたんの館であるとか、上久下の駅の中に行かせていただいてる

部分があって、このとおりの学習をされておるわけなんですが、３番のこ

の氷上回廊、水分れのも同じようなスタイルになるのか、そこに挙げられ

ておるということは、そういう何か具体的な市からの取組として入ってく

るのかなということがあるんですけど、その辺の内容はわかりますかね。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   今、ここに丹波フィールドミュージアム、水分れのフィールドミュージ

アムって挙げさせていただいてます。今、学校教育課と、それから文化財

課と話をしながら、どういった施策ができるかなということで、具体的な

部分を話し合っている段階ですので、今現在、こんなことをしています、

いきますと、協議を行っているようなことをするのかどうかっていうあた

りまでは、まだ具体的にははっきりしていませんので、今後検討を進めて

まいりたいというふうには考えております。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（田中副会長）       ３４ページですね、施策の概要というところで、「またＳＮＳ」というと

ころの次の行ですかね、「性的マイノリティ等の人権課題は複雑化・多様化

していることから」という、その「性的マイノリティ」という表現がどう

なのか、ちょっとわからないんですけど、今、ＬＧＢＴというように、も

うはっきりというか、イコールというようには、また違うかもわかりませ

んけど、ＬＧＢＴというのは、もうかなり一般化していますので、そのほ

うがいいんではないかなというようなことを、ちらっと思ったんですけど。 

 

（足立教育部次長兼学校教育課長）   非常に大切な意見をいただいたなと思っております。性的マイノリティ

というよりも、ＬＧＢＴのほうがよいんじゃないかという意見をいただき

ましたので、そこら、こちらも検討させていただいて、一番よい形で表現
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させていただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

（安藤会長）        よろしいですか。他はいかがでしょうか。 

 

（委員）          ちょっと質問なんですけど、結局、教育委員会がつくった内容が、言わ

れた、今さっき、一度あるところですけど、教育委員会で考えられるとい

うことが、審議会を通らないで、今度、答申のところで入ってしまうわけ

ですね。今言いよったった、そのあたりはどうなんですか。結局、審議会

で審議したものが答申として出るという中で、前提が変わってないものが、

そこはつけ加えて、変更されたものが出てしまうと。そこのあたりはどう

いう。プロセスの了解だけは今からいただかないと。 

 

（足立教育総務課長）    今、おっしゃったように、ここの審議会で審議していただいたものを積

み上げていって、最後、答申ということにはなるんですが、それに加えて、

今言いました教育委員会とか、今後またパブリックコメントもとっていく

中で、これは答申になるまでに、またパブコメの意見も反映して、最終的

に次回、今日の今後のスケジュールにはなるんですけども、最終的にはこ

の審議会で、最後の御了解をいただいて、答申というふうにしていきたい

というふうに考えておりますので、他の機関の意見も最終的には反映をさ

れていくということで、御理解いただければありがたいです。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

それでは、一旦ここは、次のところに進めさせていただきたいと思いま

す。続いて、基本方針の２「生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推

進」ということで、３６ページから４９ページになりますでしょうか。そ

この施策、基本方針２について、御意見のある委員がいらっしゃいました

ら、お願いいたします。 

 

（委員）          ページ３６ページで、いわゆる成果目標、３の成果指標で、「朝食を毎日

食べる児童生徒の割合」ということなんですけど、これ、ページ２６ペー

ジでの成果ナンバー２の再掲になってるんですけど、この再掲の意味だけ

ちょっと教えてほしいと。 

次に、ページ４１ページで、３番の成果指標の３で、いわゆる支援体制

が整っていると思う市民の割合で、３４．９と６０％と書いてあるんです

けど、この指標の中で言いよったら、これ、４０％になっとるんですけど

ね。これの２ページの下のほう読みましたら。６０％じゃなくて４０％に

なっとるんですけど、そこはどうなんですかね。 

ということと、それと、ページ４６ページで、取組項目③で、ミュージ

アムと称して「年間３万人の利用を目指します」ということなんですけど、

成果指標で３万人と書いてるから、ここに書かんなんのですかね。だから、

基本的には、フィールドになったから人数が増えますよという解釈でこれ、

全部３万人、３万人と挙げておるんですけど、あくまでこれはきょうあす、

フィールドとしての利用を目指しますということやと思うんですけど、そ

の３点について。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    まず、３６ページの成果指標の１番目ですね、「朝食を毎日食べる児童生

徒の割合」が、御指摘のように２６ページと同じ成果指標になっていると

いうことですが、これについては、いわゆる学校教育だけで達成できるも

のでもないということから、家庭教育、基本的生活習慣の確立ということ、
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家庭教育側から見ても必要なことになってますので、同じ成果指標にはな

りますが、再掲というか、同じものを挙げているというところです。 

それから、ちょっと４１ページのこの６０％については、ちょっと確認

をとらせていただいて、どちらかが間違っている可能性がありますので、

ちょっと確認の上、正しいほうで掲載させていただきたいというふうに思

っております。 

それから、３番目のところは、ちょっと文化財課長のほうから。 

 

（長奥文化財課長）     水分れフィールドミュージアムを３万人という形のことで、取組でも３

万人ということで目指しますと書いておりますが、その中で成果指標、新

たに書いておるということです。これにつきましては、一応、このフィー

ルドミュージアムを改修するに先立って、基本構想を策定しております。

その中で、一応、３万人を目標にしますという形でうたっておるところで

ございます。その関係で、特にこの目標数値では令和６年の時に３万人と

いうような形ではなく、次年、来年、再来年というような形の中での３万

人を目標に設定して動きたいという思いを込めて、成果指標を書かせてい

ただいておるところでございます。 

 

（安藤会長）        すみません、私の理解では、成果指標の３番って書いてあるから、要は

ここは、ミュージアムと称して、利用者の増加を目指しますっていう文言

でいいんじゃないかっていう、多分、御意見だと思うんですよ。わざわざ

３万、３万を書かなくても、そこについてはどうでしょう。確かに、ここ

だけ何か具体的な数字が出ちゃっているというところで、何か形式的なと

いうことを思うんで。そうですね、３万人を否定されているわけではない

んですよね。形式を。 

 

（長奥文化財課長）     今の状況、ちょっと私も確認ができてませんでした。取組項目のほうで

増加を目指すというような文言に変えていきたいと思っております。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    この章の４８ページ、４９ページの「豊かな人権文化を創造する人権教

育」のところですが、この関係で、実は３４ページ、学校教育側での「人

権教育の推進」のところでは、取組項目の１番に「同和教育を人権教育の

重要な柱と捉え」という表現から始まっております。市の人権教育を進め

ていく上で、やっぱり同和教育を中心とした人権教育というのは、今も推

進をしておりますので、ちょっと今日は人権啓発センターが所用で欠席に

なってますが、そのことについても、この施策の概要になってこようかと

思うんですが、ちょっと付け加えというか、その向きでの修正を検討して

まいりたいというふうに考えておりますので、御了解をいただきたいとい

うふうに思います。 

 

（安藤会長）        今の件について、何か。 

 

（委員）          すみません、市同教とかそういうところで、いわゆる部落問題を一番最

初にするということで、ずっと文章ができ上がってます。人権啓発センタ

ーなんかも文章ができ上がってますので、それでいいと思います。 

 

（委員）          取組の成果指標のところについてなんですけれども、非常に数字的にき

ちっとあらわれるものもあると思うんです。例えば、図書館の貸出冊数と

いえば、これはもう一目瞭然で、きちっと冊数とか出てきますので、こう
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いうのはわかると思うんですが、私は若干、ここにはどうされるかなと疑

問に思ったのが、例えば、３６ページに成果指標、３番の成果指標の２で

すね。「子育てを地域みんなで協力し、支えていると思う市民の割合」。「思

う市民の割合」とか、あるいは、４１ページですね。４１ページのところ

に出てくる成果指標というのがありまして、そこでも、「市民活動を行いや

すい環境が整備され、支援体制が整っていると思う市民の割合」を３４．

９から６０％に上げるとなってるんですけど、これ、実際に、これ具体的

にどうなんやって言われたら、これ、どういう形でパーセントを出される

のか、ちょっとそこのあたり教えてください。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃっていただいた３６ページであったり４１ページ、他にもた

くさんそういった「何々と思う市民の割合」というところを成果指標にし

ておりますが、これら、市全体で市民アンケートというのをとっておりま

す。その毎年のデータでもってこの数字を図っていくということにしてお

りまして、こちらのほうをこの施策の成果として捉えているということで

ございます。 

 

（安藤会長）        よろしいでしょうか。 

 

（委員）          そういう考え方で、従来から統一されているならば、それを引き継がな

いと、数字的に狂ってくるので。 

 

（安藤会長）        他、いかがでしょうか。 

 

（委員）          市民アンケートって、あれ、何千人か何かして出して、その回答を基に

やるのかですね。それを統計的な部分で、それから、それを全部示しとる

という。どういう格好をしていくの。いわゆる出てきたデータで、市民の

分母として何十％として出てくるわけやろう、基本的には。その手法は正

しいの。 

 

（藤原教育部長）      このアンケートといいますか、生涯学習の活動に関するアンケートのほ

うは５年に１回されますので、その中で、今回も生涯学習基本計画という

のを立てられるためにアンケートをとられてます。その中で、これに関す

る数値が出てますので、５年後もアンケートをとるというような形の中で

しているという点が一つあります。 

それで、人数的には２，０００人じゃなかったかなと思うんですが、最

近ちょっと回収率が落ちてますので、４０何％ぐらいだと思うんですが、

市のほうでも総合計画の関係で、ちょっと１，０００人やったか、２，０

００人やったか、ちょっと忘れましたけども、どちらかだったと思います

が、こういったアンケートによって出すものを調査を毎年している状況で

ございます。その中に、これを全て入れられるかどうかというのは、ちょ

っと調整していかなければなりませんけれども、そういうところで、生涯

学習については、５年に１回はアンケートをとっていきますので、それで

調査できるのかなというように思ってますし、必要に応じて毎年行ってい

るアンケートの中で対応できるというようなこともあろうと思います。以

上でございます。 

 

（安藤会長）        恐らく、おっしゃっていることというのは、丹波市が今、５万人ぐらい

でしたっけ。６万。すみません。その６万人の意見を２，０００人でちゃ

んと捉えられているのかということですね。要は、抽出の仕方が。 
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（委員）          国もこの間、統計の関係で、データ数が少ないやつをアップしてるんじ

ゃないかというようなことが出てきましたので、統計局のあれ。だから、

人権の意識でも、本当に出ているのかなと。それは、全体の問題なんです

けど。今言われたように、結局、この表現が違う表現で表現できるような

パーセンテージとか出たらええんですけどね。 

 

（安藤会長）        いずれにしても、市の調査なので、ここではわからないんですけど、要

は、サンプリングの取り方が、要は、統計学的になってて、１，０００と

か２，０００では丹波市の意見として、大体適切なのが出るのかという、

多分、そういうことで。 

 

（委員）          人権の意識のときは、大学の教授が来て、このサンプルでこういうよう

に出てきますから大丈夫ですというような話を聞いて、これははっきり出

てますというような、いろいろ聞いたんですけど、ちょっとなかなか理解

ができへん感じです。まあ、２，０００人か１，０００人で、昔から丹波

市は遅くからやってるんやから、それを変えることはできないから、それ

でいいと思うんですけど。それを指標目標に、本当に使うてもええんかと

いう話だけ。これから。アンケートやってったら、パーセンテージが物す

ごく高くなるんよな。 

 

（足立教育総務課長）    この市民アンケートについてですが、統計学的にどうこうというのはち

ょっと置かせていただいたとして、今、現にとっているのが市内の住民基

本台帳を無作為抽出して、２０代から８０代までで１，０００人を抽出し

て、アンケートを毎年実施しているというような状況です。ちょっとまた、

何％ぐらいが適切なのかというのは、ちょっとまた宿題として預からせて

いただきたいと思います。 

 

（安藤会長）        他はいかがでしょうか。あれでしたら、次の、最後の施策のほうに進み

たいと思いますけれども。また最後、全体を見直しますので、基本方針の

３のほうにちょっと進ませていただきたいと思います。基本方針３は、５

０ページから５９ページになりますけども、この基本方針３について、何

か御意見のある委員の方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたしま

す。 

 

（委員）          ちょっと確認だけなんですけど、ページ５８ページで、「学校の適正規模・

適正配置の推進」ということで、１番で、施策の概要で、「学校の適正規模・

適正配置方針」。方針というのは、教育委員会が出しておるわけですけど、

その中で、２の取組項目の中で、市島地域の小学校の統合協議において、

その市島の考える会が提言したことを踏まえて検討しますというふうにな

っとる、これは今、考える会は、春日町はできてないんやけど、そういう

ことでした時も、こういう提言をとってもらって行けるという解釈でええ

んですか。たまたま今度は、この教育委員会の方針が変わる年度に来よる

から、こういう意味合いで。結局、方針まで変えるこの考える会の提言と

いう解釈でええんですかね。検討、それに基づいて検討すると。そこはち

ょっと確認したいと思います。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃられた、まず一つは、丹波市が立ててる学校適正規模・適正

配置の基本方針というのは、今もあって、来年で１０年を迎えるので、こ

れは見直しをしましょうということを取組項目の２番で書いております。

今言われた市島地域の小学校の統合協議というのは、今ある適正規模・適

正配置の基本方針によって、市島地域の教育を考える会というものを平成
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２４年に立ち上げていただいて、その中での提言を今、いただいていると。

それをもう少し前に、地域の声をも基に前へ進めていこうというものです

ので、その地域の教育を考える会の設置基準というのを今の適正規模・適

正配置の基本方針で持ってます。今度の基本方針の見直しの中で、それを

レベルを上げるのか下げるのか、そういったことは、これからの基本方針

の見直しの中で、また協議をしていくというところです。 

 

（委員）          それはわかってるんですけど、これから発足して、考える会が立ち上が

って提言をしていくというときになった時に、教育委員会がつくっておる

方針にもう、いわゆる適正基準ですね、それにもう一回考えるとか、そう

いう提言として受け取ってもらえるんですか。結局、山南でも、和田中学

校の関係でも、後で振興会の会長、もしくは昔の議長がしておったものが

会長になって、委員長になってまとめる時に、教育委員会が、何かいろい

ろなことが、新聞見たら出てきたりしよりましたんで、結局、この提言を

地域の考えるということに対しては、文科省が出しておる小学校はコミュ

ニティの中心ですよと、その一文に基づいて考える会が、極端な話、立ち

上がっておるんですわ。そやから、教育委員会の中の方針で、適正規模は

ある程度決まってる中で、考える会の提言をどうとるという、これは全然

基本計画と関係ないんですけど、お聞きしよるのが、これから春日は今、

立ち上げてないんで、これから立ち上げていくことになるんで、１回けん

かしたんで、それから、これからする時に、いろいろな提言をしたら、順

番に延びていくんですわね。適正の基準を満たす、要は格好が。その方針

との関係がどうもわかりにくいんです。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃられた、一つには、市というか、教育委員会が、適正規模・

適正配置というのはこういう規模ですよというのは、今も示してます。そ

のことによって、地域の教育を考える会を立ち上げていただいて、望まし

いやり方を提言をいただいたと。この提言というのは、もちろん、地域の

合意があっていただいているものなので、その提言に基づいて、次、行政

として動いていくというのが今のスタンスです。 

これ、今後も基本方針の見直しというのは行っていきますけども、地域

合意の基に適正規模・適正配置というのは、最終的に考えていくというこ

とは、国のほうももちろん、そういった方針を示してますので、そういっ

たことになってこようというふうに思っております。 

 

（委員）          ちょっと１点確認だけなんですけど、教職員の定数の関係で法律ができ

てるんで、いわゆる１年生、小学校１年生は３５人、他は４０人ですよと

いうことで、需要額が、地方交付税の需要額が決まるわけですね。結局、

今、少数学級も成立しとるということは、県が地方交付税の申請をするん

で、教諭の１人当たりのあれを。それで、地方交付税が一般交付税となる

んで、県がみなしをしてるんか、そのあたりがちょっと。違う一般交付税

の中に、全部、需要額が交付税でおりてきたときに、全部一緒になります

やんか。がっちゃんになるから。 

だから、結局、少数化というか、今、成立してるのは、県が極端な話、

違う需要額が発生した経由でこっちに出してるのか、そのあたりがわから

んもんやから、考える会がして、それから丹波市の適正基準も、多分そう

いう格好ででき上がってきとるんで、地方交付税の関係で。と思うんで、

どうなんかな。そのあたりがちょっとようわからへんので。 

 

（藤原教育部長）      まず、学校の先生の定員なんですが、兵庫県の場合と、また、国の場合、

４０人学級で設定されてますので、それによって、ちょっと詳しいことは
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わからないんですが、交付税の関係はそうなっておると思います。兵庫県

の場合は、新学習システム等で、４年生まで３５人学級、条件があるので、

全てが認められているわけではないんですが、そのほうは、県の施策にな

っているのかなというようなところでございます。 

適正配置の方針につきましても、先ほど教育総務課長が申しましたよう

に、今年度から来年度に向けて検討をしてまいります。時代の流れといい

ますか、１０年前にこの計画、適正方針を立てた時期と、今の時期といい

ますか、時代とが若干動いてきています。というようなことの中で、方針

も見直しがされるというようなことで、大きな見直しがされるかどうかと

いうことは、最終決定はまだ先になりますけれども、その辺、十分に検討

をしていくというのが時代に合わせた状況によって変えていくというよう

なことになろうかと思います。ちょっと答えになってないかもしれません

が、以上でございます。 

 

（委員）          基本的には、考える会の提言は真摯に受け取りますよという中で、考え

ますよという返事で捉えたらいいんですね。 

 

（藤原教育部長）      はい。 

 

（安藤会長）        よろしいですか。他はいかがでしょうか。基本方針３はよろしいでしょ

うか。 

それでは、続いての６０ページの「計画の進行管理」について、御意見

いらっしゃる方がありましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょ

うか。 

それでは、本日、机上に配付されました用語説明と、各施策の成果指標

一覧ですね。これについて、何かございますでしょうか。先ほど、一部、

御指摘いただいたところですけれども。 

これらは全部、巻末に入ってくる感じになるんですかね。製本の際とい

うか、刊行の際は。 

 

（足立教育総務課長）    本編といいますか、この基本計画に入れていこうと思っておりますのは、

この用語説明のほうで、この成果指標の一覧については、今日の審議用の

資料ということで考えております。 

 

（安藤会長）        失礼しました。それでは、用語説明ですね、これについて何かありまし

たら、よろしくお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    すみません、こちらのほうから資料を出させていただいとってあれです

が、ちょっと非常に専門用語が、解説なんですけど、並んでるところも多

分にありますので、できるだけわかりやすい表現に、これからまた修正も

加えていかせていただきたいというふうに考えております。 

 

（委員）          すみません。地場野菜のところなんですけど、この１５品目で、効果の

１５品目になってるから、１５品目ということを書いてあるわけですね。

地場野菜の１５品目。用語は１５品目という。いやいや、わかりますけど、

どうかなと思っただけで。成果目標には、１５品目であれ、書いてあるん

で、ようわかるんやけど、地場野菜１５品目という項目でしょう、一つの

項目やね、用語が。 

 

（足立教育総務課長）    そうです、そうです。 
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（委員）          わかりました。 

 

（安藤会長）        すみません、ちょっと無知をひけらかすようで申しわけないんですけど

も、この地場産品の最後の「メークイン」というのは、「ジャガイモ」にし

たほうがいいんじゃないですか。どうですか。いや、だから、他のは全部、

野菜の名前で書いてあるのに、メークインというのは。すみません、ちょ

っと私も無知ぶりなんで、あれなんですけど。 

 

（前川学事課長）      ジャガイモの種類もいろいろありまして、男爵であるとかメークインで

あるとか、それの一時、給食センターで使うのはメークインがメインなん

で、それで、男爵とかになりますと、崩れやすいとか、そういう形で、学

校給食センターはあまり使わないという中で、あえてメークインというふ

うにさせていただいておりますので、お願いします。 

 

（安藤会長）        わかりました。ありがとうございます。 

あと、ちょっと書式の問題で、掲載ページのやつなんですけど、Ｐは小

文字で、その後、数字との間にドットを入れるというのが多分、こういう

ときは一般的なのかなと思います。小文字の「ｐ．」で。そのほうがいいか

なと思います。 

あとはいかがでしょうか。 

それでは、もう一度、全体を見直したいというふうに思います。最初の

前文から、最後、今行きました用語説明までを振り返って、何かございま

したら、お願いいたします。実質的な最終審議になるかなというふうに思

います。もちろん、この後、パブコメやいろんなものを通していくわけで

すけれども、具体の議論は恐らく最後になりますので、何かございました

ら、忌憚のない御意見をお願いできればと思います。 

 

（委員）          先ほども成果指標のところでちょっと質問したんですけれども、先ほど

の答えが、市民アンケートにてするという、書かせていただいたんですけ

れども、それはそれでいいんですけれども、こういうことはもう行政の方

のほうが私より数倍よく御存じのことなんですけども、最近、世論調査が

当たらないということをよく言われてます。これは、選挙の前だって、い

ろんな政治的な局面の場合だって、世論調査が外れるということは非常に

増えてきてます。それはなぜかというと、実際、私の家にでも世論調査の

電話がかかってきたことがあるんです。無記名抽出で、電話番号ごとにか

けてると思うんですけど、そんなのに答えませんよ。そんなの、どこに情

報が使われるのかわからへんのに、安倍内閣を支持しますか、支持しませ

んかいう、そんなの、絶対答えない。 

実は、市民アンケートというのは、何でも答えない人のほうが、今、ど

んどん増えてきてますので、ですから、行政がこういう成果指標を、市民

アンケートに非常に依拠し過ぎてしまうと、案外、予期せぬような、全く

案外、市民の方々は、非常にみんなで、地域で子ども達を支えてると思っ

てる人の割合が高いのにもかかわらず、逆に非常に低く出てしまったりと

か、先ほどからもちょっと東京のことを言われてましたけれども、非常に

最近、ぶれやすくなってきてますので、これから先も、そういう成果指標

を出される時の市民アンケートはもちろん大事なんですけど、それにプラ

スして、何らかの客観性を必要とするような指標をさらに検討して探して

いかれるということが、今後のこととして、また一つ大事なことなんでは

ないかなというふうに思います。以上です。 

 

（藤原教育部長）      今、言われたこと、言われるとおりやなという部分がございます。もと
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もとこのアンケートを市のほうがとるようになったのは、客観的な指標が

なかなかとれないという中でアンケートをとろうといって、とれるんじゃ

ないかなということで、５年から１０年前に出てきたもので、なかなか我々

が持っている資料の中で、客観的な資料がないというようなことで、アン

ケートを実施したというのが正直なところでございます。 

そして、今言われたように、アンケートも当初、５年前にとったような

アンケートですと、５０％、２，０００人とったら、１，０００人ちょっ

とのアンケート結果やったと私、認識しとるんですが、最近のアンケート

は３０何％とか４０％ぐらいになってるのかなということで、大分下がっ

てきているというような状況がございます。そのような中で、すぐにでき

ないかもしれませんが、できるだけ客観的な資料の中で出せるようなもの

が他にないのかというようなことなんかも、今後検討していかなければな

らないと思っております。総合計画なんかも合わせて、一緒に考えていか

なければならないという状況でございますので、今後、研究・検討してま

いりたいと思います。以上でございます。 

 

（安藤会長）        他いかがでしょうか。 

 

（委員）          確認だけですけど、この中で、４の各主体の役割というところは、何も、

これは埋めるんですかね。結局、市議会を通さない中で入ってしまうとい

うことで、了解でええんですかね。 

 

（足立教育総務課長）    この今おっしゃっていただいた４の各主体の役割は、６０ページの「計

画の進行管理」のところにも少し触れておりますが、この各施策における

学校、家庭、地域の役割は、この計画の中で埋めてしまうんではなしに、

今後、活用いただく段階で、それぞれの主体で議論をいただいて、例えば、

学校運営協議会の中で熟議等通して、学校の役割、地域の役割、家庭の役

割を議論をしていただくというようなことで、後段で仕上げていくという

ふうに考えております。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

 

（委員）          ずっと見ておりましたら、私はスポーツの関係で、スポーツ協会のほう

ですので、スポーツのほうの関係で、「少年少女のスポーツ指導者が資質向

上を目指した、目的とした研修会へ参加する割合」を５０％と書いてある

んですが、これで本当に実現できるのかなと思ってます。 

というのは、少年少女のスポーツ指導者というのは、何年かしたら、ど

んどんどんどん変わっていきます。実際に、そんなら、稼働できる人が５

０％というのは、ほんまに私達もわかりません。もう、年々、少年少女の

指導者の立場でやられてる人の５０％かどうかということはわかりません

ので、本当に難しい、掌握するのも難しい数字でないかなと思います。 

それで、資格自身、いっぱいあります。例えば、そこら、近くでいうた

ら、救急救命の講習会の修了者。だから、日体協がやっているスポーツ指

導員の資格を取得した人、それから、スポーツ少年団の指導者の資格を有

した人等々、いっぱいそういう、サッカーはサッカーで、また特に資格、

バスケットはバスケットで、また資格があって、そういうような、ほんま

にそういうような掌握ができるんかどうかということがね、５０％という

中でできるんかどうかということが、私はちょっとわからないです。私自

身も、全然、それは計算できないなと、私は思ってます。 

だから、このことを、より向上させるぐらいのところやったらいいんで

すが、５０％という数字をはっきり出していると、わかりにくいんじゃな
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いかなと。余計、しにくいんやないかなと思いますけど。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    本日、文化・スポーツ課のほうが参っておりませんが、この今おっしゃ

られた５０％という数字ですが、現状としての３２．６％という数字の把

握をしております。それがスポーツ協会加盟団体の指導者数の半分のうち

の３２．６％ということでつかんでおるようなので、目標値としては、せ

めてという言い方がどうなのかわかりませんが、半分以上はその研修会に

参加することを目標として、研修会を行っていくという設定になっており

ますので、そういった設定の考え方を持っているようです。 

 

（委員）          特に、消防署の救急救命は、３年で講習は切れると消防署は言ってます。

だから、３年したら、そういう救急救命の講習を受けたことにはならない

という形になるんで、どんどんどんどん切れていくわけですね。受けなか

ったら。３年後には受けなければいけないんですね。そこが本当に私達も

そういうなんで、毎年２回は救命救急の講習会、ずっとスポーツ協会では

やってます。だけど、消防署は、それで１５名しか受けれないというんで。

人数が多かったらできない。だから、人数は多くできない、そうかといっ

て、日にちをようけすると、こちらの負担が大きくなると。だから、こち

らのほうも、民間団体で、そうしたスポーツをやっているところでもなか

なか難しいなと、そういうことも難しいなと思ってます。 

だから、年間２回を、この前も９月１日、２日、土日ぐらいにやったと

思うんですが、そういう形で、うちも２回やって、毎年そうしてやってる

んですが、やっぱりそれでは、前に受けた人も、ほとんど切れてるから、

また更新しなければいけないという形でやりますので、本当に、だから、

５０％という数字でなしに、何年ぐらいを目的というふうなのやったら、

ある程度はできるかもわからないんですが、あまり、パーセンテージにな

ると、かえってややこしくなるんやないかなと、こういうふうに思います

けれども。 

 

 

（安藤会長）        いかがですか。 

 

（足立教育総務課長）    今おっしゃられた、特定の資格とかそういったことではなしに、これ、

書いてるのは、文化・スポーツ課が、市が主催するそういった資質向上の

ための研修会の参加人数というか参加率を目標に挙げているものとして、

ここには、この成果指標一覧２ページからは読み取れると思っております。 

それから、今、委員さんおっしゃったように、人数でどうかというとこ

ろでおっしゃっていただいたんですが、前回までの資料では、人数を書か

せていただいてたんですが、この審議会からの意見の中で、そもそも何人

というのが多いのか少ないのかということがわからないので、割合にして

はどうかというような御意見もいただいたかと思っておりますので、今、

そのパーセント表示というのか、割合表示でさせていただいているという

ふうになっております。 

 

（委員）          確かに、パーセントやったら見えやすいですね。しかしながら、実際、

そのパーセントで入った中で、どんどんどんどん資格がなくなってる人と

かそういう人もどんどん出てきます。だから、そんなの本当に入れて、今

のところ、スポーツ協会としては、それを人数掌握をしようとして、ずっ

と毎年、どれだけの指導者がおるかという調査はしてますけど、それが本
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当に実際に見たわけではありませんので、なかなかそこらは難しいところ

やなと思っとるんですが、一応、日体協のとか、それから、他にも各種目

の協会とかいうのはあったり、そこらは本当に大事だということは、私た

ちも十分、理解してまして、そういうのも承了はしとるんですが、本当に

そういうのを具体的にするのが、なかなか本当に難しくて、ちょっと今の

ところ、一生懸命になってやってる最中ですが、成果がもうひとつ、ぱっ

と上がってくるところまではいかないけど、それでもちょっとずつ前向き

になってるかなというふうに思ってます。 

それで、もう一つ、忘れてましたが、障がい者スポーツもあるわけです、

この中に。障がい者スポーツの指導員の資格というのもある。そういうの

も含めて、ここ、してます。そういうようなんで、いろんな方たちが、そ

ういう指導者が受けていただく方、それで、できれば、学校の先生がおら

れますので、学校のほうでもそういう資格をとっていただいたりして、ど

ういうことをしてるのかなということがわかるようなことをしていただい

たら、本当にありがたいなと思ってますけど。以上です。 

 

（安藤会長）        いかがでしょうか。 

 

（田中副会長）       この基本計画と関連かもしれませんけど、指標を出されて取組の項目を

出されて、成果指標を出されてます。こういったことを他の審議会、私、

何個か出てるんですけど、ないんです。ここまで数字であったり、パーセ

ンテージであったり。そういう意味でいうと、この審議会は、他の審議会

に比べて最も現実的であり、絵に描いたもちにならないために、一生懸命

やってはるなというような思いはあります。そういう会に出させてもろう

て、ある意味でよかったなと思います。 

成果指標を数字で出すということは、ちょっと話が飛んですみませんけ

ど、エビデンスベースという言葉がありまして、証拠に基づいて議論して

いこうよということが当たり前のようになってるんです。そういったこと

も踏まえて、この会議で議論が出ればいいかなと思ってたんですけど、そ

ない出なかったんですけどね。 

それと、指標というのは、成果指標というのは、アウトプットですよね。

アウトプットの前にインプットがあるわけです。インプットというのは、

政策の場合は、予算になるわけですわな。だから、その編の予算を考える

と、教育の場合は、ここでも明らかにされているように、学校をつくると

いうようなこととか、学校経営というか運営で、教員の人数とかが全部決

まってるわけですけど、それで、教員の給与は、だけど、県と国ですから

ね。だから、丹波市の負担は何なのかということにもなりますけど。そう

いったことも含めて協議、難しいかもわかりませんけど、総合計画が財政

の、財政ビジョンをつくってるんですけど、全然リンクしてなくて、絵に

描いたもちになるんです。 

ですから、教育基本計画が絵に描いたもちにならないためには、ここで

挙げられた指標を具体的に取組項目も書かれてるんで、一番最初に書かれ

てるんで、チェックしていきながら、修正していきながらやることを進め

ていかれることを、ぜひ期待してます。 

という面と、もう一つ、はっきり言ったら、もうちょっと丹波市だけや

なしに、学力の向上という形で指標化されてますけど、学力って一体何な

のかなというようなことは、ここには一切書かれてない。一般的な意義に

なってるのは、学力というのは何かといったら、認知能力と非認知してる

ものなんですよね。学校教育でやるべきことは、認知能力を高めるのと、

非認知能力を高めるんですけど、認知能力というのは、学校でなくてもで

きるんです。そういったことも踏まえて、これからの丹波市の小中学校の
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教育を考えていったら、一般のものにならへんかなというふうに思ってお

ります。 

それと、一番ちょっと気になったのは、家庭との関係で、子どもの貧困

率というのがあるんです。ちょっと間違ってたらごめんなさい。１３．９

かな。７人に１人と書かれてるんです。その貧困率は、なぜそういうこと

を言うかというと、塾に行くにしても何をするにしても、全部お金がかか

ってくるわけです。親の世帯収入が幾らというのを「貧困」という、否定

してるんですけどね。そういう裏付けが、この基本計画の中には本当はあ

るんです。あまり明らかにしてないけど。それをこれから具体的に進めら

れる上で期待します。期待しますというたらあれですけど。いうたら、私

学もあるわけですからね。私学へやる親と、やりたいけどやれない親とい

うのがあるわけですわ。そういった問題がベースにあって、丹波市はどう

なんだというようなことになってるわけで、ぜひこれからのことを期待し

てるんですけど。変な意見になりましたけど、すみません。 

 

（安藤会長）        何かございますでしょうか。 

 

（委員）          形式的なことになるんですが、２１ページの基本計画の一覧、体系図み

たいなのがあるんですけど、その真ん中の「生涯を通じて学び、活躍でき

る生涯教育の推進」というところ、点になってるので、「学び、」。３６ペー

ジからの基本方針、一番上のところは、中ポツというか、中点になってる

んで、点のほうが正しいのかなという気はするんです。それが一つ。 

全部それ、ずっと基本方針のほうは全部そうなっていると思うんですけ

ど、それを訂正いただくというのが一つと、もう一つは、５８ページの施

策の概要の中の２行目ですね。「適切な教育環境の確保と充実した学校運営

に取り組み」、その後に点があったほうがわかりやすいのかなというふうに

思います。「取り組み、子どもたちの環境をさらに向上させるために」とい

うふうに、形式的なことですけど。 

 

（安藤会長）        他にいかがでしょうか。 

それでは、そろそろ素案に対する審議を終えたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

それでは、先ほど委員のほうから、要は、ここで審議が終わった後に文

教委員会とかパブリックコメントに行くんではないかというお話があった

と思うんですけど、いかがでしょうか。例えば、文教常任委員会にこれを

御提示いただく前に、委員長と副委員長のほうで最終、ちょっと確認をさ

せていただいた上で、この１０月９日の文教委員会のほうに提出していく

ということで、今日の議論のちょっと修正点については、私達２人にちょ

っとお預けいただいて、その上で、皆様方にパブリックコメントの時にで

も、また御意見を委員会に寄せていただくということで、とりあえず今日

のところは、審議は以上でというところでいかがでしょう、よろしいでし

ょうか。 

ありがとうございます。それでは、すみません、事務局の方には申しわ

けないんですけども、事前にちょっと私と田中副委員長のところに、今日

の結果の修正案を送っていただいて、ちょっとまた確認させていただきた

いというふうに思います。 

それでは、これで素案に対する協議を終わらせていただきますけども、

事務局から何かございますでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    ありがとうございました。そうしましたら、今、会長おっしゃっていた

だいたように、修正案のほうを正副会長さんのほうに確認いただくという
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ことで、この後、準備のほうに入らせていただきたいと思います。それを

もちまして、議会への報告ですとか、パブリックコメントのほうに臨んで

いきたいというふうに考えております。 

 

次第           ４ その他 

 

             （１）今後のスケジュール 

 

（安藤会長）        それでは、続きまして、４、その他に移りますけれども、今後のスケジ

ュールについて、事務局から御説明をお願いします。 

 

（足立教育総務課長）    それでは、レジュメのほうに戻っていきまして、その他の（１）です。

今後のスケジュールを挙げさせていただいております。先ほどと少し重複

しますが、議会の総務文教常任委員会というのが１０月９日にございます。

そこで今日、御審議いただいたもので修正を加えたものを報告をしていく

というように考えております。そして、その後に、約１カ月間、ちょっと

１カ月には満たないんですけど、パブリックコメントのほうをとらせてい

ただいて、その後、１１月に、また次回審議会、５番のほうで提案をさせ

ていただきますが、第７回目の審議会で、最終確認をいただいて、できれ

ば答申というところへ持っていっていただきたいなというふうに思ってお

ります。その後には、もう成案としまして、１１月２０日に定例教育委員

会で承認をとったものを、１２月の議会に議案として提案をしていきたい

というところで思っております。今後のスケジュールにつきましては、以

上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。その他に何かございますでしょうか。 

 

（足立教育総務課長）    本日、この審議会の資料とは直接関係ないんですが、机上にチラシを２

枚、配付をさせていただいております。１枚はピンク色のチラシですが、

先ほども適正規模・適正配置の話がありましたが、市島地域のこれからの

教育を考えるフォーラムというのを１０月５日土曜日に開催をいたします。

委員様で御都合のつく方は、ぜひ御参加をいただけたらというふうに考え

ておりますので、御案内を申し上げます。 

そしてまた、もう一枚は、カラー刷りのチラシですが、これは、文化芸

術のシンポジウムが１０月１９日にライフピアいちじまの大ホールのほう

で開催をされます。こちら、文化芸術推進基本計画の関係でのシンポジウ

ムとなっておりますので、またこちらのほうも御参加いただけたらという

ふうに思っております。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございます。本日、意見が割とまとまった方向に行ったら、

委員の皆様から、ちょっと一言ずつ感想でもいただこうと思ったんですけ

ども、まだちょっと修正を要するものが残っておりますので、次回、この

後、検討というか提案いただく次回の審議会の時に、答申を教育長のほう

に出した後に委員の皆様に一言ずつ感想を頂戴したいと思いますので、何

をしゃべられるかというのをお考えいただいて、次回は御参加いただけれ

ばというようにお願いいたします。 

 

次第           ５ 次回の審議会日程 

 

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

御提案をお願いいたします。 
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（足立教育総務課長）    それでは、次回の審議会の日程について御提案をさせていただきます。

令和元年１１月１３日水曜日の、時間のほうが午後１時でお願いをしたい

と思います。会場につきましてはこの会場、山南庁舎の大会議室でお願い

いたします。以上です。 

 

（安藤会長）        ありがとうございました。 

 

次第           ６ 閉会 

 

（安藤会長）        それでは、本日予定した議事ですね、以上で全て終了いたしました。御

協力ありがとうございました。 

それでは、閉会に当たりまして、副会長より一言お願いいたします。 

 

（田中副会長）       以上をもちまして、第６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、皆様方におかれましては、長時間、慎重審議し

ていただきまして、ありがとうございます。もう後わずかというか、答申

まで日が迫っておりますけど、今、委員長が言いましたように、ちょっと

感想も含めて考えていただいて。それと、私、偉そうなことを言いました

けど、この委員になってから、結構、本をたくさん読みました。お忙しい

んで、なかなか難しいとは思いますけど、何かちょっとそういう協議に関

して、いろんなものがありますので、もしいい本を紹介せえというたら、

羅列ができますので、ぜひ本を読んでいただければありがたいなと思って

おります。今日はどうもありがとうございました。 

 

 


