
令和２年度第１回丹波市社会教育委員の会議次第 

 
日時：令和２年６月 25 日（木） 

午前 10 時～ 
場所：氷上住民センター 大会議室 

１ 開  会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員自己紹介・職員自己紹介 

４ 役員選出 
（１）丹波市社会教育委員の会議 

議長（       ）、副議長（       ） 
（２）丹波地区社会教育委員協議会 

副会長（  議長  ）、理事（       ）、理事（       ） 
（３）兵庫県社会教育委員協議会 

代議員（        ）、代議員（       ） 
 （４）丹波市立文化ホール事業推進会議委員 ( 1 名、２年／期) 
     委員（       ） 
 （５）丹波市まなびの里づくり協議会委員（１名、２年／期） 
     委員（       ） 
 （６）丹波市隣保館運営委員（１名、２年／期） 
     委員（       ） 
 
５ 報告事項 
（１）令和元年度社会教育委員の活動報告について（P３） 
 
（２）令和元年度事業報告について 

   ○教育総務課（P５） 

   ○学校教育課（P６） 

   ○文化財課（P７） 

   ○植野記念美術館（P９） 

   ○中央図書館（P14） 

○人権啓発センター（P16） 

   ○市民活動課（P18） 

 
 



６ 協議事項 
（１） 令和２年度社会教育関係団体補助金について（P21） 

 
（２） 令和２年度事業計画について 

○教育総務課（P22） 

○学校教育課（P23） 

○文化財課（P24） 

○植野記念美術館（P26） 

○中央図書館（P27） 

○人権啓発センター（P29） 

○市民活動課（P30） 

 

（３） 令和２年度丹波市社会教育委員の活動計画について（P33） 
 

（４） コミュニティ・スクールの推進について（P34） 
  

    

７ そ の 他 
（１）各課からの連絡事項 

 
 
 
（２）その他 

 
 
 
 
８ 閉  会 



【丹波市社会教育委員の会議】
事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

第１回会議 5月22日 氷上住民センタ―

社会教育に関する諸計画の立案、教育
委員会の諮問に関する提言、調査研究
を行い、丹波市の社会教育に関して幅
広く審議・助言を行う。

・令和元年度役員選出
・平成30年度事業報告
・令和元年度事業計画　他

委員出席
  9名

第2回会議 8月19日 氷上住民センタ―

社会教育に関する諸計画の立案、教育
委員会の諮問に関する提言、調査研究
を行い、丹波市の社会教育に関して幅
広く審議・助言を行う。

・第２次丹波市教育振興基本計画について
・第61回全国社会教育研究大会兵庫大会について
・各社会教育委員の活動について意見交換　他

委員出席
  9名

第３回会議 2月20日 柏原住民センタ―

社会教育に関する諸計画の立案、教育
委員会の諮問に関する提言、調査研究
を行い、丹波市の社会教育に関して幅
広く審議・助言を行う。

・第２次丹波市教育振興基本計画について
・令和２年度丹波市の教育について
・丹波市生涯学習基本計画について　他

委員出席
  9名

【丹波地区社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

役員会 7月24日 丹波篠山市役所
社会教育に関する情報交換及び連絡調
整。委員相互の研修等を通じ、社会教
育の振興発展に寄与する。

・令和元年度総会について
・令和元年度研修会について
・第61回全国社会教育研究大会富山大会について　他

委員参加
　名

総会・研修会 8月28日
四季の森会館生涯
学習センター

社会教育に関する情報交換及び連絡調
整。委員相互の研修等を通じ、社会教
育の振興発展に寄与する。

・平成30年度事業・決算報告
・令和元年度役員選出・事業計画・予算
・研修会　「学校統合と社会教育～コミュニティの再編と苦悩
（こだわり）～」　について意見交流

委員参加
８名

第２回研修会 11月27日
四季の森会館生涯
学習センター

社会教育に関する情報交換及び連絡調
整。委員相互の研修等を通じ、社会教
育の振興発展に寄与する。

・「学校統合と社会教育～コミュニティの再編と苦悩
（こだわり）～」　について意見交流

委員参加
8名

【兵庫県社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

総会・研修会 7月3日
ホテル北野プラ
ザ六甲荘

社会教育に関する情報交換及び連絡調
整。委員相互の研修等を通じ、社会教
育の振興発展に寄与する。

・平成30年度事業・決算報告
・令和元年度役員選出・事業計画・予算
・研修会　　演題：『人生100年時代に向けた地域づくりと社会
教育』
　　　　　　講師：文教大学学園
　　　　　　　　　理事長　野島　正也　氏

委員参加
２名

令和元年度丹波市社会教育委員活動報告書



【全国社会教育研究大会　兵庫大会】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

第61回全国社会教育
研究大会[兵庫大会]

10月23日
～10月25

日

神戸ポートピアホ
テル

社会教育に関する情報交換及び連絡調
整。委員相互の研修等を通じ、社会教
育の振興発展に寄与する。

・全国社会教育委員連合総会
・記念講演　演題：「わからないことから ～多文化共生を目指す
演劇教育～」、講師：平田　オリザ　氏（劇作家・演出家）
・シンポジウム　テーマ：「時代潮流の変化の中で多様な地域特
性を活かし、高めあう社会教育」
・分科会別研修

委員参加
　　4名



令和元年度　丹波市社会教育事業報告書
【教育総務課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

ＰＴＣＡ活動実践交流大会
令和元年11月
24日（日）

春日文化ホール

小学校２校・中学校１校のＰＴＡの実
践発表を通じ、丹波市内ＰＴＡ会員・
地域住民が共に、子どもたちにどのよ
うに接し対応すべきかを考え、地域に
おける課題解決の糸口を見いだすこと
により、ＰＴＣＡ活動の充実・発展を
図る。

内容：青少年育成研修会と併せて開催。久下小ＰＴＡ、新井小ＰＴＡ、氷上
中ＰＴＡの３校が実践発表を行った。

成果：参加者２５０名が所属するPTAの活動の一つであるPTCA活動への見
識が深められる機会になった。
課題：より効果的な交流が行われるよう、内容を充実させていく。



令和元年度　丹波市社会教育事業報告書
【学校教育課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

コミュニティ・スクール
の導入・推進

年間

令和元年７月６
日（土）

市内全域

氷上住民セン
ター

大会議室

地域と学校が一体となって子どもたち
を育むコミュニティ・スクールの導
入・推進を図る。

　主に小学校区を単位とし学校運営協議会制度を導入することにより、地域
とともにある学校づくりの推進を図る。
　地域の人々と目標やビジョンを共有することで、地域が一体となって子ど
もをはぐくむ仕組みの構築を図るため、令和元年度丹波市コミュニティ・ス
クールフォーラムを開催した。
　

[成果]
・市内全小学校区に学校運営協議会が設置された。（青垣小中・和田小中）
・令和元年度丹波市コミュニティ・スクールフォーラムでは、市内の教職
員・保護者・地域住民（約120名）が参加し、講師の講話・ワークショツプ
から子どもを中核に据えて学校と地域が共働するしくみの重要性の理解を図
ることができた。
[課題]
・中学校については、今後、学校運営協議会の導入を図る。

教育総務課
まちづくり部



令和元年度　丹波市社会教育事業報告書
【文化財課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

丹波の歴史を探る講座・古
文書相談、現地調査

① 6月8日
② 7月13日
③ 8月3日
④ 9月7日
⑤ 12月14日
⑥ 2月15日

春日福祉センター
ライフピアいちじ
ま
柏原福祉センター
山南住民センター
氷上住民センター
青垣住民センター

地域歴史遺産の所在を明らかにし、資
料の意義を理解してもらい、その活用
や今後の保存に役立て、併せて歴史文
化遺産の活用により、地域の活性化に
役立てることを目的とする。

神戸大学大学院人文学研究科との共同研究による古文書等の歴史資料調査及
びその成果を市民へ発表する。
（市内全域対象）
研究経費　1,889千円
（講座）
①「春日の村絵図について」松下正和氏　52人
②「市島地域の縁起と伝承」　井上舞氏　36人
③「中井権次の『萬覚帳』と彫刻下絵江戸期社寺彫刻師の活動実態例とし
て」　山内順子 氏　31人
④「丹波市域の俳諧文化」」　井上舞氏　27人
⑤「丹州氷上村村上家文書を読む」出水清之助氏　48人
⑥「年貢・村入用算用帳からみる江戸時代の山垣村」　加藤明恵氏　32人
［成果］
　・講演会の開催により多くの市民や聴講者に丹波市の歴史を伝える事がで
きた。
［課題］
　・講演だけでなく展示等、実物の資料とあわせて紹介をするなど、研究成
果の還元方法にバリエーションを持たせる方策を検討する。
新型コロナ感染症に伴い、三密を伴う講演会の開催が今後難しくなる可能性
がある。これまでの講演会に替わる方法などの検討が必要。

神戸大学

フォーラム　明智光秀の丹
波攻め　黒井城を語る

9月28日 春日文化ホール
黒井城やその歴史を見直し、城主･荻
野直正の戦い方や遺構群の再評価など
を広く市内外に語る機会とする。

参加者　　400名

講師
　北垣聰一郎氏　「黒井城・石垣の特徴について」
　山上雅弘氏　　「黒井城･縄張りの特性について」
　福島克彦氏　　「黒井城･城下町プランについて」
　芦田岩男氏　　「明智光秀の丹波攻略戦について」
　山本浩樹氏　　「明智光秀の丹波経営について」
　パネルディスカッション

［成果］
多くの来場者があり、興味深い講師の黒井城に関する講演で、その歴史を広
く周知できた。
［課題］
講演時間が短く、1人の講師の話を深く聞く事ができなかったため、参加者
からも不満の声があった。講師の数を絞るなど、開催方法の改善が必要。



【文化財課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

春日歴史民俗資料館特別展
「つわものどもが夢の跡～
黒井城と直正」

1月11日
　～3月8日

春日歴史民俗資料館

地元に残る明智光秀の丹波攻めに会っ
た黒井城と赤井氏、荻野氏にまつわる
資料を中心に展示し市内外に戦国時代
の丹波志の様相を伝える。

来館者数　1,302名

関連講座　（春日住民センター）
2月2日「赤井公招魂碑について」　講師　山内順子氏
参加者　100名
［成果］
約30年ぶりに展示される資料や初出品の資料もあり、多くの来場者を集め
る事ができた。
［課題］
タイムリーな企画展を今後も継続して開催する必要。

柏原歴史民俗資料館企画展
「中井権次と上田柏山彫
刻下絵の世界ー」

2月11日
　　～3月8
日

柏原歴史民俗資料館

上田柏山は、彫物師中井権次正胤の弟
子で、平成12年に柏山の下絵が子孫
の方から寄贈された。この下絵の調査
を山内順子氏に依頼し、その調査成果
から師中井権次一統と彫物師としての
仕事の一端を彫刻下絵と実際に社寺等
に制作された彫物を通して紹介する。

来館者数　326名

図録作成
［成果］
　寄贈資料と中井権次の資料を紹介する事ができ、所蔵資料を活用した企画
展の開催ができた。
［課題］
企画展を今後も継続して開催する必要。



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 入館者数（人）

春季特別展
「ピエゾグラフによるいわさきちひ
ろ」展

平成3１年
　４月１３日～
令和元年
　5月1９日

植野記念美術館
開館２５周年記念
春の特別展（絵本原画展）

■開会式、講演会「母、ちひろを語る」
（日　時）　４月１３日（土）　１３時３０分～
（講　師）　松本　猛 氏（いわさきちひろ長男・ちひろ美術館常任顧問）
（参加者）　約 １００人
■ミュージアムシアター「いわさきちひろ～２７歳の旅立ち～」
（日　時）　４月中／１４日（日）、２０日（土）、２１日（日）
　　　　　　５月中／１８日（土）、１９日（日）
　　　　　　午前の部／１０時３０分、午後の部／１４時００分
■親子鑑賞教室「びじゅつかんをたのしもう」
（日　時）　４月２４日（水）・５月９日（木）１０時～１１時
（参加者）　１３組３２人
■ワークショップ絵本作り「ちひろみたいに絵本をつくろう」
（日　時）　４月２８日（日）～２９日（月）　１３時３０分～
（講　師）　村上祐喜子氏（絵本作家）
（参加者）　約３０人
■ミュージアムコンサート　ジャズコンサート「母の日ライブ」
（日　時）　５月１２日（日）　１３時３０分～
（出　演）　Ｓｈｕ（ボーカル）、Ａｒｉｓａ（ピアノ）
（参加者）　約１００人
■いわさきちひろ絵本コーナー
（日　時）　４月１３日（土）～５月１９日（日）
（会　場）　丹波市立中央図書館
■鑑賞教室
（学校数）　小学校２校　こども園２園　計４校（園）
（実施回数）　６回
（参加者）　２２５人
■団体観覧
（学校数）　中学校１校  こども園１園　計２校（園）
（実施回数）　３回
（参加者）　１３４人

[成果]
ピエゾグラフによる作品貸出・出展となり、集客が危ぶまれたが、最終的に絵
本原画展としては予想を超える観覧者数となった。内容的にもちひろ美術館の
協力を得て興味深いものとなり、また作家の知名度にも助けられた。

6,397

令和元年度　丹波市社会教育事業報告書



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 入館者数（人）

企画展
現代中国花鳥画展
ー斉白石にみちびかれたひとたちー
展
併催　安田一族の水墨画展

令和元年
　６月１日～
　　６月３０日

植野記念美術館 開館２５周年記念館蔵品展

■開会式、講演会「中国現代花鳥画の楽しみ」
（日　時）　６月２日（日）１３時３０分～
（講　師）　墨彩画家　陳　允陸氏
（参加者）　約３０人
■赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー「花鳥画の世界へようこそ」
（日　時）　６月１３日（木）１０時～１１時
（参加者）　４組９人
■団体観覧
（学校数）　中学校１校
（実施回数）　１回
（参加者）　１４人
[成果]
　中国出身の墨彩画家である陳允陸氏に監修を求め、各作品に解説を加えたと
ころ、観覧者には好評であった。また、講演会で各モチーフについての解説を
お願いしたが、これも聴講者には知識として面白いとのアンケート回答が多
かった。
[課題]
　併催の安田一族の水墨画展については、中国絵画との対比のなかで主に山水
画（南画）作品を展示したが、画賛の翻刻が不十分で、中国花鳥画展に比べて
解説が少ないとの声が聞かれた。　今回は作成しなかったが、来館された他館
の学芸員からは、図録の希望が寄せられた。

1,493

夏期特別展（Ⅰ）
三代目　磯尾柏里　彫刻展
－明日を見つめて－

令和元年
　7月２０日～
　　８月２５日

植野記念美術館
開館２５周年記念
地域で活躍する現代作家（彫刻家）展

■開会式、講演会、ギャラリートーク「三代目磯尾柏里への道」
（日　時）　７月２０日（土）１３時３０分～
（講　師）　三代目　磯尾柏里
（参加者）　約７０人
■ワークショップ「たいせつなひとのいい顔を映そう　－粘土による造形―」
（日　時）　７月２８日（土）～２９日（日）１３時３０分～
（出　演）　三代目　磯尾柏里
（参加者）　約２０人
■赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー「わくわく！はじめての　ちょうこくてん」
（日　時）　７月３０日（火）・８月９日（金）１０時～１１時
（参加者）　１２組３３人
■観覧教室
（学校数）　小学校１校、こども園１園、その他１　計３校（園）
（実施回数）　４回
（参加者）　１１４人
■団体観覧
（学校数）　中学校２校
（実施回数）　２回
（参加者）　２６人
[成果]
　立体作品のみの展示は当館では、二代目柏里展以来の展示であったため、什
器の調達をはじめ、作家には大変お世話になった。作家からのコメントも頂
き、内容的には大変勉強になった。地域で活動されている日展作家ということ
で、同じく地元で活躍されている作家の皆さんからも応援を頂き反響もあっ
た。
　鑑賞教室では、触れる体験コーナー設けるなど内容を工夫したことにより、
来館した児童からうまく興味を引き出すことができたと思われる。
[課題]
女性の裸体彫刻中心の作品構成であったためか、夏休み期間中の開催ではあっ
たが、親子連れ等は少なく、集客には結びつかなかった。

1,709



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 入館者数（人）

夏季特別展（Ⅱ）
李　暁剛　展
－存在のむこう側－

令和元年
　９月７日～
　　１０月2０日

植野記念美術館
開館２５周年記念
中国現代作家の個展

■開会式、ギャラリートーク
（日　時）　９月７日（土）１３時３０分～
（講　師）　李　暁剛　氏
（参加者）　約５０人
■講演会「中国近代絵画の展開と李暁剛の世界」
（日　時）　９月２９日（日）１３時３０分～
（講　師）　元大手前大学教授、元エンバ中国近代美術館館長　塩田昌弘　氏
■関西文化の日参加事業
（日　時）　９月１６日（月）終日観覧無料
■赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー「『うつくしい』ってこんなこと」
（日　時）　９月１８日（水）・１０月３日（木）１０時～１１時
（参加者）　６組１２人
■併設「没後１０年　平山郁夫版画展」
（会　期）　１０月８日（火）～２０日（日）
■鑑賞教室
（学校数）　小学校１校
（実施回数）　１回
（参加者）　２４人
■団体観覧
（学校数）　中学校１校
（実施回数）　１回
（参加者）　１８人

[成果]
現代作家のうちで、近年注目を集める写実画家の作品展で、当館では2000年
以来２０年ぶり二回目の展覧会であった。職業画家として活動されているた
め、作品の所有を希望される観覧者も多く、図録は早々に品切れとなった。
今回は作品毎に作家の作品への思いを語っていただき、それを解説文として作
品に付したが、作家からも喜ばれ、観覧者からも作家の作品への愛情が良く窺
えたとの感想を頂いた。現代作家の作品についても観覧の手がかりは必要と感
じた。
[課題]
全体として来館者からは好評ではあったが、集客には結びつかなかった。

2,371



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 入館者数（人）

秋季特別展
海を越えた憧れ　―印象派から日本
の近代洋画へ―　ひろしま美術館名
品展

令和元年
　１１月３日～
　　１２月２２日

植野記念美術館

開館２５周年記念として開館記念日の
１１月３日から開幕。
芸術性が高く国内外の著名な作家を取
り上げる展覧会。印象派の作品を紹介
する展覧会としては１５年ぶりの開催
となった。

■講演会「ひろしま美術館とそのコレクションの成立」
（日　時）　１１月３日（土）１４時～
（講　師）　ひろしま美術館　学芸部長　古谷　可由　氏
（参加者）　約３０人
■関西文化の日協賛事業
（日　時）　１１月１６日（土）～１７日（日）終日観覧無料
■クリスマスコンサート
（日　時）　１２月８日（日）１３時３０分～
（出　演）　渡辺可奈（フルート）、松本光史（ピアノ）、奥村英樹（ヴィオ
ラ）
（参加者）　約１００人
■植野記念美術館ポスター展
（会　期）　１２月７日（土）～２２日（日）
■赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー「芸術の森をおさんぽしよう」
（日　時）　１１月２２日（金）・１２月４日（水）１０時～１１時
（参加者）　８組２２人
■鑑賞教室
（学校数）　小学校１校、こども園１園、中学校１校　計３校（園）
（実施回数）　８回
（参加者）　３６９人
■団体観覧
（学校数）　中学校教諭
（実施回数）　１回
（参加者）　７人

[成果]
開館２５周年記念展として、５年前からの企画であり、当館の今年度の最も重
要な展覧会と位置付けた。作品評価額が高額であったことに伴い保険額も高額
と推定されたが、作品を借用した公益財団法人ひろしま美術館の配慮により相
対的に費用を抑えていただき展覧会を開催することができた。また、鑑賞教室
は、学校の配慮もあり多くの方に参加いただいた。
[課題]
当館では、丹波市発足直前の東京富士美術館展以来の印象派を中心とした作品
展覧会であったが、出品作品の作家も多く、ややテーマが曖昧で印象も薄くな
り、内容的には少し物足りないところもあったためか、集客に反映されなかっ
た。

3,338



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 入館者数（人）

冬季特別展
中国景徳鎮現代陶磁展
―エンバ景徳鎮陶磁美術コンクール
からの軌跡ー

令和２年
　２月２２日～
　　４月９日

植野記念美術館
開館２５周年記念・市制１５周年記念
展として館蔵品を新たな視点で採り上
げる

■講演会「エンバ景徳鎮陶磁コンクールの功績と現代景徳鎮の潮流」
（日　時）　２月２２日（土）１３時３０分～
（講　師）　関西学院大学水墨画講師、墨彩画家　陳　允陸　氏
（参加者）　約３０人
■併催「第１回丹波アートコンペティション入賞作品展」
（会　期）　３月１０日（火）～１５日（日）
■併催「丹波ゆかりの作家たち第１回ＵＥＢＩ　ＡＲＴ（うえびあーと）展」
　　　　足立　均－ふるさとを見つめ続けて－
（会　期）　３月２０日（金）～２９日（日）
■以下のイベントは、新型コロナウイルス感染予防対策のため中止
・中国古筝コンサート
（日　時）　３月２１日（土）１３時３０分～
（出　演）　伍　芳（ウー・ファン）
・作家来日歓迎式典・座談会
（日　時）　３月２８日（土）１３時３０分～
（コーディネーター）　墨彩画家　陳　允陸　氏
・アトラクション
（日　時）　３月２９日（日）１１時～
（内　容）　若手作家による陶磁器への絵付け実演
・絵付け体験教室
（日　時）　３月２９日（日）１３時３０分～
・赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー「といじろうさん　と　けいとくちん」
（日　時）　３月１２日（木）・４月３日（金）１０時～１１時

[成果]
　当館所蔵の中国近現代美術作品の評価については、日本においてはまだ定ま
らない印象が強く、中国での作家の活躍を通してその位置づけを再認識しよう
との意図での展覧会企画であった。また、植野藤次郎氏がわざわざ中国景徳鎮
でおこなったコンクールの果たした役割というところも確かめたいとの動機も
あり、中国への調査も複数回おこなった。結果として、監修者の墨彩画家陳允
陸氏の尽力と中国景徳鎮市の協力の下で、作品借用も叶い、その目的はかなり
満たされたと考えられる展覧会となった。本展では、景徳鎮での作品制作の在
り方なども紹介でき、観覧者からは、中国現代美術を見ることが出来る稀有な
美術館との感想も頂いた。
[課題]
　開催時期が冬季であることと、新型コロナウイルスの流行により、兵庫県や
大阪府に非常事態宣言が出されたため、会期も３日間短くなった。また、景徳
鎮からの作家招聘によるイベントを始め、関連イベントが全て中止となったた
め入館者数が伸びなかった。

877

計 16,185



令和元年度　丹波市社会教育事業報告書
【中央図書館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

大きなおはなし会
平成31年
4月14日
（日）

青垣住民セン
ター

子どもたちに読み聞かせや素話を通し
て絵本や物語の世界の楽しさを伝え
る。
併せて、子どもたちが図書館を利用し
てくれる一助とする。

図書館等で活動される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」（幼児向け）を開催した。 約60名が参加
※毎年、各図書館持ち回りで会場を設定している。
[成果]　子どもたちが毎月各図書館で開催されるおはなし会に参加するきっ
かけづくりとなった。
[課題]　開催会場地域の市民が参加者の多くとなってることから、広く丹波
市全域から参加していただく工夫が必要であった。

読み聞かせボ
ランティアグ
ループ

家庭読書の日
（毎月23日）

毎月23日 各家庭

子どもの読書活動についての関心と理
解を深めていただき、家庭で親子が一
緒に読書の楽しみを体験できる環境づ
くりを推進することを目的とする。

丹波市子ども読書活動推進用の「おすすめする本のリスト」や読書通帳を配
布して、家庭、地域、学校、図書館で子どもの読書活動を推進した。
[成果]　読書通帳や本の紹介リストを活用することによる読書活動の推進に
一定の効果があった。
[課題]　毎月23日が「家庭読書の日」であることを広く市民に浸透させる
広報活動が必要である。

学校・家庭

図書館サポーター養成
講座

令和元年
①５月25日

（土）
②６月15日

（土）

中央図書館
視聴覚室

市民の自由意思に基づき、無償で個人
の技能・能力を提供していただき、図
書館業務のうち市民の支援を得ること
が可能な業務について、図書館サポー
ターとして活動してもらうことを目的
とする。

新規登録者を対象とする講座を開催した。
　募集対象：市内在住・在勤で18歳以上
　活動内容：①館内図書整理　②図書の宅配サービス　③図書の補修・装備
　　　　　　④館内装飾　⑤ブックスタート　⑥蔵書点検作業等
※新規登録者6名、更新登録者50名、合計56名が登録。延べ活動者数192
名
[成果]　登録者数の目標値を達成することができた。また、多くの登録者に
活動していただくことができた。
[課題]　サポーターの活動を広げるために、新規の活動内容を模索する必要
がある。

図書館サポー
ター

「子ども司書」養成講
座

令和元年
６月～12月
全７回の講座

中央図書館
視聴覚室

同世代の子どもたちへの本の紹介、図
書館、学校、地域での読み聞かせ活動
等ができる子ども司書を養成し、子ど
もたちの中で読書活動のリーダーとし
て活躍してくれる子どもを育成する。

6月から12月まで月１回、日曜日の午前10時から12時までの２時間、全７
回の講座を開催した。
　①6月9日(日）　②7月7日(日）　③8月4(日）　④9月8日（日）
　⑤10月中　⑥11月10日(日）　⑦12月8日(日）
参加人数：10名（うち認定者10名）　累計認定者72名（H25年度から）
[成果]　参加者全員を「子ども司書」として認定することができた。また、
子ども司書認定者の活動機会を増やすことができた。
[課題]　子ども司書認定者が活躍できる機会を更に増やす必要がある。



【中央図書館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

大人のためのおはなし
会

令和元年
10月20日

中央図書館
視聴覚室

子どもたちが楽しんでいる「おはな
し」の世界を大人にも味わってもら
い、読書に親しむきっかけづくりを目
的とする。

丹波市内で活躍中の読み聞かせボランティアグループが大人を対象に、絵本
の読み聞かせやストーリーテリングを行った。
「たからばこ」（氷上町）、「キラキラ」（山南町）、「おひさま」（柏原
町）、「風ごよみ」（春日町）、あおむしクラブ（市島町）の５団体の参加
 参加者30名
[成果]　読書に親しむ、新たな発見としたいただくことができた。
[課題]　少しでも多くの市民に参加いただけるように、周知方法に工夫が必
要であった。

読み聞かせボ
ランティアグ
ループ

ビブリオバトル大会
令和元年
12月15日

（日）

氷上住民セ
ンター
　大会議室

誰でも参加することができる本の紹介
コミュニケーションゲーム「ビブリオ
バトル」を開催し、「新たな本との出
会い」、「本を通して人を知る」コ
ミュニケーションの場所づくりを行い
ます。

中学生の部(市内の中学生)及び高校生・一般の部(市内の高等学校在学生と市
内在住者)の2部で開催した。
発表者数：中学生の部　5名、高校生・一般の部　4名　観戦者31名
[成果]　ビブリオバトルを通じコミュニケーションの場を設けることができ
た。参加者や観戦者が新たな分野の図書に興味を持ち、読書に対する意欲を
沸かすことができた。
[課題]　一般の方に広く観戦者として参加していただく工夫が必要であっ
た。

学校・家庭

子ども読書推進講座
令和2年
1月18日
（土）

中央図書館
視聴覚室

子どもの読書活動についての関心と理
解を深め、子どもたちが読書の楽しみ
を体験できる環境づくりを進める大人
を育成することを目的として開催す
る。

講　師：笹倉　剛氏（神戸親和女子大学教授）
テーマ：子どもと本を結ぶ「ビブリオトーク」
受講者数：1月18日　 10名
[成果]　子どもたちに読書の楽しみを伝える新たな手段として、ビブリオ
トークの手法を学ぶことができた。
[課題]　学校関係者に参加していただくための周知方法に課題があった。

 文学講座（２回講座）
令和2年

①２月22日
（土）

中央図書館
視聴覚室

図書館が市民の生涯学習の情報拠点と
しての機能を果たすため、多様なテー
マから図書館を活用してもらうことを
目的に開講する。

講　師：足立　幸信さん
テーマ：①　2月2２日「呉と越の戦い」　参加者 22名
　　　　②　3月14日「アレキサンダー大王の生涯」　中止（コロナ対応の
ため）
呉と越の国に係る人物、時代背景、人間模様等を知ることができた。
[成果]　楽しくテーマの内容を理解することができる講座であった。
[課題]　参加者が固定される傾向にあることから、周知方法に工夫をする必
要がある。



【人権啓発センター】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

住民人権学習 通年 各自治公民館等

あらゆる人権課題や自治会が抱える課題につ
いて人権の視点から考えることを通じて、人
権についての理解を深め、人権尊重の理念が
文化として定着し、誰もがお互いを認めなが
ら共に生きる「共生社会」の実現を目指す。

内容：各自治公民館の活動で住民人権学習を実施。
　実施数：274自治会（H30　275自治会）
　実施率：91.6％　  （H30　92.0％）
　参加者：7,726人   （H30　7,888人）
成果：主にDVD視聴による学習会を通じて、子ども・若者へ
の肉体的、精神的な虐待について、子どもを一人の人間として
尊重していくことの大切さや地域としてどのように関わってい
くかなどを考えていただくことができた。
課題：参加者の固定化や年齢層の偏りがあることから引き続き
効果的な実施について支援していく必要がある。

住民人権学習推進
員研修会

6月 6日（木）
6月 7日（木）
6月10日（月）

柏原住民センター
ライフピアいちじま
氷上住民センター

住民人権学習推進員を対象とした、住民人権
学習の必要性や具体的な進め方についての研
修会を実施し、推進員としての知識を深める
ことにより住民人権学習のさらなる充実を図
る。

内容：住民人権学習推進員に対し、人権学習DVD「君が、い
るから」の視聴による研修や、DVDを活用した人権学習の具
体的な進め方のワークショップを実施。
　対象者：315人 （H30　311人）
　参加者：190人 （H30　202人）
　出席率：60.3％（H30　65.0%）
　講　師：畑田久祐まちづくり指導員
成果：子ども・若者の人権や住民人権学習のポイント・具体的
な手法を理解していただくことができた。
課題：効果的な学習会が実施されるよう、さらに研修内容を充
実させる必要がある。

令和元年度　丹波市社会教育事業報告書

住民人権学習支援
者研修会

住民人権学習支援者を対象とした、支援者の
役割や住民人権学習会の進め方についての研
修会を実施し、指導的立場の職員として、あ
らゆる人権課題について理解を深めるととも
に、支援者に必要な知識とスキルの習得を図
る。

内容：住民人権学習の支援者に対し、子ども・若者の人権につ
いての講演、人権学習DVD「君が、いるから」視聴によるの
研修の実施。
　対象者：162人 （H30　158人）
　参加者：105人 （H30　105人）
　出席率：64.8％（H30　66.5％）
　講　師：（公財）兵庫県人権啓発協会研修講師
成果：子ども・若者の人権や住民人権学習の進め方について理
解していただくことができた。
課題：住民人権学習支援者制度の活用を促進する必要がある。

5月30日（木） 氷上住民センター



【人権啓発センター】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

企業・事業所人権
学習会支援事業

通年 各事業所

企業・事業所が実施される人権学習を支援す
ることにより、人権意識の高揚を図り人権が
尊重された働きやすい職場づくりの取組を推
進する。

内容：市内の事業所に対し、人権学習会への講師派遣。
　実施数：3社（事業所）（H30　0社）
　参加者：89人（H30　0人）
成果：各事業所における人権課題について学習していただき、
事業所内の人権意識の高揚を図ることができた。
課題：広報紙やホームページ、商工会FAXレター、チラシの
郵送、アンケート調査を行ったが、講師派遣依頼があったのは
３件であり、今後も引き続き人権学習を実施する事業所等が増
加するよう取り組む必要がある。

地域人権教育事業 通年 各中学校区

中学校区を対象とした地域人権教育事業を実
施することにより、地域における人権課題や
生活課題を解決し、人権文化の意識高揚と共
生の地域づくりを推進する。

内容：各中学校区において、人権学習、人権講演会、現地学習
会、活動発表等などの人権教育を実施。
　実施数：７中学校区
成果：人権学習や現地学習を通じて、中学生が人権について理
解を深め、豊かな人権感覚を身につける機会となっている。
課題：学校内だけの活動に留まっており、地域との連携が進ん
でいない。

各中学校

丹波市中学校人権
学習交流集会

8月2日（金） ライフピアいちじま
市内の中学生が他校生と交流し、人権につい
ての学習や取組を学び、人権に対する理解と
意識の高揚・定着を図る。

内容：市内の中学生が一堂に会し、講演会、分散会による他校
生徒と意見交換等人権学習会を実施。
　参加者：242人（H30　250人）
　講　師：坂本研二さん（同和学習について）
　　　　　中川ミミさん（共生教育について）
　分散会：班別での意見交換
　全体会：分散会の報告
成果：講演内容や学校での取組について意見交換することで人
権に対する理解を深める機会となった。
課題：様々な人権課題をテーマに取り入れ、人権意識を高める
必要がある。

各中学校



【市民活動課　生涯学習係】
事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

社会教育関係団体活動支援 通年
市内住民セン
ターほか

社会教育法第10条に基づく社会
教育関係団体に対し、丹波市にお
ける社会教育の発展を図るため補
助金を交付する。
【丹波市子ども会育成協議会】

〔事業内容〕
・丹波市子ども会育成協議会への補助金交付（100千円）
・子ども会安全会加入とりまとめ・・・141団体、3,379名の加入
・少年少女オセロ大会の開催
　参加対象：市内の小中学生　参加者：小学生54名、中学生３名　計57名
・支援者講習会
　テーマ：「遊ぼう！話そう！もっとつながろう！～子どもの笑顔は地域のエネル
ギー～」
　講　師：ｍottoひょうご　栗木　剛氏
　参加者：27名
・親子参加型行事「春探しの散歩」
　講　師：山崎　春人氏
　参加対象：市内小学生　参加者：22名
〔成果〕
・支援者講演会では、単位子ども会役員や自治会役員など幅広い参加が得られ、今の
子どもたちへの関わり方について学ぶことができた。
〔課題〕
・市子ども会役員が不足しているため継続して募集していく。
・少子化により、単位自治会での子ども会運営が困難となっている。

・一般社団法
人兵庫県子ど
も会連合会

・丹波青少年
本部

活躍市民によるまちづく
り事業応援補助金

通年

社会構造の変化や複雑な地域課題
に対応するために、市民の提案に
よる自発的かつ自主的な公益的活
動に対する支援を行う。

〔事業内容〕
【応援補助金】６件、291,000円
　50,000円上限。2/3補助。小学校区以上の事業を対象。書類審査。
【提案補助金】10件、2,367,000円
　300,000円上限。2/3補助。小学校区以上の事業を対象。公開審査。
〔成果〕
・事業進捗確認を年度途中に行い、実施に対する相談を行った。
・提案補助金の上限額を300,000円に引き下げたことで件数が大幅に増加した。
・子どもの教育に大人や地域が関わる事業が実施された。
〔課題〕
・事業が一過性ではなく、継続して実施していくための仕組みづくりが必要である。
・事業の対象者を限定するのではなく、世代間がつながっていくなどの事業の拡がり
が必要である。

ＴＡＭＢＡシニアカレッジ 通年

ポップアップ
ホールほか
市内住民セン

ター

高齢期を豊かに生きるための必要
課題を中心とした『教養講座（全
体学習）』や生涯学習のきっかけ
づくりと、高齢者間の交流と社会
参加を目的とする。

〔事業内容〕受講者数283名、延べ3,225名
・高齢期を豊かに生きるための必要な知識や課題を学習する24教養講座の実施
・少人数で深く学ぶことのできる専門ゼミの開催
〔成果〕
・受講者数は、昨年から17名の減の283名となったが、１講座あたりの平均受講者
数が140名を超え、学ぶ意欲が高まったといえる。
・高齢者同士の交流、外出の機会、仲間づくりに寄与している。
・運動、園芸、情報の３つの専門ゼミを開講し、少人数でより深く学ぶ機会を提供し
た。
〔課題〕
・聞くスタイルの講座が多く、ワークショップなど受講生同士が意見交換できる講座
を取り入れる必要がある。

令和元年度　丹波市社会教育事業報告書



【市民活動課　生涯学習係】
事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

生涯学習振興補助金 通年

生涯学習の振興のための事業を展
開し、その学習の成果を生かす場
を創出する活動を行う団体に対す
る支援を行う。
〔団体補助金〕
対象団体の行う事業に公益性があ
ると認められ、その団体の運営に
充てる費用を補助する。
【地域高齢者学級】

〔事業内容〕
・５つの地域高齢者学級（柏原木の根大学、氷上寿学級、春日さわやか学級、山南や
まなみ大学、市島ＯＢ大学）に対し、合計1,800,000円の補助金を交付（1/2補助、
書類審査）
・地域高齢者学級連絡会を３回開催。
・学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会・中央大会（県大会）への積極的な参加
〔成果〕
・申請段階と年度途中の進捗状況の把握、実績報告時のヒアリングを実施し、学級生
の更なる活動の充実や知識循環の強化を図った。
・各地域で構成する連絡会を開催し、学級相互の情報共有など交流を図った。
・活動の様子を「広報たんば」に地域当番制で定期的に連載した。
〔課題〕
・地域高齢者学級の運営に関わる人材（役員）が不足している。
・地域高齢者学級の持続的な講座運営体制の確立

TAMBA地域づくり大学 通年
市内住民セン
ターほか

社会構造の変化や複雑な地域課題
に対応するために、地域や各種団
体等で実践力を伴った活躍できる
人材を育成し、地域力の向上を目
的とした人材育成講座を開催。

〔事業内容〕
・「市民の参画と協働を推進する」というテーマのもと開校式から講座の実施、閉校
式までの企画募集を公募型プロポーザル方式により実施した。
・活動づくりコース：私から始める・やりたいことを形にする（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
　受講生14名
・情報発信・共有コース：参加を広げる情報発信・共有（ＰＲ企画）　受講生13名
・会議運営コース：対話と合意形成のための会議運営（ﾐｰﾃｨｰﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）　受講生
15名
〔成果〕
・受講生が持っているさまざまな課題に対する学びが深まった。
・講座のなかで実践力を学び、少しずつ実践力を伴った人材育成ができている。
〔課題〕
・地域や各種団体で活躍する人材が不足している。

・受託者：株
式会社地域計
画建築研究所
大阪事務所

身体障害者社会学級
【丹波青い鳥学級】
【丹波くすの木学級】

通年
丹波市内
篠山市内

障がい者が社会人としての幅広い
教養や実用的な知識・技能等を習
得するとともに、ともに生きる喜
びを創造する場を提供する。

〔活動実績〕
・青い鳥学級（視覚）の運営　　　　　※事務局：丹波篠山市
　５回開催。学級生14名
・くすの木学級（聴覚・言語）の運営　※事務局：丹波市
　４回開催。学級生８名、ボランティア29名
〔成果〕
・講座は、学級生の企画を多く取り入れて実施した。
・学級生は固定化しているが、意欲的に受講している。
・自治体の範囲を超えて、参加者同士のつながりができている。
・ボランティアも学級生とかかわることで、ボランティア自身の学びの場となってい
る。
〔課題〕
・新規の参加者が少ないため、福祉部署との調整、募集方法の検討が必要である。



【市民活動課　生涯学習係】
事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

成人式
令和２年
1月12日
（日）

丹波の森公苑
ホール

成人を迎えた門出を祝し、成人式
を契機に大人への自覚と言動に責
任を持つとともに社会的責任を果
たす心構えを培い、豊かな人生を
築き上げることを目的とする。

〔事業内容〕
・対象者数　平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれの者723名
・出席者数　571名
・開催内容　第一部　式典（午後１時～午後２時30分）
　　　　　　・思い出アルバム上映、式辞、祝辞、来賓紹介、
　　　　　　　記念品贈呈、母からの手紙、新成人誓いの言葉
　　　　　　第二部　成人式実行委員会４名によるアトラクション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（午後２時30分～午後３時15分）
　　　　　　・丹波市産の商品が当たる抽選会
　　　　　　第三部　地域ごとの写真撮影（午後３時30分～午後５時）
　　　　　　※成人式式典映像のライブ中継の実施
〔成果〕
・成人式実行委員が第二部アトラクションの企画と運営を担った。
　また、抽選会の商品の選定や販売店への取材などを主体的に行った。
〔課題〕
・市外に住む新成人が参加できるようオンラインによる実行委員会を検討する必要が
ある。

自治公民館活動補助金 通年 自治会内

自治公民館の振興と充実を図るた
め、様々な学習活動やスポーツ・
レクリエーション活動、文化活動
など、地域に根ざした自治公民館
の活動に対して補助金を交付し、
元気でうるおいのある住みよい地
域づくりに寄与することを目的と
する。

〔活動実績〕273自治会／299自治会
・事業目的を達成するために３つの交付対象事業を実施する自治公民館等に対し補助
金を交付する。　40,000円/1自治会＋250円/1戸
（１）人権意識を高める学習活動事業
（２）現代的な課題に関する学習活動事業
（３）自治能力を高める学習活動事業
〔成果〕
・市内の約９割を超える自治公民館で様々な活動が実施されている。
〔課題〕
・自治会によって事業への取り組み方に温度差がある。
・実施しない（申請しない）自治会に対してのアプローチが必要である。

生涯学習推進団体補助金 通年
市における生涯学習の普及及び推
進に寄与する団体の活動を支援す
る
【丹波市俳句協会】

〔事業内容〕
　丹波市俳句協会に対し、1,400,000円の補助金を交付（1/2補助、書類審査）
　丹波市俳句協会は、市内小中学校への出張俳句教室、田ステ女俳句ラリー、たんば
青春俳句祭を通じて、丹波市に関わる著名俳人を顕彰するとともに、青少年への俳句
文化の振興と俳句文化の定着、また俳句を通じた言葉の交流を図っている。
〔成果〕
・出張俳句教室は市内のほとんどの小学校で実施されており定着化している。
・出張俳句教室にて学んだことを基に作成した俳句をたんば青春俳句祭に投句してい
る。
〔課題〕
・子どもだけでなく大人に対しても俳句文化の振興をと定着を目指す必要がある。



令和元年度
担当課名

団体名
令和２年度
予算額

令和元年度
会員数又は
参加者数等

令和元年度
補助金額

令和元年度
収入決算額

うち自主
財源の割
合

令和２年度
予算要求額

補助の目的 主な活動内容
支出根拠要

綱
備考

市民活動課 丹波市子ども会育成協議会 100,000 8,160人 100,000 657,211 85% 100,000 活動費補助

・少年少女オセロ大会
・支援者研修会
「遊ぼう！話そう！もっと
つながろう！～子どもの笑
顔は地域のエネルギー」
・春探しのお散歩とお菓子
づくり

丹波市社会
教育関係団
体補助金交
付要綱

教育総務課 丹波市ＰＴＡ連合会 260,000 4,368人 560,000 2,189,829 70% 260,000 活動費補助
ＰＴＣＡ活動実践交流大
会・青少年育成研修会他

〃

※　団体の活動状況を勘案のうえ、予算額の範囲内において、支出決定を行います。

令和２年度　社会教育関係団体補助金執行予定表



令和２年度　丹波市社会教育事業計画書
【教育総務課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

ＰＴＣＡ活動実践交流大会 11月～12月 未定

小学校２校・中学校１校のＰＴＡの実
践発表を通じ、丹波市内ＰＴＡ会員・
地域住民が共に、子どもたちにどのよ
うに接し対応すべきかを考え、地域に
おける課題解決の糸口を見いだすこと
により、ＰＴＣＡ活動の充実・発展を
図る。

実践発表校３校の発表により、保護者として、地域社会の形成者として、青
少年にどのように接し対応すべきかを考えることや、地域における課題解決
に向けてのきっかけを見いだす。ＰＴＣＡ活動を更に充実発展させるための
大会として実施。

取組目標：青少年育成研修会と同時開催することにより、地域・学校・家庭
それぞれの側面から子どもに対する接し方を考えてもらえる大会にする。

コミュニティ･スクールの充
実（地域学校協働活動推進
員の配置）

コミュニティ･スクールを導入した学
校に、地域学校協働活動推進員の配置
し、保護者や地域住民等の学校運営へ
の参画を促進させることで、学校と地
域が力を合わせる「地域とともにある
学校」をめざす。

学校運営協議会と地域活動・市民活動をつなぐコーディネーター役として、
地域学校協働活動推進員を６校に配置し、推進員により地域住民と学校との
情報共有、学校・家庭・地域をつなぐための支援、地域人材の紹介、地域住
民等への助言等を行う。

取組目標：R２年８月以降　順次、地域学協働活動推進員の配置
　　　　　R３年１月（予定）コミュニティ･スクール連絡協議会開催



【学校教育課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

コミュニティ・スクール
の推進・導入

年間

令和２年11月上
旬

市内全域

会場：未定

地域と学校が一体となって子どもたち
を育むコミュニティ・スクールの推進
と中学校への導入を進める。

　地域の人々と目標やビジョンを共有することで、地域が一体となって子ど
もをはぐくむ仕組みを構築を図るため、導入校では、学校運営協議会を中心
に推進をするとともに、11月に学校運営協議会連絡会を開催し、未導入の
中学校では導入に向けた校内研修・熟議を開催する。

[取組目標]
・市内全小学校における学校運営協議会の取組の推進（青垣小・中　和田
小・中）
・学校運営協議会連絡会での学校地域協働活動推進員の理解・啓発
・中学校への学校運営協議会の導入

教育総務課
まちづくり部
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【文化財課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

神戸大学連携事業
歴史講座・古文書相談会及び現
地報告会

歴史講座
6回の講座計画
①8月1日
②9月26日
③11月21日
④12月12日
⑤2月6日
⑥3月13日

ライフピアいちじま
春日住民センター
氷上住民センター
柏原住民センター
青垣住民センター
山南住民センター

地域歴史遺産の所在を明らかにし、資
料の意義を理解してもらい、その活用
や今後の保存に役立て、併せて歴史文
化遺産の活用により、地域の活性化に
役立てることを目的とする。

神戸大学大学院人文学研究科との共同研究による古文書等の歴史資料調査及
びその成果を市民へ発表する。
（市内全域対象および資料館収蔵史料）
歴史講座　　市内６会場で６回開催予定
［取組目標］
　　3密を避けながらの開催を目指し、新たな方法を検討する。

神戸大学

春日歴史民俗資料館企画展
丹波市の中世城館（仮）

10月31日
　　～12月6日（予定）

 春日歴史民俗資料館
大河ドラマで戦国期への注目が高まる
中、市内の戦国期の様相を城の縄張図
や発掘調査資料等から紹介する。

市内の中世城館に関する資料の展示
［取組目標］
　来館者　　400名

青垣いきものふれあいの里企画
展
「春の山野草展」

4月4日～5月6日
（４/10より臨時休館） 青垣いきものふれあいの里

貴重な春の山野草を展示することによ
り、自然への関心を深めるとともに、
自然環境保護の大切さを学ぶ良い機会
とする。

春の山野草を展示
［取組目標］
　　来園者　　600名
　　（実績）59名　　　4/4～4/9

青垣いきものふれあいの里企画
展
「淡水魚と水辺の生き物展」

６月６日～７月５日
青垣いきものふれあいの里

加古川や竹田川で身近に見られる魚や
水辺の生き物、見ることが少なくなく
なった珍しい魚などを展示し、淡水魚
と水辺の生き物への関心と愛着を高め
る。

加古川、竹田川で見られる魚や水辺の生き物を展示
［取組目標］
　来園者数　　400名

青垣いきものふれあいの里企画
展
「昆虫展」

７月18日～８月30日 青垣いきものふれあいの里
見ることが少なくなった珍しい昆虫標
本と夏の昆虫生体を展示し、昆虫への
関心と愛着を高める。

昆虫標本等を展示
［取組目標］
　来園者数　800名

青垣いきものふれあいの里企画
展
「秋の里山植物展」

9月12日～11月3日 青垣いきものふれあいの里
秋の七草だけでなく、ナンバンギセル
などの希少な秋の山野草にも触れ合
う。

秋の山野草を展示
［取組目標］
　来園者　800名

青垣いきものふれあいの里企画
展
「里山の動物展」

12月5日～12月20日 青垣いきものふれあいの里

野生動物のはく製や毛皮の展示、
フィールドに生息している動物たちの
現状を捉え、自然と人間の共存につい
て考える機会とする。

野生動物の剥製を展示
［取組目標］
　来園者　　120名

兵庫県森林動
物研究セン
ター
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【文化財課】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

青垣いきものふれあいの里企画
展
「つる植物作品展」

1月30日～３月21日 青垣いきものふれあいの里

個人やサークル活動で作成されたつる
植物等の工芸品を展示して紹介するこ
とにより、つる植物や作品づくりに興
味を持ってもらう機会とする。

つる植物の工芸品を展示
［取組目標］
　来園者　700名

講座・自然観察会等
「河原探検」
「むしとりペナントレース」
「夏の星座観察会」
「シダ植物観察会」
「秋の自然観察会」
「ミニ門松づくり」
「冬の樹木観察会」
「つるのかごづくり講習会」
「野鳥観察会」
「里山ウォーキング」

7月23日（開催）
8月8日
8月22日
10月3日
10月24日
12月19日
1月23日
2月7日
2月21日
3月20日

中川原橋周辺
いきものふれあいの里
いきものふれあいの里
石龕寺周辺
砥峰高原
いきものふれあいの里
いきものふれあいの里
いきものふれあいの里
南小付近
青垣地域内

フィールドで自然観察等を行い、地域
の自然動植物に対する愛着を深め、考
える機会とする。

フィールドでの自然観察及び体験講座
［取組目標］
　　合計参加者　350名



【植野記念美術館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

春季特別展
日本のポスター展　ポスターで辿る
日本の世相－美人画からオリンピッ
クへ―

令和２年６月２日
～

令和２年７月５日
植野記念美術館 春の特別展（日本のポスター展）

東京オリンピック開催記念として、江戸時代の商店広報としての引札から制作
した東京オリンピックポスターや現在に至るまでの日本の近代化の歩みをポス
ターで紹介。
関連事業として、講演会、ワークショップ、映画上映、鑑賞教室、コンサート
等の開催を予定していたが、新型コロナ感染症拡大防止対策のためすべて中
止。
[取組目標]
入館者目標　４,０００人

夏季特別展
スタジオジブリの鬼才　山本二三
展

令和２年
　７月１８日～
　　９月１３日

植野記念美術館 夏の特別展（山本二三展）

日本のアニメーション界を牽引するスタジオジブリが制作する作品の多くにお
いて精緻な背景画を描く山本二三のジブリ作品を特集する展覧会。
関連事業として、ワークショップ「なりきり動物園ダンボールで作る動物お
面」を開催予定。
[取組目標]
入館者目標　８,０００人

館蔵品展
山のある風景　展

令和２年
　１０月２４日～
　　１２月２５日

植野記念美術館 館蔵品展（山のある風景展）

当館所蔵の日本画、日本洋画、中国絵画など多彩な作品の中から山のある風景
をテーマに、個性あふれる作品を紹介。
[取組目標]
入館者目標　３,０００人

冬季特別展
李　行簡　展

令和３年
　１月１６日～
　　３月2１日

植野記念美術館 冬の特別展（李行簡展）

当館でも所蔵する伝統的中国絵画の巨匠　李　行簡の作品展で、作家が来日し
て描いた作品を、滞在先でもあった李行簡美術館より借用して開催。
[取組目標]
入館者目標　３,０００人
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【中央図書館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

大きなおはなし会

4月19日の実
施を延期する
9月以降に開
催できるか検
討中。

中央図書館
視聴覚室

子どもたちに読み聞かせや素話を通し
て絵本や物語の世界の楽しさを伝え
る。
併せて、子どもたちが図書館を利用し
てくれる一助とする。

図書館等で活動される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（幼児向け）
※毎年、各図書館持ち回りで会場を設定している。
[取組目標]　50名以上の参加を目標とし、大きなおはなし会への参加を
きっかけに定例のおはなし会へ参加してもらうことを目指す。

市内の読み聞
かせボラン
ティアグルー
プ

家庭読書の日
（毎月23日）

毎月23日 各家庭

子どもの読書活動についての関心と理
解を深め、家庭で親子が一緒に読書の
楽しみを体験できる環境づくりを推進
することを目的とする。

丹波市子ども読書活動推進用の「おすすめする本のリスト」や、読書通帳の
配布を行い、家庭、地域、学校、図書館で子どもの読書活動の推進を行う。
また、家庭で読書に親しむ環境が子どもの読書を推進するきっかけとなるこ
とを「家庭読書の日」を通じてPRする。
[取組目標]　家庭において、親子で一緒に読書をする機会を設けてもらうこ
とを目標とする。

学校・家庭

図書館サポーター養成
講座

９月12日
（土）

中央図書館
視聴覚室

市民の自由意思に基づき、無償で個人
の技能・能力を提供していただき、図
書館業務のうち市民の支援を得ること
が可能な業務について、図書館サポー
ターとして活動してもらうことを目的
とする。

新規登録者を対象とした講座を開催する。
　募集対象：市内在住・在勤で18歳以上
　活動内容：①館内図書整理　②図書の宅配サービス　③図書の補修・装備
　　　　　　④館内装飾　⑤ブックスタート事業　⑥学校図書サポーターと
の
　　　　　　連携等
　※受講後、希望者は図書館サポーターとして登録し活動を行う。
[取組目標]　１名以上の参加を目指す。（コロナ対応で開催日が変更となっ
たため）。全てのサポーター登録者が活動に参加していただけることを目標
とし、その機会を設定する。

図書館サポー
ター

「子ども司書」養成講
座

９月以降の開
催を検討中
全７回の講座

中央図書館
視聴覚室

同世代の子どもたちへの本の紹介、図
書館、学校、地域での読み聞かせ活動
等ができる子ども司書を養成し、子ど
もたちの中での読書活動リーダーとし
て活躍してくれる子どもを育成する。

土、日曜日に月１回から２回を開催、午前10時～12時までの２時間、全７
回の講座を実施。
　
　本年度分については、実施時期、実施内容を調整をするべく検討中
　募集人数：10名
［取組目標］　受講者10名全員の「子ども司書」認定を目指す。

大人のためのおはなし
会

9月以降に開
催できるか検
討中。

中央図書館
視聴覚室

子どもたちが楽しんでいる「おはな
し」の世界を大人にも味わってもら
い、読書に親しむきっかけづくりを目
的とする。

大きなおはなし会の開催を優先することとし、ボランティアグループ代表者
と調整を行う。
大人を対象に、丹波市内で活躍中の読み聞かせボランティアグループによ
る、絵本の読み聞かせ、ストーリーテリングを中心としたおはなし会を開催
する。
［取組目標］　40名以上の参加を目標とし、周知方法に工夫を加える。

市内の読み聞
かせボラン
ティアグルー
プ
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【中央図書館】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

ビブリオバトル大会
9月以降に開
催できるか検
討中。

会場　未定

誰でも参加することができる本の紹介
コミュニケーションゲーム「ビブリオ
バトル」を開催し、「新たな本との出
会い」、「本を通して人を知る」コ
ミュニケーションの場所づくりを行い
ます。

中学生の部(市内の中学生)及び高校生・一般の部(市内の高等学校在学生と市
内在住者)の2部で開催する。
発表者数：中学生の部 ７名、高校生・一般の部 ５名程度（予定）
［取組目標］　市民に広くビブリオバトルを通じて読書のコミュニケーショ
ンを広げてもらう。また、新たな分野の図書に興味を持ってもらう機会とす
る。

学校

子ども読書推進講座
（１回講座）

9月以降に開
催できるか検
討中。

中央図書館
視聴覚室

子どもの読書活動についての関心と理
解を深め、子どもたちが読書の楽しみ
を体験できる環境づくりを進める大人
を育成することを目的として開催す
る。

講　師：未定
テーマ：未定
受講者数：30名程度（予定）
［取組目標］　小さなお子さんをお持ちの方にも参加していただける講座内
容とし、幅広い年齢層の方に参加いただく講座とする。

 文学講座（２回講座）
9月以降に開
催できるか検
討中。

中央図書館
視聴覚室

図書館が市民の生涯学習の情報拠点と
しての機能を果たすため、多様なテー
マから図書館を活用してもらうことを
目的に開講する。

講　師：足立　幸信さん
テーマ：未定
受講者：各回　40名程度（予定）
［取組目標］各回30名以上の参加を目指し、新たな生涯学習の機会として
もらう。



【人権啓発センター】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

住民人権学習支援者研
修会

10月頃（予定） 氷上住民センター

住民人権学習支援者を対象とした、支援者の役割や
住民人権学習会の進め方についての研修会を実施
し、指導的立場の職員として、あらゆる人権課題に
ついて理解を深めるとともに、支援者に必要な知識
とスキルの習得を図る。

住民人権学習支援者の役割についての説明、
人権学習ＤＶＤ教材「サラーマット」の視
聴、外国人の人権についての講義等。
［取組目標］参加率100％

住民人権学習推進員研
修会

10月頃（予定） 未定

住民人権学習推進員を対象とした、住民人権学習の
必要性や具体的な進め方についての研修会を実施
し、推進員としての知識を深めることにより住民人
権学習のさらなる充実を図る。

人権文化推進の大切さや住民人権学習の必要
性、住民人権学習推進員の役割などについて
の講義等。
※例年６月にＤＶＤの視聴や具体的な進め方
について説明していたが、コロナウイルス感
染予防対策により開催時期を遅らすことから
内容を変更する。
［取組目標］参加率100％

住民人権学習 通年 各自治公民館等

あらゆる人権課題や自治会が抱える課題について人
権の視点から考えることを通じて、人権についての
理解を深め、人権尊重の理念が文化として定着し、
誰もがお互いを認めながら共に生きる「共生社会」
の実現を目指す。

各自治会において実施方法、内容を決定し、
自治公民館活動として実施。
［取組目標］実施率100％

企業・事業所人権学習
会

通年 企業・事業所
企業・事業所が実施される人権学習を支援すること
により、人権意識の高揚を図り人権が尊重された働
きやすい職場づくりの取組を推進する。

企業・事業所が主体的に実施される人権学習
に講師を派遣。
［取組目標］5回

地域人権教育事業 中止 各中学校区

中学校区を対象とした地域人権教育事業を実施する
ことにより、地域における人権課題や生活課題を解
決し、人権文化の意識高揚と共生の地域づくりを推
進する。

各中学校区推進委員会に地域人権教育事業を
委託（１校区200千円上限）して実施する予
定であったが、コロナウイルス感染予防対策
により教育委員会と協議し中止。

各中学校

丹波市中学校人権学習
交流集会

中止 ライフピアいちじま
市内の中学生が他校生と交流し、人権についての学
習や取組を学び、人権に対する理解と意識の高揚・
定着を図る。

同和問題や平和などについての講演会、分散
会（各学校の取組発表・意見交換）、全体会
（分散会の発表）を実施する予定であった
が、コロナウイルス感染予防対策により教育
委員会と協議し中止。

各中学校

令和２年度　丹波市社会教育事業計画



【市民活動課　生涯学習係】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

社会教育関係団体活動支援 通年 市内

社会教育法第10条に基づく社会教育関
係団体に対し、丹波市における社会教
育の発展を図るため補助金を交付す
る。
【丹波市子ども会育成協議会】

〔事業内容〕
丹波市子ども会育成連絡協議会への補助金交付（100千円）と団体
の活動支援を行う。
・子ども会安全会加入とりまとめ等
・親子参加型事業の実施
〔取組目標〕
・単位子ども会に対して、関係機関と連携し、子どもを対象にした
事業の情報発信を行う。
・野外活動を中心とした自主事業を実施する。

・一般社団法
人兵庫県子ど
も会連合会
・丹波青少年
本部

活躍市民によるまちづくり
事業応援補助金

通年

社会構造の変化や複雑な地域課題に対
応するために、市民の提案による自発
的かつ自主的な公益的活動に対する支
援を行う。

〔事業内容〕
【応援補助金】
50,000円上限。2/3補助。校区以上の事業を対象。書類審査。
【提案補助金】
300,000円上限。2/3補助。校区以上の事業を対象。公開審査。
〔取組目標〕
市民の提案による市民の自主事業が、地域課題が解決する、地域が
活性化するものとなるよう指導・助言する。

ＴＡＭＢＡシニアカレッジ 通年
ポップアップ
ホールほか

高齢期を豊かに生きるための必要課題
を中心とした『教養講座（全体学
習）』や生涯学習のきっかけづくり
と、高齢者間の交流と社会参加を目的
とする。

〔事業内容〕
・高齢期を豊かに生きるための必要な知識や課題を学ぶ教養講座の
実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止とした。代替として、ＦＭ805たんばを活用したラジオ教養講座
を不定期で放送する。（月２回30分放送）
〔取組目標〕
新しい生活様式に見合ったＴＡＭＢＡシニアカレッジの実施体制な
ど、講座の仕組みを再構築する。

生涯学習振興補助金 通年

生涯学習の振興のための事業を展開
し、その学習の成果を生かす場を創出
する活動を行う団体に対する支援を行
う。
〔団体補助金〕
対象団体の行う事業に公益性があると
認められ、その団体の運営に充てる費
用を補助する。
【地域高齢者学級】

〔事業内容〕
５つの地域高齢者学級（柏原木の根大学、氷上寿学級、春日さわや
か学級、山南やまなみ大学、市島ＯＢ大学）に対し、生涯学習振興
補助金【団体補助金】要綱に基づき交付する。
〔取組目標〕
各地域高齢者学級が、それぞれの特色を生かした活動を展開をし、
地域に根づいた学級を維持していく。

令和２年度　丹波市社会教育事業計画書



【市民活動課　生涯学習係】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

TAMBA地域づくり大学 通年
市内住民セン
ターほか

社会構造の変化や複雑な地域課題に対
応するために、地域や各種団体等で実
践力を伴った活躍できる人材を育成
し、地域力の向上を目的とした人材育
成講座を開催。

〔事業内容〕
地域の活性化と地域力の向上をめざし、実践力を伴った活躍できる
人材を育成するため、開校式から講座の実施、閉校式までの企画募
集を公募型プロポーザル方式により行う。
・地域課題を知る・学ぶオープン講座、やりたいことをカタチにす
るプロジェクトマネジメント講座を実施する。
〔取組目標〕
複雑な地域課題に対応するために、地域や各種団体等で実践力を
伴った活躍できる人材を育成する。

身体障害者社会学級
【丹波青い鳥学級】
【丹波くすの木学級】

通年
丹波市内
篠山市内

障がい者が社会人としての幅広い教養
や実用的な知識・技能等を習得すると
ともに、ともに生きる喜びを創造する
場を提供する。

〔事業内容〕
青い鳥学級（視力障がい者対象）、くすのき学級（聴覚、言語障が
い者対象）を開講し、障がい者の学習の場を提供する。令和２年度
は、丹波市が青い鳥学級の事務局を担当する。
〔取組目標〕
・学級生の満足度の高い講座を実施する。
・学級生とともに学ぶボランティアを広く募集する。

成人式
令和3年
1月10日
（日）

丹波の森公苑

成人を迎えた門出を祝し、成人式を契
機に大人への自覚と言動に責任を持つ
とともに社会的責任を果たす心構えを
培い、豊かな人生を築き上げることを
目的とする。

〔事業内容〕
・H12.4.2～H13.4.1の新成人を対象に成人式典を開催。市外転出
者も出席希望者は受け入れる。（対象者数744人）
・成人式実行委員会を設立し、今年度の成人式の実施方法などを協
議する。
〔取組目標〕
新成人実行委員会と協働し、コロナウイルス感染拡大防止に配慮し
た成人式を運営する。

自治公民館活動補助金 通年

自治公民館の振興と充実を図るため、
様々な学習活動やスポーツ・レクリ
エーション活動、文化活動など、地域
に根ざした自治公民館の活動に対して
補助金を交付し、元気でうるおいのあ
る住みよい地域づくりに寄与すること
を目的とする。

〔事業内容〕
・事業目的を達成するために２つの交付対象事業を実施する自治公
民館等に対し補助金を交付する。
　40,000円/1自治会＋250円/1戸
・補助対象事業
　人権意識を高める学習活動事業
　地域コミュニティ形成のための事業
〔取組目標〕
・より充実した活動となるよう地域での相談会を実施する。
・各自治公民館における特徴的な事業を把握する



【市民活動課　生涯学習係】

事業名 開催期日 会　場 事業目的 事業内容 備考（連携機関等）

生涯学習推進団体補助金 通年 市における生涯学習の普及及び推進に
寄与する団体の活動を支援する

〔事業内容〕
　丹波市俳句協会に対し、1,400,000円の補助金を交付（1/2補
助、書類審査）
　丹波市俳句協会の活動は、コロナウイルス感染の影響により、田
ステ女俳句ラリーの中止、市内小中学校への出張俳句教室を縮小す
る。たんば青春俳句祭は事前投句のみで当日の俳句ラリー・公開選
句会は中止する。
〔取組目標〕
・協会事業へ積極的に参加する会員を増やす。



【丹波市社会教育委員の会議】
事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

第１回会議 6月25日 氷上住民センター
・社会教育関係団体補助金支出　　　・令和2年度事業計画
・社会教育委員活動計画　他

第2回会議 未定 ・社会教育委員の活動　他

第3回会議 未定 ・次年度の方針・計画等

【丹波地区社会教育委員協議会】※丹波篠山市事務局
事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

役員会 未定
・令和２年度総会について
・研修会について

総会・研修会 未定
・令和元年度事業・決算報告
・令和２年度役員選出・事業計画・予算
・研修会（予定）

第２回研修会 未定

【兵庫県社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

総会・研修会 7月1日
ホテル北野プラザ
六甲荘

・令和元年度事業・決算報告
・令和2年役員選出・事業計画・予算
・研修会

兵庫県社会教育研究大
会

11月18日 兵庫県民会館
・講演
・分科会別研究協議

【近畿地区社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

近畿地区社会教育研究
大会[大阪大会]

中止 フェニーチェ堺
・記念講演
・分科会別研究協議

　　　令和２年度丹波市社会教育委員活動計画書



 

地域 
 

 

 
 

 

 ○学校との連携・協働（運 

営への参画） 

 ○市民、保護者等との連絡 

調整など 

地域学校協働活動推進員の配置                        

【事業の趣旨】 

 学校と地域住民等が目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子どもた

ちを育むため、コミュニティ･スクールを導入する。また、地域学校協働活動推

進員の配置により、保護者や地域住民等の学校運営への参画を促進し、学校と地

域が力を合わせることによって「地域とともにある学校」をめざす。 

 

【令和２年度目標】 

 学校運営協議会と地域活動・市民活動をつなぐコーディネーター役として、地

域学校協働活動推進員を６校に配置する。 

 

１ 推進員の役割【地域と学校をつなぐコーディネーター役】 

 地域住民と学校との情報共有、学校・家庭・地域をつなぐための支援、地域人

材の紹介、地域住民等への助言等 

 

２ 地域学校協働活動の取組例 

学校支援活動 放課後等支援活動 体験活動 

部活動指導補助 

学校行事支援 

登下校の見守り 等 

スポーツ活動支援 

文化活動支援 

子どもの居場所づくり 等 

社会奉仕体験活動、 

自然体験活動、 

職場体験活動 等 

 

３ 地域学校協働活動のイメージ 

 

 学校 

学校運営、運営に必

要な支援に関する協

議など 

学校運営 

協議会 

教育委員会 
 

○地域住民等と学校

との連携協力体制 

の整備、普及啓発活

動等 
 

○「地域学校協働活

動推進員」の委嘱 
 

○学校への運用支援 

地域住民、保護者、ＰＴＡ、社会教育施設・団体、文化

団体、スポーツ団体、企業・ＮＰＯ等 

 

連携・協働 

※ 想定される対象者 

・学校支援コーディネーター等 

やその経験者 

・ＰＴＡ関係者・経験者 

・退職教職員 

・自治会・青年会等関係者 

・公民館等社会教育施設関係者

地域学校協働活動 

推進員 

地域学校協働

活動への参画 

 協議等の参画（構成員） 
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コーディネーター役 



  

 

地域と学校が一体となって、 

「地域とともにある学校」をつくりましょう！ 
 

丹波市では、市民総がかりの教育の推進に取り組んでおります。その実現に向けて、 

学校は「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、どのような子どもたちを育てるのか、 

何を実現していくのかという目標やビジョンを市民のみなさんと共有し、地域と一体 

となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」へと転換していくことをめざして 

います。 

丹波市教育委員会 

〈問い合わせ先〉 

 丹波市教育委員会 学校教育課 

   〒669-3198  丹波市山南町谷川 1110 

   TEL 0795-70-0811  FAX 0795-70-0814 

   URL http://www.city.tamba.lg.jp/site/kyouiku/ 

   E-mail kyouiku-gakkoukyouiku@city.tamba.lg.jp 

Ｑ すでに地域連携はうまくいっていますが、コミュニティ・スクールになるとどう

なるのですか？ 

Ａ 学校運営協議会では、地域・家庭・学校が目標やビジョンを共有した上で、学校

長が作成する学校運営の基本方針の承認を行います。そして、その実現に向けてと

もに考え、協働していくことが、子育てへの参画となり、ひいては市民総がかりで

行う子育てを実現することができます。 

Ｑ コミュニティ・スクールは、他の学校とどこが違うのですか？ 

Ａ 学校運営に当たって、保護者や地域の皆さんの参画を制度的に保障する仕組みに

なっていることが他の学校と違うところです。学校と地域が力を合わせることによ

って、互いに信頼し合い、それぞれの立場で主体的に地域の子どもたちの成長を支

えていく、そんな学校づくり、地域コミュニティづくりを進めていくことが、コミ

ュニティ・スクールの一番のねらいです。 

Ｑ どのようにして保護者や地域住民との協議を行うのですか？ 

Ａ 学校運営協議会設置に向けては、地域懇談会（熟議）を希望に応じて行います。

熟議には地域の様々な方が参加し、どんな学校にしたいのか、どんな子どもを育て

たいのか等について話し合います。 

 

Ｑ 学校運営協議会は、どのようなことを話し合うのですか？ 

Ａ 学校長が提案した学校の重点目標など学校運営方針の承認を行います。また、「挨

拶の指導に力を入れてほしい」、「ふるさと教育を充実させてほしい」など学校運営

に関する意見具申を行います。 

Ｑ＆Ａ コミュニティ・スクールって何？ 

丹波市がすすめる 

コミュニティ・スクール 



 
 

協  働 

 

取組例 コミュニティ・スクールをすすめるわけ 

元 
年度版 

①保護者や地域のみなさんと情報や課題を共有し、「これからの時代を生

きる子どもたちのために」という共通の目標・ビジョンを持ちたい！ 

 

②多くの保護者や地域のみなさんに子どもたちの成長に関わっていただ

けるような学校にしていきたい！ 

 

③そして、何より、地域と連携して、今よりもっといい教育を展開したい！ 

令和 

たくさんの大人に、関わっ

てもらっているんだね。 

丹波市がめざす コミュニティ・スクールイメージ 

上久下小学校 震災から学ぶ 

青垣小学校 紙芝居（読み聞かせ） 

船城小学校 しめ縄づくり 

丹波市立崇広小学校学校運営協議会 

新井小学校運営協議会 

上久下小学校運営協議会 

コミュニティ・スクール 久下 

小川小学校学校運営協議会 

和田学校運営協議会 

南小学校 学校運営協議会 

中央小学校運営協議会 

西小学校 学校運営協議会 

北小学校学校運営協議会 

東っ子支援チーム 

青垣小中学校学校運営協議会 

竹田小学校 学校運営協議会 

コミュニティ・スクール前山 

鴨庄小学校学校運営協議会 

三輪小学校 学校運営協議会 

大路小学校学校運営協議会 

「おおじっ子育み隊」 

進修小コミュニティ・スクール 

船城小学校コミュニティ・スクール 

「ふなキッズ協力たい」 

 

学校運営協議会一覧（令和元年 6 月 19 日現在） 

西小学校 ウォーキングパトロール隊 三輪小学校 美和の川探検 


