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１ 制度の趣旨 

教育委員会が所管する事務事業については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和 31 年法律第 162 号）により、管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成することが定められています。 

また、その報告書については、議会に提出するとともに、公表することとなっています。 

 つきましては、法に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の皆様へ

広く伝えるため、令和元年度の施策について、「教育委員会自己点検・評価」（以下、「点

検・評価」という。）を実施し、報告書にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検・評価の対象 

 点検・評価は、令和元年度の「丹波市の教育～実施計画～」に沿って実施しました。この

ため、実施計画に掲げた 26 の施策について評価を行っています。 

 目標（あるべき姿）、実績、取組の評価、今後の取組・改善策等の順に記載し、ＰＤＣＡ

により繰り返すことで事業を継続的に改善します。 

また、重点施策については、第三者の専門的な視点で問題提起を促し、より効果的な施策

となるよう外部評価者によるヒアリングを実施しています。 

丹波市の教育行政が充実し、未来を担う子どもたちが必要な力を培うことができるよう、

事業の成果を検証、精査し次年度の施策に繋げてまいります。 

 

 

 

 

 Ⅰ はじめに 

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

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

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

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

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

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

る者の知見の活用を図るものとする。 
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教育委員会点検・評価シート一覧（令和元年度実施計画） 

 （注）○重・・・令和元年度重点施策 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

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

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

（３）健やかな身体づくり（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・ 11 

（４）子どもたちの「連続した学び」の保障（学校教育課）・・・・・・ 13 

 ○重（５）幼児教育・保育の充実 (学校教育課・子育て支援課)・・・・・・ 15 

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

（７）人権教育の推進（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

（８）学校の組織力及び教職員の資質能力の向上（学校教育課）・・・・ 21 

Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実 

（１）健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上（子育て支援課）・・・ 23 

○重（２）青少年の健全育成の推進（市民活動課・学校教育課）・・・・・・ 25 

（３）地域づくりにつながる成人教育（市民活動課）・・・・・・・・・ 27 

（４）高齢者の生涯学習及びその連携（市民活動課）・・・・・・・・・ 29 

（５）市民参画による芸術・文化の創造（植野記念美術館）・・・・・・ 31 

（６）暮らしにとけこむ図書館づくり（中央図書館）・・・・・・・・・ 33 

（７）歴史文化遺産の保存活用と継承（文化財課）・・・・・・・・・・ 35 

Ⅲ 豊かな人権文化の創造・定着 

（１）人権感覚を培う人権教育と指導者等の研修の推進 

（人権啓発センター）・・・・・・・・・・・ 37 

Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実 

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

（２）学校給食の充実（学事課） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

○重 （３）安全・安心な教育環境の実現（学事課） ・・・・・・・・・・・ 43 

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

○重 （５）質の高い教育を支える環境の整備（学事課） ・・・・・・・・・ 47 

（６）学校の適正規模・適正配置の推進（教育総務課） ・・・・・・・ 49 

○重 （７）教員が一人ひとりの子どもに向き合う環境づくり 

（学校教育課）・・・・・・・・ 51 

    （８）子育て支援施策の充実（子育て支援課）・・・・・・・・・・・・ 53 

3



 

 

（９）要保護児童対策の充実（子育て支援課）・・・・・・・・・・・・ 55 

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

 

３ 点検・評価の具体的な方法 

 満足のいく成果が得られたもの・・・・・Ａ 

  ほぼ満足のいく成果が得られたもの・・・Ｂ 

 満足のいく成果が得られなかったもの・・Ｃ 

 取組を見直す必要がある・・・・・・・・Ｄ 

 

４ 学識経験者の知見の活用 

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

言等をいただきました。 

  川上泰彦 氏（兵庫教育大学大学院 教授） 

  

【外部評価者ヒアリング日程】 

   ○令和２年６月 30日 
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１ 教育委員会点検・評価シート 

   教育委員会の事業（Ｐ７～Ｐ58 ） 

 

 〔評価の状況〕 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実
自己評価 外部評価 所管課

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

（５）幼児教育・保育の充実 Ａ Ｂ
学校教育課
子育て支援課

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

Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実
自己評価 外部評価 所管課

（１）健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上 Ａ - 子育て支援課

（２）青少年の健全育成の推進 Ｂ Ｂ
市民活動課
学校教育課

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

Ⅲ 豊かな人権文化の創造・定着
自己評価 外部評価 所管課

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

Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
自己評価 外部評価 所管課

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

施策名

施策名

施策名

施策名

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

 Ⅱ 教育委員会点検・評価結果（令和元年度実績） 

5



 

〔自己評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ 12 事業／26 事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ 14 事業／26 事業 

 

〔外部評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ ５事業／10 事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ ５事業／10 事業 

  

 

２ 外部評価者の意見 

【全 体】 

さまざまな施策について、着実な進捗を確認することができた。 

ただし、保育に関する量的拡充については、まちづくりにも影響しかねない課題であり、

早急な対応が必要と思われる。小学校との接続・連携を行いやすい設置形態となり、保育

と教育の連続性を確保できることは「丹波市の子育て施策」の強みにもなりうる特徴であ

るため、必要とするすべての家庭に保育が行き渡るよう、施策の充実を求めたい。 

また、青少年の健全育成と学校教育の充実、さらには学校を起点とした地域づくりに関

わる課題として、コミュニティ・スクール施策の充実・発展が求められる。こうした政策

動向において先進的な取組であった「平成たんば塾」の蓄積が各地区で発展し、コミュニ

ティ・スクールの施策にきちんと接続することを期待したい。したがって、補助金廃止に

伴い、事業が継続されていない地域については、その状況を把握するとともに、地域で子

どもたちの学習等を見守る形が維持継続されるよう、支援や働きかけを続ける必要がある。 

なお、令和２年度は新年度から感染症対策に伴う学校の休業措置が続き、再開後は感染

症対策に留意しながら教育課程をすすめることが、さまざまなプレッシャーになると想定

される。児童生徒や保護者のみならず、教職員についても心身の健康が維持されるような

施策が求められる。また、特に学校教育に関して、全国学力・学習状況調査等のデータに

依拠した調査項目が用意されているが、令和２年度には調査が見送られたことに加え、施

策の効果以上に休業期間の影響が子どもや学校に及ぶことが想定されるため、これまでと

同様の指標を用いた評価を行うことが妥当かどうかについては、検討の余地がある。 

その一方で、既に達成度が高い状態が続いており、政策評価の指標として適切ではなく

なっている項目もいくつか見受けられた。政策の充実を受けた発展的な変更として、調査

項目の再検討をすすめてもらいたい。 

もともと教育行政は短期的な評価が難しい領域であるため、改善に向けた活用が可能な

指標の設定については、絶えず検討を行うことが必要である。この点も今後期待したい。 
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重点施策 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                    

＜ (１) 子どもたちの「確かな学力」の確立 ＞  

 

項 目 子どもたちの「確かな学力」の確立 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○子どもたちに、未知の課題に対応する力を身に付けさせるため、一人ひと

りが主体的・対話的に取り組み、既有の知識や技能を活用しながら課題解

決につなげることができる授業づくりに取り組みます。 

○授業改善点を明確にし、教職員全員の共通理解のもと、児童生徒の実態把

握と OJT をいかした組織的・実践的な校内研修の充実を図ります。 

○将来の夢をもち、その実現に向けて学び続ける力を育成する取組をすすめ

ます。 

○外国語によるコミュニケーション能力を高めるため、外国語活動の指導を

充実させます。 
 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○学力向上推進会議において各校の担当者を対象にした研修を実施すると

ともに、平成 30 年度作成した「授業改善のための教職員用リーフレット」

（以下、「リーフレット」）についての周知及び協議を行いました。 

○学力向上推進会議の中で協議した意見を取りまとめ、現場のニーズに対応

したリーフレットにするために、リーフレットの改訂版を作成しました。 

○全国学力・学習状況調査の結果分析に基づき、各校において「学力向上具

現化プラン」を立て、校内研修をすすめるとともに、PDCA サイクルに基づ

く授業改善に向け、各校の研究推進委員会や校内研修会への指導主事派遣

を実施しました。 

○主体的・対話的で深い学びを実現し、児童生徒の資質・能力を確実に育成

していくための評価研修を実施しました。 

○地域資源や課題をもとに自分の将来の姿を考えたり、地域の企業関係者と

のディスカッションにより自分の考えを深めたりする「たんばみらい学」

を全中学校で実施しました。 

○中学校３年生の希望者を対象にした「英語検定チャレンジ事業」や、小学

校でのテレビ会議システムによる海外の学校との交流「ネット de イング

リッシュ」を全小学校で実施しました。 

○幼児期から、外国語を使って積極的にコミュニケーションをとる機会を充

実させるために、外国語指導助手（ALT）を認定こども園 10 園に派遣しま

した。 
 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から

取り組んでいる児童の割合（小６） 76.8％ 76.3％ 79.5％ 

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から

取り組んでいる生徒の割合（中３） 77.5％ 71.6％ 75.0％ 

算数の授業がわかると答えた児童の割合（小６） 79.4％ 81.1％ 81.3％ 

数学の授業がわかると答えた生徒の割合（中３） 70.3％ 68.5％ 78.0％ 

学校の授業時間以外に、普段１日あたり１時間以上勉強して

いる児童（小６）の割合 
75.3％ 77.6％ 75.6％ 

重点施策 
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重点施策 
学校の授業時間以外に、普段１日あたり１時間以上勉強して

いる生徒（中３）の割合 
66.3％ 65.0％ 66.4％ 

幼稚園・認定こども園への外国語指導助手（ALT）派遣回数 年 33 回 
(平均 2.5 回) 

年 32 回 
(平均 2.5 回) 

年 45 回 
(平均 3.5 回) 

外国語活動において、自信を持って指導できる教員の割合 88.5％ 89.0％ 89.0％ 

 
取組の評価 ○課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割

合は平成 30 年度より上がっており、全国学力・学習状況調査結果の向上

にもつながっていると考えられます。児童生徒が、主体的に学び他者と協

働する中で、より深い学びを実現していくことができるように、授業改善

の取組をすすめました。 

○リーフレットの改訂版を作成し、周知、活用することで、授業改善の意識

が高まりました。 

○令和２年度から実施される学習指導要領における評価に対する考え方や

通知表への表記の在り方などについて教職員の理解が深まりました。 

○「英語検定チャレンジ事業」では 561 名の中学校３年生の生徒が英語検定

に申し込みました。受検率は 94.4％でした。 

○「ネット de イングリッシュ」は、令和元年度より全小学校で実施してお

り、学校が主体となって児童が国や文化の異なる人々と積極的にコミュニ

ケーションを図る機会を拡充することができました。 
○認定こども園への外国語指導助手の派遣回数は、平成 30 年度よりも増加

しており、幼児期からの外国語を使ったコミュニケーションの機会を充実

させることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進するために、 

 指導主事の校内研修への派遣時には、リーフレットを活用しながら、各校

の実態に応じた指導助言を行っていきます。 

○各学校におけるリーフレットを活用した授業改善に取り組み、その成果と

課題を各学校での研究推進の取組につなげていきます。 

○各学校での授業改善に向けた取組を振り返り、結果分析したことを令和２

年度への取組につなげ、児童生徒のつまずきや実態に応じた学力保障をす

すめていきます。 

〇新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業中には、小中学校教員による予

習型教材作成チームを組織して家庭学習用の教材を作成するなど、児童生

徒の学びを止めないための取組をすすめます。 

○教育研究室成果発表会での英語教育研究部の研究成果などをもとに、英語

教育の充実をすすめます。また、英語検定の受験に向けては、学習塾等へ

通っていない生徒を対象にした学習支援を行います。 

【外部評価者の評価】 

授業改善の取組が継続的に続けられているが、これが児童生徒の授業理

解度の向上につながるよう、授業改善の実質化が期待される。また学習

習慣の定着についても進捗を示すデータが得られておらず「手の付けど

ころ」の一つであることを読み取ることができる。やらされる学習習慣

ではなく、自主・自律を促すような働きかけを期待したい。なお、令和

２年度については、年度当初の休業措置等を考慮に入れた取組評価が必

要である。 

評価判定 

Ｂ 

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

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

＜ (２) 豊かなこころの育成 ＞  

 

項 目 豊かなこころの育成 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教師と児童生徒の信頼関係や児童生徒同士の心のつながりを深め、誰もが

安心して学ぶことができる居場所づくりをすすめます。 

○学校・家庭・地域が一体となって、いじめ・暴力ゼロ市民運動をすすめる

とともに、児童生徒がいじめを許さない強い気持ちを持ち、主体的に解決

しようとする態度をはぐくみます。 

○不登校の未然防止や学校復帰、いじめや問題行動への迅速な対応に取り組 

み、安心して学べる居場所づくりや指導体制の充実を図ります。 

○児童生徒が他者や自分自身との「対話」を通して物事を多面的に捉え、自 

分自身の考えを深められるような道徳の授業を実践します。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○学級経営研修会で、ダスキンお掃除教育研究所による「子どもたちの力を

伸ばす学校掃除セミナー」を実施しました。 

○中学生の代表が実行委員となっていじめ・暴力防止市民フォーラムを開催

し、地域住民、保護者、児童生徒、教職員の協力のもと、市民が一体とな

って、いじめ・暴力をなくすためにできることを真剣に考えました。 

○問題行動等小中連絡協議会を開催し、「折れない心（レジリエンス）をは

ぐくむ生徒指導の進め方」と題して関西外国語大学・新井肇教授より、現

代の課題を抱えた子どもたちへの関わり方について学びました。 

○不登校担当教員研修会を計画的に開催しました。また、丹波市不登校対策

関係者連絡会を開催し、不登校児童生徒への支援について関係機関と連携

を図りました。 

○不登校児童生徒支援シートを活用することにより、学校と適応指導教室が

連携して不登校の未然防止や学校復帰に向けた支援をすすめました。 

○スクールソーシャルワーカー（SSW）を市内全中学校区に配置し、学校の

課題解決に向けて、福祉的な視点から関係機関とのネットワークの構築に

取り組むとともに保護者への支援を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

いじめを見たとき「何もしない」と回答した児童生徒の

割合 
3.5％ 2.8％ 2.7％ 

小学校不登校出現率 0.55％ 0.59％ 0.57% 

中学校不登校出現率 3.21％ 3.08％ 3.18% 

学校復帰率 33％ 24％ 28% 

重点施策 
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取組の評価 ○学級経営研修会は、参加者より、２学期以降の清掃指導に活用したいとの

声が多くありました。 

○いじめ・暴力防止市民フォーラムでは、ＰＴＡの協力もあり多くの参加者

の中で、講演会・パネルディスカッションを実施することができ、参加者

一人ひとりがじっくり考える機会となりました。 

○児童生徒の問題行動の事案が多岐にわたっており、今まで以上に子どもに

寄り添う姿勢や組織的な対応が求められています。しかし、事案への初期

対応に保護者の理解が得られず、事案が長期化するケースもありました。 

○不登校担当教員研修会を実施し、各校における不登校の未然防止や学校復

帰に向け取り組みました。３月は新型コロナウイルス感染症防止対策によ

りほぼ臨時休業となりましたが、２月末時点での不登校児童生徒数は平成

30 年度を若干上回っており、引き続き不登校支援シート等を活用した組織

的な取組や、関係機関と連携した対応の充実が求められます。 

○市内全中学校区に配置したスクールソーシャルワーカーが主体となり、必

要に応じてケース会議を開催したり、学校と関係機関をつないだりする

等、学校の状況に応じて効果的な支援をすすめることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○学級経営研修会については、実施時期や内容について工夫しながら継続し

て開催します。 

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年度においては、いじ

め・暴力防止市民フォーラムを中止し、コロナ禍における「絆づくり」「元

気回復」を推進していくためのメッセージ運動を市民と一体となって取り

組みます。 

○新たな不登校を出さないために、関係機関との連携を図りながら引き続き

不登校の未然防止に取り組み、早期発見と早期対応に努めます。 

○丹波市教育支援センター「レインボー」を開設し、不登校やいじめ、子育

て、児童生徒の指導等に係る相談機能の充実を図ります。また、適応指導

教室に通う児童生徒の学習を支援するため、通室している児童生徒用に授

業動画サービスを導入します。 

○問題行動や不登校、いじめ等の事案に対して、全中学校区に配置したスク

ールソーシャルワーカーによる効果的な初期対応の在り方や必要な支援

策を交流するために、定期的な SSW 連絡会を行います。 

○新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業中の児童生徒の心のケア

として、Zoom を使ったオンライン面談、電話、家庭訪問などによる支援を

継続し、学校再開後も、オンラインとオフラインを効果的に組み合わせな

がら、児童生徒及び保護者、関係機関と連携した心のケアを行います。 
 
【外部評価者の評価】 

いじめ・暴力に関する啓発活動、不登校に関する研修や市内での関係機

関連携に向けた取組をすすめており、妥当な施策を継続している。個別

事案の対応について課題を残したケースもあったようだが、むしろ大切

なのは、そうした事例をきちんと共有し、今後の対応にいかすことであ

るため、そうした学習機会の設定が必要である。なお、令和２年度につ

いては、年度当初の休業措置等の影響が児童生徒の心理面に反映される

ことが危惧されるため、より一層の配慮と対応が必要である。 

評価判定 

Ｂ 

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

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

＜ (３) 健やかな身体づくり ＞  

項 目 健やかな身体づくり 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○新体力テストの結果から見られた体力の低下傾向や主体的に運動に取り

組む意欲等の課題を踏まえ、各校の実態に応じた指導の工夫改善を図ると

ともに、運動の特性や魅力にふれ、運動しようとする意欲を高めたり運動

の良さを実感させたりする機会の充実を図ります。 
○栄養教諭・学校栄養職員を中心に教職員が連携し、校内食育全体計画をも

とに発達段階に応じた系統的な食育を推進します。 
○豪雨災害の経験・教訓を次世代に継承し、災害に備えることができるよう

丹波市防災教育教材「心つなぐ」を年間指導計画へ位置付けて実施をする

とともに、具体的な取組を通して地域と連携した防災教育を推進します。 
【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○新体力テストでは、小学男子が５項目、小学女子が２項目、中学男子が１

項目、中学女子が３項目において全国平均を上回りました。しかし、小中

学校ともに、握力・上体おこし・長座体前屈は、令和元年度も低い傾向に

あります。また、「体育の授業は楽しい」と答えた児童生徒は、小学校男

子で 0.8％、中学校男子で 2.1％全国を上回りました。 

○体力アップサポーターの活用については、兵庫県が実施している「体力ア

ップひょうごサポート事業」において 16 校、丹波市「体力アップ支援事

業」では小中連携も踏まえた中学校の体育科教員を活用した派遣を５校で

実施しました。 

○武庫川女子大学と連携し、児童生徒の体力向上をめざした体つくり運動を

推進しました。また、体力向上に向けた教職員の指導研修を校内研修で実

施しました。 

○食育全体計画及び年間計画の見直しを行うとともに、JA やいずみ会、生産

者等の地域人材を活用しながら、食に関する取組の充実を図りました。 

○丹波市防災教育教材「心つなぐ」を各校の年間指導計画へ位置づけ、地域

の災害の経験・教訓から学ぶ防災教育を推進しました。また、防災教育授

業実践推進校において、学校防災アドバイザーの派遣を受け、防災教育の

授業実践に取り組みました。 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

新体力テストで各学年の全国平均を上回る項目数（小学校）  
８項目中 

２項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

４項目 

新体力テストで各学年の全国平均を上回る項目数（中学校） 
８項目中 

２項目 

８項目中 

２項目 

８項目中 

２項目 

新体力テストで「体育の授業は楽しい」と答えた児童生徒の割合  90％ 90％ 88％ 

地域と連携した防災訓練実施率 93％ 90％ 93％ 
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取組の評価 ○小学校男子においては、基礎的運動要因を刺激する取組の広がりが見られ

ます。また、「体育の授業は楽しい」と肯定的に回答している中学生徒の

割合が男子では全国を上回りました。児童生徒の意欲を向上させる指導内

容の工夫とともに運動能力を下支えする基礎的運動要因を十分にはぐく

むための体つくり・体力つくりを継続して取り組むことが必要です。 
○県事業と合わせて、延べ 21 小学校に体力アップサポーターを派遣しまし

た。また、中学校の体育科教員を活用し、小中学校が連携して体力・運動

能力の向上に取り組むことができました。 
○体つくり運動を充実させ小学校の指定校２校において、学生による出前授

業を実施しました。また、教職員の研修として、体力向上を踏まえた表現

運動の在り方や児童生徒の体力実態について講演を行いました。さらに、

武庫川女子大学と連携して、児童生徒の体力・運動能力の実態に基づいた

体つくり運動についての取組や新体力テストの集計ソフトを活用した体

力分析を通した体力の向上を図ることができました。 
○食育全体計画・年間計画の作成や実施率が平成 30 年度に引き続き 100％と

なっています。また、食育推進事業の推進校において、家庭・地域との連

携や学校の教育活動全体を通した食育の実践研究をすすめることができ

ました。 

○すべての小中学校において、丹波市防災教育教材「心つなぐ」や動画教材

を活用した防災教育がすすみました。今後、防災訓練等の具体的な活動を

通して地域との連携をすすめ、学校防災体制の充実を図る必要がありま

す。 

自己評価 
判定 

 Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○体力向上の取組では、専門性に優れた地域人材や中学校教員を体力アップ

サポーターとして派遣するとともに、体つくり運動「トレーニングカード」

や「元気アップチャレンジシート」の活用により、課題の項目において全

国平均を上回ることができるよう取組をすすめます。 
○武庫川女子大学と連携した「体力アップ事業」の成果と課題を検証し、体力

向上を図るための効果的な取組を推進します。感染症対策による臨時休業中

には、作成したトレーニング動画等を活用し、各家庭において体力向上に取

り組むことができるよう市教委ホームページに掲載します。 

○栄養教諭等を中心にすべての教職員が連携した食育を推進します。臨時休

業中には、生活習慣や食に関する自己管理能力が身につくよう家庭へ働き

かけるとともに、関係機関等と連携を図り必要な支援を行います。 
○緊急時に対応できるよう災害や不審者等を想定した避難訓練を行い、自ら

の命を守るために主体的に行動する態度の育成をめざします。また、感染

症への対応として、衛生環境や十分なスペースの確保等、市防災部局や地

域と連携し、災害時における対応や手順について検証します。 
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重点施策 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                    

＜ (４) 子どもたちの「連続した学び」の保障 ＞  

 

項 目 子どもたちの「連続した学び」の保障 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○幼児期と児童期の教育内容や指導方法について相互理解を深め、子どもの

育ちと学びの連続性という視点から確かな接続を図る取組を推進します。 

○小中連携を図って、中１ギャップなどの課題を解決し、児童生徒の能力や

可能性を最大限に発揮させることをめざし、児童生徒の連続した学びを保

障する取組を充実させます。 

○中高連携を強化し、学習指導や進路指導等の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○認定こども園・小学校連携モデル事業の研究推進体制を整備し、「自立す

る子どもを育てる遊びと学び合い」を視点に保育・授業の工夫改善に取り

組みました。各校園の保育・授業参観や交流活動、合同研修により相互理

解を深めるとともに、幼小連携ネットワーク会議を開催し、学びの接続に

ついて共通理解を図りました。 

○問題行動等小中連絡協議会や不登校担当教員研修会を開催し、生徒指導対

応や不登校の未然防止について理解を深め、問題点や改善策を共有するこ

とができました。 

○中高連携協議会を開催し、中高連携における課題や今後の取組の方向性を

共有するとともに、中学校の教科研修会や高等学校のオープンスクール等

における交流の機会を充実させました。また、青垣中学校・氷上中学校と

県立氷上西高等学校においては、学校間連携モデルとして授業や行事での

生徒や教員の交流を積極的に実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

認定こども園と小学校における連携（アプローチプログラ

ム・スタートカリキュラムの活用） 
１校・園 １校・園 １校・園 

認定こども園と小学校連携研修会（幼小連携ネットワーク会

議） 
２回 ２回 １回 

小中連絡協議会（兼不登校担当教員研修会） ３回 ３回 ３回 

中高連携協議会・担当者会 ４回 ３回 ３回 
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重点施策 
取組の評価 ○各校園の相互参観や園児･児童の交流活動等は計画的に実施され、組織的

な連携体制が整ってきました。幼児期の教育・保育の充実を図ることで接

続期の学びが円滑につながるよう、園内研修において指導方法の工夫改善

をすすめました。 
○各小中学校の校内研修や教科等研修会に異校種の担当者や指導主事が参

加し、小中の系統や指導方法を踏まえた授業改善について、教職員の意識

向上を図りました。 
○不登校担当教員研修会においては、児童生徒の情報交換を行うとともに効

果的な支援の在り方について研修をすすめ、中学１年生での新規不登校の

出現を抑制することができました。 
○中高連携においては、中学校・高等学校の教員が互いの授業研究会に参加

し、生徒が主体的に取り組む授業の在り方について研修をすすめました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○連携モデル事業の２年間の研究成果を他の認定こども園や小学校に広め

ます。また「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を視点に、学びの連

続性を考慮した教育課程の編成や改善を支援します。 

○不登校や不登校傾向の児童に対する支援シートなどをもとに、校種間での

引き継ぎを確実に行い、今後も不登校の中１ギャップの解消を図るととも

に、教育支援センター「レインボー」との連携を強化します。 

○丹波市版キャリアノートやキャリア・パスポートを活用し、小中の９年間

を見通したキャリア教育をすすめるとともに、キャリア教育における中高

連携の充実を図ります。 

○青垣中学校・氷上中学校と連携型中高一貫教育校である氷上西高等学校で

は、乗り入れ授業や、生徒が合同で活動する行事等を充実させ、連携を推

進します。 
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重点施策 
Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                    

＜ (５) 幼児教育・保育の充実 ＞  

 

項 目 教育・保育の質を向上させるための

取組 

担当課 学校教育課 

子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○保育教諭等の専門性や実践的指導力の向上をめざし、各種研修会や訪問

指導の充実を図ります。 

○保育人材の確保を目的として、保育教諭等の給与面における処遇改善を

行います。 

○多様なニーズに対応するため、延長保育、一時預かり、特別支援保育を実

施するとともに、認定こども園の看護師配置を積極的に支援します。 

 

【主な取組】 

令和元年度

の実績 

○市内全域で認定こども園による幼児教育・保育がスタートし、園長のリー

ダーシップのもと組織的な取組を推進するため、市教育委員会主催の認

定こども園園長会を２回実施しました。 

○湊川短大との連携によるキャリアアップ研修や公開保育研修等を実施

し、認定こども園のリーダー的職員の育成を支援しました。また、指導主

事を認定こども園に延べ 60 回派遣し、保育内容や指導方法について協議

を行うことができました。 

○子どもの姿を語り合う保育カンファレンスの充実をめざし、園内研修リ

ーフレットを作成し、認定こども園での活用について周知しました。 

○保育人材確保のため、市内施設に勤務する保育教諭等の賃金を月額平均

30,000 円アップするための支援を行いました。 

○保育人材確保に向けて、養成校訪問、認定こども園見学ツアー、就職フェ

アなどの取組を行いました。 

○保育教諭等の離職防止、事務の負担軽減を図るため保育補助者雇上に対

する支援を行いました。また、子育て支援員研修を８回実施し、保育補助

者のスキルアップを行いました。 

○認定こども園における看護師の配置がすすみ、病児保育（体調不良児対応

型）を９園で実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H29 

実績値 

H30 

実績値 

R 元 

実績値 

公開保育等研修会実施数 13 回 33 回 28 回 

認定こども園の教育・保育が保護者の期待に応えてい

る割合 
 89％ 89％ 92％ 

病児保育実施数 ５園 ５園 ９園 

入所保留児童数 32 人 45 人 70 人 

重点施策 
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重点施策 
 

取組の評価 ○キャリアアップ研修（４分野）や幼児教育研修・公開保育研修の実施によ

り、幼児理解を深め専門性の向上を図る取組ができています。また、指導

主事による訪問指導を通して、保育内容や指導方法の工夫改善について

協議することにより、保育教諭等の意識改革につながる取組となってい

ます。 

○子育て支援員研修を実施し、保育補助者のスキルアップを行うとともに、

認定こども園保育従事者の確保に取り組みました。 

○病児保育（体調不良児対応型）において、看護師の配置がすすみ、平成 30

年度５園から９園に増加し、認定こども園の事業への意識が高まってい

ます。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○幼児教育・保育の在り方について実践を通した協議を活性化し、指導力の

向上をめざして更なる研修の充実を図ります。また、新たな気づきと学び

を促す園内研修リーフレットを活用し、園内研修を推進します。 

○キャリアステージに応じた研修により、主任・主幹教諭等リーダー的職員

の育成を支援します。また、先進的実践園の視察研修により保育実践の向

上を図ります。 

○幼児教育・保育の無償化により、保育ニーズがさらに高まり、保育人材の

不足が懸念されます。多様な保育ニーズに対応するため、健康福祉部子育

て支援課との情報共有や連携により、保育人材の確保策とともに様々な

課題に応じた保育の専門性を高めるキャリアアップ研修を継続実施し、

幼児教育・保育の質の向上をめざします。 

○認定こども園園長会を通じて、はぐくみたい資質・能力や小学校との円滑

な接続等について共通理解を図り、関係機関と連携した幼児教育・保育を

推進します。 

 

【外部評価者の評価】 

市内施設に向けた支援を通じて保育人材の確保を図っているほか、職

員の資質向上に向けた研修会を実施するなど、保育の質の向上を図る

ための取組がすすんでいる。いずれも継続的な取組が効果を生むと考

えられる。一方で入所保留児童数が年々増加しており、保育の質的な

向上の一方で量的なニーズに対応しきれていない状況が読み取れる。

近年の保育ニーズの高まりに対応するよう、保育供給の量にかかる改

善策が求められる。 

評価判定 

Ｂ 

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

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

＜ (６) 特別支援教育の充実 ＞  

 
項 目 特別支援教育の充実 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○一貫した支援体制づくりを充実させるため、乳幼児期から就労期までの支

援体制の充実を図るとともに、保健、福祉、教育の各機関の連携を図りな

がら、切れ目のない支援体制の構築を図ります。 
○特別支援教育コーディネーターを中心とした、校内支援体制の充実を図り

ます。保護者と合意形成のもと個別の指導計画を作成し、保護者に向けて

も啓発を図ります。 
○特別支援教育に関する教職員の専門性を高めるとともに、通常学級におけ

る特別な支援を必要とする児童生徒を中心にすべての子どもにとってわ

かりやすい授業づくりを推進します。 
 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○切れ目のない支援体制を構築するため福祉部や丹波市障がい者基幹相談

支援センター相談支援専門員と連携し、特別支援教育セミナーにおいて、

児童生徒に関わる福祉サービスの利用について両者から説明を受ける機

会を設けました。 
○通級指導教員を対象とした高等学校・小中学校合同研修会を年３回、通級

連絡会を年９回開催し、一貫した支援を充実させるための連携をすすめま

した。また、通級を受ける児童生徒に対し「個別の教育支援計画」の作成

率が 100％となるよう取り組み、達成しました。 
○校(園)内委員会で協議し、特別な支援が必要であると判断した特別支援学

級及び通常学級の児童生徒について、「個別の指導計画」作成率が 100％と

なるよう各小中学校へ周知し、目標を達成しました。 

○通常の学級に在籍する発達障がいのある児童生徒への支援も充実させる

ため、特別支援教育コーディネーター研修から特別支援教育セミナーに変

更し、すべての教職員を対象とした研修を開催しました。 
○授業のユニバーサルデザイン化研修では、令和元～２年度の期間、１中学

校を指定し研究をすすめています。令和元年度においては、11月には公開

授業研修会を開催し、市内教職員の指導力向上に向けて取り組みました。 
 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

丹波市特別支援連携協議会の開催 ２回 ２回 ２回 

特別支援教育にかかる校内委員会の開催（各校平均） 11.9 回 12.0 回 11.7 回 

校(園)内委員会で支援が必要と判断した園児児童生徒数

に対して個別の指導計画を作成した割合 98.3％ 99.1％ 100％ 

特別支援教育サテライト研修の満足度 100％ 100％  

重点施策 

17



特別支援教育セミナー   ３回 

授業のユニバーサルデザイン化研修の満足度 100％ 100％ 100％ 

 
取組の評価 ○福祉部地域包括支援課と連携し、児童生徒の育成には、福祉･教育･医療･

家庭の連携が必要なことを周知することができました。小学校において

は、通所支援事業所と連携を深めるケースが増えています。今後もスムー

ズな連携が図れるよう啓発に努めます。 
○健康部健康課と連携した教育相談には 55 家庭の保護者が参加しました。

就学に対する不安解消と理解をすすめるとともに、早い段階から個に応じ

た就学支援を考える機会となりました。 

○支援を必要とする児童生徒のアセスメントとそれに伴う保護者・本人との

合意形成、通級指導を受ける児童生徒の「個別の教育支援計画」の作成、

通常学級における児童生徒の「個別の指導計画」作成等、子どもに寄り添

った支援をすすめることができました。 

○特別支援教育セミナーには３回で延べ 198 名が参加し、全ての学級に在籍

する園児児童生徒への支援体制の充実に向けて、教職員の理解を深める研

修ができました。 

○通常学級におけるユニバーサルデザインの視点での授業づくりや指導方

法について、小中学校教職員を対象として研修会を開催し、教職員の専門

性を高めるとともに意識の向上を図りました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○健康センターミルネにある健康課・子育て支援課との連携のもと、福祉サ

ービスを活用したより効果的な支援について、教職員の理解を深める啓発

を行います。 

○就学に向けての相談会は定着してきましたが、義務教育終了後の生徒の就

労や居場所については、保護者･教職員ともに知識を広げる必要がありま

す。健康課･子育て支援課、保護者・関係職員等を一同に集めて卒業に向

けた相談会を開くなど、将来を見据えた計画的な取組をすすめることが必

要です。 

○乳幼児期から就労期までの切れ目のない支援を実施するため、丹波市特別

支援連携協議会等において関係機関の取組や役割について情報共有し、よ

り効果的な支援が展開できる体制の強化を図ります。 

○すべての園児児童生徒が持てる力を最大限に発揮できるよう、特別支援教

育セミナーの内容を工夫・精選し、継続して教職員の専門性と指導力の向

上を図ります。 

【外部評価者の評価】 

切れ目のない支援を構築するための他機関連携をすすめているほか、特

別支援教育に関する研修も対象を拡大し、小中学校に加え認定こども園

も対象として、市内で幅広く特別支援教育が充実するように工夫をすす

めている点は高く評価できる。今後は研修の内容や水準について、経年

的な工夫が求められる。なお、指標としている研修満足度については、

100％が続いており、他の指標に改めることが妥当と思われる。 

評価判定 

Ａ 

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

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

＜ (７) 人権教育の推進  ＞  

 

項 目 人権教育の推進 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○すべての人間の人権が尊重され、認め合い、支え合いながら共に生きてい

くことができる共生社会の実現に向け、一人ひとりの人権感覚を高め、人

権問題についての正しい理解・認識を培うとともに、実践的態度の育成を

めざします。 

○同和問題（部落差別）を重要な柱ととらえ、すべての教育活動において、

人権の普遍性と正当性についての認識や理解を深めるとともに、差別をゆ

るさないこころ、差別を見抜く力、共生のこころを育成し、人権意識を高

める教育を推進します。 

○情報社会における正しい判断や望ましい態度及び情報社会で安全に生活

するための危険回避の方法やセキュリティの知識・技術の獲得の両面か

ら、情報モラル教育を推進します。 

○外国人児童生徒の就学を促進し、きめ細やかな指導・支援をするため、多

文化共生サポーターの派遣を行い、日本語指導が必要な児童生徒の支援を

充実します。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○教職３年以内の教員及び希望者対象の人権教育研修会では、部落差別解消

推進法を中心に人権３法を含め、これまでの同和教育の取組や差別の現

実、差別を許さない学級づくり等について、講義やグループ討議を実施し

ました。 
○中学校において、DV 防止教育に取り組み、互いの理解を深め、よりよい人

間関係づくりを図る教育をすすめました。 
○「丹波市版子どものネット利用に関する家庭ルールブック」の改訂を行い、

市内の携帯・スマホの使用実態に沿った指導ができるよう改善しました。

また、全中学校において、生徒及び保護者を対象とした情報モラル教育講

座を実施し、家庭におけるルール作りの促進と保護者の情報モラル意識の

向上を図りました。 
○各学校に在籍する外国人児童生徒について、学校と情報を共有するととも

に、児童生徒の学習や生活支援、保護者の通訳等について、関係機関へつ

なぎ、多文化共生サポーター、多言語相談員の派遣を含め、各校の状況に

応じ迅速に対応できるよう、周知を図りました。 
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【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

いじめはどんなことがあってもいけないことだと思

う児童生徒の割合 
95.6％ 97.7％ 96.5％ 

情報モラルの指導ができる教員の割合 89.4％ 94.2％ 95.3％ 

情報モラルに関する指導を受けた児童の割合 83.1％ 91.5％ 90.8％ 

情報モラルに関する指導を受けた生徒の割合 97.5％ 97.3％ 98.3％ 

 
取組の評価 〇教職３年以内の人権教育研修会アンケートでは、講義内容を「理解できた」

と答えた教員の割合は高く、記述においても多くが「人権意識を高めてい

きたい」と答えており、自分自身を振り返りながら学びを深める機会とな

りましたが、授業実践へつなぐことの難しさや不安についての意見もあ

り、今後も取組が必要です。 
○中学生対象のデート DV 学習では講演会後の事後指導に意見交流を取り入

れたり、社会科や家庭科の授業の中に取り入れたりする方法を探るなど、

学校の現状とつなげながら取組をすすめています。 
○日本語指導を必要とする外国人児童生徒について、多文化共生サポーター

や多言語相談員の派遣、就学支援ガイダンス等、各校と連携しながら、情

報提供を積極的に行いました。外国人児童生徒等に関する状況や課題、ニ

ーズ等の把握に努めました。 
○市内小学校３年生から中学校３年生までを対象にした携帯・スマホアンケ

ート結果に基づき、児童生徒の携帯・スマホ使用の実態に沿った家庭ルー

ルブックを作成することにより、アンケート結果の有効活用を図るととも

に、児童生徒の実態に沿った指導につなげることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○教職員対象の「人権に関する意識調査」において、教職員全体として一定

数の理解や意識の高さがうかがえましたが、「同和問題への関心」項目で

は、若年層がやや低い結果となっています。同和教育がなぜ必要なのかを

理解し、知識を深めるとともに、その学びを授業につなぐ実践力の育成を

図るため、教育現場で同和問題に取り組まれている講師を招聘し、人権課

題の解決や学級づくりに向けた指導方法について学ぶ研修会を実施しま

す。 
○デート DV 学習に向けて、講演会後に協議を取り入れたり、意見交流を持

ったりするなど、より理解の深まる学習となる取組をすすめます。 
○携帯・スマホ所持率の低年齢化及び SNS によるいじめ事案や誹謗中傷の多

様化に対応していくため、これまで中学校で実施してきた「親子で学ぶ情

報モラル講座」の実施を小学校にまで拡大し、小学校段階からの情報モラ

ル指導の充実を図ります。 
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重点施策 
Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実                    

 
＜ (８) 学校の組織力及び教職員の資質能力の向上 ＞  

 

項 目 
学校の組織力及び教職員の資質能力

の向上 
担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○学校教育目標の共通理解を図り、教職員全員が協力・協働して機動的に対

応できる組織を構築します。 

○教職員のキャリアステージに応じた研修体系をもとに、教職員一人ひとり

の資質・能力の向上を図ります。 

○丹波市学習定着度調査や全国学力・学習状況調査の結果等を踏まえた授業

改善を図るため、児童生徒の実態に応じた実践的な校内研修を推進しま

す。 

○次期学習指導要領の実施を見据え、様々な教育課題に対応するため、専門

的な調査研究を推進します。 

 

【主な取組】 

令和元年度

の実績 

○いじめや不登校等の対応にあたっては、いじめ対応チームをはじめ、校内

の組織を機能させ、組織的に解決に向けて取り組みました。 

○教師力スキルアップセミナーについては、夏季休業中に主体的・対話的で

深い学びにつながる学習集団・授業づくりに関する講義を行いました。ま

た、10 月には学び合いの師範授業を実施しました。 

○各小中学校の校内研修に指導主事を派遣し、各校の実態に応じた指導助言

を行いました。派遣回数は延べ 53 回となっています。学力向上推進教員

については、８回派遣しました。また、学力向上推進会議を定期的に開催

し、教職員用リーフレット「児童生徒の力を伸ばす授業づくりのために」

を活用した授業改善について協議しながら教員の指導力の向上をめざし

ました。 

○教育研究室（アントレプレナーシップ教育研究部、小学校英語教育研究部、

プログラミング教育研究部）では、２年間の研究の成果発表を令和２年２

月 21 日に実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 
H29 

実績値 

H30 

実績値 

Ｒ元 

実績値 

教師力スキルアップセミナーを授業に活かすことが

できた教員の割合 
67.8％ 84.0％ 89.6％ 

たんば啐啄塾の実施 年６回 年６回 年３回 

ニューリーダー研修の実施 年１回 年１回 年１回 

スクールリーダー育成研修の実施 年４回 年３回 年３回 

学校管理職マネジメント研修（校長、教頭・主幹教

諭）の実施 
年各１回 年各１回 年各１回 
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重点施策 
取組の評価 ○いじめ問題や不登校への対応では、教職員が協働し、未然防止を含めて迅

速な初期対応や適切な事後指導を行う等、事案の解決にむけて組織的な取

組をすすめることができました。 
○キャリアステージに応じた研修体系のひとつである「たんば啐啄塾」にお

いては、現職教員や経験豊富な退職教員による講義を行い、子どもを伸ば

す指導方法や教材研究の方法を学ぶ機会となりました。教頭・主幹教諭研

修では、教育改革に取り組む必要性を講師の具体的な取組から学び、自校

の教育改革の視点を得る機会となりました。 
○校内研修においては、小学校だけでなく中学校においても、全教員参加型

の授業研修が定着してきています。異なる教科の担当者が、校内の課題に

沿った共通の視点で授業改善をすすめることにより、組織的に授業改善を

図ることができています。 
○教育研究室の３部会では、研究員がそれぞれの研究テーマに基づいた調査

や授業実践に取り組みました。２年間プロジェクトチームと連携し、効果

的に研究をすすめた成果を発表し、学校に還元することができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○いじめ問題等、各校の課題解決にあたっては、校長のリーダーシップのも

と、教職員が協働して組織的に取り組む体制を充実させます。また、不登

校担当者研修会等の機会を活用し、各校担当者の意識や力量の向上を図り

ます。 

○キャリアステージに応じた研修については、学校現場の課題や参加者のニ

ーズに合わせて改善を図ります。また、令和２年度に向け研修の精選や内

容の充実を図るとともに計画的な年間研修体制の確立を図ります。 

○学力向上推進会議において、各校の担当者と市教育委員会の指導主事が取

組内容を共有するとともに、教職員用リーフレット「児童生徒の力を伸ば

す授業づくりのために」を効果的に活用した主体的・対話的で深い学びと

なる授業改善をすすめます。また、各校の担当者の指導力を向上し、OJT

の推進を図ります。 

○学力向上推進教員の効果的な活用をすすめるとともに、特に、中学校にお

いては指導主事の活用をすすめ、組織的な授業改善の取組を充実させま

す。 

○教育研究室による専門的な研究については、ICT 活用研究部、問題解決型

学習研究部、フィールドエデュケーション研究部の３つの研究室を設置

し、研究を充実させます。 

○新型コロナウイルス感染症対策については、臨時校長会等において、最上

位目標「子どもの命を守ること」を共通理解し、取組を推進します。 
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重点施策 

Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実           

＜ (１)  健全なこころをはぐくむ家庭教育力の向上 ＞  

 
 

項 目 子育て学習センターによる取組 担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○情報や学習機会の提供、相談体制の充実など、きめ細かな家庭教育支援の

取組を推進し、教育の原点である家庭の教育力の向上を図るとともに、保

護者の主体的な「学び」と「育ち」を支援し、保護者が子育てや子どもの

成長に喜びや生きがいを感じ、子育てに前向きに取り組めるようにしてい

きます。 
○地域の子育てに積極的に関わる機運の醸成を図るため、身近な地域で家庭

教育を支援する人材を育成し、地域全体で家庭教育を支えていく基盤の形

成を促進します。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○家庭の教育力の向上をめざし、子育て学習センターにおいて、食育にかか

る調理学習や防災、子どもの心身の発達などをテーマとした講座や行事を

実施しました。また、乳児のベビーマッサージ講座を通し、子どもと触れ

合うことの大切さ、子どもを慈しむ心について学ぶ機会を提供し、前向き

に子育てに取り組む意識の醸成を図りました。 

○子育てピアサポーターを 22 名委嘱し、子育て世代と同じ目線で寄り添い、

子育てに関する相談や助言を行うなど、よりきめ細やかな子育て支援に取

り組みました。また、子育てピアサポーターの情報共有を兼ねた研修会を

２回開催しました。 
 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

子育て学習センター開催講座数 69 講座 68 講座 59 講座 

子育て学習センターひろば利用者数 46,147 人 50,084 人 46,568 人 

子育てピアサポーター数 21 人 21 人 22 人 

 
取組の評価 ○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、３月３日から子育て学習セン

ターを臨時休館していたため、ひろば利用者数は伸び悩んでいますが、開催

した講座は大変好評であり、多くの子育て世代に参加していただきました。

令和元年度から、父親や平日に働いている保護者も参加可能な、講座や行事

の土曜日開催等に取り組み、子育て世代に向け幅広く、子育てへの意欲や、

家庭教育力の向上を図ることができました。 

○子育てピアサポーターは、子育て学習センターや児童館、地域のイベントな

どで保護者とともに活動し、保護者に寄り添い、悩みを傾聴するなど、子育

自己評価 
判定 

Ａ 
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重点施策 
て世代にとって身近な存在に感じられています。 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で家庭教育が行われるよ

う丹波市ＰＴＡ連合会と連携し、家庭の教育力向上のための研修会を実施

します。 

○就学前児童の保護者を対象とした家庭教育については、子育て支援課と連

携し家庭教育に関する学習の機会を提供し、子育てに対する不安や悩みな

どを解消するとともに保護者の主体的な「学び」と「育ち」を支援します。 
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重点施策 

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

＜ (２) 青少年の健全育成の推進 ＞  

 

項 目 青少年の健全な育成への取組 担当課 
市民活動課 

学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○青少年が前向きに生きる意欲を持ち、豊かな人間性や規範意識・社会性な

どを身につけるため、自然体験やスポーツ活動、文化活動、ボランティア

活動に積極的に取り組むことができる環境を整備します。 

○青少年の問題は社会問題の一端であることを踏まえ、社会が青少年の健全 

な育成を図る上で望ましいものであるよう、大人の規範意識の改革にも取

り組みます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○子どもたちがふるさとに愛着をもち育つ事業に対し、活躍市民によるまち

づくり事業応援補助金を交付し支援しました。 

○地域の子ども会が活性化することを目的とした各種情報提供や支援者研

修会を実施しました。（出席者 28名） 

○子どもたちが身近にある植物に触れる機会として、「春探しのお散歩」を

実施しました。（参加者：子ども 23 名、保護者 19 名） 

○令和元年度より平成たんば塾の実施にかかる補助金を廃止しましたが、7

月の継続調査で全自治協議会の 84％から実施される旨、報告を受けまし

た。実際には、76％が継続実施となりました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

１年間に、子どもの教育・育成に関する活動に参画した

割合 
7.6％ 12.7％ 13.4％ 

 
取組の評価 ○子どもたちの成長に関わる事業への支援、事業を企画し実践できるリーダーの

養成、関わる大人を増やすことを目的に各種事業を実施しましたが、短期間で

効果が現れないため、継続して実施する必要があります。 

○平成たんば塾は平成 23 年度の事業開始から８年が経過し、当初目的とし

ていた子ども達の学習の見守りを自治協議会主体で行っていただく素地

ができました。平成たんば塾補助金がなくなった後も、さらに地域が大切

にされている伝統や文化等、趣向を凝らした体験活動を取り入れた事業を

引き続き展開していただくことができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

重点施策 
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重点施策 
今後の取組 
・改善策等 

○子どもたちが地域において、文化活動やボランティア活動に積極的に参加

し、地域の大人たちと関わりを持つことは、人口減少がすすむなか、子ど

もの健やかな成長と地域の活性化をもたらすことから、コミュニティ・ス

クールなど子どもの成長を支える活動に参加する大人を増やす取組をす

すめていきます。 

○今後は、コミュニティ・スクールの導入の促進と充実に努め、地域でどの

ような子どもを育てるのかを考えながら、その成長を支える取組をすすめ

ます。 

 

【外部評価者の評価】 

評価指標としている「子どもの教育・育成に関する活動に参画した割合」

については、そもそも劇的に上昇するのが難しい性質を持っているた

め、継続的な取組を期待したい。自治協議会による学習の見守りについ

ては、将来的なコミュニティ・スクール導入などを考えても、今後の取

組拡大が期待される。補助金廃止によって事業が継続されなかった地域

については状況をよく把握し、必要に応じて補助金以外の方法による支

援を行うなどして、地域の持つ教育力の維持向上に努めてもらいたい。 

評価判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
 

26



重点施策 

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

＜ (３) 地域づくりにつながる成人教育 ＞  

 

項 目 地域づくりにつながる成人教育 担当課 市民活動課 

目 標 

（あるべき姿） 

○社会的課題や地域課題に対応するためには、行政だけではなく地域住民一

人ひとりが地域の担い手として力を発揮することが大切です。こうした住

民が主体となった地域づくり活動や市民活動を推進するため、その中心と

なるリーダーなどの人材育成や行政職員の力量向上に取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○自治公民館活動の振興と充実を図るため、様々な学習活動やスポーツ・文

化活動など地域に根ざした活動に対して補助金を交付しました。 

○ＴＡＭＢＡ地域づくり大学において、地域づくりに参加し、お互いに支え

合い、応え合うことができる地域の公共的人材の育成を意識した３つのコ

ースから構成される 15講座を実施しました。 

○市民プラザにおける３月末までの平均利用者数は、一日約 60 人でした。

地域づくりや市民活動に関する相談も一日あたり４件程度いただいてい

ます。内容は、法人設立や組織活性化、自治協への講演依頼、チラシや掲

示物デザイン・イベント企画、補助金申請など多岐にわたっています。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

１年以内に生涯学習を行った市民の割合 56.0％ 55.7％ 57.0％ 

学びの活動で得た知識を地域で生かしたいと思う市民

の割合 
34.2％ 41.7％ 39.5％ 

 
取組の評価 ○自治公民館活動は、市内の約 95％の自治会で実施されているが、人口減少

を伴う高齢化社会にあって、今後、地域が活力を維持するために、地域コ

ミュニティの形成を主眼においた活動を推進していく必要があります。 

○ＴＡＭＢＡ地域づくり大学は、やりたいことをカタチにする「活動づくり

コース」、参加を広げる「情報発信・共有コース」、対話と合意形成の「会

議運営コース」を実施しました。受講生は、各自に目的を持って受講し、

ＮＰＯの設立等につながる事例も見られるなど効果がありました。 
○市民活動支援センターは、昨年 10 月のオープンから、市民の多様なニーズ

や複雑化する地域課題に向けた公益的な活動を総合的に支援する拠点施設

として取り組んでいますが、今後、市民への更なる認知度を高め、市民に

身近な施設として様々な事業を展開していく必要があります。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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重点施策 
 

今後の取組 
・改善策等 

○近年、人口減少を伴う高齢化社会にあって、地域の活力を維持するために

は、お互いに助け合う地域コミュニティの形成が重要であることから、人

権意識を高める学習活動事業と地域コミュニティを高める活動を交付要

件とし、その活動に主体的に取り組む自治公民館を支援します。 

○ＴＡＭＢＡ地域づくり大学は、社会的課題や地域課題に対して、地域住民

一人ひとりが地域の担い手となって力を発揮する人材を育成するために、

地域の活性化や地域力の向上など現状につながるテーマを内容とした学

習機会を提供します。 

○市民活動支援センターは、その設置場所の利点を活かし、地域づくりや市

民活動に関心を持ち、実践する市民の増加に努めます。地域支援について

は、アウトリーチによる課題調査を行い、セミナーや交流サロンを開催す

る等ニーズや活動状況に応じた伴走支援を行います。 

  また、図書館や美術館など他の社会教育施設と連携した事業を展開しま

す。 
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重点施策 

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

＜ (４) 高齢者の生涯学習及びその連携 ＞ 

 

項 目 高齢者の生涯学習及びその連携 担当課 市民活動課 

目 標 

（あるべき姿） 

○高齢化社会を迎え、高齢者グループなどの自主的な生涯学習活動を支援す

るとともに、学習成果を地域社会の中で活かす機会の提供を行い、生涯学

習活動により得た知識や経験を、地域に還元する人材の育成につなげま

す。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○高齢者にとって身近な時事問題や健康、歴史等について学ぶ教養講座とし

て「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」を開講しました。（受講生 283 名、延べ

参加者数 3,225 名）また、令和元年度から、より専門的で主体的な学習機

会を提供することを目的として、少人数制のゼミ（情報ゼミ 21 名、園芸

ゼミ 26 名、運動ゼミ 21名）の開講や、美術館自主事業と連携し、芸術的

分野に触れる機会を提供しました。 

○各地域においては、趣味クラブを中心とした高齢者学級が開催されていま

す。各地域の交流と課題共有、情報交換の場として地域高齢者学級連絡会

を３回開催しました。 

○生涯学習ポイントカード「まなびすとカード」は、「ＴＡＭＢＡシニアカ

レッジ」の受講回数に応じて市主催のホール事業や美術館入館料の割引が

受けられるもので、高齢者の学習意欲の向上と芸術文化に触れる機会を提

供することを目的としました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

ＴＡＭＢＡシニアカレッジ受講者数 233 300 283 

 
取組の評価 ○「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」の受講者数は、昨年より 17 名少ない 283

名となりましたが、１講座あたりの平均受講者数は、140 名を超え、昨年

より約 10名増加しました。 

○「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」において、令和元年度から導入した少人数

制のゼミ（園芸・運動・情報）に参加した受講生は、より深い学びを得る

ことができ、また受講生同士の交流も図ることができました。 

自己評価 
判定 

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

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

○「ＴＡＭＢＡシニアカレッジ」は、高齢者の学ぶきっかけづくりとして継

続して実施していくなかで、高齢者にとっての必要課題、地域社会におけ

る役割、高齢者の学習ニーズを把握し、より充実した講座にしていきます。 

 また、ニーズに応じた少人数制のゼミも継続して実施し、高齢者のより意

欲的な学びの機会を提供していくとともに、自主サークルなど主体的な 

 学習活動への支援を促します。 

○新型コロナウイルス感染拡大防止の取組により、毎回多人数が集う従来の

やり方を継続することは困難であると判断し、令和２年度のシニアカレッ

ジはすべて中止しました。一方で、こうした中にあっても、学習を継続す

る必要性から、多様な学習の在り方の一つとして、自宅にいながらでも学

習できる「ラジオ教養講座」に切り替え実施しています。今後も「新しい

生活様式」の定着とともに、これまでの高齢者社会教育の進め方について

研究します。 
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重点施策 

Ⅱ 生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実               

＜ (５)  市民参画による芸術・文化の創造 ＞  

 

項 目 市民参画による芸術・文化の創造 担当課 植野記念美術館 

目 標 

（あるべき姿） 

○多くの市民がこころ豊かで生きがいのある生活を送り、感性豊かな子ども

たちが育つことをめざして、優れた芸術文化に触れる機会を提供するとと

もに、四季を通して、質の高い魅力ある展覧会を企画します。 

令和元年度は開館 25 周年の年にあたるため、さらに館の特色を活かした

企画を市民に紹介し、地域に開かれた美術館をめざします。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○開館 25周年記念展として、年間を通じて様々な企画を行いました。 

・日展で活躍中の現代作家である「李暁剛」を採り上げました。写実描写で

近年高い評価を得ている作家であり、格調高い作品群に対して、観覧者か

ら熱い感想が寄せられました。 

・フランス印象派の画家を中心とした作品で構成された「ひろしま美術館名

品展」は、当館では 15年ぶりの本格的な西洋画展であり、身近な場所で質

の高い作品にふれる機会の提供ができました。 

○シニアカレッジ講座に展覧会の観賞教室を取り入れるとともに、美術館関

連事業を生涯学習ポイントカード「まなびすと」対象事業と位置づけ、高

齢者層の観賞者の増加に繋げました。 

○学校教育との連携においては、就学前の幼児を持つ親子観覧の場として美

術館体験イベントを展覧会毎に企画し、子どもの視線を大事にした鑑賞教

室を行いました。展覧会毎に作成した「鑑賞の手引き」は、一般観覧の大

人からも評価されました。 

○地域に開かれた美術館として、地元で活動しながら日展でも審査員として

活躍している彫刻家「三代目 磯尾柏里展」を開催し、美術の里としての

丹波市を見直す契機となるよう企画しました。当館では展示する機会がほ

とんど無い立体作品ということで入館者数は伸びませんでしたが、話題性

は高く、特に子どもたちからは、等身大以上の人体彫刻に、強いおどろき

と興味をそそられたとする感想がありました。 

 また、美術愛好家やサークルの研究発表の場として、研修室の利用は例年

どおり活発でした。 

○25 周年記念展として、館蔵資料の陶磁器について、現在の館蔵作品の制作

作家の評価がわかるような展覧会が開催出来、今後の作品の展示に有効な

知見を得ることができました。 

○地域ゆかりの作家を紹介する小企画展を研修室で開催し、地元の方には好

評でした。 
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重点施策 
【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

美術館年間入館者数 14,769 人 18,369 人 16,185 人 

美術館に対する満足度 100％ 100％   100％ 

ワークショップ等イベント定員充足率 100％ 100％    85％ 

美術館友の会年間会員数 361 人 382 人 333 人 

                                                   
取組の評価 ○子ども向け「鑑賞の手引き」の評価の高さから見て、絵画の見方や感じ方など観

覧者まかせではなく、こちらから歩み寄って様々な鑑賞方法について提示し導い

ていくことも必要であると感じました。 
○「いわさきちひろ」展は、ピエゾグラフというある意味精巧な複製画展でしたが、

子どもから大人まで教科書で馴染んだ挿絵画家としても郷愁を呼び、この種の企

画としてはこれまでにない集客がありました。やはり教育や子どもという視点は

重要であると感じました。 
○令和元年度の企画全体として、自主企画が多く、現代作家を取り上げるなど実験

的な展覧会や芸術性の高さをめざした企画を実施しましたが、相対的には安定し

た集客数を得ることが出来ました。 
○企画内容が比較的地味なものが多く、友の会会員数がやや減少し、今後新たな勧

誘方法を検討する必要性を感じました。 
○講演会やワークショップなどイベント参加者がやや減少傾向にあり、展覧会趣旨

に添った内容を選んでいくことが必要であると感じました。 
○学校以外での地域の子ども会等の活動などで年少者の美術館利用の促進を当初目

論みましたが、あまり機能せず令和２年度以降も工夫が必要であると感じました。 
○地域ゆかりの存命の現代作家の小企画展を研修室をギャラリースペースとして開

催しましたが、作家の励みにもなったようで、地域の方々の反響もありました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 

今後の取組 
・改善策等 

○展覧会企画については、集客を目論むパッケージ企画を複数準備していま

すが、自主企画も組み合わせ、館の個性を活かした運営をめざします。 

○子どもたちが、学校以外の地域活動の中で美術館を利用できる活動を検討

し試行を続けます。 

○地域の美術・芸術活動の支援策として、また美術館施設の有効活用として、

地域ゆかりの現代作家を取り上げた小企画展を複数回実施していきます。 

○美術館運営の支援母体である友の会会員に各種研修会への参加を促すと

ともに、事前の教養講座を充実します。 

〇丹波市ＨＰの美術館のページに展覧会の展示内容を紹介するコーナーや、

「おうちでアート」（家でもアートを楽しめるコーナー）を開設しました。 
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重点施策 

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

＜ (６) 暮らしにとけこむ図書館づくり ＞  

 

項 目 暮らしにとけこむ図書館づくり 担当課 中央図書館 

目 標 

（あるべき姿） 

○市民にとって利用しやすい「地域の情報拠点」として、市民が様々な本に

出会えるきっかけづくりや本を楽しむきっかけづくりに取り組み、市民の

読書活動を推進し暮らしにとけこむ図書館づくりをめざします。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○３市図書館（丹波市・朝来市・福知山市）が連携した広域事業を展開する

ための協議と事業を行い、多様なサービスが提供できるように取り組みま

した。 

○図書館サポーターや読み聞かせボランティアグループと協働した事業展

開により、市民と一体となった図書館運営に取り組みました。 

○子どもたちが読書に親しむための取組として、子ども司書養成講座による

子ども司書の育成や読書通帳によるきっかけづくりを行いました。また、

学校、認定こども園とも連携を図り読書活動の支援を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

図書館登録者のうち当該年度に図書館資料を借受けた

登録者率（有効登録者率） 
12.6％ 12.4％ 12.1％ 

市民一人あたりの年間貸出冊数 5.5 冊 5.4 冊 5.6 冊 

市民一人あたりの蔵書冊数 5.9 冊 6.0 冊 6.5 冊 

図書館サポーター登録者数 48 人 51 人 55 人 

 
 
取組の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近隣市町と連携した広域貸出サービスによる図書館の有効活用を推進し

てきたことにより、丹波市民の広域利用も増加しています。また、朝来市

図書館の丹波市民への広域貸出サービスが開始されるなど、図書館相互の

連携を図ることができました。 

○３市図書館（丹波市・朝来市・福知山市）の連携においては、共通テーマ

による合同展示と合わせて各市の観光パンフレット等を配布する多様な

サービスを提供し、好評を得ることができました。 

○予約上限数を８冊から 10 冊に変更しました。また、利用者端末を使用し

て予約処理が可能となるサービスの提供を開始し、予約申込数が増加しま 

した。 

○読み聞かせボランティアグループとの連携により、定例のおはなし会の開
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重点施策 
 催や大きなおはなし会、大人のためのおはなし会を協働開催し、多くの市

民に参加していただき図書館を身近な施設として利用いただきました。 

○図書館サポーターとして、55 名の市民が登録をされています。書架整理や

館内装飾、図書の修理作業、蔵書点検作業、ブックスタート事業にも従事

していだだきました。サポート活動の実績は、延べ 211 人となり協働した

事業展開を行うことができました。 

○地域で開催されるおはなし会に、子ども司書が定期的に参加する機会を設

け、地域で子ども読書活動の推進リーダーとして活躍することができまし

た。 

○学校、認定こども園へ団体貸出を気軽に利用していただくことを周知し、

貸出数の増加につながりました。また、学校や認定こども園、各施設に図

書館員が出向き読書を推進する活動も定期的に実施することができまし

た。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○図書館を定期的に利用される方を増やすことによる利用者数の増加をめ

ざし、利用者のニーズに沿った情報がいち早く入手できる展示や特設コー

ナーの設置を計画していきます。 

○市民が気軽に図書館を利用できるように、図書館サポーターや読み聞かせ

ボランティアグループ、一般市民、関係する部署・施設と連携し協働する

取組内容の拡充を図り、市民感覚による運営を行っていきます。 

○これまで取り組んできた「子ども司書認定」、「読書手帳」、「家庭読書の日」、

「読書マイスター認定制度」など、子どもの読書への関心を高める取組を

継続し、さらに内容の充実を図ります。 

○図書館サービスの情報発信について、新聞社等の報道機関による周知方法

が効果的であることから、報道機関に提供する内容に工夫を加えて情報提

供を行います。また、図書館のホームページや防災行政無線放送等での周

知についても、タイムリーにうまく市民に情報提供できるように工夫しま

す。 
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重点施策 

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

＜ (７)  歴史文化遺産の保存活用と継承＞  

 

項 目 歴史文化遺産の保存活用と継承 担当課 文化財課 

目 標 

（あるべき姿） 

○歴史文化遺産を次世代へ継承していくため、歴史資料の記録保存や掘り起

こしに努め、市民等に対し、地域の歴史や文化に触れる機会を設けること

により、地域に対する誇りや愛着が醸成され、歴史文化遺産の保存・活用

を通じたまちづくりへと発展していくことをめざします。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○古文書などの歴史資料の調査と歴史講座の開催 

 市内に残る自治会所有の古文書等歴史資料を地域住民と共に調査し、その

調査結果などを題材にした歴史講座を開催するとともに、歴史講座の開催

に合わせて古文書相談会を実施しました。 

○指定文化財、民俗芸能活動への補助事業の実施 

 指定文化財の適正な維持管理と伝承のために行う補修や民俗芸能活動に

対し、補助金を交付しました。 

○歴史民俗資料館企画展の開催 

 歴史民俗資料館の利用増進と歴史資料の保存・活用を図るため、文化財保

護審議会委員の協力を得て柏原歴史民俗資料館に収蔵する歴史資料を調

査し、その成果を公表する企画展を開催しました。 

○文化財活用に伴うプロモーション 

 2020 年の大河ドラマが黒井城跡にゆかりのある明智光秀を主人公とする

「麒麟がくる」に決定し、これを機に、黒井城主赤井（荻野）直正の戦い

方や戦国時代の丹波市の様相を広く市内外に発信することを目的にした

フォーラムと特別展を開催しました。 

○国史跡の整備に係る事業の推進 

 黒井城跡整備基本計画に基づき、遺構の保存と登城者の安全確保を目的に

した補修工事をすすめました。 

○水分れ資料館のリニューアル 

 県立人と自然の博物館の研究員等で組織する展示改修監修委員会による

審議を経て、展示改修に係る実施設計を完了させることができました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

指定文化財保存整備補助事業数 12 事業 14 事業 11 事業 

資料館の入館者数 10,442 人 11,638 人 8,603 人 

歴史講座等の実施回数 ６回 ５回 ８回 
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重点施策 
 
取組の評価 ○文化財は、広く一般に公開・知ってもらうことで、その魅力や価値が発揮

されるものであることから、自治会等が所有する古文書を題材にした歴史

講座の開催や黒井城跡の歴史を紹介するフォーラム・特別展の開催、資料

館に収蔵する歴史資料を調査しその成果を公表する企画展を開催したこ

とより、地域への誇りや愛着が醸成され、歴史文化遺産を保存・活用した

まちづくりに寄与できました。 

○国史跡の整備に係る事業として、黒井城跡整備基本計画に基づき、計画的

に補修工事をすすめることができました。 

○水分れ資料館のリニューアルについては、建築改修工事の入札が不調とな

ったことから、オープンの時期に遅れが生じることになったものの、展示

改修に関する分野については、監修委員の審議を経て、実施設計を完了さ

せるなど計画的にすすめることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○身近な地域の歴史資料に触れる機会の提供並びに資料館の利用増進を図

るため、大河ドラマ「麒麟がくる」の放映を機に黒井城跡に関係する企画

展を開催するとともに、柏原歴史民俗資料館において、市民参画型による

企画展等の開催を計画します。 

○水分れ資料館の展示を新たに、氷上回廊をテーマにした展示にリニューア

ルし、氷上回廊水分れフィールドミュージアムと改称して、年間３万人の

集客をめざすことから、ミュージアム運営の核となる人材を配置し、フィ

ールドワークやワークショップ、企画展の開催などを計画するとともに市

内３ミュージアムの連携強化を図ります。 

○天然記念物級と評される水分れの地勢や黒井城跡など市内国史跡をはじ

めとする貴重な歴史資料を地域学習の教材として位置づけることにより、

更なる地域への誇りと愛着の醸成が期待できることから、学校教育課との

連携を図り、副読本の作成をすすめます。 

○文化財を保存・活用していくための具体的なアクションプランの策定に向

けて、市内にある未指定を含めた文化財の掘り起こしをすすめるととも

に、老朽化がすすむ資料館等の整理統合に向けて、各資料館に所蔵する歴

史資料の目録作成と整理作業をすすめます。 
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Ⅲ 豊かな人権文化の創造・定着                   

＜ (１) 人権感覚を培う人権教育と指導者等の研修の推進 ＞  

 

項 目 
人権感覚を培う人権教育と指導者等

の研修の推進 
担当課 人権啓発センター 

目 標 

（あるべき姿） 

○住民人権学習会等を通じて、日常生活の中で人権を尊重し、行動すること

ができる「人権文化」の定着を図り、誰もがお互いを認めながら共に生き

る「共生社会」の実現をめざします。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○住民人権学習推進員及び支援者を対象とした研修会を開催し、兵庫県人権

啓発協会が制作した DVD「君が、いるから」の視聴を行うとともに、住民

人権学習を実施する上でのポイントや具体的な手法を説明しました。 

○令和元年度の住民人権学習のテーマを「子ども・若者の人権」に設定し、

子どもや若者が社会的に成長し、自立していくために一人ひとりができる

ことは何かについて、学習していただきました。 

○市内各中学校区を対象とした地域人権教育事業や中学校人権学習交流集

会の開催により、地域・学校における人権意識の高揚を図りました。 

○企業・事業所における人権学習を推進するため、「丹波市商工会 FAX レタ

ー」や人権啓発冊子「きずな」の送付に合わせて人権学習講師派遣制度を

周知し、人権学習を実施される企業・事業所に講師を派遣しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

推進員・支援者研修会、企業研修会等の参加者 928 人 908 人 915 人 

住民人権学習会実施率 92.3％ 92.0％ 91.6％ 

住民人権学習会参加者数 8,142 人 7,888 人 7,726 人 

 
取組の評価 ○住民人権学習会の実施は、91.6％となっており、自治公民館活動として一

定程度人権学習が定着し、毎年テーマを決めて取り組んでいることから

様々な人権について理解を深める機会となっていますが、継続した取組と

未実施の 25 自治会へ開催を促すことが重要です。 

○住民人権学習推進員研修会では、ワークショップによる学習会を推進員が

自ら実践することで、自治会での具体的な学習会の進め方の習得につなが

っています。 

○人権学習に取り組まれる企業・事業所への講師派遣は、前年度の０件から

３件に増加しました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

37



 
今後の取組 
・改善策等 

○住民人権学習は、継続して実施することが重要であり、自治会や事業所等

に対し、毎年新しいテーマの提供や DVD 視聴だけでなく他の学習会の手法

を提供するなどマンネリ化を防ぐことで、引き続き各自治会等で学習会が

実施されるよう努めます。 

○未実施自治会に対しては、自治公民館長や住民人権学習推進員に対し、研

修会や学習会の内容等の情報提供を通じて、住民人権学習会の実施を促し

ます。 

○住民人権学習への参加者は、60 代以上で 56.4％、40 代～50 代で 33.5％と

40 代以上で 90％を占めており、この年代は戸主又はその配偶者であると

考えられること、また、女性の参加が 35％と低いことから、子どもを含め

た若年層と女性の参加が増えるように工夫した取組を、支援者研修会等を

通じ情報発信します。 

○令和２年度は、年度当初に計画していた住民人権学習支援者及び推進員の

研修会を、新型コロナウイルス感染症の影響で年度後半に延期したことか

ら、研修会では新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮や相談業

務についても啓発します。 

○地域人権教育事業及び中学校人権学習交流集会は、学校休業に伴う夏休み

の短縮や課外活動等の縮小により令和２年度は中止としましたが、令和３

年度以降は、インターネットを活用した交流集会の実施などアフターコロ

ナの生活様式を取入れた取組を検討します。 

○丹波市人権・同和教育協議会や丹波市商工会と連携し、企業・事業所等に

おける主体的な人権学習の推進を図ります。 

○市職員として、正しい人権感覚を身につけ、人権の保障が行政の根幹であ

ることを認識した上で、各種施策を公平・公正に遂行できるよう、各種人

権問題について研修し資質の向上に努めます。 
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重点施策 

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

＜ (１)  特色ある学校づくりの推進  ＞  

項 目 特色ある学校づくりの推進 担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○地域の教育的ニーズをしっかりと把握し、学校運営に関する情報や学校評

価の結果を広く地域に公表するなど、信頼される学校づくりを推進しま

す。 

○地域とともにある学校づくりを行い、ふるさとの「ひと」「もの」「こと」

にふれ、地域との絆を感じる機会を充実させます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○すべての小学校区における学校運営協議会の設置に向け、説明会や熟議を

開催し、３月末の時点で全小学校区に設置することができました。また、

「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」を開催し、コミュニテ

ィ・スクールの必要性や意義について理解を深める機会となりました。 

○全小学校に配置した学校支援コーディネーターを中心に、地域と連携した

「たんばふるさと学」を実施しました。多くの地域住民に子どもたちの学

習支援をしていただきました。また、全中学校で「たんばみらい学」を実

施し、地域資源や課題をもとに自分の将来の姿を考えたり、地域の企業関

係者（アドバイザー）とのディスカッションにより自分の考えを深めたり

する活動を通して、中学生のキャリア形成を支援しました。 

○丹波竜大好きプロジェクトの実施にあたっては、10 月に全小学校６年生を

対象に、かみくげ元気村やちーたんの館等で現地学習を実施しました。ま

た、熊本県御船町との交流学習「竜学」には児童８名をこども恐竜大使に

任命し、御船町に派遣しました。 

○各学校において、オープンスクールを実施しました。日々の授業参観や運

動会・体育祭等の学校行事をはじめ、人権参観日や地域行事と連携した取

組をすすめました。 

○各小中学校では、ホームページを活用した情報発信に積極的に取り組み、

令和元年度の更新回数は１校あたり 224 回でした。内容は、学校長通信や

学校行事、各学年・学級の取組が中心です。効果的に画像を使い、わかり

やすい内容になるように工夫しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

オープンスクールの来校者の中に地域住民が占める割合  16.1％ 17.6％ 15.7％ 

ホームページの更新回数 
平均 

185 回 

平均 

217 回 

平均 

224 回 

学校（園）関係者評価を改善にいかした学校の割合 75.9％ 80.6％ 86.2％ 

重点施策 
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重点施策 

地域人材を活用した授業実践 

小学校 

33.4 回 

中学校 

13.7 回 

小学校 

29.1 回 

中学校 

16.4 回 

小学校 

29.9 回 

中学校 

19.4 回 

 
取組の評価 ○すべての小学校区に学校運営協議会を設置することができました。初年度

の地域の協議会では、学校長が協議会の運営をリードする地域も多かった

ことから、今後は、会長を中心とした協議会の運営によって活動を充実さ

せていくことが課題です。 

○たんばみらい学では、学校が主体となって企画・運営したり、生徒のニー

ズに合った地域のアドバイザーを確保したりすることが課題です。 

○「竜学」では、熊本県御船町を訪問し、恐竜を題材とした交流学習の充実

を図るとともに、たんば竜フェスタで児童の学びを発表することができま

した。 

○ホームページを活用して、各学校の取組を広く地域住民に公開しており、

理解が深まってきていると考えます。更新回数は目標値を上回りました

が、学校間で更新回数の差が大きいことは課題です。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○各地域の学校運営協議会委員や学校関係者が、市内の取組について情報交

換や意見交流ができる機会を持つことにより、コミュニティ・スクールの

充実をめざします。 

○コミュニティ・スクールの導入・充実にあたっては、市民活動課と連携し、

子どもを中心に据えた取組の推進を図ります。 

○地域学校協働活動推進員を計画的に配置し、学校・家庭・地域の組織的な

連携・協働体制の構築を図ります。また、このことについて、「学校運営

協議会連絡会」において、地域住民や教職員の理解促進を図ります。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、丹波竜を活かした交流学習

「竜学」については、中止しますが、今後も、「にっぽん恐竜協議会」の

各市町との連携や交流を継続します。 

○ホームページの更新回数が少ない学校の管理職や担当教職員が、課題意識

や主体性を持って積極的に情報発信できるように、更新回数の集計結果等

を校長会で周知し、各学校におけるホームページの活用促進を図ります。 

  

【外部評価者の評価】 

学校運営協議会の設置がすすみ、地域と協働した学校づくりと、学校を

起点とする地域の活性化の両方が期待される。これまでの施策との連続

性を大切にして、コミュニティ・スクールについても浸透と充実を図っ

てもらいたい。ホームページを活用した情報発信については、感染症対

策による休業といった事態への対応力を高める側面もある。引き続きの

充実が重要である。なお、オープンスクールや地域人材による教育実践

については、令和２年度の拡充は難しいと考えられ、新たな（もしくは

臨時的な）指標の設定が必要と思われる。 

評価判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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重点施策 

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

＜ (２) 学校給食の充実 ＞  

 

項 目 学校給食管理事業 担当課 学事課 

目 標 

（あるべき姿） 

○平成 29年度に策定した丹波市学校給食運営基本計画【第２次】に基づき、

学校給食運営の効率化に努め、将来にわたり安全安心な給食を提供しま

す。 

○学校給食事業を円滑に運営していくために、学校給食費の収納率アップに

努めます。 

○学校給食における地産地消を推進するため、供給体制の整備及び安全で規

格にあった食材の確保に努めます。 

○多様化する食物アレルギーによる事故防止を徹底し、食物アレルギーを持

つ児童生徒に対する適切な対応に努めます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○青垣学校給食センターの厨房機器を更新しました。 

○旧市島学校給食センターの解体・撤去を実施しました。 

○丹波市学校給食費滞納整理等事務処理要綱に基づき、計画的に滞納整理を

実施しました。また、分納誓約をしたにもかかわらず誓約不履行となった

滞納者に対し、簡易裁判所に支払督促の申立を行うなどの法的措置を講

じ、強制執行を実施しました。 

○食物アレルギーによる事故を防止するため、令和３年４月実施に向けて、

アレルギー対応マニュアルの見直しをしました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

地場野菜の使用割合 20.9％ 24.8％ 24.5％ 

衛生上の支障を懸念し、給食を停止させた回数 0 回 0 回 0 回 

給食費（現年分）の徴収率 98.6％ 98.4％ 98.4％ 

 

取組の評価 ○運営開始から 15 年目を迎えた青垣学校給食センターの厨房機器更新につ

いて、計画的に実施することができました。令和２年度には洗浄機等を更

新し、２年間にかけて更新を完了させます。 

○平成 28 年度末をもって廃止した旧市島学校給食センターの解体・撤去工事

を実施しました。解体後の跡地には、転落防止策を施し、隣接する市島中

学校の駐車場等として活用できるよう整備しました。 

○学校給食費の滞納分について、丹波市学校給食費滞納整理等事務処理要綱

に基づき、簡易裁判所に支払督促の申立を行うなどの法的措置を講じ、強
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重点施策 
自己評価 

判定 
制執行等を実施することにより、滞納繰越分の収納率が向上しました。 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○学校給食における地産地消を推進するため、生産者の規格や品質の捉え

方、天候や人手不足による数量確保の不安定さなど様々な課題を、丹波市

学校給食用農産物生産者協議会（事務局：農業振興課）において調整し、

地場野菜の使用割合を高めていきます。 

○丹波市学校給食運営基本計画【第２次】に基づき、柏原・氷上学校給食セ

ンターの厨房機器の更新を実施します。 

○多様化する食物アレルギーによる事故を防止するため、国の指針に基づい

て、除去食対応の見直しに取り組みます。 
○新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少した保護者について

は、世帯の負担軽減や不安を和らげるため、給食費の分納等、個別に対応

していきます。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (３) 安全・安心な教育環境の実現 ＞  

 

項 目 学校施設整備 担当課 学事課 

目 的 

（あるべき姿） 

○学校施設長寿命化計画に基づき、これまでの大規模改造中心の整備ではな

く、トータルコストの低減と事業費の平準化を図る中で、定期的な施設の

点検や診断結果を有効活用し、教育環境の質的な向上を図ります。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○第５次学校施設整備計画（令和元年度～令和３年度）に基づく事業を実施

しました。 

・大規模改造事業（老朽・空調）・・・1校（黒井小学校西校舎・東校舎） 

・崇広小学校プール改修工事設計業務 

・合併特例債事業・・・新井小学校屋内運動場屋根及び外壁改修工事 

○学校施設空調設備整備事業 

・市内未設置小学校（17 校）普通教室等空調設備整備工事 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

学校施設大規模改造事業（プール含む） 3 校 3 校 1 校 

学校施設空調設備整備事業（中学校特別教室）設計業務 ― ― ― 

 
取組の評価 ○第５次学校施設整備計画に基づき、計画的な施設整備が図れました。令和

元年度においては、黒井小学校の西校舎・東校舎の大規模改造・空調整備

工事を実施しました。 

○臨時特例交付金を活用し、市内未設置小学校（17 校）普通教室等において

空調整備工事を実施しました。 

○令和２年度施工実施に向けた崇広小学校プール改修工事に伴う設計業務

を行いました。 

○施設修繕では、緊急性の高い施設から順次修繕を行いました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 

今後の取組 
・改善策等 

○第５次学校施設整備計画に基づき、計画的な施設整備を図ります。また、

学校施設長寿命化計画を策定し、将来の児童・生徒数の減少を見込みつつ、

厳しい財政状況の中で、これまでの改築中心から既存施設を有効活用する

長寿命化改修への転換を図り、中長期的な維持管理費等に係るトータルコ

ストの縮減及び戦略的な維持管理・更新計画を実施するためのメンテナン

スサイクルの構築をめざしていきます。 

 

 

重点施策 
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【外部評価者の評価】 

計画的に学校インフラの整備計画がすすめられ、確実に実施されてい

る。空調設備については、特に夏休み期間が短縮されたこともあり重要

度が高く、メンテナンスを含めた対応の継続が期待される。長寿命化を

意識した施設改修をすすめるにあたっては、日常的な状況確認等がより

重要になると思われる。新しい方針に対応するようなチェック体制を確

立・運用することを期待したい。 

評価判定 

Ａ 

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

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

＜ (４) 社会の変化に対応した教育の推進 ＞  

 

項 目 社会の変化に対応した教育の

推進 
担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○自己の将来を描き、学ぶことや働くことの意義・役割等を理解させ、キャ

リアプランニング能力を育成するため、発達段階に応じた９年間の継続的

な指導を推進します。 

○ICT 支援員を派遣し、ICT 環境を活用した授業実践を推進するとともに、教

員の ICT 活用における指導力向上を図ります。 

○ICT の特性を活かした協働的な学びの充実を図るとともに、小学校段階にお

けるプログラミング教育の在り方について研究をすすめます。 

○ネットトラブルから子どもたちを守るために、家庭でのルールづくりや中

学校における自主的ルールづくりを推進するとともに、学校教育の中でも

児童生徒の実態を把握した取組を推進できるように教員への研修を行いま

す。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○地域資源・課題から地域と自分の未来を考える「たんばみらい学」を市内

全中学校で実施しました。 

○アントレプレナーシップ教育研究推進校を指定し、中学校における授業実

践を行いながら、キャリア教育プロジェクトチームを連携させ、アントレ

プレナーシップ教育のカリキュラムづくりについて研究をすすめました。 

○学事課情報管理係と連携し、ICT を活用した授業支援や環境整備支援とし

て、ICT 支援員を積極的に派遣しました。 

○プログラミング教育研究室やプログラミング教育プロジェクトチーム会

議、次世代型教育研究推進校での実践をつなぎ、小学校段階におけるプロ

グラミング教育のコアカリキュラムを作成するとともに授業内容をプログ

ラミング教育指導資料集にまとめました。 

○ネットトラブルから生徒を守るために、生徒及び保護者を対象とした情報

モラル教育に関する講演会を中学校で開催しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合（小学校） 95.8％ 89.5％ 91.0％ 

授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合（中学校） 77.3％ 75.2％ 84.4％ 

情報モラルに関する指導を受けた児童の割合（小学校） 83.1％ 91.5％ 90.8％ 

情報モラルに関する指導を受けた生徒の割合（中学校） 97.5％ 97.3％ 98.3％ 

ICT 支援員を活用した授業の回数 81 回 102 回 106 回 
 

重点施策 
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取組の評価 ○「たんばみらい学」では、生徒が地域資源や課題と自分の将来の夢を関連

付け、アドバイザーと意見交流する中で、自分の考えを深める機会とする

ことができました。 

○キャリア教育プロジェクトチーム会議で検討を重ねながら、アントレプレ

ナーシップ教育の授業実践に取り組み、研究指定校での研究をすすめるこ

とができました。 

○ICT 支援員の派遣回数は、授業支援として 106 回、環境整備・PC トラブル

対応として 228 回と、活用が広がっています。 

○市内各小学校の担当者を対象にプログラミンング教育実践研修を６回開催

し、プログラミング教育について理解を深めるとともに、授業実践をすべ

ての学校ですすめることができました。 

○プログラミング教育の推進を図る中で、教員が ICT を積極的に活用しよう

とする意識を高めることができました。 

○プログラミング教育のコアカリキュラム及び授業内容をまとめたプログラ

ミング教育指導資料集を作成することにより、令和２年度からの確実な実

施に向けて準備を整えることができました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○丹波市版キャリアノートを活用するとともにキャリア・パスポートを小学

校から中学校、中学校から高等学校へ確実につなぎます。 

○キャリア教育プロジェクトチーム会議での検討と研究指定校での授業実践

をもとに、丹波市におけるアントレプレナーシップ教育の推進についてさ

らに研究をすすめます。 

○教員を対象にした ICT 活用実態調査を行い、課題を把握することでニーズ

にあった研修を企画し、今後導入予定である一人一台の端末を有効に活用

した教育活動の在り方を ICT 活用教育プロジェクトチームや教育研究室と

連携しながら研究していきます。 

○プログラミング教育プロジェクトチーム会議や教育研究室、次世代型教育

研究推進校での取組を活かし、小学校段階におけるプログラミング教育を

確実に実施するとともにその充実を図ります。 

○携帯・スマホの利用に関する児童生徒アンケートを実施し、児童生徒の実

態を把握し、今後の情報モラル指導にいかします。 

 

【外部評価者の評価】 

評価指標に用いている取組内容については、目下の重点的な取組よりも

前の段階といえるものとなっており、見直しが必要と思われる。アント

レプレナーシップ教育については、他の施策との連動性・関連性を明確

化させ、成果指標を定める必要があると思われる。ICT の利活用について

は一定の浸透が確認できるものの、昨今の状況は、更なる利活用の促進

に向けた計画策定と、必要な支援・啓発の計画が急務であると思われる。

児童生徒の学習環境の維持向上のためにも、取組をすすめてもらいたい。 

評価判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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重点施策 

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

＜ (５) 質の高い教育を支える環境の整備 ＞ 

 

項 目 質の高い教育を支える環境の整備 担当課 学事課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教育の情報化を図るため、学習指導要領を踏まえ、整備指針に基づいて計

画的に ICT 環境を整備します。 

〇情報セキュリティ対策を強化し、児童生徒及び教員が、学校において安心

して活用できる環境を維持します。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○平成 25年度から 26年度にかけて導入された ICT 機器や各種システムにつ

いて、令和２年度から４年度にかけて更新する計画を策定しました。 

〇ICT 機器トラブル解決等のため、ICT 支援員により 228 回の学校訪問を行

いました。 

〇各学校の事務用及び非常勤用パソコン等 95 台について、セキュリティの

サポートが終了する Windows7 であったため、Windows8.1または Windows10

にアップグレードしました。 

〇全常勤教職員を対象としたインターネットで実施できる e-ラーニングに

よる情報セキュリティ研修を実施しました。 

〇文部科学省の GIGA スクール構想に基づき、校内 LAN 整備及びタブレット

パソコン導入の準備をすすめています。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

常勤教職員のパソコン１人１台体制の維持 100% 100% 100% 

コンピュータウィルス、サイバー攻撃、不正アクセス

等による情報セキュリティ事故の発生件数 
0 件 0 件 0 件 

 
取組の評価 ○ICT 支援員の学校訪問回数を見ると、ほぼ毎日学校を訪問している状況で

あり、ICT 機器のトラブルを放置することなく、迅速に対応ができていま

す。 

○サポート終了となる Windows7 パソコンを放置せず、Windows8.1 または

Windows10 にアップグレードすることで、実質的なセキュリティの向上が

見込めることと、セキュリティリスクを放置しないという姿勢を示すこと

で、教員のセキュリティ意識を高めることができました。 
○e-ラーニングによる情報セキュリティ研修について、受講できていない学

校に声をかけることで受講率を 100%とすることができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
 

重点施策 
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重点施策 
 
今後の取組 
・改善策等 

○令和２年度以降の校務用パソコン等の ICT 機器更新に向けて、更新計画を

もとに着実に事務をすすめます。 

〇新型コロナウイルス感染症防止対策及び働き方改革として、今後オンライ

ン会議が増加していくことから、オンライン会議がいつでもできる環境を

整えていきます。 

○学校が独自に導入している図書システム等のパソコンで、Windows7 のもの

が数台あることが判明したため、端末の更新も含めて対応を検討していき

ます。 

〇GIGAスクール構想に基づく校内LAN整備及びタブレットパソコン導入に向

けて着実に事務をすすめます。 

 

【外部評価者の評価】 

GIGA スクール構想の前倒し等に伴い、パソコン等の整備状況に関する

評価指標は、新しいものに置き換える必要がある。従前からの計画的な

機器更新に加え、新たに児童生徒「１人１台」の整備に向けた動きが求

められているほか、学習活動を充実させるために不可欠な校内 LAN の整

備など、多岐にわたる動きが求められる。なお、今回「１人１台」とし

て導入される PC・タブレットに関しては、更新費用の方針が立ってい

ないため、どういった更新費用の確保が可能かについて、少し検討して

おく必要があると思われる。 

評価判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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重点施策 

Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (６) 学校の適正規模・適正配置の推進 ＞  

 

項 目 学校の適正規模・適正配置に向けた具

体的な取組の推進 

担当課 
教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○「丹波市立学校適正規模・適正配置基本方針」に沿って、今後の教育環境

の整備についての協議を推進します。 

○学校の適正規模・適正配置と合わせて、小中学校の連携を通し、義務教育

９年間を一体的にとらえた教育活動の導入に向け、研究をすすめます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○山南地域においては、山南中学校と和田中学校を統合した新設中学校を令

和５年４月の開校をめざし、山南地域市立中学校統合準備委員会に部会を

設け、総務部会では、校名、通学・設備部会では、通学路の設定や安全対

策の検討、教育課程部会では、制服の変更や新校舎整備に係る基本計画に

ついて検討しました。 

○市島地域においては、「市島地域のこれからの教育を考える会」からの提

言に基づき、よりよい教育環境を整備するために学校の適正規模の在り方

や、これからの教育環境について考える「市島地域のこれからの教育を考

えるフォーラム」を開催しました。 

また、市島地域のこども園及び小学校の保護者と学校の適正規模の在り方

等を考える意見交換会を実施しました。意見交換会では、統合の協議の場

を設けることについて、保護者の了解が得られ市島地域自治振興会長会で

も了承を得たため、検討委員会を設置し、統合の是非について協議をする

こととなりました。 

○丹波市立学校適正規模・適正配置方針の見直しと合わせ、義務教育学校の

研究をすすめる予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら検討委員会が延期となったため、検討にはいたりませんでした。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

山南地域市立中学校統合準備委員会の開催 休止 ５回 ４回 

市島地域市立小学校統合準備委員会の開催 － － 中止 
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重点施策 
取組の評価 ○山南地域においては、山南地域市立中学校統合準備委員会の各部会におい

て、開校に向けた具体的な検討をすすめることができました。 
また、新校舎の基本設計の前段階である丹波市山南地域統合中学校基本計

画についても、統合準備委員会や山南中学校・和田中学校の教職員と調整

し、業務が完了しました。 
○市島地域においては、市立小学校の統合について検討するための丹波市市

島地域市立小学校統合検討委員会を設置しました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

☆評価判定☆   A：適切、十分、75％以上     C：やや不適切、やや不十分、50％未満 
B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○山南地域の新校舎整備に係る基本設計・実施設計については、山南中学

校・和田中学校の教職員を中心に調整していきます。 

また、山南地域市立中学校統合準備委員会全体会及び部会により通学手

段、校歌、校章について検討、協議します。 

○市島地域は、丹波市市島地域市立小学校統合検討委員会で「統合する」「統

合しない」の方針を決定し、「統合する」とうい方針が示されれば、統合

準備委員会を立ち上げます。 

○令和２年度中に丹波市立学校適正規模・適正配置基本方針の見直しを行い

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

＜ (７) 教員が一人ひとりの子どもに向き合う環境づくり ＞  

 

項 目 教員が一人ひとりの子どもに向き合

う環境づくり 

担当課 
学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○「教職員の勤務時間適正化推進プラン」、「教職員の勤務時間適正化先進事

例集」「丹波市立学校業務改善計画」に基づいた業務改善の取組をいかし、

効率的な指導に努めます。 

○校務の情報化によって、校務の効率化を図るだけでなく、教育の質の向上

にも取り組みます。 

○加配教員等人材の適切な配置を行うとともに、外部人材の活用等を積極的

に推進し、児童生徒の実態に応じたきめ細やかな教育活動ができるように

取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○教職員に年次休暇等の取得を促し健康増進を図るため、平成 30 年度に続

き夏季休業中の３日間(8/13～8/15)、市内の小中学校を閉庁しました。ま

た、学校閉庁にあわせ、市主催研修、校内研修を実施しない期間を１週間

(8/10～8/17)設けました。 

○「丹波市立学校業務改善計画」に基づき、各校で目標設定を行い、学校全

体で取組を推進した結果、業務の効率化を図ることができました。 

○教職員の長時間労働の改善を図るため、平成 30 年度に続き丹波市立東小

学校にスクール・サポート・スタッフを１名配置し、業務の更なる効率化

を図ることができました。 

○Zoom を使用したオンライン会議を全校に導入し、市教委と学校間や、学校

同士の会議などに活用し、会議準備や移動にかかる時間の削減や、効率的

に会議開催ができる環境を整えました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

Ｒ元 
実績値 

市教育委員会主催の悉皆研修会 年間 22 回 年間 16 回 年間 20 回 

ノー会議デー、ノー部活デーの実施 全校実施 全校実施 全校実施 

校務に ICT を活用できる教員の割合 
※H30 調査から調査内容が高度化したため、H30 調査から割

合が低くなった。 
91.7％ 84.5％ 88.7％ 

 

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

次休暇等を取得したことにより、教職員の心身の健康増進に繋がりまし

た。また、学校閉庁にあわせ、研修を実施しない期間を１週間(8/10～8/17)

設け、集中して業務に取り組める環境を整え、教職員の負担感の抑制に繋

がりました。 

○全学校で業務改善の取組が図れた結果、全学校の教職員の超過勤務の平均

時間が前年度比約 11.0％削減できました。 

○丹波市立東小学校のスクール・サポート・スタッフ配置が２年目となり、

業務改善がさらに図れた結果、超過勤務の平均時間が前年度比約 18.5％削

減できました。 

○Zoom を活用し、市教委と学校長との面談や、校種・地域別校長会、教職員

間の各種会議などに活用したため、移動時間や会議に係る準備時間などが

大幅に削減でき、効率的に会議を開催することができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○「丹波市立学校業務改善計画」に基づき働き方改革をすすめ、教職員の超

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

け、記録簿や校長面談等で進捗管理を図ります。さらに令和２年度に向け、

記録簿による勤務実態の把握を図り全校共通の業務改善策を構築します。 

○令和２年４月に「丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」の

一部改正を行い、教職員の在校等時間の上限時間を定めるとともに、市立

学校教職員の月の「市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育

職員の健康及び福祉の確保を図るために実施すべき措置に関する方針（市

立学校の働き方改革に関する方針）」を新たに策定し、市立学校の働き方

改革をさらに推進します。 

○県費負担のスクール・サポート・スタッフに加え、市費のスクール・サポ

ート・スタッフを小学校６校に導入し、業務改善の取組を更にすすめます。 

○学校における働き方改革については、保護者や地域住民等の理解を得ると

ともに、引き続きコミュニティ・スクールの導入をすすめ、教職員が担わ

なければならない業務と、必ずしも担う必要がない業務など、業務の適正

化、役割分担等を図ります。 

○教員の勤務時間外における保護者や外部からの問合せに対応するため、留

守番電話の設置に向けて取り組みます。 

 

【外部評価者の評価】 

オンライン会議の試行的導入をすすめていたことは、年度当初の休業措

置への対応においても良い効果を持ったと思われる。スクール・サポー

ト・スタッフが効果を挙げていることから、今後の配置拡大を検討する

必要がある。研修の精選も重要だが、研修を必要とする新しい課題は

次々と出てくるため、内容の精選や必要度に関する毎年の見直し、もし

くは研修方法の工夫などを絶えず検討する必要がある。休業期間の長期

化に伴い、児童生徒とあわせて教職員の心身の健康に関するケアも重要

になる。対応を期待したい。 

評価判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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重点施策 

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

＜ (８) 子育て支援施策の充実 ＞  

 

項 目 
子育て学習センター、児童館、アフタ

ースクールの運営 
担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○子ども・子育て支援法の規定に基づき策定した「丹波市子ども・子育て支

援事業計画」に沿って、幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供等を計画的にすすめます。 

○保護者の就労等により放課後に家庭での見守りが十分できない児童や園

児に対し、安全な生活環境を提供するとともに、子どもたちの健全な育成

を図り、保護者が安心して働き続けられるよう支援していきます。 
○子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができ、安心して子

育てができる環境を創るべく、総合的な子育て支援施策を実施します。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 ○令和２年度からも引き続き、計画的に教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業を提供できるよう、「第２期丹波市子ども・子育て支援事業計画」

を策定しました。 

○市などの子育て支援の諸施策について、子育て世代の保護者に広く伝える

ため、子育て支援施策を網羅したパンフレットを編集しました。 

○子育てグループの育成、活動の活性化を目的とした「みんなで子育て・親

育ち活動補助金」を、子育て中の保護者を中心とした 51 グループに交付

し、親同士の交流と自主的な学びを促進しました。 
○子育て学習センターにおける地域子育て支援拠点事業、利用対象者を拡大

したアフタースクールなど、計画的に事業を実施し、氷上子育て学習セン

ターの市民プラザ内への移転設置や、崇広アフタースクールの旧崇広幼稚

園舎への移転設置、現在建設中の東アフタースクールも含め、子どもや子

育て中の親子が快適に過ごせる、利用しやすい環境を整えていきました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

子育て学習センター年間延べ利用者数（相

談件数を含む） 
51,763 人 55,715 人 51,999 人 

児童館年間延べ利用者数 6,235 人 5,314 人 4,698 人 

みんなで子育て・親育ち活動補助金による

支援グループ数 
64 グループ 54 グループ 51 グループ 

子育て自主グループ数 63 グループ 65 グループ 62 グループ 
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重点施策 
子育て学習センター利用者の市の子育て支

援への満足度 
58.44％ 68.27％ 65.66％ 

アフタースクール利用者の市の子育て支援

への満足度 
45.82％ 39.74％ 34.52％ 

 
取組の評価 ○「みんなで子育て・親育ち活動補助金」は、平成 30 年度から対象を子育

て中の保護者を中心としたグループのみにしたため、減少傾向となり、令

和元年度は 51 グループに支援することとなりましたが、グループ活動の

活性化につながる取組であり、子育て中の保護者の仲間づくりの促進に十

分寄与しているものと考えます。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、３月３日から子育て学習セ

ンター、児童館を閉館、アフタースクールも３月３日から３月 15 日まで

閉所し、その後は利用できる児童と時間を限定しての実施となったため、

令和元年度のそれぞれの利用者数は減少しました。今後の再開に向け、子

育て学習センターと児童館については、利用者の定着と主体的な「学び」

と「育ち」につなげるべく、アフタースクールについては子どもたちの安

全な見守りに配慮し、保護者が安心して子どもを預けることができるよう

に、利用者にとって利用しやすく、なじみやすい環境を作る必要があると

考えます。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○令和元年度に策定しました「第２期丹波市子ども・子育て支援事業計画」

により、計画的に教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を行

うとともに、計画の進捗管理及び評価を、子ども・子育て会議や市民意識

調査により継続的に実施していきます。 
○「みんなで子育て・親育ち活動補助金」については、子育てグループの育

成支援に大きな役割を果たしていますので、今後も継続し子育て中の保護

者を中心としたグループ活動を支援していきます。 

○アフタースクールの運営を、認定こども園を運営する社会福祉法人等に委

託できるよう引き続き調整します。（氷上地域・山南地域・春日地域） 
○崇広アフタースクールを旧崇広幼稚園舎に移転設置し、子どもを見守る環

境を充実させます。また、東アフタースクールについては東小学校敷地内

に現在建築中ですが、これにより、学校と連携の取れた、一体的な、安心

安全な子どもの見守りを行います。 
○令和元年 10 月に市民プラザ内に移転設置した氷上子育て学習センターに

ついては、今までにない環境での開設となるため、今後の利用や活動の状

況を見ながら、子育て世代が利用しやすい環境を構築していきます。 
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Ⅳ 質の高い教育を支える教育環境の整備・充実           

＜ (９) 要保護児童対策の充実 ＞  

 

項 目 要保護児童対策の充実 担当課 子育て支援課 

目 標 

（あるべき姿） 

○要保護児童対策地域協議会を中心に様々な要因で保護や支援を要する児

童と保護者に対して、適切な助言や指導に努め、安心して子育てができる

環境づくりをすすめます。 
○虐待等の予防や早期発見、早期対応のために、関係機関の連携強化と支援

体制の強化を図ります。 
○早期対応を心がけ、介入できるタイミングを逃さない判断ができるよう

に、相談員等が研修を重ね、ネットワーク間の良好な人間関係の構築を図

ります。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○令和元年度における相談対象児童は 427 名、相談延べ件数（延べ日数）は

2,201 件となっています。これらの相談を４名の職員で、電話・訪問・面

談・会議等の方法により、相談者に寄り添い対応しました。 

○協議会において代表者会議及び実務者会議を開催し、個別の支援ケース 37
件について進捗状況の確認、評価及び今後の支援体制の確認を行い、うち

３件について終結へ導くことができました。 

○小中学校の児童生徒及び認定こども園の保護者全員に相談先を記入した

カードを配付し、家庭児童相談室の周知、虐待防止等の啓発を図り、児童

生徒や保護者から相談しやすい体制をつくることができました。 
○全小中学校・全園を、家庭児童相談室（小中学校は市スクールソーシャル

ワーカーと同行）が訪問し、課題のある児童・家庭の情報共有を行いまし

た。 
○虐待防止啓発講演会「心を育む講演会」に広く参加を呼びかけるために、

ポスターやチラシを作成し、市施設に掲示しました。また、チラシを小中

学校及び認定こども園等の保護者全員に配付しました。講演会を 11 月 23

日に開催し、260 名の参加がありました。 
○11 月の児童虐待防止推進月間には、児童虐待防止のぼり旗・懸垂幕を市役

所各支所に設置し、また、ポスター・チラシを小中学校・認定こども園等

にも掲示依頼をして、虐待防止の周知を図りました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

要保護等児童終結件数 6 件 12 件 3 件 

児童の新規養育相談件数 111 件 58 件 80 件 

相談延べ件数(延べ日数) 2,017 件 2,091 件 2,201 件 
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取組の評価 ○協議会を通して関係機関の情報共有ができ、各家庭の状況に応じた適切な

支援ができました。 
○児童虐待の重篤化の予防のため、危険性の高いケースには早期の面談や措

置等の対応が実施できました。また、要保護等児童の早期発見のための学

校訪問、家庭訪問や面談では、児童虐待の予防対策が実施できました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○あらゆる機関からの情報に対し、こども安心ネットマニュアルに沿った支

援ができるよう協議会を中心に関係機関のさらなる連携を強め、迅速かつ

効果的な対応を図っていきます。 
○児童虐待は、子どもの命と人権のみならず、心身の発達や人格形成に大き

な影響を与えることから、関係機関と緊密な連携のもと児童虐待防止に向

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

＜ (10) 教育委員会の機能充実 ＞  

 

項 目 教育委員会の機能充実 担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○教育委員会組織・運営の機能充実を図り、市長部局と教育委員会との連携

強化に努めるとともに、多様な関係機関との連携を深め、教育委員会の活

性化と教育環境の整備充実に努めます。 

○市民に開かれた教育委員会をめざし、情報公開と情報発信に努め、自己点

検・自己評価を有効に活用し、PDCA サイクルによる効果的な教育行政の推

進に努めます。 

○既存計画や基本方針の見直し・策定に向けた準備に取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和元年度
の実績 

○教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、市長部局と教育委員

会との連携強化を図るため、市長及び教育委員会による総合教育会議を開

催しました。 

○総務文教常任委員会と意見交換を行い、連携の強化を図りました。 

○教育委員活動の充実を図るため、オープンスクールなど学校を訪問し学校

現場の実態を把握するとともに先進地視察研修を実施しました。 

○教育委員会重点課題の進捗について中間評価を行い、教育委員の意見を施

策へ反映できるように努めました。 

○教育委員会から発信する情報、市民が必要としている情報をタイムリーに

提供するため、ホームページ・教育委員会広報紙「教育たんば」・市広報

紙・フェイスブック等により情報発信を行いました。 

 

【指 標】 

取組内容 H29 
実績値 

H30 
実績値 

R 元 
実績値 

教育委員の活動件数 220 回 289 回 219 回 

教育委員会ホームページアクセス数 117,029 件 26,785 件 30,032 件 

教育委員会が主催する講演会やイベントに参加

した市民の割合 
46.9％ 47.3％ 42.7％ 

教育委員会からの情報発信（ホームページや広報

など）が充実していると思う市民の割合 
31.0％ 33.7％ 36.2％ 
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取組の評価 ○市長部局と教育委員会が協議・調整を行い、連携強化を図るとともに両者

が教育政策の方向性を共有することができました。 

○教育委員が教育現場の実態を把握するため、研究指定校の視察やオープン

スクールなどの学校訪問、コミュニティ・スクールに関する取組の先進地

視察研修を実施したことにより、教育委員会の政策形成能力の強化に取り

組むことができました。 

○教育委員会広報紙「教育たんば」を発行し、教育委員を紹介するコーナー

を設ける等、積極的かつ多彩な情報発信ができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 

 
今後の取組 
・改善策等 

○教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、教育行政における責

任体制の明確化に努め、市長部局と教育委員会との連携強化を図るため、

市長及び教育委員会による総合教育会議を継続的に開催します。 

○教育行政への関心が高まるよう、移動教育委員会を開催します。 

○タイムリーな課題設定による教育委員協議会を開催します。 

○市民に顔の見える教育委員会をめざし、情報公開と情報発信に努め、自己

点検・自己評価を有効に活用し、PDCA サイクルによる効果的な教育行政の

推進に努めます。 

○新型コロナウイルスによる臨時休業の情報や、各学校の特色ある取組をタ

イムリーかつ分かりやすく発信するため、ホームページの充実やＬＩＮＥ

公式アカウントを取得して情報発信を行います。 
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１ 教育委員会の活動状況 

（１）教育委員会 教育長及び委員 

役  職 委員名 任  期 主 な 職 保護者 

教 育 長 岸 田 隆 博 
平成 30 年６月１日 

～令和３年５月 31 日 

（２期目） 

元公立小学校長  

教育長職務 
代 理 者 深 田 俊 郎 

平成 31 年２月４日 

～令和５年２月３日 

（２期目） 

元公立高等学校長  

委 員 出 町   慎 平成 30 年２月４日 

～令和４年２月３日 
建築家  

委 員 横 山 真 弓 平成 31 年４月１日 

～令和３年２月３日 
公立大学教授  

委 員 安 田 真 理 令和２年２月４日 

～令和６年２月３日 

グラフィックデザ

イナー ○ 

※教育長の任期は 3年間。教育委員の任期は４年間。 

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

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

まれることが義務付けられた。 

 

（２）教育委員会の開催状況（令和元年度実績） 

 次のとおり定例教育委員会及び臨時教育委員会を開催し、報告事項 50 件・協議事項 11

件・議事 39 件について審議を行った。 

 ・定例教育委員会 12 回（移動教育委員会 1 回〔1 月〕） 

 ・臨時教育委員会 ５回 

 ・教育委員協議会 ５回（4/9 今後５年の教育の方向性、6/19 教育振興基本計画について、8/7 教育振興基本 

                  計画について、10/1 南丹市視察研修、1/27 総務文教常任委員会との意見交換） 

 

（３）教育委員の主な活動（令和元年度実績）…教育長を除く。 

 ・教育委員会（定例、臨時）                           延 79 回 

 ・委員研修等（県市町村教委連合会研修会、丹波地区教委連合会研修会、教育委員協議会他）      延 45 回 

 ・学校教育等事業・会議（フォーラム、講演会、研究発表会他）                延 19 回 

 ・学校(園)行事（入学(園)・卒業(園)式、オープンスクール、運動会・体育祭、音楽会他）      延 22 回 

 ・社会教育事業                                    延  3 回 

 ・そ の 他（高校入学・卒業式、丹波少年自然の家教育委員会他）                延 51 回 

           合  計                        延219回 

 Ⅲ 参考資料 
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