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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２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・評価の目的 

 点検・評価は、令和２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 20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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３ 点検・評価の対象 

教育委員会点検・評価シート一覧（令和２年度実施計画） 

 （注）○重・・・令和２年度重点施策 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進 

○重（１）次世代を生きぬく学力の育成（学校教育課）・・・・・・・・・・ ７ 

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

（３）健やかな体の育成（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

○重（４）丹波市のフィールドを活かした教育の推進（学校教育課）・・・・ 13 

 ○重（５）幼児教育・保育の推進 (学校教育課)・・・・・・・・・・・・・ 15 

○重 （６）一人ひとりのニーズに応じた教育の推進（学校教育課）・・・・・ 17 

（７）人権教育の推進（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 

Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進 

（１）家庭教育の充実（教育総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

（２）地域の将来を担う人づくり（市民活動課、文化・スポーツ課）・・ 23 

（３）学びの成果を活かせる社会教育（市民活動課）・・・・・・・・・ 25 

（４）文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成 

（植野記念美術館、文化・スポーツ課）・・・・ 27 

（５）暮らしにとけこむ図書館づくり（中央図書館）・・・・・・・・・ 29 

（６）歴史文化遺産の保存・活用と継承（文化財課）・・・・・・・・・ 31 

（７）豊かな人権文化を創造する人権教育（人権啓発センター）・・・・ 33 

 

Ⅲ 学びを支える環境の整備 

 ○重（１）地域とともにある学校づくりの推進（学校教育課、教育総務課）・ 35 

○重（２）教職員の資質・能力及び学校の組織力の向上（学校教育課）・・・ 37 

（３）学校給食の充実（学事課） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

○重 （４）安全・安心な学習環境の整備・充実（学事課） ・・・・・・・・ 41 

（５）学校の適正規模・適正配置（教育総務課） ・・・・・・・・・・ 43 

（６）教育委員会活動の活性化（教育総務課） ・・・・・・・・・・・ 45 
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４ 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 

 

５ 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。 

  安藤福光 氏（兵庫教育大学大学院 准教授） 

  

【外部評価者ヒアリング日程】 

   ○令和３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～Ｐ46） 

 

 〔評価の状況〕 

Ⅰ　生きる力をはぐくむ学校教育の推進

自己評価 外部評価 所管課

（１）次世代を生きぬく学力の育成 Ａ Ａ 学校教育課

（２）豊かなこころの育成 Ａ Ａ 学校教育課

（３）健やかな体の育成 Ｂ - 学校教育課

（４）丹波市のフィールドを活かした教育の推進 Ａ Ａ 学校教育課

（５）幼児教育・保育の推進 Ｂ Ｂ 学校教育課

（６）一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 Ａ Ａ 学校教育課

（７）人権教育の推進 Ａ - 学校教育課

Ⅱ　生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進

自己評価 外部評価 所管課

（１）家庭教育の充実 Ｂ - 教育総務課

（２）地域の将来を担う人づくり Ｂ -
市民活動課

文化・スポーツ課

（３）学びの成果を活かせる社会教育 Ａ - 市民活動課

（４）文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成 Ｂ -
植野記念美術館

文化・スポーツ課

（５）暮らしにとけこむ図書館づくり Ａ - 中央図書館

（６）歴史文化遺産の保存・活用と継承 Ａ - 文化財課

（７）豊かな人権文化を創造する人権教育 Ｂ - 人権啓発センター

Ⅲ　学びを支える環境の整備

自己評価 外部評価 所管課

（１）地域とともにある学校づくりの推進 Ａ Ａ
学校教育課

教育総務課

（２）教職員の資質・能力及び学校の組織力の向上 Ａ Ａ 学校教育課

（３）学校給食の充実 Ａ - 学事課

（４）安全・安心な学習環境の整備・充実 Ａ Ａ 学事課

（５）学校の適正規模・適正配置 Ａ - 教育総務課

（６）教育委員会活動の活性化 Ａ - 教育総務課

施策名

施策名

施策名

重

重

重

重

重

重

重

重

 

 

〔自己評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ 14事業／20事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ ６事業／20事業 

 

〔外部評価〕 

  ・Ａ評価･･････････････････････････ ７事業／８事業 

  ・Ｂ評価･･････････････････････････ １事業／８事業 

  

 Ⅱ 教育委員会点検・評価結果（令和２年度実績） 
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２ 外部評価者の意見 

【全 体】 

令和２年度はコロナ禍に左右された１年であったと言ってよい。これまでにない行政判

断が求められたのは言うまでもなく、時間的な制約の中で意思決定が迫られた対応も多々

あったと推察する。このような状況下において、ネットワークインフラの整備、教員への

ICT 研修の蓄積、家庭へのモバイルルーターの貸与などは、児童生徒の学習機会の保障と

教育水準の維持において、非常に高く評価できる取組であったと考える。「after コロナ」

「withコロナ」において、オンラインによる教育はこれまで以上に大きな意義をもつもの

となる。オンラインでの対応を「一過性」のものとせず引き続きの拡充を求めたい。 

 地域とともにある学校づくりに関わって、地域住民が学校教育に参画する仕組だけでな

く、児童生徒の教材としての地域資源についても市を挙げてデザインしている点も高く評

価できる。しかし、制度だけを整備しても、学びの内容が具体的でなければ画餅に帰す可

能性もある。したがって、それを指導する教員の資質・能力向上に向けた研修の体系化、

そして教員が指導に専念できるような働き方についても引き続き検討を願う。 

平成 29・30 年版学習指導要領の理念を実現するためには、多角的なアプローチが必要

となる。そのため学校だけが多様な他者と協働するのではなく、教育委員会、教育委員会

事務局についても同様に、多様な他者との協働による施策の立案と実行とが求められる。 

丹波市教育委員会においては、これまでの実績を踏まえつつ、今後とも教育の更なる質向

上に向けて施策を立案し、実行して欲しい。 
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重 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進                    

＜(１)次世代を生きぬく学力の育成＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○未知の課題に対応する力を養うため、「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します。 

〇児童生徒が、自分の力で主体的に判断し、学び続ける力を養うため、

すべての学習の基盤となる情報活用能力の育成に取り組みます。 

〇英語力を伸ばしていこうとする意欲を高め、コミュニケーションを

図ろうとする資質・能力の育成に取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

〇学力向上推進会議において、「授業改善のための教職員用リーフレッ

ト」の活用について周知するとともに、臨時休業中の学力保障につ

いて協議を行いました。 

〇各校において新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業の影響

に鑑みた「学力向上具現化プラン」を作成しました。計画通りに校

内研修をすすめることができませんでしたが、主体的・対話的で深

い学びの実現に向け、指導主事訪問や校内研修会への指導主事派遣

を行いました。 

○臨時休業中に児童生徒が予習型の学習に取り組むことができるよう

に、「丹波っ子学びの広場」をホームページに開設するとともに、丹

波市予習型教材作成チームを組織し、学習教材を作成して活用を図

り、学びを止めないための取組をすすめました。 

〇臨時休業中の家庭学習のインターネット環境を整備するため、通信

環境の整っていない家庭にモバイルルーターと校務用端末を貸与し

ました。また、受験を控える中学３年生の学力保障のため、オンラ

イン学習教材（アプリ）を導入しました。 

〇小学校においてプログラミング教育を確実に実施するとともに、中 

学校技術科におけるプログラミング教育の研修を実施しました。 

〇中学校３年生の希望者を対象にした「英語検定チャレンジ事業」を 

実施しました。また９月には、検定受検者が学習面の不安を解消し、 

安心して検定に臨むことができるように、「英検チャレンジ応援隊」 

を組織し、受検に向けた学習を支援しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

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た児童の割合(小６) 76.3％ 79.5％ 79.9％ 81.3％ 

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た生徒の割合(中３) 71.6％ 75.0％ 81.8％ 81.6％ 
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重 

プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育 を 指 導 で き る 教 員 の 割 合 ( 小 学 校 ) 15.1％ 54.1％ 56.3％ 100％ 

英語検定３級相当以上の英語力を有すると思われる生徒の割合(中学校 )  37.4％ 41.3％ 45.8％ 50.0％ 

 
取組の評価 ○コロナ禍における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた取

組について協議してきたことが、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た生徒の割合の上昇につながったと考

えます。 

〇突然の臨時休業にもかかわらず、８割強の学校において ICT を活用

した学習支援や学力保障ができました。 

〇第２波に備え、通信環境や端末がない家庭への支援が迅速にできま

した。オンライン学習教材（アプリ）の活用については、学校によ

って利用頻度が異なる結果となり、課題が残りました。 

〇臨時休業中には、児童生徒が主体的に学習に取り組むことに課題が

あったことから、今後は自学自習をするための学びに向かう力の育

成が必要です。 

〇英検チャレンジ応援隊による英検対策学習会には、100 名を超える

希望者が参加しました。また、「英語検定チャレンジ事業」による中

学３年生の英検受検率は 97％と高く、英検へのチャレンジが定着し

つつあります。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を推進するため、

児童生徒自らが ICT を主体的に活用する授業づくりをすすめます。 

〇児童生徒に１人１台のタブレット端末を積極的に活用させるととも

に、自学自習、自走できる学びに向かう力の育成をめざします。 

〇協働的に学び合う授業の充実をめざして、課題解決型の探究的な学

びの実践研究を推進します。 

○アプリなどの学習教材を精選するとともに、児童生徒の自走支援の

ための活用マニュアルの利用促進を図ります。また、導入アプリに

ついては、保護者に周知を図るとともに、活用方法について学校と

保護者がやり取りし、効果的な活用ができるよう検証をすすめます。 

〇コミュニケーション能力を高める中学校外国語教育の充実に向け、

英語検定３級取得率の上昇をめざした学習支援を行います。 

【外部評価者の評価】 

通信環境に不安のある家庭に対して、モバイルルーターを貸与す

る試みは、教育の機会均等を保障する上で有効かつ適切な対応で

あったと考える。一方で各学校におけるオンライン教材の利活用

の程度に開きがある点については、その原因を解明しつつ、それ

が教育行政もしくは学校に帰する場合は、充実策の検討などが必

要である。 

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 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進                

＜(２)豊かなこころの育成＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○コロナ禍にあることを重視し、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・地域が一体となったいじめ・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。 

○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・多

角的に捉え、自分自身の考えを深められるような道徳の授業づくり

に努めます。 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○学級経営研修会において、新型コロナウイルス感染症対策による臨

時休業の長期化に伴う心のケアや、あたたかい絆づくり・居場所づ

くり・信頼づくりの在り方について理解を深めました。 

○新型コロナウイルス感染症による偏見・差別の未然防止、子どもた

ちの心のケアなど人権の視点から、「絆づくり」「元気回復」メッセ

ージ運動を行い、市内 14 校と一般市民２人からのイラスト、動画な

どの応募をもとに啓発動画を編集し、広く発信しました。 

○いじめ報告・相談アプリ「STOPit」の運用を広げるため、中学 1 年

生を対象に「脱いじめ傍観者授業」を実施しました。 

○丹波市教育支援センター「レインボー」での相談・支援体制の充実

を図るために、月に２回のレインボー連絡会を行いました。 

○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、関係機関と連携を図りました。 

○スクールソーシャルワーカーを市内全中学校区に配置し、学校にお

ける複雑な家庭への支援の在り方について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。 

○新学習指導要領の趣旨を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた道徳の授業づくりについて、研究指定校を中心に推進

しました。 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

いじめのあったときに「誰にも相談しない」と回答する児童生徒の割合(１年間の平均値) 6.0％ 5.4％ 6.1％ 3.0％未満 

情報モラルに関する授業を受けた児童の割合（小学校） 91.5％ 90.8％ 97.4％ 100％ 

情報モラルに関する授業を受けた生徒の割合（中学校） 97.3％ 98.3％ 96.8％ 100％ 
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重 

取組の評価 ○いじめのあったときに「誰にも相談しない」と回答する児童生徒の

割合が上昇している背景として、新型コロナウイルス感染症による

臨時休業などにより人間関係の不安定な児童生徒が増えていること

が影響していると思われます。児童生徒の心のケアと同時に人と人

とのつながりの充実を図る必要があります。 

○GIGA スクール構想による１人１台端末の整備がすすむ中、情報モラ

ルに関する授業を受けた生徒の割合が減少していることは大きな課

題です。端末活用とともに、系統的な情報モラル指導を推進します。 

○学級経営研修会では、コロナ禍における児童生徒の心的ストレスへ

の対応について、特別支援教育、不登校対策、児童生徒の発達の視

点から学ぶことができました。 

○中学生を対象としたいじめ報告・相談アプリ「STOPit」では、21 名

が新規登録しました。今後、１人１台のタブレット端末の導入によ

り、さらに有効に活用できるよう啓発していく必要があります。 

○道徳科の授業づくりでは、大学教授を招聘した研究指定校の実践を

中心に、道徳的価値について自ら考え判断するとともに、他者との

対話を通して考えを深める授業の在り方を学ぶことができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○教育機関として位置づけた丹波市立教育支援センターを活用し、教

職員への研修を充実させるとともに、児童生徒や保護者、教職員が

不登校やいじめ、子育て、児童生徒への指導などについて相談しや

すい支援体制の充実を図ります。 

○いじめ・暴力防止市民フォーラムについては、コロナ禍において地

域住民が一体となって取組をすすめることができるように、YouTube

を使った LIVE 開催を検討していきます。 

○コロナ禍において新たな不登校の出現が予想される中、関係機関と

の連携を図りながら日常的な相談体制を確立するとともに、Zoom な

どを活用したオンライン学習や、児童生徒とのつながりを大切にし

た指導の充実を図ります。 

○目には見えない児童生徒の日々のストレスが、不登校やいじめなど

につながることがないように早期に心のケアを図っていくため、児

童生徒１人１台の端末を活用し、子どもの心の様子が可視化できる

スクールライフノートを導入します。 

 

【外部評価者の評価】 

保護者の抱える不安は、児童生徒に大きく影響する。コロナ禍に

よって児童生徒だけでなく保護者も大きな影響を受けており、そ

の保護者を支援する取組は高く評価できる。今後も児童生徒は当

然のこと、その保護者をも対象とした支援を、関係諸機関との連

携のもと継続もしくは充実する方向ですすめて欲しい。 

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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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進                         

＜(３)健やかな体の育成＞  

 

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る課題を踏まえ、運動に慣れ親しむ

機会の充実を図り、主体的に運動しようとする意欲を高め、体力・

運動能力の向上を図ります。 
○栄養教諭・食育担当教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・教訓をつなぎ、災害から自らの命を守るために主

体的に行動する態度をはぐくむことがきるよう丹波市防災教育教材

「心つなぐ」などを活用した防災教育を行うとともに、具体的な取

組を通して地域との連携を推進します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○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

て令和元年度より３校多い、小学校 18 校に派遣することができまし

た。 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査については、新型コロナウイ

ルス感染症の状況や学校現場の負担軽減などを踏まえ、令和２年度

は実施されていません。 

○感染症対策による臨時休業中には、武庫川女子大学と連携して作成

したトレーニング動画などを活用し、各家庭において体力向上に取

り組むことができるよう丹波市教育委員会ホームページに掲載しま

した。 

○食育に関する体験活動や調理実習などの感染リスクが高い活動につ

いては、縮小や自粛を含めて内容を検討するなど、校内食育全体計

画及び年間計画の見直しを行い、取組をすすめました。 

○各校の防災教育年間指導計画を確認するとともに、学校防災体制推

進校において学校防災アドバイザーの派遣を受け、くらしの安全課

とも連携し、マニュアルや避難訓練などについて見直しました。 

○丹波市防災教育教材「心つなぐ」及び動画教材を活用し、地域の災

害の経験や教訓から学ぶ防災教育を行いました。 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の基礎

的運動要因８項目のうち、課題のある４項目

において全国平均を上回る項目数 

小学男子０項目 

小学女子０項目 

中学男子１項目 

中学女子１項目 

小学男子１項目 

小学女子１項目 

中学男子０項目 

中学女子１項目 

未調査 

小学男子４項目 

小学女子４項目 

中学男子４項目 

中学女子４項目 
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朝食を毎日食べる児童生徒の割合 93.4％ 94％ 95％ 100％ 

地域と連携した防災訓練の実施率 90.0％ 93％ 83％ 100％ 

 
取組の評価 ○小学校 18 校に派遣した体力アップサポーターの活用により、運動へ

の興味関心を高め、体力向上や運動習慣の定着に向けて取組をすす

めることができました。 

○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、体力の向上を図るとともに、丹波市教育委員

会ホームページに掲載したトレーニング動画を学校のホームページ

にリンクさせるなどして活用し、臨時休業中においても各家庭での

体つくりをすすめることができました。 

○校内食育全体計画・年間計画の内容を検討し、見直しや工夫を行い

ました。栄養教諭による「食に関する指導」と教科などを関連づけ

た食育授業の実施においては、新型コロナウイルスの影響により取

組の縮小や自粛をした学校が 19%ありましたが、感染拡大防止への

啓発や消毒方法の検討及び指導を含め、安全な食習慣や食生活に視

点を置いた取組につなげることができました。 
○すべての小中学校において防災教育を実施することができました。

地域との連携については、コロナ禍において、分散引渡しなど、実

施方法を工夫して取組をすすめましたが、大勢が集まって行う訓練

や研修などを行うことが難しく、実施を見送った学校もありました。

今後、コロナ禍における地域との連携した取組をすすめていく必要

があります。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○引き続き、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」を活用し、課題の基礎的運動能力の向上に

向けて取組をすすめます。また、武庫川女子大学と連携した「丹波

市体力アップ事業」において、体力向上を図るための効果的な取組

を研究指定校とともに推進します。 

○コロナ禍において、栄養教諭を中心にすべての教職員が連携した食

育を推進するとともに、関係機関と連携を図り、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ます。 

○緊急時に対応できるよう災害や不審者など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、新型コロナウイルス感染拡大防止の視点に立って、災害

時における対応や手順について検証するとともに、避難訓練などを

通して地域との連携をすすめ、学校防災体制の充実を図ります。 

☆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 
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Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進                

＜(４)丹波市のフィールドを活かした教育の推進＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○フィールドに触れ、自らがみつけた問題について追究し、課題解決

を図ることを通して、地域に誇りを持つ子どもをはぐくみます。 

○社会的自立に向けたキャリア形成を図るため、児童生徒が社会の一

員としての自覚を持ち、将来の目標に向かって主体的に判断し、努

力する態度や能力を育成します。 

○小・中・高の連携で、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の

役割を果たしながら、自分らしく生きるための基盤である「基礎的・

汎用的能力」を育成します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○学校再開後は、各小学校で実施時期や方法を工夫し、学校支援コー

ディネーターを中心に、「たんばふるさと学」を実施しました。子ど

もたちは、自然、文化、平和などの学習を通して、地域のゲストテ

ィーチャーからふるさとの良さを学びました。 

○にっぽん恐竜協議会構成市町との交流学習「竜学」は、新型コロナ

ウイルス感染症防止の観点から令和２年度は実施できませんでし

た。丹波竜大好きプロジェクトについては、例年行っている現地学

習は実施せず、校区内資源やインターネット、動画を使った学習を

推進しました。 

○氷上回廊水分れフィールドミュージアムの活用について、教職員と

市職員を交えた 10 名のグループで会議を７回開催し、具体的な取組

について共通理解を図りました。 

○市研究指定校において、地域課題に根ざしたアントレプレナーシッ

プ教育の研究を推進するとともに、令和３年度の全中学校での展開

に向けた説明会を実施しました。 

○兵庫県版キャリア・パスポート、丹波市版キャリアノートに毎年の

行事のまとめを記録することによって自分の成長を確認させるとと

もに、キャリア・パスポートを進学先の高校へ繋ぎました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

地域や社会で起こっている出来事に関心が

ある児童生徒の割合 
60.7％ ― 71.9％ 70.7％ 

キャリアノートを活用するとともに、地域貢

献活動を実施した小学校の割合 
― ― 95.5％ 100％ 
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取組の評価 ○令和２年度の「たんばふるさと学」は、コロナ禍でしたが、各校の

工夫した取組により、地域や社会で起こっている出来事に関心があ

る児童生徒の割合は上昇しました。 

○丹波竜大好きプロジェクトについては、川代公園での現地学習の代

替として解説動画を作成し、初めて指導する教員の教材研究にもい

かすことができるようすすめることができました。 

○氷上回廊水分れフィールドミュージアムを用いた学習については、

フィールドエデュケーション教育研究部において、当初計画してい

た以上の学年、教科にわたって学習プログラムの単元計画や指導案

を作成することができました。 

○研究指定校の取組事例をもとに、市内中学校へはアントレプレナー

シップ教育に対する理解を促し、令和３年度の全校実施に向けて各

校の取組へとつなげることができました。 
○キャリアノートについては全小学校で積極的な活用ができ、地域貢

献活動についてもコロナ禍で制限のある中ではありましたが、ほぼ

計画通りに実施できました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○コロナ禍の影響を受け、今後も制限がある中での活動になりますが、

学校運営協議会や学校支援コーディネーターを中心に、地域人材の

学習や生活への積極的な支援を推進し、子どもたちのふるさとを愛

する意識の醸成を図るとともに、地域や社会の出来事を自分事とし

て考える児童生徒の育成を図ります。 

○交流学習「竜学」は、徳島県勝浦町での令和３年度実施に向け、計

画をすすめます。また、丹波竜大好きプロジェクトについては、解

説動画などを活用したオンライン学習を推進し、学校ニーズによっ

て効率的に学習をすすめていくことができるようにしていきます。 

○氷上回廊水分れフィールドミュージアムの活用に向けて、多くの学

年で活用可能な学習プログラムを記載した「丹波市のフィールドを

活かした教育ガイド」を作成し、課題解決学習を通して児童生徒の

ふるさと意識の醸成を図ります。 

○丹波市内の中学校・高等学校、それぞれが地域学習においての学び

の交流を通して、相互のキャリア形成並びに課題に向かって努力す

る態度や能力を育成するため、高等学校との連携体制の構築に取り

組みます。 

○小中高の 12 年間を見通したキャリア教育をすすめるために、キャリ

ア・パスポートを活用しながら小中高の連携の充実を図ります。 

○コミュニティ・スクール連絡会の開催で、育てたい子ども像やつけ

たい力を共有し、学校内外の教育活動の連携や充実を図り、コロナ

禍における地域でのカリキュラム・マネジメントの実現を図ります。 

【外部評価者の評価】 

「社会に開かれた教育課程」「カリキュラム・マネジメント」の実

現のためには、地域資源を教材化したり、地域住民が学校教育に

参画したりすることは必要不可欠である。この点、「氷上回廊水分

れフィールドミュージアム」を積極的に活用すること、「竜学」に

よる交流学習、そして学校運営協議会の充実化には期待が持てる。 

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推進                         

＜(５)幼児教育・保育の推進＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく教育・保育の充実 

を図るため、各種研修会を通して保育者の専門性や実践的指導力の

向上をめざします。 

○認定こども園に指導主事を派遣し、保育実践や保育カンファレンス

を通して幼児理解を深め、一人ひとりの育ちを捉えた保育内容や指

導方法の工夫・改善を推進します。 

○幼児期と児童期の教育内容や指導方法の違いについて理解を深め、

子どもたちの発達や学びの円滑な接続を推進します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○コロナ禍における感染拡大防止に努めながら、湊川短期大学との連

携によるキャリアアップ研修(４分野)や幼児教育研修を実施し、教

育・保育要領について理解を深めるとともに、キャリアステージに

応じた職員の育成を支援しました。 

○認定こども園３園で公開保育研修を実施し、延べ 80 名の保育教諭が

参加しました。実践を通して保育を考えることにより、保育の工夫

や指導方法について具体的に学ぶことができました。 

○先進的実践園の視察については、コロナ禍での実施を中止しました。 

○認定こども園の園内研修に指導主事を 31 回派遣しました。コロナ禍

にあり派遣回数は令和元年度より少なくなりましたが、子どもの姿

を語り合うことを中心に、幼児理解を深め、保育者のかかわり方を

考える研修をすすめました。 

○認定こども園・小学校連携モデル事業においては、２年間の研究成

果をリーフレットにまとめ、市内認定こども園・小学校に周知しま

した。 

○アプローチプログラムを作成している園は４園となり、幼児期から

児童期への学びの接続を教育課程に位置づける取組がすすみまし

た。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

研修で学んだことを活かして保育の工夫・改善

を行うことができたと答えた保育教諭の割合 
― ― 89.0％ 100％ 

認定こども園のアプローチプログラムの作成 １園 ２園 ４園 13 園 
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取組の評価 ○各種研修会において、参加者が保育について協議し語り合うことは、

多様な保育観に触れるとともに、子どもの姿を捉える視点を磨き、

幼児理解を深めることに繋がりました。また、公開保育研修では保

育のねらいや内容、保育者の意図を協議し、具体的な保育の改善点

を捉えることにより、子ども主体の保育の在り方を考える機会にな

りました。 

○園内研修を計画的に行うための研修体制が整ってきています。日常

の保育カンファレンスを活性化し、学び合い高め合う研修をめざし

た指導主事による訪問指導を実施することができました。 

○幼児と児童の交流活動や校園間の相互参観などが計画的に実施さ

れ、組織的な取組がすすんでいます。「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」を踏まえ、発達や学びの共通理解を図りながら指導計画

や教育・保育過程の工夫・改善に取り組むことが必要です。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○キャリアステージに応じた研修や課題に応じた研修を実施し、若手

保育者やリーダー的職員の育成を継続して支援します。公開保育研

修により、実践から学ぶことを通して保育者の専門性や指導力の向

上を図ります。 

○幼保連携型認定こども園教育・保育要領への理解を深めるとともに、

保育カンファレンスを通して、子どもの理解と評価に繋がる研修を

推進します。 

○学びの円滑な接続に向け、保育の PDCA サイクルや保育の連続性を重

視した指導計画の作成、カリキュラムマネジメントの理解を図り、

教育・保育の工夫・改善に取り組みます。また、兵庫県教育委員会

作成の「指導の手引き」などを積極的に活用し、各園のアプローチ

プログラムの作成を推進します。 

○認定こども園・小学校連携モデル事業の成果リーフレットを活用し、

幼児期と児童期の教育内容や指導方法についての相互理解を図りま

す。 

○多様な保育ニーズに対応するため、認定こども園長会や健康福祉部

子育て支援課など、関係機関と連携を図りながら、幼児教育・保育

の質的向上をめざします。 

 

【外部評価者の評価】 

認定こども園と小学校との連携研究を進めてきた点が評価できる

ので、それを基盤とした教育・保育に努めて欲しい。ヒアリング

では、認定こども園は公立園ではないため、研修文化に乏しいと

聞く。その中で園内研修への指導主事の派遣は評価できる取組で

あり、幼児教育・保育の質向上のために更なる継続に期待する。 

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推進                       

＜(６)一人ひとりのニーズに応じた教育の推進＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○障がいのある児童生徒が、就学前から卒業後も切れ目なく一貫した

指導や支援を受けられるよう支援体制の整備充実を図るとともに、

すべての学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒への効果

的な指導方法など、教職員の専門性の向上を図ります。 

〇支援が必要な児童生徒に丁寧に寄り添い、特別支援教育の視点をい

かした適切な指導や支援体制を整備し、児童生徒の状況にあわせ、

多様なニーズに応じた指導を推進します。 

〇外国人及び様々な人々に係る特性について理解し、すべての子ども

たちに、外国の文化や価値観に対する理解を図り、互いに支え合い、

多様な人々と共生する態度の育成を図ります。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○健康福祉部と連携した、令和３年度就学予定者に対する教育相談で

は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、電話による教育相談

を実施しました。また、特別支援学級入級申請者が在籍する認定こ

ども園を訪問し、就学・入級に向けて連携を図ることができました。 

〇教育支援セミナーを３回実施し、第１回 42 名、第２回 71 名、第３

回 57 名の参加者に対し、特別支援学級と通常学級の連携やインクル

ーシブ教育、高校通級について研修を深めました。 

〇不登校など、教育的支援が必要な子どもたちの学びの充実のため、

丹波市教育支援センター「レインボー」の指導主事及び教育相談員

による小・中学校訪問を実施しました。 

〇日本語指導が必要な児童生徒に、学校生活への適応を促すために、

児童生徒の母語を話せる外国人児童生徒語学指導者を必要な学校に

派遣しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

「学校の教員は、特別支援教育について理解し、授業の中で、児童生徒の 

特性に応じた指導上の工夫をよく行った」と答えた学校の割合（小･中の平均） 
65.3％ 51.0％ 62.1％ 80.0％ 

適応指導教室や別室登校等で、ICT を活用して

個別学習を実施した学校の割合 
― ― 85.0％ 100％ 

「多文化理解交流 Day」に参加した児童生徒の

交流に関する満足度 
― ― 未実施 80.0％ 
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取組の評価 ○健康福祉部と連携し、コロナ禍においても就学予定園児の保護者と

つながり、計３回の教育相談を実施し、就学についての不安や悩み

に寄り添い、支援することができました。 

〇教育支援セミナーを実施し、特別な支援を必要とする子どもたちに、

すべての教室において適切な指導及び必要な支援を行うよう研修を

深めることができました。 
〇映画「みんなの学校」の上映と講話により、インクルーシブ教育に

ついて教職員の理解を深めるとともに、個別最適な学びと居場所づ

くりについて研修することができました。 
〇丹波市教育支援センター「レインボー」による小・中学校訪問を実

施することで、特別な支援を必要とする児童や、コロナ禍における

心のケアが必要な子どもたちへの対応について、具体的に協議を深

めることができました。 
〇日本語指導が必要な児童生徒が基本的な日本語力を身につけ、学校

生活に適応できるように外国人児童生徒語学指導者を６小学校、３

中学校に派遣し、学びの保障と生活支援を行うことができました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○健康福祉部と連携を図り、教育相談やこども園訪問を実施し、令和

４年度の就学に向けて教育相談を行います。 

〇丹波市特別支援連携協議会を実施し、福祉、就労、居場所などにつ

いて情報共有し、切れ目のない支援の実施に向けて取り組みます。 

〇不登校児童生徒の教育的ニーズに寄り添い、オンライン学習ソフト

などを活用し個別の学習支援を充実させます。 

〇教育支援センターにおける相談やスクールソーシャルワーカーを中

心に関係機関との連携を充実させ、誰一人取り残すことのない支援

体制を整えます。 

〇多文化共生サポーター、外国人児童生徒語学指導者を日本語指導が

必要な児童生徒が在籍する小中学校に派遣し、学校生活への適応を

促す支援の提供を図ります。 

〇すべての子どもたちが国籍や民族などの違いを認め合い、異なる文

化や生活習慣を尊重する共生の心をはぐくみます。 

 

【外部評価者の評価】 

インクルーシブ教育の推進は共生社会の実現に欠かせない。今後

とも教育支援セミナーの実施をはじめ、丹波市特別支援連携協議

会や丹波市立教育支援センター「レインボー」との情報共有を図

るなど、インクルーシブ教育の拡充が求められる。あわせて外国

人子弟への支援についても引き続きの支援を期待する。 

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 

Ⅰ 生きる力をはぐくむ学校教育の推進                    

＜(７)人権教育の推進＞  

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○人権尊重の精神の涵養を図り、人権に関する知的理解や人権感覚を

高めるとともに、自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする「共

に生きる共生社会」の構築に向けて、児童生徒が主体となる実践的

行動力の育成をめざします。 

〇同和教育を人権教育の重要な柱ととらえ、人権課題の解決に向けて、

児童生徒の自尊感情を高め、自他の価値を尊重しようとする意欲や

態度を育み、教育活動全体を通して、人権意識を高めます。 

〇共生社会の実現に向けて、ドメスティック・バイオレンス（DV）、性

的マイノリティなどの人権にかかわる課題に対する認知を広げ、男

女の平等や相互理解・協力・共同を基盤に、一人ひとりの生き方や

在り方を尊重し、認め合う心を醸成します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

〇地域別小学校人権交流会については、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から実施方法について各地域で再検討するとともに、

内容について見直し、Zoom を使用した学習や感想の発表、中学校の

取組や意見を聞くなどの交流を行いました。また、中止した地域に

ついても校内の他学年との交流に重点をおき、意見交換をしたり、

動画による学習発表を全学年で視聴したりするなど、取組を工夫し

ました。 

○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、授業実

践者としてさまざまな取組をされている講師を招聘し、同和問題を

柱に、学びを実践に繋ぐことを重点に置き、講義やグループ協議に

よる研修を実施しました。 

〇中学校におけるデート DV 防止の授業については、県や内閣府などの

資料を活用し授業に取り組みました。新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から取組を自粛した学校においは、性教育講演会の中

や社会科授業の中で一部触れるなど、生徒への周知に努めました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

いじめはどんなことがあってもいけないこ

とだと思う児童生徒の割合 
97.7％ 96.5％ 95.9％ 100％ 

中学３年間で、デート DV の授業により、学

習した生徒の割合（中学３年生） 
― ― 

調査中 

（R3確定） 
100％ 
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重 

 
取組の評価 〇各地域、各校が、小学校人権交流会について、新型コロナウイルス

感染症対策を行う中で、オンラインの活用を含め新たな学びの方法

を探り、人権教育についての学びがより深められるよう工夫ある取

組を行うことができました。 

○教職３年以内人権教育研修会アンケートでは、今後の教育活動にい

かせる情報を得ることができたと答えた教員の割合は高く、同和教

育への知識が深まる機会となりました。また、希望者の参加も多く

グループ協議を通して学びを深めるとともに、教職員自身が研修の

重要性にも気付くことができました。 

〇デート DV 授業においては、新型コロナウイルス感染症対策における

臨時休業による授業時間確保の観点から、取組を縮小した学校もあ

りましたが、各校の状況に応じた取組をすすめることができました。 
〇「いじめはどんなことがあってもいけないことだと思う」と回答す

る児童生徒の割合については、コロナ禍において、いじめ・暴力ゼ

ロの取組を縮小したことや、臨時休業などの影響を受け、改善に至

りませんでした。今後、学校が主体性をもって取り組むことにより、

いじめを許さない意識の向上を図ります。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○コロナ禍においても、児童生徒や教職員の人権を大切にし、安心し

て学校生活を送ることができるよう、不当な偏見や差別、いじめな

どの人権侵害について、一人ひとりが適切な行動がとれるよう、学

習や啓発に取り組みます。 

〇小学校人権交流会の内容について、令和２年度の取組をもとに、体

験活動や交流活動の見直しを行い、人権教育を柱とした小・小連携

の充実を図ります。 

○同和問題についての理解を深め、授業実践についての協議を含めた

研修を行い、実践力が高まるよう、引き続き、課題や疑問が自由に

出し合えるグループ協議などを取り入れながら、自身の課題につい

て考え、気付ける取組をすすめます。 

〇中学校において、引き続きデート DV に関する調査を実施し、学習状

況の把握に努め、取組方法や資料などの周知を行うとともに、情報

モラル教育とも関連させ、さらに理解を深める取組をすすめます。 

○コロナ禍におけるいじめ・暴力防止市民フォーラムの開催方法を工

夫し、参加者が自分事としていじめについて考える機会とするとと

もに、各校において、脱傍観者の取組を推進します。 

☆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 
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Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進          

＜(１)家庭教育の充実＞  

 

担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○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、子育て支援担当部署と連携し家庭教育に

関する学習の機会や情報を提供するとともに、保護者の主体的な「学

び」と「育ち」を支援します。 

○「地域で子どもを育てる」意識の向上のため、コミュニティ・スク

ールにおいて家庭や地域の役割を熟議し、地域全体で家庭教育を支

える意義や、子育ての当事者としての意識の醸成を図るなど、地域

ぐるみで支える環境づくりに取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○組織改編により、子育て支援担当部署が市長部局へ移管しましたが、

子育て支援担当部署との連携による就学前児童の保護者を対象とし

た家庭教育の学習機会の提供などは実施できませんでした。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議開催などによるコ

ミュニティ・スクールの熟議は各校とも控えました。 

○青少年育成研修会として、講師にタレントの副島淳氏をお招きし、

講師の生き方、価値観に触れられる講演会を丹波市 PTA 連合会と連

携し開催しました。困難な出来事を乗り越え、人生を切り開いてこ

られた講師の実体験をもとに講演いただき、子どもたちが様々な経

験と多様な人間関係を通して成長できるような教育や環境づくりに

ついて、保護者や地域の大人が学び、考えるきっかけとすることが

できました。 

 また、各地域の単位 PTA で行われている PTCA 活動の取組を共有し、

学校、家庭及び地域が一体となって子どもをはぐくむ意識の向上を

図るため、青少年育成研修会と併せて丹波市 PTCA 活動実践交流大会

を実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合 93.4％ 94.0％ 95.0％ 100％ 

子育てを地域みんなで協力し、支えていると

思う市民の割合 
46.7％ 46.8％ 44.7％ 80.0％ 
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取組の評価 ○令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一堂に

会するような学習会などを控えたため、学習機会の提供は減少しま

した。 

○青少年育成研修会と PTCA 活動実践交流大会を同日開催し、地域との

つながりのなかで家庭教育が行われるよう推進するとともに、各地

域で行われている PTCA 活動の取組を共有することで、地域ぐるみの

教育支援活動が展開できました。 

 しかし、「子育てを地域みんなで協力し、支えていると思う市民の割

合」の指標が低下していることから、地域の子育てや子どもの安全・

安心を確保していくためのコミュニティ・スクールの取組を強化し

ていく必要があります。 

 なお、タレントの副島淳氏を講師にお招きした青少年育成研修会は、

参加者に好評をいただき、保護者だけでなく地域の方々にも子ども

をはぐくむ教育について考える機会となりました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○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

担当部署と連携し家庭教育に関する情報交換を行うなど、取組状況

や課題の共有を図ります。 

 また、新型コロナウイルスの影響について、生活実態調査などから

課題を把握します。 

○地域、家庭、学校が情報や課題を共有し、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環境を構築するため、「地域

から考える学びの未来会議」と連携し、コミュニティ・スクールの

熟議などの取組を推進します。 

○丹波市 PTA 連合会としての取組が形骸化してきているため、丹波市

PTA 連合会で実施するリーダー研修会などが単位 PTA にどのように

還元されているのか検証し、今後の取組を検討していきます。 

○家庭での ICT 活用を支援するため、家庭でのルールづくり、情報モ

ラル、長時間利用による健康への影響などについての対応策を学ぶ

機会を設けることを各単位 PTA に働きかけます。 

☆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 
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Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進                   

＜(２)地域の将来を担う人づくり＞ 

 

担当課 市民活動課、文化・スポーツ課 

目 標 

（あるべき姿） 

○「地域で子どもを育てる」という観点から、子どもの成長を支える

活動に参加する大人を増やすため、情報提供や子ども向けのイベン

ト、大人を対象とした講演会を開催します。また、子どもを対象と

した市民提案の事業に対して、「活躍市民によるまちづくり事業応援

補助金」を交付し、支援します。 

○丹波市スポーツ協会や、中学校体育連盟、地域スポーツの関係者と

連携し、子どものスポーツ環境の向上につながることを目的とした

指導者への研修会を開催し、健全なスポーツ環境の構築をめざしま

す。 

○子どものスポーツの拠点となる学校体育施設の有効活用を図るた

め、少年少女スポーツ団体連絡協議会や、実際の施設利用者との意

見交換を行う機会を作り、利用者からのニーズにマッチした施設利

用の在り方を検討していきます。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○小中学生対象に地元の高校生を講師とした「子ども科学教室」は大

人の参画も目的として開催しました。 

○「活躍市民によるまちづくり事業応援補助金」を活用した事業は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止や縮小、実施

内容の変更がみられました。 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、市全体のスポーツ活動が

中止・延期・縮小となりました。 

○丹波市スポーツ協会を通じ、少年少女スポーツ団体連絡協議会から 

施設利用や市のスポーツ環境などに関する要望や意見を聴取しまし 

た（主な要望：学校開放事業の利用限定の緩和（１拠点施設の撤廃 

か複数拠点化の検討）。学校開放事業の施設管理の徹底。地域スポー 

ツの推進（スポーツクラブ 21 の充実強化）など）。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

１年間に、子どもの教育・育成に関する活動

へ参画した割合 
12.7％ 13.4％ 8.1％ 20.0％ 

少年少女スポーツの指導者が指導者資質向

上を目的とした研修会へ参加した割合 
32.6％ 22.8％ 

中止 

（未実施） 
50.0％ 
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取組の評価 ○「子ども科学教室」は、親子で 48 人が参加しました。高校生と小中

学生が教え・教えられる立場となり、高校生が大人や小中学生に、

分かりやすく工夫を凝らした説明をするなど有意義な取組となりま

した。 

○活躍市民によるまちづくり事業応援補助金は、申請団体の約半数が

事業中止や縮小しましたが、感染予防策を講じ、令和３年度実施に

向け、新たに取り組む意欲を感じました。 

○学校体育施設やスポーツ施設では、施設管理課と情報共有しながら

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じ、安全にスポーツを楽し

める環境を整えるとともに、スポーツ協会や市のホームページを通

じて競技別感染症予防ガイドラインなどの情報配信に努めました。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○子どもの成長を支える活動に参加する大人を増やすために、子ども

を対象とした事業を継続して実施するなかで、保護者だけでなく、

各自治会の子ども会役員をはじめ、地域の大人も参加ができ、かつ

気づきが得られるような仕組みを構築していきます。また、将来を

担う人材づくりの観点から、高校生など若い世代の人材育成に対す

る取組を推進します。 

○活躍市民によるまちづくり事業応援補助金は、補助期間が終了とな

る４年目以降も安定的な事業実施の視点を持ち、実施計画の段階で

しっかりと審査します。 

○今後のスポーツ活動においても新型コロナウイルスの感染予防対策

が必要なことから、コロナ禍でのスポーツ活動を適切に指導できる

指導者育成のための支援（指導者資格取得助成）や各スポーツ団体

が、安全安心にスポーツ活動を行うための留意点などの周知を、市

スポーツ協会と連携して行います。 

○少年少女スポーツ団体連絡協議会からの要望や意見をしっかりと受

け止め、関係課と連携しながらスポーツ環境の向上をめざします。 

☆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 

 

-24-



重 

Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進                   

＜(３)学びの成果を活かせる社会教育＞  

 

担当課 市民活動課 

目 標 

（あるべき姿） 

○自分たちの地域課題は自分たちで解決する力を持ち発揮する「知識

循環型生涯学習によるまちづくり」の実現に向けて、年齢に応じた

様々な学習機会を提供するとともに、学んだ成果を活かせるように

市民活動支援センターが中心となって、NPO などの多様な主体と連

携・協働し、市民の学びを支援します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○高齢者を対象とした「TAMBA シニアカレッジ」は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、予定していたすべての講座を中止しまし

た。その代替事業として、コロナ禍においても自宅でも気軽に学習

することができるように FM805 たんばを活用した「シニアカレッジ

ラジオ教養講座」を７回実施しました。 

○「TAMBA 地域づくり大学」は、「興味から始まる地域づくりの第一歩」

と題し、半農半Ｘ研究所代表の塩見直紀さんを講師に迎え、開講し

ました。科目は、地域における身近なテーマを設定し、興味・関心

から始めるまちとの関わり、地域づくりへの第一歩を踏み出すこと

を目的として開催しました。また、科目別講座受講から、関心ある

テーマで話し合い、自分にできることを話し合い学び合うワークシ

ョップを行い、今後の活動の参考になるような講座となりました。 

○市民活動支援センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、コミュニケーションの機会が減少している中、新しい生活様式

に合わせたオンライン配信などによる学習スタイルが行えるよう

ICT 機器を整備しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

１年以内に生涯学習を行った市民の割合 56.0％ 57.0％ 58.0％ 70.0％ 

学びの活動で身についた知識や技能を生か

したいと思う市民の割合 
34.2％ 39.5％ 38.7％ 40.0％ 

市民活動を行いやすい環境が整備され、支援

体制が整っていると思う市民の割合 
34.9％ 37.4％ 35.2％ 40.0％ 
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重 

取組の評価 ○「TAMBA シニアカレッジ」は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止せざるを得ない状況となりましたが、代替事業の「シニア

カレッジラジオ教養講座」は、各種事情により講座に参加できない

高齢者にとって容易に学ぶことのできる機会となり有意義なものと

なりました。 

○「TAMBA 地域づくり大学」開校式は 48 名の参加があり、各講座の担

当講師によるトークセッションと相談会を開催しました。各講師そ

れぞれの活動のきっかけや講座の魅力などを伝えました。各講座は

10 名前後の現地参加とオンライン参加の受講生もあり、新しい生活

様式に合わせた学習スタイルとしてすすめました。共通ワークショ

ップでは、科目別講座の振り返りや「自分ごと」として、自分が「何

に関心があるか、何がしたいか、何ができるか」を組み立て、お互

いにアドバイスを送り具体的な行動計画を作成しました。 

○新型コロナウイルス感染症対策として、市民の活動に制限がかかっ

たため、学びの機会や学んだことをいかす機会が減ってしまいまし

た。このような状況のなか、従来の集合型の学習スタイルではなく、

新しい生活様式に合わせた新しい学習スタイルに対応するため、集

音マイクや WEB カメラなどのオンライン会議システムを導入し、市

外からの受講生獲得もできました。また、外から見た丹波市の状況

や受講生との新たなつながりが生まれています。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○「TAMBA シニアカレッジ」は、特に感染による重症化リスクに注意

し、感染予防対策を講じ、講座を実施します。 

○「TAMBA 地域づくり大学」は、学習成果を発揮する具体的な出口を

想定した仕組みや取組につながる講座内容とするため、できる限り

地域の課題や社会的課題に対応したテーマを設定します。 

○コロナ禍においても、個人や地域の学びを止めないための情報を発

信するとともに、新しい生活様式に合わせた、ICT 活用による環境

を整えたことから、受講生や地域における情報リテラシーやメディ

アリテラシーの向上に向けた支援を行います。   

☆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 
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Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進

＜(４)文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成＞

担当課 植野記念美術館、文化・スポーツ課

目 標

（あるべき姿）

○質が高く、館の個性を活かした展覧会の内容を充実し、多くの人々

が美術館に親しみを持ち、集える企画事業を開催します。

〇市内博物館施設及び図書館と相互に連携を図り、各施設が実施する

展示・イベント情報を共有し、効果的にＰＲができるように取り組

みます。

〇すべての市民が等しく気軽に文化芸術の鑑賞・体験ができる機会の

充実を図るため、ニーズや目的に合った特色ある文化ホールイベン

トを開催します。

〇丹波アートコンペティションでの入賞作品展（植野記念美術館）や

美術講座、他市展覧会受賞作品交流展を開催し、創作活動のモチベ

ーションアップや若手芸術家の発掘・育成をめざします。

【主な取組】

令和２年度
の実績

○新型コロナウイルス感染症の影響により「日本のポスター展」、「山

本二三展」、「館蔵品展」は会期を延期して開催しましたが、予定し

ていた関連イベントは、ほとんど中止しました。

〇「弘巖和尚展」については、新型コロナウイルス感染症の影響など

により作品の借上依頼の交渉がはかどらず開催を延期しました。

〇「山本二三展」はコロナ禍での開催になりましたが、入館者数は歴

代３位の 13,488 名となりました。

〇学校教育との連携では、各展覧会の会期中に、美術鑑賞教育として

「鑑賞教室」を実施しました。

〇０歳～６歳までの未就学児とその保護者を対象に、各展覧会の会期

中に「赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー」を実施しました。

〇子どもや若い世代を対象として、３回（夏、冬、春）映画会を開催

しました。

〇アマチュアアーティスト育成支援事業４フェスタ（バンド、ピアノ、

ダンス、和太鼓）については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より令和２年度は中止しました。

〇鑑賞型公演、子ども・若者対象のイベントについては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により縮小や延期開催することとしました。

〇第２回丹波アートコンペティションを開催し、出品数・来館者数共

に前回より増加しました。

【指 標】

取組内容
H30

実績値
R 元

実績値
R２

実績値
R６

目標値

美術館への入館者数 18,369 人 16,185 人 17,874 人 24,000 人
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文化ホール事業の来館者数 21,414 人 18,842 人 7,841 人 28,000 人

丹波アートコンペティションの

作品応募数（市民のみ）
143 点

246 点中

105 点

293 点中

94 点
170 点

取組の評価 〇「日本のポスター展」では、ゲーム感覚で楽しみながら、読み札に

あったポスターを探し当てる『「アートカード」であそぼう！』を美

術館のＨＰ上に公開し、コロナ禍でも、在宅で展覧会を楽しむこと

ができる企画を実施することができました。

〇「山本二三展」は、ジブリ映画の背景画ということもあり、家族連

れ、若者、中高年と幅広い年齢層に人気があり、歴代３位の 13,488

人の入館者がありました。来館者の特徴としては、約７割が市外で、

初めて来館する方も多数あり、美術館をＰＲする良い機会となりま

した。

〇「鑑賞教室」では、学校教育と連携して、児童・生徒に優れた芸術

作品を鑑賞する機会を作ることができました。

〇「赤ちゃんからの美術鑑賞ツアー」では、優れた芸術作品を親子で

ゆっくりと鑑賞できる機会を作ることができました。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、鑑賞型公演は全 18 事業の

うち７事業を中止しましたが、文化芸術の鑑賞・体験の機会を確保

するため、映画会や一部の自主事業は、検温・消毒、換気の徹底な

どの感染症防止対策を講じて実施することができました。

〇第２回丹波アートコンペティションは、実行委員会を４回開催し、

PR チラシのデザインや作品募集要項、美術講座実施内容などについ

て協議を行い事業の充実・改善を図りました。出品数・来館者数共

に前回より増加し、文化芸術活動への広域交流を図ることができま

した。しかし、市民の出品者が減少していることから、市民の参加

の促進が課題です。

自己評価
判定

Ｂ

今後の取組
・改善策等

○ウイズコロナの時代に合った新しい美術館の楽しみ方について、動

画、音声、テキストなどの様々なコンテンツを利用した取組につい

て研究していきます。

〇はじめて美術館に来館された方にリーピーターになっていただける

ように、招待状を送るなどの方策を検討していきます。

〇文化ホール事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底し、

施設の安全性を高めることで市民が安心して鑑賞できる環境の充実

を図り、文化芸術に対する市民意識の回復に努めます。

〇丹波アートコンペティションは、中学校美術部や芸術系大学・専門

学校などへのピンポイントな広報に重点を置き、若い世代からの作

品応募を促します。市内の出品者が減少しているため、市民のみな

さんからの出品数が増加するような取組を検討・実施します。

☆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
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Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進                   

＜(５)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） 

○市民の身近な「情報拠点」として、図書館サポーターや読み聞かせ

ボランティア、関係機関・施設と協働しながら多様なサービスを提

供し、市民が集い人の交流による地域づくりに貢献できる場所とし

ての図書館をめざします。 

○子どもの読書活動を推進するため、家庭・地域・学校・図書館など

が相互に連携しながら、子どもの主体的な読書活動を支え読書習慣

の定着を図り、自ら学ぶ意欲を育てることをめざします。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○隣接する市町と連携した広域貸出サービスの活用により、より多く

の資料を有効利用していただけるよう周知に取り組みました。 

○３市図書館連携による共同展示の開催に向け準備を行いました。ま

た、３市の職員同士が情報交換を行う機会が設定できるように調整

を行いましたが開催することができませんでした。 

○読み聞かせボランティアグループや図書館サポーター、関係機関・

施設と連携し、市民と一体となった図書館運営に努めました。 

○市民プラザとの連携事業として、地域づくり大学、市民プラザ１周

年記念事業において協働した取組を行いました。 

○子どもの読書活動を推進するため、読書通帳の配布や子ども司書養

成講座の開催、子ども司書認定者の活動機会の充実を図りました。

また、第３次丹波市子ども読書活動推進計画を策定しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

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

者の数（有効登録者数） 

8,205 人 7,890 人 6,215 人 8,700 人 

図書館サポーターの活動実績

人数 
211 人 211 人 195 人 300 人 

児童図書の貸出総冊数 177,867 冊 183,366 冊 150,402 冊 180,000 冊 
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取組の評価 ○新型コロナ感染対策による臨時休館や市民の生活様式の変化によ

り、図書館の利用が大きく減少しましたが、コロナに対応する工夫

を加えながら図書館サービスを提供し、図書館を安心して利用して

いただくことができました。 

○３市図書館（丹波市・朝来市・福知山市）の連携事業の合同展示に

ついては、コロナ感染対策の関係で開催することができませんでし

たが、令和３年度実施に向けた調整を行うことができました。 

○関係機関と連携した事業として、市民プラザで開催される地域づく

り大学への参加と市民プラザ１周年記念事業として、「大きなおはな

し会」、「リサイクルフェア」の協働による取組を行いました。この

取組により市民に図書館の利便性を周知する新しい機会とすること

ができました。 

○子ども司書認定者の活動機会を増やすため、読み聞かせボランティ

アグループと協働した取組として、毎月のおはなし会に参加しても

らう機会を設けました。子ども司書の養成目的であった地域での読

み聞かせ活動を充実させ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 

○利用者が図書館の特設コーナーや展示コーナーに足を運んだだけ

で、新しい話題や情報に気軽に触れられるように工夫を行い、定期

的に図書館を利用してもらうための取組を充実させます。 

○図書館サポーターや読み聞かせボランティアグループ、関係機関・

施設とより連携を図り、市民が気軽に図書館を利用できる工夫を行

っていきます。また、協働した事業を通じて図書館を利用したこと

がない市民にも図書館の利便性を伝えることに取り組んでいきま

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 
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Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進                   

＜(６)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、市民などに対し、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２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 

市内に残る古文書などの歴史資料を地域住民と共に調査し、その調

査結果を題材にした歴史講座を開催しました。なお、令和２年度は、

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、歴史講座の動画配

信を行うとともに、歴史講座で紹介した調査資料を展示するミニ企

画展を柏原歴史民俗資料館及び春日歴史民俗資料館で開催しまし

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、大

河ドラマで注目を浴びる戦国時代に着目した企画展「丹波市の中世

城館」を開催しました。また、企画展の開催に合わせて関連講座を

行いました。 

○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、登城者の安全を確保するための対

策工事をすすめました。 

○水分れ資料館のリニューアル  

 水分れ資料館の改修工事及び展示改修設計製作業務を実施し、令和

３年３月20日にリニューアルオープンしました。また、このリニュ

ーアルを機に、学校教育課との連携による氷上回廊水分れの副読本

の製作にとりかかりました。 

〇青垣いきものふれあいの里 

 身近な自然のなかで、その大切さやかかわりを学ぶため、年間を通

じて様々な自然体験学習（観察会・講座）や季節ごとの企画展を開

催しました。 
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【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

１年以内に地域の伝統芸能や伝統行事

へ参加した、また鑑賞したことのある

市民の割合 

51.9％ 51.1％ 34.9％ 57.0％ 

指定文化財保存整備等の補助事業数 14 事業 11 事業 5 事業 20 事業 

氷上回廊水分れフィールドミュージア

ム入館者数（事業参加者数を含む） 
2,035 人 ― 3,984 人 30,000 人 

 
取組の評価 ○地域に残る歴史資料の調査結果を報告する歴史講座や企画展の開催

などにより、市民に対し、身近な地域の歴史遺産に触れる機会を提

供することができました。 

○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、

計画的に必要な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、丹波市立氷上回廊水分れ

フィールドミュージアムとして、令和２年度当初の計画のとおり、

令和３年３月20日にリニューアルオープンしました。また、学校教

育課との連携により、丹波市内の児童・生徒向けに氷上回廊の歴史

や生物多様性などについての知見を深めるための副読本の製作にと

りかか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 

○氷上回廊水分れフィールドミュージアムでは、年間３万人の集客を

めざして、青垣いきものふれあいの里を含む市内のミュージアムな

どとの連携強化を図るとともに、ICTを活用した博物館学習を検討し

ていきます。 

○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を掘り起こすととも

に、老朽化がすすむ資料館など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。 

☆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 

 

-32-



Ⅱ 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学習の推進                   

＜(７)豊かな人権文化を創造する人権教育＞  

 

担当課 人権啓発センター 

目 標 

（あるべき姿） 

○市民の人権感覚・人権意識が高まるよう住民人権学習の実施方法や

学習方法の助言をするなど市民の主体的な学習活動を支援します。 

○地域の人権課題の解決や人権意識の高揚を図るため、地域人権教育

事業及び中学校人権学習交流集会を開催します。 

○各種団体や企業・事業所の自主的な人権学習に講師の紹介・派遣を

行い、学習機会の拡大と人権が尊重され働きやすい職場づくりや人

権尊重の企業活動を支援します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○住民人権学習推進員に学習会のすすめ方や DVD 学習用ワークシート

などの資料を送付するとともに、住民人権学習推進員研修会を開催

し、人権学習会の目的や推進員の役割、基本的人権、啓発パンフレ

ットの活用などについて理解を深めました。 

○令和２年度の住民人権学習のテーマを「SNS 時代における外国人の

人権」に設定し、多文化共生社会の実現や SNS を利用する際のマナ

ーや配慮について学習の機会を設け、理解を深めました。 

○地域人権教育事業と中学校人権学習交流集会については、学校休業

に伴う夏休みの短縮や課外活動などの縮小により令和２年度は中止

しました。 

○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 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

住民人権学習の実施率 92.0％ 91.6％ 56.9％ 100％ 

地域人権教育事業に参加した生徒数 302 人 289 人 未実施 400 人 

企業・事業所の人権学習への講師紹介・派遣

件数 
０件 ３件 ２件 ５件 
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取組の評価 ○住民人権学習の実施率は、56.9％となっており、新型コロナウイル

ス感染症の影響により大幅に減少しました。住民人権学習会は、自

治公民館活動の一つとして定着してますが、未実施の自治会もあり、

100％実施をめざした取組が必要です。 

○住民人権学習推進員研修会は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より実施時期が遅れましたが、住民人権学習会の目的や推進員の役

割、基本的人権などについて理解を深めることができました。 

○人権学習に取り組まれる企業・事業所への講師派遣は、令和元年度

の３件から２件に減少したことから、今後もさらに周知する必要が

あります。 

自己評価 
判定 

Ｂ 

 
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るため、自治会

に対し、毎年新しいテーマの設定や DVD 視聴だけでなく他の学習手

法を情報提供するなど、全自治会で学習会が実施されるよう積極的

に支援します。 

○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研

修会や学習会の内容などの情報提供を通じて、住民人権学習会の実

施を促します。 

○住民人権学習会への参加者は、世帯主又はその配偶者が多い状況で

あるため、子どもを含めた若年層と女性の参加が増えるような開催

方法について推進員研修会などを通じて情報提供します。 

○地域人権教育事業及び中学校人権学習交流集会は、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

流集会の実施などウィズコロナの生活様式を取り入れた方法を検討

します。 

○丹波市人権・同和教育協議会や丹波市商工会などと連携し、企業・

事業所など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。 

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

B：概ね適切、概ね十分、50％以上 D：不適切、不十分、達成度不明瞭 
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Ⅲ 学びを支える環境の整備                         

＜(１)地域とともにある学校づくりの推進＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課、教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○学校と地域住民などが「地域で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共有し、地

域と一体となって子どもたちをはぐくみ、「地域とともにある学校」

づくりをめざします。 

○学校運営協議会と地域活動・市民活動をつなぐ地域学校協働活動推

進員の設置により、学校・家庭・地域の組織的な連携・協働体制を

構築し、地域の教育力をいかした教育活動を推進します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○「地域とともにある学校づくり」推進フォーラムの開催は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止の観点により、中止しました。 

○中学校区への学校運営協議会制度の導入に向け、各学校で、教職員

対象の校内研修会や熟議などを随時開催する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染防止対策の影響で、令和２年度の前半は、実施が

難しい状況でありました。ただ、夏季休業期間中にコミュニティ・

スクールに係る校内研修会を行った学校もありました。この研修の

中で、丹波市教育委員会から学校運営協議会制度の仕組みについて

の説明を行い、教職員への周知を図りました。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休業に伴い、学校教

育活動が停止していたため、地域学校協働活動推進員の導入が遅延

しましたが、令和２年９月に４名の地域学校協働活動推進員を委嘱

することができました。 

〇令和２年 11 月に丹波市コミュニティ・スクール連絡会において、取

組事例の発表や、地域学校協働活動推進員制度の説明を実施しまし

た。また、令和３年３月には、文部科学省コミュニティ・スクール

推進員を講師に招き、「学校と地域でつくる学びの未来を考える勉強

会」を開催しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

コミュニティ・スクールを導入している中学

校の割合 14.3％ 14.3％ 57.1％ 100％ 

地域の人々が学校と連携・協働して子どもの

成長を支えていると思う市民の割合 
－ 59.3％ 57.8％ 80.0％ 
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取組の評価 ○「地域とともにある学校づくり」推進フォーラムは中止しましたが、

校長会で地域と学校の連携した南小学校の取組の紹介やコミュニテ

ィ・スクール連絡会での実践発表などにより、各校でのコミュニテ

ィ・スクールの活性化につなげることができました。また、「学校と

地域でつくる学びの未来を考える勉強会」では、講話での事例を基

に、丹波市での現在の状況や課題などについて、参加者同士で意見

交換することができました。 

○中学校区への学校運営協議会制度の導入に向け、夏季休業期間中に

コミュニティ・スクールに係る校内研修会や熟議を行い、学校運営

協議会制度の仕組みについての説明を行うことで、教職員や保護者、

地域の方への周知を図ることができました。 

○地域学校協働活動推進員については、当初６名を予定していました

が、４名にとどまりました。推進員制度や活動状況を広く周知し、

計画的に導入していく必要があります。 

○広報「教育たんば」３月号で、地域学校協働活動推進員の活動を紹

介し、地域学校協働活動推進員の認知とともに、学校・家庭・地域

の連携・協働体制について認識を広めるよう取り組みました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○各校の情報交換や学校運営協議会の活性化を図ることができる場の

確保や、中学校区へ導入された学校運営協議会制度を支援すること

を通して、コミュニティ・スクールの深化・充実に繋げていきます。 

○地域学校協働活動推進員同士の情報共有や、資質向上の研修のため、

推進員協議会を実施します。 

○まちづくり部との連携を強化し、「地域とともにある学校づくり」に

幅広い地域住民の参画が得られるように協働体制を構築します。 

○コミュニティ・スクールを核としながら、自分事として考えようと

する市民の方々に丹波市の教育を皆で考える新たな学びの場を立ち

上げます。 

 

【外部評価者の評価】 

地域とともにある学校づくりにむけて、学校運営協議会をすべて

の小学校に導入し、地域住民の学校教育への参画をめざしている

点は高く評価できる。また中学校への導入に向けて取り組んでい

る点も評価できる。ただし小学校と中学校との間で、協議会委員

の重複などの課題も考えられるので、合同の学校運営協議会の設

置など、さらなる検討を求める。 

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 

Ⅲ 学びを支える環境の整備                    

＜(２)教職員の資質・能力及び学校の組織力の向上＞ 重点施策 

 

担当課 学校教育課 

目 標 

（あるべき姿） 

○急速にすすむグローバル化や情報社会の中、質の高い教育を実現す

るため、教職員のライフステージに応じた研修を充実させ、一人ひ

とりの資質・能力の向上を図ります。 

○子ども、保護者、地域から信頼される学校づくりをめざし、多様な

人材が教育活動に携わり、学校組織全体としての総合力が発揮でき

る協働体制を確立します。 

○効果的な教育活動を持続的に行える環境を整えるため、教職員の業

務負担の軽減に取り組むとともに、働き方改革を推進し、教職員の

ワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○ライフステージに応じた研修体系のひとつとして若手教員を対象と

した「たんば啐啄塾」を実施しました。６月、９月に２回実施し、

教育活動全体にかかる内容により指導技術向上に努めました。 

○令和２年９月より留守番電話を全小中学校に設置し、勤務時間外に

教職員が集中して業務に取り組める環境を構築することにより、超

過勤務時間の減少に努めました。 

○令和２年６月よりスクール・サポート・スタッフを小学校６校に配

置しました。その中で、東小学校の取組を校長会で報告し、各校の

業務改善の取組がすすむように努めました。 

○コロナ禍における学校施設の消毒作業が必要になったため、施設消

毒のスクール・サポート・スタッフを全校に配置し、教職員の負担

軽減を行うとともに、新型コロナウイルス感染症予防対策を行いま

した。 

○学校業務全体を計画的に実施できるよう、管理職のリーダーシップ

のもと、すべての教職員にタイムマネジメント意識を醸成するため、

パソコン自動電源オフシステムの試験導入を予定していましたが、

新型コロナウイルス感染症対策や GIGA スクール構想のタブレット

導入が早まったことにより試験導入を翌年度以降に延期しました。 

○一部の中学校で部活動の見直しを行い、部活動指導員の設置や早朝

練習の廃止を行い、教職員の負担軽減に努めました。 

○１人１台端末を活用した主体的・対話的で深い学びの実現に向けて

GIGA スクール構想推進リーダー育成研修を開催しました。 
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重 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

授業中に ICT を活用して指導できる教員の割合 84.5％ 88.7％ 85.1％ 100％ 

管理職研修の内容が、組織力向上に活かせる

と回答した割合 
― 97.0％ 100％ 90％ 

月に 45 時間以上超過勤務を行う教職員の割合 34.3％ 28.4％ 23.1％ 0％ 

 
取組の評価 ○「たんば啐啄塾」については、「子どもたちの心のケア」「授業づく

りのポイント」など、若手教員の声を受け、ニーズに合ったテーマ

を設定することができました。参加者も 33 名、23 名と積極的な参

加となりました。 

○全小中学校に留守番電話を設置し、教職員が勤務時間外に集中して

業務に取り組めた結果、退勤時間を早めることができました。 

○全学校で業務改善の取組が図られた結果、全学校の教職員の超過勤

務の平均時間は、令和元年度比で約 7.9％削減しました。 
○中学校の部活動の適切な練習時間や休養日の見直しなどを行い、教

職員の負担軽減を図ることができました。 
○授業中に ICT を活用して指導できる教員の育成にあたっては、教師

主導から児童生徒主体の ICT 活用となるよう、今後より一層取組を

すすめる必要があります。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○ライフステージに応じた研修については、Zoom での開催を積極的に

実施するとともに、学校現場の課題や参加者のニーズに合わせて改

善を加えます。また、令和３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を確立します。 

○“とらわれない・おそれない・あきらめない”働き方をめざし、学

校の多様な組織構成による持続可能な仕組みづくりを推進します。 

○部活動による教員の負担軽減を行うため、部活動検討委員会の設置

や部活動指導員を配置し、教職員の負担軽減を図ります。 

○校内の GIGA スクール構想推進リーダーを中核にし、計画的な研修体

制により、児童生徒の主体的な ICT 活用を支援する教員の育成を図

ります。 

【外部評価者の評価】 

教員の ICT 活用をした授業について、従前からの取組もあって、

着実に実施できていると考えられ、この点は評価できる。今後は

この取組を充実させ、児童生徒が ICT を活用できるような教員の

資質・能力向上策を期待する。一方、こうした ICT 利活用が、結

果として教職員の働き方改革につながるような施策の立案を求め

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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Ⅲ 学びを支える環境の整備                    

＜(３)学校給食の充実＞  

 

担当課 学事課 

目 標 

（あるべき姿） 

○学校給食を将来にわたり安定的に提供できるよう、丹波市学校給食

運営基本計画に基づき、各学校給食センターの厨房機器などを計画

的に更新します。 

○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。 

○児童生徒の食への関心や、郷土愛をはぐくむため、地産地消を推進

し、地元の特産物を取り入れながら、郷土食や行事食を盛り込んだ

献立作成に取り組みます。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○青垣学校給食センターの空調機器を更新しました。 

○令和元年度に引き続き、青垣学校給食センターの２期目の厨房機器

更新を実施し、当センターの厨房機器更新が完了しました。 

○学校給食における食物アレルギーによる事故を防止するため、令和

３年４月実施に向けたアレルギー対応マニュアルの見直しをしまし

た。見直し後の対応マニュアルにより、食物アレルギーを持つ児童

生徒に対する適切な対応を実施しました。 

○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、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。 

〇地元農産物の使用割合を高めるため、生産者、農業振興課、施設長、

及び栄養教諭で構成される学校給食用農産物生産者組織連絡協議会

において、課題の解決に向けて調整を図りました。また、生産時期、

収穫量などを考慮しながら地元農産物の活用をすすめました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

衛生上の支障を懸念して給食を停止した回数 0 回 0 回 0 回 0 回 

給食費（現年分）の徴収率 98.4％ 98.4％ 98.7％ 99.5％ 

地場野菜（主要 15 品目）の使用割合 27.3％ 27.7％ 22.0％ 30.0％ 
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取組の評価 ○青垣学校給食センターの厨房機器について、２期目の更新が完了し

ました。 

○保護者負担の公平性を図るため、支払督促などの法的措置を講じ、

給食費滞納繰越分の収納強化に努めました。 

○より安全で安心な学校給食を提供するため、学校給食における食物

アレルギー対応について医師会や栄養教諭などと調整を図り、令和

３年度からの新たな対応方法を策定しました。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止による夏季休業期間の短縮の中

において、各センターの保守点検業務、及び修繕業務などについて、

工期を変更することなく予定通りに完了しました。 

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止による学校給食の停止期間にお

いて、各施設長と調整を図り、給食食材提供業者に対し、迅速に対

応しました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

○令和３年度から３年間かけて実施する柏原・氷上学校給食センター

の厨房機器更新事業について、調理業務などに支障が出ないよう、

計画的にすすめていきます。 

○学校給食費現年分の滞納について、新たな滞納者が定着することの

無いよう、電話などによる督促を継続して実施していきます。 

○地場野菜の利用推進について、生産者の規格や品質の捉え方や、数

量確保の不安定さなど様々な課題を、農業振興課が事務局となって

いる丹波市学校給食用農産物生産者協議会と協議・調整しながら使

用割合の向上を図っていきます。 

☆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 
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Ⅲ 学びを支える環境の整備                    

＜(４)安全・安心な学習環境の整備・充実＞ 重点施策 

 

担当課 学事課 

目 標 

（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平準化を図る中で、定期

的な点検や診断結果を有効活用し、また学校での施設管理を徹底す

ることで安全で安心な教育環境の向上を図ります。 

〇通学路などの安全対策として、通学路合同点検による危険個所の安

全確保に向け、関係機関と連携した取組を継続して実施します。 

〇GIGA スクール構想の実現に必要な高速大容量の通信ネットワーク

及び１人１台端末環境を整備するとともに、更新時期を迎えた小中

学校の校務用パソコンの ICT 機器を更新します。 

〇新規採用教職員及び全教職員を対象とした情報セキュリティ研修を

実施し、情報セキュリティに対する職員の意識向上を図ります。 

 

【主な取組】 

令和２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。 

小川小学校東校舎大規模改造工事（老朽化対策）、崇広小学校プール

改造工事（プール耐震補強）、中学校特別教室等空調工事設計業務、

久下小学校北校舎改修及びエレベーター棟新設工事設計業務 

〇通学路などの安全対策としては、通学路安全プログラム掲載予定の

危険箇所を、丹波警察署、くらしの安全課、道路整備課との合同会

議において確認しました。 

〇GIGA スクール構想による各小中学校の高速大容量の通信ネットワ

ークの構築及び１人１台端末の整備が完了しました。 

〇校務用パソコン 514 台の更新が完了しました。 

〇新規採用教職員向けの情報セキュリティ研修及びリモートラーニン

グによる全職員向けの情報セキュリティ研修を実施しました。 

 

【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

長寿命化計画におけるトータルコストの削減 ３校 １校 ２校 ４校 

通学路における事故件数（小中学校） 17 件 11 件 11 件 ０件 

常勤教職員１人１台体制の維持 100％ 100％ 100％ 100％ 

コンピュータウイルス、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 ０件 
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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２年度においては、小川小学校東校舎大規模改造工事・崇広小

学校プール改造工事を計画的に実施することができました。 

〇合併特例債を活用し、中学校特別教室空調工事設計業務、今後改修

計画となる久下小学校北校舎改修及びエレベーター棟新設工事設計

業務を計画的に実施することができました。 

〇施設修繕については、緊急性の高い施設から順次修繕を行いました。 

〇通学路などの安全対策については、通学路合同点検による危険箇所

の安全確保に向け、関係機関と連携した取組を継続して実施しまし

た。 

〇GIGA スクール構想関連の整備については、国や県からの情報を迅速

に入手し、予定よりも早期に完了することができました。 

〇校務用パソコンの更新については、パソコンに Web カメラを搭載す

ることで、リモート会議がいつでも行える環境を整えることができ

ました。 

〇新規採用教職員向けの情報セキュリティ研修については、集合研修

をやめて教育委員会で作成した動画の視聴による研修として実施す

ることで、新型コロナウイルス感染症対策ができたとともに、空き

時間に動画を視聴でき、働き方改革につなげ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 

○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、学校施設等長寿命化計画に基づき、中長期的な維持管理費に

係るトータルコストの縮減及び維持管理・更新計画を実施するため、

メンテナンスサイクルの構築をめざします。 

〇通学路などの安全対策として、丹波警察署、PTA 及び地域と連携し

「登下校時防犯プラン」に基づく通学路の防犯対策を指導します。 

〇GIGA スクール構想に関しては、今後ますますクラウド利用が拡大

し、トラフィックの増大による速度低下やネットワーク障害への対

応を行うため、インターネット接続環境の見直しを行います。 

〇タブレットの次期更新に向けて準備をすすめていきます。 

〇情報セキュリティポリシーについて、クラウド活用を前提とした内

容に改めていきます。 

 

【外部評価者の評価】 

GIGA スクール構想の実現に向けたネットワークのインフラ構築

や学校施設の耐震化や長寿命化など学習環境の整備・充実につい

ては、着実にすすめられていると評価できる。今後も更なる充実、

保守整備に努めて欲しい。また通学路の点検や整備について、行

政内外の諸機関と連携を密にしながら、児童生徒の安全確保に全

力を尽くしてほしい。 

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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Ⅲ 学びを支える環境の整備                          

＜(５)学校の適正規模・適正配置＞  

 

担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

○山南地域市立中学校の基本設計・実施設計を実施します。また、山

南地域市立中学校統合準備委員会に設置された各部会で、統合に向

けた具体的な協議を引き続き行います。 

○市島地域の５小学校の統合などについての協議の場を設置し、協議

を深めます。 

○丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会を設け、基本方針（令

和３年度～令和 12 年度）を見直します。 

 また、見直しの中で義務教育学校や小中一貫校、遠隔教育について

も議論を深めます。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

○山南地域市立中学校の新校舎整備に伴い、イニシャルコストやラン

ニングコストの縮減を十分考慮した基本設計・実施設計を実施し、

令和３年度に一部繰越とはなったもののスケジュールどおり進捗し

ています。また、山南地域市立中学校統合準備委員会の各部会では、

緊急事態宣言が発出されたため、校歌歌詞や校章デザインについて

は、２次選考までとなりました。通学手段についても、結論は出て

いないものの引き続き検討しています。 

○市島地域の５小学校の統合などについて協議するため、「丹波市市島

地域市立小学校統合検討委員会」を設置し、「どのように子どもを育

てたいか」、そのために学校はどうあるべきかの視点を通じ、統合の

是非について検討しました。第４回検討委員会では、今後統合を前

提に協議することを決定し、これを受け第５回検討委員会において、

令和３年度から統合準備委員会を設置することとなりました。 

○「丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会」を設置し、小中学

校の標準学級数や標準人数、学校統合や通学距離・時間に加え、新

たな学び（小中一貫校、義務教育学校、遠隔協働学習）について検

討しました。緊急事態宣言発出により、当初予定していたスケジュ

ールよりも答申が遅れたものの年度内に方針を策定することができ

ました。 
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【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

市島地域小学校統合のあり方 提言 － 
統合を前提

に協議する

ことを決定 

検討組織

による方

針確定 

丹波市立学校適正規模・適正配置方針の見直

し 
－ － 方針見直し 

見直し後

の方針に

沿った取

組 

 
取組の評価 ○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・実施設計業務についても、山南中学校・

和田中学校の教職員とのヒアリングを実施し、設計に反映できまし

た。 
○丹波市市島地域市立小学校統合検討委員会では、市島地域５小学校

の統合に関する協議をていねいに行い、統合の是非について結論を

出すことができました。 
○丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会では、教育委員会から

の諮問に応じるため、丹波市立小学校及び中学校の適正規模、適正

配置計画における方針、教育環境整備のすすめ方などについて協議

を行い、丹波市の実情に即した方針を策定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 

○令和３年度からの新校舎建設のスケジュールに支障が出ないように

基本設計・実施設計を完了させ、既存施設解体と新築工事に着手し

ます。 

 統合準備委員会では、遠距離通学支援の協議、校歌・校章の最終選

考、ＰＴＡ組織の検討などを行います。 

○丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会を開催し、「統合の時期」

や「統合の形」を中心に具体的な協議に入ります。 

○第２次丹波市立学校適正規模・適正配置方針に基づき、適切な教育

環境の確保と充実した学校運営の取組に努めます。 

☆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 
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Ⅲ 学びを支える環境の整備                    

＜(６)教育委員会活動の活性化＞  

 

担当課 教育総務課 

目 標 

（あるべき姿） 

〇教育委員会組織・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ます。 

〇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。 

○広報「教育たんば」の発行を行うとともに、教育委員会の開催予定

や内容・会議録をホームページに掲載し、タイムリーな情報発信を

行います。 

○教育委員や外部有識者による点検・評価を施策にいかすため、中間

評価を実施し、令和３年度の予算や施策に反映します。 

 

【主な取組】 

令和２年度
の実績 

〇新型コロナウイルス感染症に対する教育関係機関の対応について協

議・決定するため、臨時教育委員会を５回開催しました。また、新

型コロナウイルス感染症対応について、評価検証を行いました。 

〇市長部局と教育委員会との連携強化を図るため、市長と教育委員会

による総合教育会議を開催しました。 

〇広く市民に教育行政への理解を深めていただくため、移動教育委員

会を開催しました。 

〇様々な教育課題を協議するため、教育委員協議会を開催しました。 

○広報「教育たんば」を年３回（８月・12 月・３月）発行しました。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止により臨時休業となり、

より迅速でタイムリーな情報が求められるなか、丹波市教育委員会

で公式 LINE アカウントを取得し積極的な情報発信に取り組み、ホー

ムページでは新型コロナウイルス感染症関連情報を集めた特設ペー

ジを作成しました。 

○教育委員発案の「丹波市教育委員会情報発信プロジェクト」により、

丹波市教育委員会 YouTube チャンネルを活用し動画配信を開始しま

した。 

○自己点検・評価の中間報告により、事業の実施状況を確認するとと

もに、令和３年度に向けた予算、施策の反映に取り組みました。 

○高度の専門的な知識及び経験を有する学識者を行政･教育アドバイ

ザーとして招請し、青垣小学校、中央小学校、氷上中学校において

学校訪問を実施しました。 

 また、行政･教育アドバイザーと教育委員との意見交換会を実施し、

小中学校の授業の在り方や課題、AI を活用した教育の可能性につい

て協議しました。 
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【指 標】 

取組内容 H30 
実績値 

R 元 
実績値 

R２ 
実績値 

R６ 
目標値 

教育委員会からの情報発信（市のホームペー

ジや広報等）は内容が充実していると思う市

民の割合 

33.7％ 36.2％ － 50.0％ 

自己点検・評価による改善施策数 － － － 10 施策 

教育委員の活動件数 289 件 219 件 178 件 300 件 

 
取組の評価 〇新型コロナウイルス感染症に対する対応方針を教育委員会で決定し

たプロセスは、教育委員会機能の充実につながりました。 

〇総合教育会議を開催し、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施策の方向性を共有することが

できました。 

〇教育行政への関心を高めるため移動教育委員会を開催するととも

に、教育委員が教育現場を訪問し実態把握に努めました。 

○教育委員と社会教育委員との意見交換会の実施により、コミュニテ

ィ・スクールの在り方を中心にこれからの教育について協議するこ

とができました。 

○丹波市教育委員会 LINE に関するアンケートを実施し、利用者ニーズ

が把握できました。 

○行政・教育アドバイザーによる学校訪問、教育委員意見交換会を実

施し、ポストコロナに向けて今こそ取り組むべきデジタル化につい

て、また、創造性、問題解決力などを身につける教育について検討

しました。 

自己評価 
判定 

Ａ 

 
今後の取組 
・改善策等 

〇市長部局と教育委員会との連携強化を図るため、市長と教育委員会

による総合教育会議を継続的に開催します。 

○学校管理職との意見交換会を開催し、連携強化に努めます。 

〇タイムリーな教育課題を協議するため、教育委員協議会を継続的に

開催します。 

○「丹波市教育委員会情報発信プロジェクト」を本格始動し、YouTube

の動画配信が丹波市教育委員会のめざしている教育を共有する場と

なるよう取り組みます。 

○「地域から考える学びの未来会議」の立ち上げにより、学校と地域

の協働のよりよい形について協議し、関係団体や個人との連携やネ

ットワーク化につなげます。 

☆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 
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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 令和３年２月４日 

～令和７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２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 63 件・協議事項 16

件・議事 47 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〔７月〕） 

 ・臨時教育委員会 ６回 

 ・教育委員協議会 ９回 

 

（３）教育委員の主な活動（令和２年度実績）…教育長を除く。 

・教育委員会（定例、臨時、協議会）     延 82 件 

・委員研修等       延 40 件 

 ・学校教育等事業・会議      延 3 件 

 ・学校行事        延 1 件 

 ・社会教育事業       延 12 件 

 ・そ の 他       延 40 件 

           合  計      延 178 件 

 Ⅲ 参考資料 
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