
令和４年度第１回丹波市社会教育委員の会議次第 

 

                    日時：令和４年５月 25日（水） 

                        午前 9時 30分～ 

                    場所：氷上住民センター 大会議室 

１ 開  会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委嘱書の交付 

４ 委員自己紹介 

５ 役員選出 

 （１）丹波市社会教育委員の会議  

    議長（      ）、副議長（      ） 

（２）兵庫県社会教育委員協議会 

監事（  議長  ） 

（３）丹波地区社会教育委員協議会 

会長（  議長  ）、理事（  副議長  ）、監事（       ） 

 （４）丹波市立隣保館運営委員会 

    委員（      ） 

 （５）まなびの里づくり協議会 

        委員（      ） 

 

６ 報告事項 

（１）丹波市の令和３年度社会教育事業報告・令和４年度社会教育事業計画 

について 

 

（２）社会教育委員の令和３年度活動報告・令和４年度活動計画について 

 

７ 協議事項 

（１） 令和４年度社会教育関係団体補助金について 

 

（２） 丹波市の社会教育委員の会議の進め方について 

 

 

８ そ の 他 

（１）各課からの連絡事項 

 

（２）その他 

 

９ 閉  会 



令和４年度 丹波市の教育 ―実施計画―  【丹波市教育委員会】 

基本理念 

  ふるさとを愛しこころ豊かでたくましい人づくり 

基本目標 

  『地域に誇りを持ち 自分たちの未来を創る 人づくり』 

  ～一人ひとりが未来の創り手に～ 

 

３つの基本方針と 20の具体的施策 

 

※丹波市の社会教育教育事業関連項目 ・・・・・         

 

令和４年度の重点施策       
 

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      

２ 豊かなこころの育成      

 ３ 健やかな体の育成                

４ 丹波市のフィールドを活かした教育の推進     

５ 幼児教育・保育の推進              

６ 一人ひとりのニーズに応じた教育の推進      

７ 人権教育の推進                 

  

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                 

 ２ 地域の将来を担う人づくり            

 ３ 学びの成果を活かせる社会教育          

 ４ 文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成   

 ５ 暮らしにとけこむ図書館づくり          

 ６ 歴史文化遺産、地域資源の保存・活用と継承   

 ７ 豊かな人権文化を創造する人権教育        

 

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    

 ２ 教職員の資質・能力及び学校の組織力の向上   

 ３ 学校給食の充実       

 ４ 安全・安心な学習環境の整備・充実    

 ５ 学校の適正規模・適正配置     

 ６ 教育委員会活動の活性化      



事業名 事業内容 担当課

家庭での安心・安全なICT
活用について考える研修会

日時：令和３年12月18日（土）
場所：氷上住民センター
参加者数：約35名
内容：活動報告「１人１台タブレット端末活用状況」
　　　講演「家庭での安心・安全なICT活用について」
　　　グループ協議

教育総務課

教育総務課

教育総務課

事業名 事業内容 担当課

リーダー研修会

全２回開催予定
参加対象者：小中学校PTA役員、学校運営協議会ほか
１回目：令和３年度に引き続きICT教育に関する講演会を開催
　　　　し、学校の教育活動への理解を深めるとともに、家庭
　　　　でのルールづくり、情報モラルなどについてを学ぶ機
　　　　会とする。
２回目：計画中

社会教育・
文化財課

Ⅱ(１)　家庭教育の充実

実績

計画

成果（実績・分析）

課題（今後の方向性・改善等）

　タブレットを使った授業や今後の取組を報告したことで、学校での子どもの様
子や丹波市の目指す教育について理解を深めてもらう機会となった。
　また、講演会ではスマートフォンやタブレットで実際起こっているトラブルや
その対策などについて学ぶことができた。
　グループ協議では、子どもにスマートフォンなどを使わせるにあたって苦慮し
ていることなどを共有し、今後家庭でどのようなルールを設けるべきか考えても
らうことができた。

　学校での教育活動について、保護者や地域の方に知ってもらう機会を設け、地
域・家庭・学校が情報や課題を共有し、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。



事業名 事業内容 担当課

活躍市民によるまちづくり
事業支援

　市民の提案により地域の課題解決や地域の活性化を目的とす
る事業で、事業の継続や発展が将来的に認められるものに対し
て、補助金を交付する。令和３年度は、１3団体から事業提案
があったが、新型コロナウイルス感染症の影響により３団体が
事業を中止されたため、８団体に補助金を交付することで活動
を支援した。　　　　交付額合計：1,933,000円

市民活動課

社会教育関係団体活動支援

　丹波市子ども会育成協議会の活動として、小学生を対象に芦
田集学校で「子どもプログラミング体験」を開催した。
（参加者数：子ども24人、保護者あり）
また、同じく稲継子ども会と合同で「まちの再発見！防災まち
あるき」を開催した。
（参加者数：こども16名　保護者あり）

市民活動課

少年少女スポーツ活動

　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
ページを通じて感染症予防のための情報配信に努めた。
○普通救命講習会の開催。（定員10名以内、５回実施）
○宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」の開催。
（市内の野球チーム・野球部に所属する小中学生を対象に、元
プロ野球選手による野球教室を開催）
○熱中症研修会・丹波市少年少女水泳記録会・丹波市ちーたん
駅伝中止。

文化・スポーツ課

市民活動課

文化・スポーツ課

市民活動課

文化・スポーツ課

事業名 事業内容 担当課

社会教育関係団体活動支援

　丹波市子ども会育成協議会により、地元の高校生や地域の大
人を講師とした親子参加型の子ども科学教室や野外活動事業を
実施するとともに、新たに青少年リーダー育成講座を開講し将
来のリーダーを育成していく。

市民活動課

計画

　少年少女スポーツ活動の指導者の資質向上を目的とした研修会は、新型コロナ
ウイルス感染防止のため中止したが、今後も安全安心に配慮し実施可能な方法で
事業を実施する。

Ⅱ(２)　地域の将来を担う人づくり

実績

成果（実績・分析）

　活躍市民によるまちづくり事業応援補助金は、今年度も新型コロナウイルスの
影響により３団体が事業中止した。
　「こどもプログラミング体験」は各回とも定員に達し、好評だった。また「防
災まちあるき」はいままでにない取組であったが、こども視点での地域防災への
意識を育むことができた。

課題（今後の方向性・改善等）

　昨年度に引続き、スポーツ協会や市のホームページを通じて感染症予防のため
の情報発信に努めた。新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら、実施可能
なイベントは実施した。

　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
していく。
  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
る取組を推進する。



少年少女スポーツ活動

　楽しく安全なスポーツ活動を行うため、市スポーツ協会で
「普通救命講習会」や「スポーツ指導者資格取得補助事業」な
どを実施すると共に、スポーツ機会の創出のため「丹波市ちー
たん駅伝」や「巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を開催す
る。

文化・スポーツ課



事業名 事業内容 担当課

TAMBA地域づくり大学
　知識・関心を地域づくりに活かすための学びの場として、「地域との関わり方・活動
のはじめ方」を学ぼう、「調べる力」を高めよう、「参加を広げる力」を高めようの３
テーマを設定し、計10回の講座を開催した。（延べ受講者数：92名）　また、講座で
学んだことを地域づくりや個人の行動につなげるためにワークショップを開催した。

市民活動課

TAMBAシニアカレッジラ
ジオ教養講座

　ＴＡＭＢＡシニアカレッジは、コロナウイルス感染拡大のため4月から9月までの開
催を中止し、10月から2月まで開講した。（現地講座1回、教養講座5回）
　また引き続き高齢者が自宅で学ぶことができるよう、ラジオ講座を計10回開講し
た。
・放送日：月1回（6月～3月）の年間10回
　（内訳：生きがい講座2回、生活講座1回、歴史講座1回、芸術講座1回、健康講座1
回、生き方講座1回、情報講座1回、園芸講座1回、福祉介護講座1回）

市民活動課

自治公民館活動補助金交付
事業

　公民館長や公民館主事を対象とし、自治公民館活動の推進のための公民館活動研修会
を開催し、より充実した公民館活動の促進を図った。
・研修会
　日時：令和３年11月18日（木）・19日（金）
　　　　午後7時30分から午後9時（両日とも）
　場所：春日文化ホール（18日）
　　　　ポップアップホール（19日）
　内容：講演会『これからの時代にあった自治公民館活動の進め方について』
・公民館活動補助金
　申請数　226自治会、実績額9,219,256円

市民活動課

地域高齢者学級の支援

　市内5地域の地域高齢者学級の連絡会議を開催し、地域で学ぶ高齢者の活動を支援し
た。また、生涯学習振興補助金を交付し高齢者学級の運営支援を行った。
・連絡会議開催　 ２回
・広報の掲載　　12回
・生涯学習振興補助金交付　1,603,000円（5団体）見込

市民活動課

市民活動団体や地域づくり
団体支援

　市民活動支援センターにおいて、市民活動や地域づくり活動を行う団体を支援するた
めの事業を実施した。また、自治協議会の地域づくり計画の見直し、ホームページ作
成、住民アンケートの支援を行った。
・大交流会の開催（11月13日）　参加者　約300人
・情報発信：Facebook 156件、ポータルサイトの更新 53件、センター情報誌6回/
年発行
・自治協議会への訪問・支援 301回、市民活動団体への訪問・支援 69回

市民活動課

兵庫県身体障害者社会学級

　兵庫県が実施する身体障害者社会学級（丹波くすの木学級・丹波青い鳥学級）の事務
局を担当し、障がい者の生涯学習の推進を図る。
　※事務局は丹波篠山市社会教育課と毎年交代で行う。
  （R３:丹波青い鳥学級/丹波篠山市、丹波くすの木学級/丹波市）
　講　座：青い鳥学級４回　くすのき学級4回
　内　容：日常生活に役立つ知識・技術の習得
　　　　　交流を通じた生きがいづくり・仲間づくり
　　　　　（新型コロナウイルス対策研修・音楽鑑賞講座等）

市民活動課

市民活動課

市民活動課

Ⅱ(３)　学びの成果を活かせる社会教育

実績

成果（実績・分析）

　丹波市成人式について、令和2年度開催予定分についてコロナ禍により延期を余儀なくされ、また延期日に
ついてもオンラインにより開催することとなったが、多くの方に視聴いただけた。また令和3年度開催につい
ては、午前午後に分散する形で開催したが多くの新成人が出席し、コロナ禍における本事業を無事に行うこと
ができた。
　自治公民館活動補助金事業においては、コロナ禍において公民館活動が困難な状況にあるなか、これからの
公民館活動の進め方についての研修会を開催し、時代にあった活動への意識啓発をすることができた。

課題（今後の方向性・改善等）

 　移動手段をもつ高齢者に対する学びの機会は、市の教養講座、地域高齢者学級のサークル活動など数多く
あるが、移動手段を持たない高齢者に対する学びの情報提供が十分でない。その点をラジオカレッジ教養講座
の実施、ひょうごラジオカレッジ受講案内の送付などで補っていく必要がある。
　また、オンラインを活用し、身近な場所で学ぶことができる講座を展開することも検討していく。



事業名 事業内容 担当課

ＴＡＭＢＡ地域づくり大学

　地域づくりや市民活動に積極的に参加・参画し課題解決に取組む人材を育成する。
・講座回数　10回
・講座内容 ①「地域との関わり方・活動のはじめ方」を学ぼう②「調べる力」を学ぼ
う、③「参加を広げる力」を高めよう

市民活動課

TAMBAシニアカレッジ教
養講座

　新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえながら、時期をみて開催する。（年間
10回程度）
講座内容：高齢者が、学んだ成果を地域における様々な活動に活かすことができるよう
な講座を実施する。

市民活動課

TAMBAシニアカレッジラ
ジオ教養講座

　高齢者が自宅で気軽に学ぶことができるためのラジオ教養講座を開催する。
・放送回数　年５回（6月～3月：隔月）※再放送あり
・放送内容
　生涯学習、食生活、生き方、健康、歴史、園芸など高齢者を取り巻く現在的課題を
テーマとする。

市民活動課

自治公民館活動補助金交付
事業

・自治公民館活動補助金の交付
　市内298自治会に対し自治公民館活動補助金申請案内を送付し、申請のあった自治公
民館に対し補助金を交付する。
※交付金額（上限）
　均等割40,000円　戸数割　250円×戸数
・自治公民館活動研修会
　公民館長や公民館主事を対象とした公民館活動研修会を開催し、より充実した公民館
活動の促進を図る。
　日時：令和４年６月10日・11日
　場所：春日文化ホール
　内容：自治公民館活動・住民人権学習合同研修

市民活動課

地域高齢者学級支援

　市内5地域の地域高齢者学級の連絡会議を開催し、地域で学ぶ高齢者の活動を支援す
る。また、生涯学習振興補助金を交付し高齢者学級の運営支援を行う。
・連絡会議開催　 3 回
・広報の掲載　　12回

市民活動課

市民活動団体や地域づくり
団体支援

　市民活動支援センターにおいて、市民活動や地域づくり活動を行う団体を支援するた
めの事業を実施する。
・市民活動を行う人たちが集う大交流会の開催
・Facebook、ポータルサイトによる市民活動の情報発信やセンター情報誌の発行
・自治協議会、市民活動団体への訪問・支援を行う。

市民活動課

兵庫県身体障害者社会学級

　兵庫県が実施する身体障害者社会学級（丹波くすの木学級・丹波青い鳥学級）の事務
局を担当し、障がい者の生涯学習の推進を図る。
　※事務局は丹波篠山市社会教育課と毎年交代で行う。
  （R4:丹波青い鳥学級/丹波市、丹波くすの木学級/丹波篠山市）
　講　座：青い鳥学級、くすの木学級共に年間４～５回
　　　　（実施日未定）
　内　容：日常生活に役立つ知識・技術の習得
　　　　　交流を通じた生きがいづくり・仲間づくり

市民活動課

計画



事業名 事業内容 担当課

アニメサザエさんとともに
50年　－エイケン制作ア
ニメーションの世界－

会期：令和３年３月27日（土）～6月27日（日）
内容：アニメスタジオ『エイケン』による、懐かしのキャラク
　　　 ターを紹介した展覧会。
　■開幕記念講演会
　　講師：㈱エイケン　三井洋子氏（展覧会監修者）
　　演題：「エイケン50年のアニメ作り」
　■エイケン制作アニメーションシアター
　　会期中の土曜・日曜・祝日（３月27日（土）は除く）
　　午前・午後に各１回上映
　　①「鉄人28号」②「サザエさん」③「キャプテン」
　　④「ガラスの仮面」
入館者：3,099人

植野記念美術館

宮西達也Newワンダーラ
ンド展　ヘンテコリンな絵
本の仲間たち

会期：令和３年７月17日（土）～９月５日（日）
内容：おとうさんはウルトラマンシリーズ、ティラノサウルス
　　　シリーズで著名な絵本作家の巡回展をアレンジ。ティラ
　　　ノサウルス、バルタン星人など恐竜怪獣シリーズを中心
　　　に再構成。ユーモアと哀愁が込められた作風で、大人も
　　　子どもも楽しめる展覧会。
入館者：5,385人

植野記念美術館

広重展
―天才浮世絵師が描く日本
名所紀行―

会期：令和３年９月18日（土）～11月14日（日）
内容：広重の名を不動のものにした保永堂版「東海道五十三
　　　次」全作と丹波鐘ヶ坂を含む「六十余州名所図会」、
　　　「木曽街道六十九次」、「名所江戸百景」等で日本を旅
　　　する形で紹介した。
入館者：5,478人

植野記念美術館

寅年・新春記念展
－丹波を訪れた四人の巨匠
たち－

会期：令和４年１月15日（土）～３月13日（日）
内容：豊かな穀倉地帯である丹波の地に足跡を残した４人の近
　　　代日本画家（幸野楳嶺・小川芋銭・富岡鉄斎・大橋翠
　　　石）を取り上げて丹波市に残る作品を中心に紹介。
入館者：2,753人

植野記念美術館

文化ホール事業

○新型コロナウイルス感染予防のため中止する事業もあった
が、自主事業７事業、映画３事業を実施した。
○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）は、新型コロナウイルス感染予
防対策を徹底し実施した（バンド、和太鼓は無観客開催）。
　※文化ホール事業の来館者数 R3年度 10,261 人
　　（R2年度 7,841人、R1年度 18,842人）

文化・スポーツ課

アートコンペティション

　広く全国から創作意欲あふれる独創的な作品を募集・展示す
ることにより、市民の文化芸術に対する関心を深め、文化活動
を促進した。
　※丹波アートコンペティション作品応募数　R3年度 全体
272点[市内90点]。R2年度 全体 293点[市内94点]。
　※アートスパイス(R4.2.11・12)　現代美術入門講座14
名、ドローイング実習12名参加。

文化・スポーツ課

Ⅱ(４)　文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成

実績



植野記念美術館

文化・スポーツ課

植野記念美術館

文化・スポーツ課

事業名 事業内容 担当課

郷土の現代日本画展　親子
の系譜
〈併催〉丹阿弥丹波子展
メゾチントからうかぶモノ

◆4月9日(土)  ～5月5日(木・祝)
丹波ゆかりの作家から、親子二代にわたって現代日本画家とし
て活躍した、常岡文亀・幹彦父子と山本茂斗萠・中尾英武父子
を取り上げて紹介する。
併催展として丹阿弥丹波子による「メゾチント」の銅版画を展
示。日本画家の父・丹阿彌岩吉とは画材・手法ともに異なるも
のの、親子で同じ絵画の道を歩む作家の一人として紹介する。

植野記念美術館

きかんしゃトーマス展
ソドー島のなかまたちが教
えてくれたこと

◆	5月14日(土)  ～ 7月24日(日)
絵本の出版から75年以上経った今も人気の「きかんしゃトー
マス」シリーズの展覧会。本展では約180点の絵本挿絵の原画
を展示するほか、特別アニメ映像や撮影に使用された立体模
型、そして走るジオラマなども展示し、トーマスの世界に入り
込んだ気分を味わえる内容となっている。

植野記念美術館

計画

成果（実績・分析）

　ホール事業は、文化芸術の鑑賞・体験の機会を確保するため、一部の自主事業や映画会
を、検温・消毒、換気の徹底等の感染症防止対策を講じて実施することができた。
　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・改善を図った。出品数・来館
者数共に前回に近い出品数（微減）があり、文化芸術活動への広域交流を図ることができた
が、市民の出品者を増加することができなかった。

　
　昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響が大きい一年であった。「アニメサザエさ
んとともに50年」展は、緊急事態宣言により4月28日から5月11日までの連休前後の期間
を臨時休館した。この展覧会はその後に予定していた館蔵品展を中止にして会期延長した
が、来館者総数は当初予定していた目標7,000人には届かず、3,099人となった。一方
で、感染状況が比較的落ち着いた時期に開催した「宮西達也Newワンダーランド展」や
「広重展」には、当初目標を上回る来館者があった。その要因としては、作家本人による
ワークショップや当館学芸員による講演会など、検温や消毒などの感染対策を徹底しつつ、
イベントを開催したことが挙げられる。また、令和３年度からは動画での展覧会紹介やワー
クショップの会場風景の配信など、自宅にいながら美術館を楽しんでもらえるような工夫に
も力を入れた。

課題（今後の方向性・改善等）

　動画作成・配信を開始したが、「アニメサザエさんとともに50年」展では著作権の問題
があり、インターネット上で公開することが出来なかった。このような場合は館蔵品の紹介
など、自分たちで権利関係を交渉しやすい内容で美術館外での普及活動（アウトリーチ）に
力を入れるなど代替案を準備する。
　また、美術館は館蔵品を十分に整理しきれていないため、館蔵品図録の作成や独自の企画
展の実施など、企画会社に頼らない努力も必要である。

　ホール事業については、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
復に努める。
　アートコンペティションは、広く市内外から作品募集を行い出品数・レベルも増加してい
るが、市民の出品数が増加するような取組を検討・実施する必要がある。



村田エミコ展
ひらいてみよう！木版画の
とびら

◆	8月6日(土)  ～ 9月4日(日)
「こどものとも」など児童書を中心に手がけている絵本作家の
村田エミコの展覧会を関西で初めて開催。村田エミコは『そば
やのまねきねこ』(岩崎書店)など、日常や不思議な世界を温か
くユーモアに溢れた視線で描く作品を数多く発表。活動初期か
ら最新作までの絵本作品の原画に併せて、オリジナルの版画作
品や暖簾などを展示する。

植野記念美術館

美人画開花　培広庵コレク
ション展

◆9月17日(土)  ～ 11月6日(日)
明治から昭和にかけて活躍した日本画家による作品およそ130
点から構成されている培広庵コレクションの中から、美人画の
名品を紹介する。収蔵作家は上村松園をはじめ鏑木清方、島成
園など約60名に及び、その時代の社会や価値観を反映した人
物の容貌や髪型、着物の表現を楽しむことができる。

植野記念美術館

梶原遺跡出土品県文化財指
定記念展
〈併催〉知ってほしい！ウ
エビの工芸展
アジア・太平洋の「用の
美」

◆11月26日（土）～12月25日（日）
市島町・梶原遺跡出土「犂（からすき）」が県の文化財に指定
されたのを記念して、指定の犂2点をはじめ、市内の資料館な
どで収蔵されている考古資料や同じ機能を持つ近現代の道具な
どを展示する。また、「日用品の造形」をテーマとする本企画
展の併催展として、「用の美」をコンセプトにアジア・太平洋
地域の工芸品を紹介する。

植野記念美術館

日中国交正常化50周年記
念
五岳巡礼展

◆	2023年１月１4日(土)  ～ 3月１2日(日)
本展では、日中国交正常化50周年を記念して、館蔵品の中国
絵画・陶磁板画・陶磁器から霊山を描いた作品を中心に展示
し、中国における山岳信仰や人々の暮らしを紹介する。併せて
日本の山岳を描いた作品も展示し、両国の共通点や違いを紹介
する。

植野記念美術館

文化ホール事業

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底し、安全安心な鑑
賞空間を提供することで市民が安心して鑑賞、文化芸術に対す
る市民意識の回復に努める。
　※アマチュアアーティスト育成支援事業4事業、自主事業
（鑑賞型）など

文化・スポーツ課

アートコンペティション

市民の出品数が増加するような取組を実施する（広報の充実や
「はじめの一歩講座」受講者の参加促進など）。
　※入賞・入選作品展：春日文化ホール（予定）
　※ワークショップ体験講座の開催

文化・スポーツ課



事業名 事業内容 担当課

大きなおはなし会

　図書館等で活動される読み聞かせボランティアグループ合同
による「大きなおはなし会」を開催した。
大きなおはなし会への参加をきっかけに毎月開催するおはなし
会に参加してもらうことにより、図書館に足を運んでもらい、
本に親しむことを目指した。
・大きなおはなし会
　　日時：令和３年11月13日（日）
　　場所：市民プラザ
　　参加者：40名

中央図書館

家庭読書の日
（毎月23日）

　子どもの読書活動についての関心と理解を深め、家庭で親子
が一緒に読書の楽しみを体験できる環境づくりを推進するため
に、毎月23日を「家庭読書の日」として周知を行った。丹波
市FacebookやLINE、HPを活用し、「家庭読書の日」の活動
を推進するための情報発信を行った。
家庭で、親子で一緒に読書をする手助けとして、「おすすめす
る本のリスト」や「読書通帳」の配布を行った。
・読書通帳配布数　図書館窓口　　子ども用　957冊
　　　　　　　　　　　　　　　　大人用　　176冊
　　　　　　　　　新小学１年生　子ども用　740冊
　　　　　　　　　新中学１年生　大人用　　635冊

中央図書館

図書館サポーター養成講
座、及びサポーター活動

　サポーターとして新規登録していてだける市民を増やすため
に、活動の内容を説明する養成講座を開催した。
図書館業務で市民の支援を得ることが可能な業務については、
市民と協働し図書館運営を行っていった。
　サポーター養成講座
　　日時：令和３年５月29日（土）
　　　　　令和３年６月19日（土）
　　場所：中央図書館
　　参加者：11名　（新規登録11名）
　図書館サポーター登録者数　　　60名
　　　　　　　　　延べ活動人数 107名

中央図書館

子ども司書養成講座

　６月から12月までの期間に図書館業務に係る内容の講義を
７回行った。６回以上出席で、課題を提出した児童を「子ども
司書」として認定した。
認定後の活動として、例月のおはなし会に参加し読み聞かせを
行っている。
・募集人数：10名、応募者：10名、認定者：10名

中央図書館

市民プラザ、文化財課、美
術館との連携

　市民プラザ、読み聞かせボランティアグループとの連携事業
として、市民プラザ内で大きなおはなし会を開催、文化財課と
の連携事業として、県指定文化財「旧朝倉家住宅」で昔話おは
なし会を2回開催した。
・大きなおはなし会　　日時：令和３年11月13日（日）
・昔話おはなし会　　　日時：令和３年７月10日（土）
　　　　　　　　　　　　　　令和３年10月９日（土）

中央図書館

Ⅱ(５)　暮らしにとけこむ図書館づくり

実績



中央図書館

中央図書館

事業名 事業内容 担当課

大きなおはなし会

　図書館等で活動される読み聞かせボランティアグループ合同
による「大きなおはなし会」を開催する。
大きなおはなし会への参加をきっかけに毎月開催するおはなし
会に参加してもらうことにより、図書館に足を運んでもらい、
本に親しむことを目指す。

中央図書館

家庭読書の日
（毎月23日）

　子どもの読書活動についての関心と理解を深め、家庭で親子
が一緒に読書の楽しみを体験できる環境づくりを推進するため
に、毎月23日を「家庭読書の日」として、SNSやLINE、HP
などを通じてPRする。家庭で、親子で一緒に読書をする手助
けとして、「おすすめする本のリスト」や「読書通帳」の配布
を行う。

中央図書館

図書館サポーター養成講
座、及びサポーター活動

　サポーターとして新規登録していただける市民を増やすため
に、活動の内容を説明する養成講座を開催する。
図書館業務で市民の支援を得ることが可能な業務について、市
民と協働し図書館運営を行っていく。

中央図書館

子ども司書養成講座

　６月から12月までの期間に図書館業務に係る内容の講義を
７回行う。６回以上出席で、課題を提出した児童を「子ども司
書」として認定する。
認定後の活動として、例月のおはなし会に積極的に参加して読
み聞かせが行っていけるように支援を行う。
　募集人数：10名

中央図書館

計画

成果（実績・分析）

　コロナ禍において安心して図書館を利用していただくために、図書消毒機の導
入や、返却本の消毒液による拭取り、座席数制限などを行いサービスの提供を
行っています。これらのことから、コロナ禍前の利用状況に戻りつつあります。

課題（今後の方向性・改善等）

　新型コロナ感染対策として、市民がコロナ禍においても図書館を安心して利用
できる環境整備を継続していく必要があります。また、図書館を利用したことが
ない市民に図書館に足を運んでいただくきっかけづくりとなる事業として、関係
部署と連携した新たな取組を実施する必要があります。



事業名 事業内容 担当課

神戸大学連携事業
歴史講座・古文書相談会

■歴史講座・古文書相談会
 7月17日（土）「山南地域に残された高札‐2020年度発見資料から‐」
　講師　井上舞氏　　於　山南住民センター　参加者　34名
 8月28日（土）「江戸時代の村の仕組みと運営について‐松森村の事例から
‐」講師　松下正和氏　　於　春日住民センター　参加者　36名
 ９月25日（土）「「生類憐みの令」に向き合った上竹田の人々」
　　　講師　山内順子氏　　於　ライフピアいちじま　参加者　30名
10月30日（土）「細見家文書からみる地域の歴史」
　　　講師　出水清之助氏　於　青垣住民センター　参加者　28名
12月11日（土）「柏原歴史民俗資料館所蔵資料を活用しよう！」
　　　講師　加藤明恵氏　　於　柏原住民センター　参加者　34名
 ２月26日（土）「丹波市域の鉱山について」
　　　講師　井上舞氏　　　於　氷上住民センター　参加者　36名

文化財課

歴史民俗資料館企画展

●ユネスコ無形文化遺産登録記念企画展「スゴ技・檜皮葺のすべて」
　8月22日(日)　山南ふるさと文化財の森センター　参加者　約20名
　10月9日(土)～11月28日(日)　柏原藩陣屋跡展示室　入館者数1,953名
●円通寺「ふすま下張り文書」展　柏原藩陣屋跡展示室
　９月14日(火)～９月26日(日)　来館者数　502名

文化財課

青垣いきものふれあいの里
企画展・観察会・出前講座

■企画展
　4月3日(土)～5月5日(水)「春の山野草展」　入館者284名
　６月５日(土)～７月４日(日)「淡水魚と水辺のいきもの展」　入館者537名
　7月17日(土)～8月29日(日)「むし・虫・蟲展」　入館者数2,226名
　9月11日(土)～11月3日(水)「秋の里山植物展」　入館者数645名
　12月4日(土)～12月19日(日)「里山の動物展」　入館者数83名
　1月29日(土)～3月21日(月）「つる植物作品展」入館者数741名
■観察会
　4月10日(土)「青垣・山垣　春の自然観察会」　参加者25名
　7月3日(土)「梅雨の自然観察会」参加者18名
　7月24日(土)「河原探検」参加者80名
　8月7日(土)「夏の星座観察会」参加者52名
　8月21日(土)「むしとりペナントレース」参加者45名
　9月25日(土)「あおがき鳴く虫の観察会」参加者29名
　10月2日(土)「シダ植物観察会」　参加者10名
　12月25日(土)「ミニ門松づくり」　参加者30名
　2月13日(日)「つるのかごづくり講習会」　参加者10名
　2月26日(土)「早春の花観察会」　　参加者19名

文化財課

氷上回廊水分れフィールド
ミュージアム企画展・ワー

クショップ

■企画展
　5月12日(水)～6月27日(日)　「丹波の農業展」入館者数4,768名
　7月24日（土）～8月29日（日）「魅惑のいもむし・けむし展」入館者数
6,040名
　9月1日(水)～10月9日(土)「氷上西高校生　水族館」入館者数3,201名
　10月19日(火)～10月31日(日)「秋の里山動物展」入館者数1,026名
　11月10日（水）～1月30日（日）「擬態～自然のだまし絵～」入館者数
6,363名
12月16日(木)～2月27日(日)「コケテラリウム展」入館者数4,616名
■ワークショップ等　22回

文化財課

Ⅱ(６)　歴史文化遺産、地域資源の保存・活用と継承

実績

成果（実績・分析）

課題（今後の方向性・改善等）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4月28日～5月11日まで各施設は臨時休館したが、
イベントの中止等影響は昨年度より少なくなった。
・氷上回廊水分れフィールドミュージアムは、年間入館者数３万人を達成することができた。
・資料館では、郷土史研究会と連携した企画展示や、ボランティアによる市島民俗資料館の開館
など、コストを意識した歴史資料の活用が図れている。

・電子黒板やタブレットなどのICT機器を活用し、水分れをはじめとする地域資源と教室をつなぐ
遠隔授業を積極的に推進することで、子どもたちのふるさと意識の醸成を図る。
・氷上回廊水分れフィールドミュージアムと青垣いきものふれあいの里とのすみわけ及び連携し
た事業運営を行うことで相乗効果を図る。



事業名 事業内容 担当課

神戸大学連携事業
歴史講座・古文書相談会

■歴史講座(年6回)
　7月30日(土)青垣住民センター
　8月27日(土)ライフピアいちじま

■市内古文書調査

社会教育・文化
財課

歴史民俗資料館企画展
秋頃　「中井権次展」(仮)　柏原藩陣屋跡展示室
11月12日(土)～12月18日(日)「ひょうご五国歴史文化キャラバン」
柏原歴史民俗資料館

社会教育・文化
財課

青垣いきものふれあいの里
企画展・観察会・出前講座

■企画展
　4月2日(土)～5月8日(日)「春の山野草展」
　6月4日(土)～7月3日(日)「淡水魚と水辺のいきもの展」
　7月16日(土)～8月28日(日)「むし・虫・蟲展」
　9月10日(土)～11月3日(木)「秋の里山植物展」
　12月3日(土)～12月18日(日)「里山の動物展」
　1月28日(土)～3月21日(火)「つる植物作品展」
■観察会
　4月9日(土)「春の自然観察会」
　５月7日(土)「青垣　野鳥観察会」
　7月2日(土)「梅雨の自然観察会」
　7月23日(土)「河原探検」
　8月6日(土)「夏の星座観察会」
　8月11日(木・祝)「むしとりペナントレース」
　8月20日(土)「昆虫封入標本講座①」
　9月10日(土)「昆虫封入標本講座②」
　10月1日(土)「シダ植物観察会」
　10月29日(土)「秋の自然観察会」
　12月24日(土)「ミニ門松づくり」
　2月5日(日)「つるのかごつくり講習会」
　2月26日(日)「早春の花観察会」

社会教育・文化
財課

氷上回廊水分れフィールド
ミュージアム企画展・ワー

クショップ

■企画展
　4月26日(火)～5月17日(火)　「水分れの生き物展」
　6月22日(水)～9月25日(日)　「琉球列島 ～生物多様性の宝庫～」
　10月上旬～中旬　「野生動物展」
　11月～1月　「丹波の産業展」
　2月　「ミニ写真展」
■ワークショップ等
　水分れファーム農業体験
　ワークショップ20回程度

社会教育・文化
財課

丹波竜化石工房
企画展、ワークショップ等

■企画展
　7月23日(土)～9月4日(日)　「ティラノサウルス一族の進化～恐竜の王者が
　　　　　　　　　　　　　　　君臨するまで～」
　11月3日(木)～1月29日(日) 「恐竜フィギュア展」
■ワークショップ・セミナー
　4月23(土)　　　恐竜復元ワークショップ　恐竜フィギュア塗装体験
　5月22日(日)　　恐竜復元ワークショップ　ティラノサウルス頭部復元体験
　6月11日(土)　　恐竜復元ワークショップ　恐竜フィギュア塗装体験
　6月26日(日)　　化石クリーニング体験セミナー
　7月16日(土)　　恐竜復元ワークショップ　丹波竜骨格復元体験他
　7月30日(土)　　恐竜復元ワークショップ　恐竜フィギュアづくり体験
　8月13日(土)　　恐竜復元ワークショップ　恐竜復元画を描こう
　8月21日(日)　　化石レプリカ作成セミナー　アンモナイトをつくろう
　9月4日(日)　　　化石レプリカ作成セミナー　恐竜の歯をつくろう
　10月～3月　　　ワークショップ、セミナー開催予定

恐竜課

計画



事業名 事業内容 担当課

住民人権学習

　各自治公民館の活動として住民人権学習を実施
　実施数：164自治会（R2　170自治会）
　実施率：54.8％　  （R2　56.9％）
　参加者：4,642人   （R2　4,870人）

人権啓発センター

住民人権学習支援者研修会

　ひきこもり8050問題に関する講演、人権学習DVD「カン
パニュラの夢」の視聴
　開催日：令和３年6月29日
　出席者：112人 （R２　112人）
　出席率：68.3％（R２　64.8％）

人権啓発センター

住民人権学習推進員研修会

　人権学習DVD「カンパニュラの夢」の視聴、コロナ禍にお
ける学習会の進め方などについて説明
　開催日：令和３年６月22日、24日、25日
　出席者：216人 （R２　159人）
　出席率：53.3％（R２　39.6%）

人権啓発センター

地域人権教育事業
　中学校区における人権学習、現地学習会、活動発表等の実施
　実施数：７中学校区（Ｒ２　中止）
　参加生徒数：198人

人権啓発センター

丹波市中学校人権学習交流
集会

　オンラインを活用し、拠点校での講演を各校の分散会場で聞
き、各校で意見交換。
　参加者：198人（R2　中止）
　講師：春川政信さん・島田妙子さん

人権啓発センター

企業・事業所人権学習会支
援事業

　市内の事業所に対して人権学習会の講師を派遣
　派遣数：3事業所　（R2  2事業所）
　参加者：39人　　（R2　63人）

人権啓発センター

人権啓発センター

人権啓発センター

事業名 事業内容 担当課

住民人権学習
　各自治会において実施方法、内容を決定し、自治公民館活動
として実施

人権啓発センター

住民人権学習支援者研修会
　住民人権学習支援者の役割についての説明、人権学習ＤＶＤ
教材「夕焼け」の視聴、ヤングケアラーについての講義

人権啓発センター

住民人権学習推進員研修会
　住民人権学習の必要性、住民人権学習推進員の役割、人権学
習ＤＶＤ教材「夕焼け」の視聴及び学習の進め方等の講義

人権啓発センター

計画

課題（今後の方向性・改善等）

　住民人権学習会については、自治公民館活動として、コロナ禍においても実施
することができるような手法の提案や情報提供を行い地域の取組を支援し、「学
びを止めない」という考えのもと、あらゆる場における人権教育を推進していく
必要がある。

Ⅱ(７)　豊かな人権文化を創造する人権教育

実績

成果（実績・分析）

　新型コロナの影響により自治公民館活動が縮小傾向にあり、住民人権学習会も
中止・縮小が多く、実施率は54.8％となった（R2：56.9%、R1：91.6％）。
令和2年度は中止となった地域人権教育事業と丹波市中学校人権学習交流集会は、
オンラインの活用など工夫を凝らし実施し、生徒の人権意識の高揚につながっ
た。



企業・事業所人権学習会支
援事業

　企業・事業所が主体的に実施される人権学習に講師を派遣 人権啓発センター

地域人権教育事業
　各中学校区推進委員会に事業を委託して実施　委託費１校区
200千円上限

人権啓発センター

丹波市中学校人権学習交流
集会

　同和問題や平和など各種人権課題についての講演会、分散会
（各学校の取組発表・意見交換）、全体会（分散会の発表）

人権啓発センター



事業名 事業内容 担当課

コミュニティ・スクールの
充実（地域学校協働活動推
進員の配置）

地域学校協働活動推進員（新規２名、総計６名）
・令和３年４月１日
　地域学校協働活動推進員１名委嘱（春日部小学校）
・令和３年10月１日
　地域学校協働活動推進員１名委嘱（崇広小学校）

地域学校協働活動推進員協議会（年間２回）
・令和３年12月22日実施
　　各学校での取組や活動状況等
・令和４年３月９日実施
　　令和３年度の振り返り、各学校での取組や活動状況等

教育総務課

地域から考える学びの未来
会議

・第１回「地域から考える学びの未来会議」開催
　令和３年４月24日
　講師　文部科学省コミュニティ・スクール推進員
　　　　（ＣＳマイスター）大谷　裕美子　氏
・第２回【延期：令和４年５月28日実施予定】
・コアメンバー会議　随時実施

教育総務課

コミュニティ・スクールの
深化・充実

・中学校への導入促進（校内研修・熟議等）
　氷上中学校へ学校運営協議会導入（R4年2月）
・学校運営協議会制度の導入校
　小学校22校　中学校６校（和田中、青垣中は小中合同）

・令和3年８月　CSフォーラム中止
・令和４年１月14日　校長会
　崇広小のコミュニティ・スクール実施状況報告
・令和４年１月18日　和歌山県橋本市視察研修中止
・令和４年２月26日　コミュニティ・スクール連絡会中止
　実践報告校（春日部小・西小）動画を教職員サイトに記載

学校教育課

教育総務課

学校教育課

教育総務課

学校教育課

Ⅲ(１)　地域とともにある学校づくりの推進

実績

成果（実績・分析）

課題（今後の方向性・改善等）

　地域学校協働活動推進員を新たに２名委嘱した。推進員協議会において推進員
同士で情報交換し、課題の共通認識や推進員の役割について協議した。推進員協
議会を継続し、推進員の繋がりづくりや活動について支援する必要がある。
　地域から考える学びの未来会議については、年１回の開催となったが、第２回
目の開催に向けて協議を継続した。

・地域学校協働活動推進員同士の情報共有や意見交換、資質向上のための研修会
を実施し、学校･家庭･地域･行政等の新たな協働体制の組織的・継続的な確立をめ
ざす。
・地域から考える学びの未来会議の開催を実施し、丹波市の教育をみんなで考え
る新たな学びの場づくりを通じて、地域とともにある学校づくりを推進する。

　コロナ禍により、開催できなかった事業もあったが、その補完として、校長会
での報告並びに意見交流、また動画を教職員サイトに記載し、各校の学校運営協
議会開催時に視聴可能にした。

・コロナ禍での開催方法の工夫
・山南統合中学校へのコミュニティ・スクール導入
・各コミュニティ・スクールの深化・充実



事業名 事業内容 担当課

地域から考える学びの
未来会議

・第1回「地域から考える学びの未来会議（コアメンバー会
議）」開催
　令和４年５月12日
　氷上住民センター　第１小会議室
　内容：第２回地域から考える学びの未来会議の開催について
（令和3年度延期になっていた会議）
・第2回地域から考える学びの未来会議　５月28日実施予定
・第3回地域から考える学びの未来会議　※９月開催予定
・コアメンバー会議（随時）

社会教育・
文化財課

コミュニティ・スクールの
深化・充実

・山南統合中学校への導入促進（校内研修・熟議等）
　令和４年度中に統合中学校準備委員会設置予定

・「地域とともにある学校づくり」推進フォーラムも開催
　（8月予定）

・丹波市コミュニティ・スクール連絡会の開催（12月予定）

学校教育課

計画



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

第１回会議 7月12日 山南住民センター
・令和３年度役員選出
・令和２年度事業報告
・令和３年度事業計画　他

委員出席
  ７名

第２回会議 1月28日 山南住民センター
・令和４年度丹波市の教育について
・今後の丹波市の社会教育について　他

委員出席
  ９名

第３回会議 3月3日 氷上住民センター
・社会教育関連会議について各委員からご報告
・今後の丹波市の教育について　他

委員出席
  13名

【丹波地区社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

総会 書面開催
・令和２年度事業、決算報告
・令和３年度役員選出、事業計画、予算

第１回研修会 10月28日 山南住民センター
・研修テーマ「地域コミュニティと社会教育について
　～つながりづくり～」について講演および意見交流

委員参加
８名

第２回研修会 12月9日
氷上回廊水分れ
フィールドミュー
ジアム

・氷上回廊水分れフィールドミュージアムの見学
・研修テーマ「地域コミュニティと社会教育について
　～つながりづくり～」について意見交流

委員参加
10名

【兵庫県社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

総会・研修会 7月5日
ホテル北野プラ
ザ六甲荘

・令和２年度事業、決算報告
・令和３年度役員選出、事業計画、予算
・研修会　演題：「ＡI（人工知能）と共存する社会教育の
　　　　　　　　学びを探る」
　　　　　講師：中央教育審議会生涯学習分科会
　　　　　　　　会長　明石　要一 氏

委員参加
３名

兵庫県社会
教育研究大
会

11月29日 のじぎく会館

・講演　演題：「社会教育における地域力（市民力）を
　　　　　　　発揮させるための方策」
　　　　講師：NPO法人シミンズシーズ
　　　　　　　代表代理　柏木　登起　氏
・実践発表（北播磨地区、西播磨地区、但馬地区）
・パネルディスカッション
　　「地域人材を活用した学びの充実について」

委員参加
２名

【全国社会教育研究大会　石川大会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題） 備考（連携機関等）

第63回全国
社会教育研
究大会[石川
大会]

10月28日 オンライン開催

・記念講演　演題：「御御御付けと腸を考える」
　　　　　　講師：株式会社ヤマト醤油味噌
　　　　　　　　　代表取締役　山本　晴一　氏
・シンポジウム　テーマ：「人びとが豊かに暮らすまちづくり
を
　　　　　　　　　　　　目指す　新たな学び」

委員参加
無し

令和３年度丹波市社会教育委員活動報告書



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

第１回会議 5月25日 氷上住民センター

・社会教育関係団体補助金支出
・令和３年度事業報告、令和４年度事業計画
・社会教育委員活動計画
・「丹波市の社会教育と会議のあり方」　他

第2回会議 未定
・「丹波市の教育　実施計画」社会教育分野につい
て
　検討　他

第3回会議 未定 ・次年度の方針、計画等

【丹波地区社会教育委員協議会】※丹波市事務局
事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題）

役員会 未定
・令和４年度総会について
・研修会について

総会・研修会 未定
・令和３年度事業・決算報告
・令和４年度役員選出・事業計画・予算
・研修会（予定）

第２回研修会 未定

【兵庫県社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題）

総会・研修会 5月30日 兵庫県民会館
・令和３年度事業・決算報告
・令和４年役員選出・事業計画・予算
・研修会

兵庫県社会教育研究大会 未定
・講演
・分科会別研究協議

【近畿地区社会教育委員協議会】

事業名 開催期日 会　場 事業内容（成果・課題）

近畿地区社会教育研究大会 未定
・記念講演
・分科会別研究協議

令和4年度丹波市社会教育委員活動計画書



令和４年度
担当課名

団体名
令和４年度
予算額

令和３年度
補助金額

令和３年度
収入決算額

補助の目的 主な活動内容

市民活動課 丹波市子ども会育成協議会

(令和3年度会員数:7,976人)

100,000 100,000 517,517

(うち自主財源

の割合：81％)

活動費補助 子ども科学実験教室

社会教育・
文化財課

丹波市ＰＴＡ連合会

(令和３年度会員数:4,228人)

260,000 58,351 1,191,987

(うち自主財源
の割合：88％)

活動費補助 リーダー研修会　他

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

令和４年度　社会教育関係団体補助金執行予定表

※　支出根拠要綱は、丹波市社会教育関係団体補助金交付要綱


