
（議事の要旨） 

開始１４時００分 

［西田委員長         ］ 

 ただいまから、平成２８年度第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の会議録署名は、濵屋委員にお願いいたします。 

 本日の案件は、追加案件も含めまして、議案５件、報告事項１件です。 

 なお、議案第２１号は公開しない会議とし、会議の最後に審議したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

  異議なしと認め、議案第２１号は、会議規則第１２条の規定により公開しない会議とし

て、会議の最後に審議します。 

［西田委員長         ］ 

 それでは議事に入ります。 

 議案第１７号・ロケーション活動に使用する日野市教育委員会が所管する施設の使用料

に関する規則の一部を改正する規則の制定について、事務局より提案理由の説明をお願い

します。 

 

○議案第１７号 ロケーション活動に使用する日野市教育委員会が所管する施設の使用料

に関する規則の一部を改正する規則の制定について  

 

［兼子庶務課長        ］ 

 議案第１７号・ロケーション活動に使用する日野市教育委員会が所管する施設の使用料

に関する規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。  

 提案理由です。日野市行政財産使用料条例の改正に伴い、ロケーション活動に使用する

日野市教育委員会が所管する施設の使用料に関する規則の一部を改正するものでございま

す。 

 ３ページ、４ページをご覧ください。 

 新旧対照表のほうでご説明申し上げます。 

 基本的には、１日に使用する使用料を倍額にするものでございます。１０，０００円で

あったものが２０，０００円、５，０００円のものが１０，０００円、１０，０００円の

ものが２０，０００円、３，０００円のものが６，０００円となっております。  

 説明は以上でございます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。米田

教育長。 

［米田教育長         ］ 

 具体的に、どのような施設が該当するか、説明をお願いします。 

［兼子庶務課長        ］ 



 日野市においては、幼・小・中学校については使用料を徴収してございませんので、公

民館、図書館、郷土資料館、教育センター、大成荘などが該当する施設でございます。  

［西田委員長         ］ 

 ほかにご質問はございませんか。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。ロケーション活動に使用する日野市教育委員会が所管する施設の使用料

に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第１８号・平成２８年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について、事務局より提

案理由の説明をお願いします。 

 

○議案第１８号 平成２８年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について  

 

［兼子庶務課長        ］ 

 議案第１８号・平成２８年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について、ご説明申し上

げます。 

 提案理由です。日野市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱第

３条の規定に基づき、平成２８年度日野市教育委員会評価委員を委嘱するものでございま

す。 

 次のページをご覧ください。 

 氏名、住所、備考については、記載のとおりでございます。  

 説明は以上でございます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。平成２８年度日野市教育委員会評価委員の委嘱について、を原案のとお

り決することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 



 異議なしと認めます。議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第１９号・東光寺小学校学校運営協議会委員の解任及び任命について、事務局より

提案理由の説明をお願いします。 

 

○議案第１９号 東光寺小学校学校運営協議会委員の解任及び任命について  

 

［加藤学校課長        ］ 

 議案第１９号・東光寺小学校学校運営協議会委員の解任及び任命について、ご説明申し

上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 提案理由でございます。日野市学校運営協議会規則第７条第３項及び第１７条の規定に

基づき、東光寺小学校学校運営協議会委員を解任及び任命するものでございます。 

 続けて内容の説明をさせていただきます。  

８ページをお開きください。 

 こちらは、本人からの辞任の申し出があったため高橋亮委員を解任し、学校長から推薦

のあった高務健二氏を任命するものでございます。  

 解任日は、平成２８年５月１２日でございます。  

 また、新たな委員の任期は前任者の残りの任期となりますので、平成２８年５月１３日

から平成２９年３月３１日でございます。 

 新たに任命をお願いする高務健二氏は、次の東光寺小学校ＰＴＡ会長となる予定の方で

ございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。東光寺小学校学校運営協議会委員の解任及び任命について、を原案のと

おり決することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第２０号・第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について、事務局より提案理

由の説明をお願いします。 

 

○議案第２０号 第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について 



 

［飯倉図書館長        ］ 

 議案第２０号・第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について、ご説明させていた

だきます。 

 ９ページをお開きください。 

 提案理由でございます。第２７期日野市立図書館協議会委員について、日野市立図書館

協議会設置条例第２条の規定に基づき、任命するものでございます。 

 １０ページをお開きください。 

 第２７期の日野市立図書館協議会委員につきましては、既に８名の方の任命をしていた

だいているところでございます。今回は、家庭教育の向上に資する活動を行う者というこ

とでございまして、日野市立小中学校ＰＴＡ協議会からご推薦をいただきました山上貴久

様を、改めて本日より任命をお諮りするものでございます。  

 どうぞよろしくお願いいたします。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたら、お願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご意見を伺います。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。  

 お諮りします。第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について、を原案のとおり決

することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 報告事項に入ります。 

 報告事項第５号・平成２８年度「選べる学校制度」実施状況、について事務局より報告

をお願いします。 

 

○報告事項第５号 平成２８年度「選べる学校制度」実施状況  

 

［加藤学校課長        ］ 

 報告事項第５号・平成２８年度「選べる学校制度」実施状況、についてご説明申し上げ

ます。 

 実施状況でございます。１２ページの表でご説明させていただきます。  

 平成２８年度入学の児童・生徒について、選べる学校制度の実施状況がまとまりました

ので、ご報告をさせていただきます。 

 こちらの記載が、平成２８年度「選べる学校制度」増減内訳表でございます。  

見方でございます。表の左端の学校名から見て右に、どの学区域から転入してきたか、



増えた人数を表した表となっております。逆に、表の上の学校名から見て下に、どの学区

域に転出したか、減った人数を表した表となっております。上段が小学校、下段が中学校

となっております。 

説明は以上でございます。 

［西田委員長         ］ 

 事務局からの報告が終了しました。本件については、少し時間をかけていきたいと思い

ます。ご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 ただいまの増減の内訳表、よくわかりますし、一緒にいただいた増減イメージ図、大変

よく理解できる資料だと思います。そこで二つほど質問ですけれども、一つは今年度直近

の、どのような理由から、このような具合に選べる学校制度を利用して、学校を選んだの

かということ。 

もう一つは、そもそも論に戻りますけれども、この増減をどのような具合に調整してい

くかということは、確かに行政として非常に大切でして、例えばハードの設備をどのよう

に考えていくか、予算も絡みますので大変難しい問題ではあると思います。 

その上で、本来の選べる学校制度というのは、父兄の方も大変関心がありまして、地域

の特色ある学校に子供さんを通わせたいとか、私学との関連がありますし、いろいろなご

希望があると思いますけれども、我が「教育のまち日野」としても、この特色のある学校

づくりというのは大事なことだと思いますので、学校としてはどのように現状を捉えてお

られるのか、そしてまた、学校課としても将来をどのように考えておられるのか、二つの

点、お聞かせ願えればありがたいと思います。 

［加藤学校課長        ］ 

 最初の増減の主な理由について、私のほうからご説明させていただきたいと思います。  

まず、全体の傾向といたしまして、平成２８年度、この制度を活用された人数は小学校

で２０５名、中学校では１９５名ということで、こちらは昨年度と比較して大きな増減は

ございません。人数のほうも率のほうも、ほぼ同じでございます。 

その中身でございます。こちらは例年の傾向とはなるのですが、小学校については、や

はり選択される理由は通学のしやすさが主な理由となります。概ね６割程度の方が、通学

のしやすさを理由として学校を選択されております。ただ、それ以外にも学校の雰囲気で

あるとか、教育内容といったものを理由とした希望も、それぞれ１割近くございまして、

小学校の入学時の段階でも各小学校の特色、こちらを意識して選択されている保護者の方

はいると認識しております。 

 また、中学校についてでございます。やはり、こちらも通学や友人関係という理由が３

割、４割を占めておりますが、小学校と比べまして、学校の雰囲気ですとか教育内容、ま

た部活動が中学校から始まりますので、この辺を理由にして希望される方がそれぞれ２割

ほどございます。小学校に比べて、より学校の特色により選択されている傾向があると認

識しているところでございます。 

最初のご質問については以上でございます。  

［記野教育部参事       ］ 



 ２点目、特色ある学校づくりの現状と今後ということで、ご質問をいただきました。 

先ほどの選択の理由に教育内容や雰囲気というところがございまして、各全小・中学校

では、まずは学校公開というものを各学期、最低１回ずつ設けております。この学校公開

は平日のみならず土曜日にも公開をして、より地域や保護者あるいは子供たちに来てもら

えるという設定になっております。 

そして現在、その折、一学期から土曜日の午後等に、学校説明会を行う学校が多いです。

三学期に行うところもあるのですが、既に一学期から行う中学校や、小学校も学校説明会

を行うというところがあります。その学校説明会の中で各学校の特色、例えば英検や漢検

あるいは補習とか、子供のところには部活の実績等を説明するという中学校もあります。

何よりも学校公開において、今度入学する子供たちが実際に来て、直接その学校の教育の

雰囲気や実践、あるいは環境自体も感じることができるということが、大きな点ではない

かと思います。それらを総合的に判断して、選択の理由とされているのではないかと思い

ます。 

 今後としましては、やはり各学校の特色を実際に見てもらうというのは、とても大事で

すが、ホームページを必ず定期的に更新をして、そちらにアクセスしてもらって、来られ

ない保護者や地域の方も、そちらを見ていただくと学校の特色がわかるとか、あるいは小

学校ですと、就学前の相談を学校公開の時に行うなど、いわゆる相談というか「就学に当

たって不安ですよ」ということを管理職や養護教諭、あるいは特別支援教育コーディネー

ターなどが「気軽にどうぞご相談ください」というようなことで、不安を取り除くような

取組を実践するという学校もございます。 

また、中学校のほうも生徒発ということで、生徒会とか生徒発で６年生に――今は実は

６年生だけではなくて５年生にも――その学校の特色、「私たちは生徒会活動で、こんなこ

とをしていますよ」「部活はこういうものがありますよ」というのを、生徒が６年生や５年

生の児童に説明をするという取組も行い、これらについても今後、充実を図っていきたい

と考えています。 

 以上でございます。 

［西田委員長         ］ 

 髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 今年度の内訳において、制度を利用された方は例年とほぼ同じ人数と割合との説明を聞

いたわけですが、従来と比較して特に今年度の特徴点等があれば、説明をお願いしたいと

思います。 

［加藤学校課長        ］  

今年の傾向といたしましては、先ほど少しご説明いたしましたけれども、やはり通学の

しやすさというところがメインになっているのは、例年と変わらないところでございます。

近隣の一番近い所を選択される傾向があるというのは、変わらないところでございます。 

また、それと同時に、いろいろな開発が進んで、お子さんの住む数がかなり増えてきた

所がございます。その方たちが一番近い所、学区域とは異なる近い所に移動する傾向が出

ておりますので、その意味では大きな開発があった所、そこに住まわれた方が学区域では



ない、ちょっとお近くの小学校を選ばれるというケースが増えてきているかと思います。   

［髙木委員          ］ 

 これまでもいくつか、例えば中学校でもプロジェクト等を進めてきているわけですけれ

ども、ここにきての影響等をどのように評価と言いますか、見ていられるのかお伺いした

いと思います。 

［加藤学校課長        ］ 

 大きなものとしては三中のプロジェクトですとか、中学校はかなり力を入れてやってい

るところがございます。そういった中で先ほど言いましたように、学校の雰囲気であると

か教育内容といったもので選択するのが、小学校に比べて増えているというのは、この辺

の取組が評価されているものだと思っています。力を入れている三中等は、やはり入って

くる人数が多かったりですとか、当然、特色を出している分、そういったものを受け止め

ていただけている傾向があると思っております。  

［西田委員長         ］ 

 岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 この問題、私も大事だと思いますので、学校課でいろいろ検討もし、今、お話しのあり

ましたプロジェクトの評価も行い、そして、理想というか本来の選べる学校制度をより発

展させるように、ご努力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

［西田委員長         ］ 

 髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 教育委員会でも、いろいろな場面で学校施設の老朽化と言いますか、古くなってどのよ

うにするかということについて関連部門含めて、いろいろ検討されていると聞いているわ

けです。やはり長いスパンで見れば人口の明らかな減少があって、ただ、その中で日野市

は地域によっては開発が進んでいることから、子供たちの数は増えているということで、

この施設をどのようにしていくのかということが、長期的な視点に立つと、非常に難しい

課題・問題を、財政面も含めて抱えているということを強く感じています。  

そういったことで、直近の熊本の震災の例を見ても、特に防災とかを考えますと、学校

の位置付けというのが、従来以上に公共施設としての役割なり期待度が増していると思い

ます。一方で施設は老朽化、あるいは少子化のために、あるいは財政のために、非常に厳

しい状況に置かれているのですが、やはり何か知恵を出しながら、どのようにしていくべ

きかということについて、広い視点、複合的な視点で公共施設の在り方を、学校施設含め

て論じていかなければいけないと感じているものですから、その視点での検討もお願いし

ておきたいと思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにございませんか。たくさん意見を出していただいて、ありがとうございました。 

［西田委員長         ］ 

 なければ、報告事項第５号を終了いたします。 

［西田委員長         ］ 



 これより議案第２１号の審議に入りますが、これらの案件につきましては公開しない会

議といたしますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても差し支えないと思います。

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［西田委員長         ］ 

 異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員は退席してください。なお、本件の

終了をもって、平成２８年度第２回教育委員会定例会を閉会といたします。  

（関係職員以外退室） 

 

 「教育委員会職員の分限休職について」 

  は公開しない会議の中で審議。 

 

［西田委員長         ］ 

 以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。これにて平成２８年度第２

回教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会１４時２７分 


