
（議事の要旨） 

開始１３時３３分 

［西田委員長         ］ 

 ただいまから、平成２７年度第１２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、髙木委員にお願いいたします。 

 本日の案件は、議案１４件です。 

 なお、議案第５１号及び議案第５２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５１号及び議案第５２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４２号・日野市教育委員会教育目標に基づく平成２８年度の主要な取り組みの策

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４２号 日野市教育委員会教育目標に基づく平成２８年度の主要な取り組みの策

定について 

 

［兼子庶務課長        ］ 

 議案第４２号・日野市教育委員会教育目標に基づく平成２８年度の主要な取り組みの策

定について、ご説明いたします。 

 提案理由です。日野市教育委員会教育目標に基づき、平成２８年度の主要な取り組みを

定めるものでございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 日野市教育委員会教育目標に基づき平成２８年度の主要な取り組みを定めるものでござ

います。 

第２次日野市学校教育基本構想の基本方針の一つ目、かかわりの中で知恵を出し合い、

自立・協働・創造に向けた「２１世紀を切りひらく力」を豊かに育むこと、二つ目、質の

高い教育環境を整え、「次代をつくる特色ある学校づくり」に取り組むこと、三つ目、人が

豊かに生きるために体験を充実させ、学校、家庭、地域・社会が一体となった「つながり

による教育」を推進すること、この三つの基本方針をもとに、それぞれ四つの柱がござい

ます。この柱をもとに、右側に記載してあります事業を展開していくものでございます。 

 学校教育部門については以上でございます。 

［木村生涯学習課長      ］ 

 続きまして、生涯学習部門の主要な取り組みについて、説明させていただきます。  

 ４ページをご覧ください。 

 平成２６年度第１２回教育委員会定例会において、日野市生涯学習推進基本構想・基本



計画の議案をご承認いただき、平成２７年３月、同プラン、日野まなびあいプランを策定

いたしました。このプランの全体像の中の三つの視点である、学ぶ、つながる、行動する

に基づきまして、施策の柱ごとに生涯学習課の事業、公民館事業、図書館事業、郷土資料

館事業の主要な取り組みを定めております。  

 説明については以上でございます。よろしくご審議のほど、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。岡本

委員。 

［岡本委員          ］ 

 初めに３ページのところから質問したいと思います。 

この主要な取り組みというのは、いわば基本構想を実行する基本計画という位置づけだ

と思いますけれども、★の３番目の理科教育の充実の中に、理科教育コーディネーター、

それから理科観察実験アシスタントの活用について記載がございますけれども、本年は特

にどこに力を入れていくのか、方向性をお聞かせ願いたいと思います。 

［記野教育部参事       ］ 

 理科教育の充実ということで、平成２８年度、どのような充実を図っていくかという、

ご質問をいただきました。理科教育コーディネーターにつきましては、日野市の教育セン

ターに１名配置をいたしまして、日野市内の小学校、中学校の理科教育に関する、どのよ

うな授業の充実を図ったらよいかということで、全体を見渡しまして、その支援のあり方

について指導助言、あるいは具体的に直接、アシスタントへの助言等を行って、さらに来

年度は特に小学校等の初任者の教諭とか、若手教員の理科教育の授業力の充実を図ってい

くことを目指したいと思います。 

理科観察実験アシスタントにつきましては、実際に授業に「Ｔ２」というような形で入

ったり、この中で理科実験の準備等を行っていただいて、また、そこのところにおきまし

ても、このアシスタントの方も理科教育に大変長けた方が配置されておりますので、授業

のあり方とかについて助言等をして、さらに授業あるいは特に実験等の充実を図っていき

たいと考えております。 

［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。髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 今、ご説明いただいた学校教育、生涯学習ともに新年度に向けてということであります

けれども、これまで、とりわけ今年度いろいろな場面で論議なり研究してきたことについ

て、具体的な施策として、よく盛り込まれているということで、非常によい計画と感じて

います。その中にあって、とりわけ学校教育の基本方針１の心の教育について、昨今、非

常に心を痛める事象の発生もありますので、その辺について、これは学校教育ということ

ですが、家庭での教育、地域の教育等々含めて、実行に当たっては多角的な面での計画を

し、実践をお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  



［西田委員長         ］ 

 濵屋委員。 

［濵屋委員          ］ 

 私も、二つの基本構想に基づいたバランスのよい取り組みが計画されていると思います。

今、文部科学省で議論されている、これからの２１世紀を切りひらく力については、主体

性、協働性、多様性というものが重視されていて、学びに向かう力というものが強調され

ています。これらの施策を進めていくに当たって、そのような学びに向かう主体性という

ものを、常に意識しながら取り組んでいかれることが大事ではないかと思いますし、それ

を教育委員会もサポートしていきたいと考えています。 

［西田委員長         ］ 

 米田教育長。 

［米田教育長         ］ 

 今の濵屋委員とも関連しますけれども、学ぶ力プロジェクトの中の一番最後の、各学校

の研究成果の共有化を基盤とした新たな授業創造というところでございます。各学校で、

いろいろな研究授業等で、いわゆる授業技術、それに伴った実践が繰り広げられています。

２８年度は是非、その中で共有化をして、それぞれ学校はいろいろな学校ごとの取り組み

があってよいわけですけれども、他校の成果を基礎とした自分たちの実践の基盤とするよ

うな、全体の中の共有化についても、しっかりと進めていきたいと思います。授業理念は

大切ですけれども、やはり授業は技術です。技術にはすぐれた実践を共有化して、そして

それを自分の中に取り入れて、そして進めていく、また、それを共有化していく。その繰

り返しが、とても大事かと思います。 

やはり基本と先進のまちです。その日野市のこれからの方向性も含めてしっかりと、こ

の部分をやっていきたいと思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご意見はございませんか。 

［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。日野市教育委員会教育目標に基づく平成２８年度の主要な取り組みの策

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４２号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第４３号・日野市教育委員会事務局事務決裁規程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４３号 日野市教育委員会事務局事務決裁規程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４３号・日野市教育委員会事務局事務決裁規程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。地方公務員法の改正に伴い、日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一

部を改正するものでございます。 

 ７ページをご覧ください。 

新旧対照表でご説明申し上げます。改正箇所は「勤務評定」の部分を「人事評価」に直

すものでございます。 

 簡単にご説明いたします。勤務評定については、仕事の取り組みについて自己評価とい

う形で、それを上司が評価をするという形をとっておりますが、人事評価になりますと、

これに加え、部の目標及び、それに基づいた課の目標、それぞれ職責に応じた目標を個人

個人で設定し、その成果を客観的に上司が判断をし、評価するというものでございます。 

 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。岡本

委員。 

［岡本委員          ］ 

 ただいま説明がありましたように、なかなか難しいというか、しかし大事なことだと思

います。人事評価につきましては、個人で目標を立てる、それについて上司の方といろい

ろご議論されると思いますけれども教育委員会の場合、その辺りの状況はどのようになっ

ているのでしょうか。 

［兼子庶務課長        ］ 

 便宜的に、仕事の中でも定型的な業務、いわゆるルーチン業務というところもあります

ので、目標自体を立てるのは、なかなか難しい部分もあると思いますが、その辺は試行錯

誤しながら、進めていきたいと思っております。 

［松本教育部長        ］ 

 若干補足をさせていただければと思います。今までは行動評価ということでございまし

た。それは能力、それから業績評価ということで、一番重要な部分は目標を定めて、それ

に向かって仕事を進めていくということでございます。今、ご質問のありました職員との

面談とかにつきましては、課長職につきましては部長相当職が実際に面談をして、目標の

あり方とか仕事の進め方といったことについて、面談等を通して共有を図っていくと。課

長補佐以下の職員については、課長が面談を行った上で同じように共有を図って、目標と

いったことの情報共有を図っていくということでございます。 

［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。岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 今、部長からお話があったように非常にすばらしいと思いました。特に共有をするとい



う話がありましたけれども、やはり教育委員会としては問題を共有して、いろいろな複雑

なことがありますので、是非、そのようにやっていただければ、ありがたいと思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご意見はございませんか。 

［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。日野市教育委員会事務局事務決裁規程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４３号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４４号・日野市立幼稚園保育料条例施行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４４号 日野市立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい    

        て 

 

［鈴木学校課長        ］ 

 議案第４４号・日野市立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい

て。 

 提案理由でございます。平成２７年第４回日野市議会定例会において議決された日野市

立幼稚園保育料条例の改正、及び行政不服審査法の改正に伴い、日野市立幼稚園保育料条

例施行規則の一部を改正するものでございます。  

 新旧対照表によって説明させていただきます。１４ページをお開き願います。 

 新旧対照表第５条でございます。この部分について削除するものでございます。この条

文につきましては、新しく定められた条例におきましては、第２階層において保育料は無

料と定められましたので、この項目を削除するものでございます。 

 続きまして１６ページ、１７ページをお開きください。  

 第１号様式といわれるものでございます。利用者負担額決定通知書でございます。その

備考欄でございますけれども、旧につきましては備考欄１の２行目です。「６０日以内」と

いうものが、新のほうでは「３か月以内」と改正されまして、「異議申立てをすることがで

きる」というものにつきましては、新しく「審査請求することができる」というところが

大きく変わったところでございます。 

 次のページをお開きください。 

 第２号様式でございます。利用者負担額変更通知書でございます。備考欄、同じように

「６０日以内」が「３か月以内」に、「異議申立てをすることができる」が「審査請求をす

ることができる」と変わっています。 

 次のページをお開きください。 



 第２号様式の裏面でございます。 

 同じように「６０日以内」「異議申立て」「３か月以内」「審査請求をすることができる」

に変わっております。 

 次のページをお開きください。 

 第５号様式でございます。市立幼稚園保育料減免決定通知書でございます。同じように

「６０日以内」「異議申立て」「３か月以内」「審査請求をすることができる」と変わってお

ります。 

 １３ページにお戻りください。 

 付則でございます。この規則は、平成２８年４月１日から施行するものでございます。  

 経過措置でございます。行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに

関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の

施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によると

いうものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

［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。髙木

委員。 

［髙木委員          ］ 

 今、説明いただいた規則の様式の変更というのは、提案理由にありました行政不服審査

法の改正に伴うものと理解はしているのですけれども、今回の改正の中身は市民から見た

ときに、どのような影響があるのか、その辺にポイントを置いて説明をいただけるとあり

がたいのですが、よろしくお願いいたします。 

［鈴木学校課長        ］ 

 現状の行政不服審査法では、処分に対して不服があり取消しを求めるという場合には、

処分をした担当課に改めて判断を求めるという手続きとなっております。しかし、情報公

開請求ですとか個人情報保護審査会のように、第三者機関に対して判断を求めるというよ

うに行っているところもございます。このように第三者機関において判断を求めることに

よって、より公正性や透明性が確保され、客観的な判断が行われるということになります。

そのために第三者機関で審査請求を行うということになります。 

また、請求期間を６０日から３か月に延ばすことによって、請求者、市民にとって有利

となることとなります。このように時代に即して抜本的な改正をするというのが、今回の

行政不服審査法の改正の趣旨と聞いております。  

［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。日野市立幼稚園保育料条例施行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４４号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４５号・平山小学校学校運営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４５号 平山小学校学校運営協議会委員の任命について  

 

［鈴木学校課長        ］ 

 議案第４５号・平山小学校学校運営協議会委員の任命について、でございます。  

 提案理由でございます。平山小学校学校運営協議会委員の任期が平成２８年３月３１日

をもって終了するため、日野市学校運営協議会規則第７条第１項の規定にもとづき、任命

するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 １番から２０番まで記載されています。このとおり推薦するものでございます。 

 任期でございます。平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まででございます。 

 ちなみに、記載されている１３番から２０番までの方が、新しく委員をお願いする方に

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。岡本

委員。 

［岡本委員          ］ 

 任命については結構ですけれども、関連について質問させていただきます。 

先般、文科省の市町村教育委員研究協議会に参加させていただきまして、その折、地域

と学校の連携・協働についてという分科会がございました。そこに私、参加しました。そ

の中で学校運営協議会に関係するコミュニティスクールの導入について、文科省も力を入

れて進めていくと、そのようなお話でしたけれども、我が市としても現状、今までいろい

ろ学校を支える働きといいますか、そのようなものをいろいろな方面から、全市だと思い

ます、全学校にわたってやってきたと思います。 

その観点から二つ、お聞きしたいのですけれども、一つは学校運営協議会の位置づけ、

このようなコミュニティスクールにおける位置づけと現状が、日野市はどのようになって

いるか。たしか２校、我が市では学校運営協議会があると思いますけれども。 

二つ目は、今後どのように進めていくのか、あるいは教育委員会として支援していくと

いうか、そのような方向なのか、その二つをお聞きしたいと思います。 

［鈴木学校課長        ］ 

 現状のコミュニティスクールでございますけれども、今ご審議いただいている平山小学



校と東光寺小学校の２校が、コミュニティスクールの位置づけということになっておりま

す。 

では、他の小学校がそのような位置づけになっていないということではなくて、同じよ

うに地域の方ですとか保護者の方ですとか、一緒になって学校を支えていく、いろいろな

行事があれば支えていく、参加していく、また子供たちの見守りについても周りが支えて

いくということになっておりまして、ほぼ変わりない状態でそれぞれの地域、それぞれの

特色を活かした中で学校を支えているというようになっております。そのようなところが

現状でございます。 

ただ、コミュニティスクールということで指定をされてしまいますと、法律的に若干い

ろいろな縛りが生じてくることも、現状としてございます。そのためにまだ、今一歩踏み

出さないというところもあるというところがあります。しかし、その第一歩を踏み出すと

いうところがあれば、我々としても是非、積極的に支えていきたいと、そのような考えで

おります。 

［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。平山小学校学校運営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４５号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４６号・日野市立学校の学校薬剤師の委嘱について、事務局より提案理由の説明

をお願いします。 

 

○議案第４６号 日野市立学校の学校薬剤師の委嘱について  

 

［鈴木学校課長        ］ 

 議案第４６号・日野市立学校の学校薬剤師の委嘱について、でございます。  

 提案理由でございます。日野市立学校の学校薬剤師の任期が平成２８年３月３１日をも

って終了するため、平成２８・２９年度の学校薬剤師を委嘱するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 表の上段が小学校の薬剤師となっております。下段が中学校の薬剤師でございます。  

 薬剤師の任期でございます。平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まで、任期

となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 



［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。濵屋

委員。 

［濵屋委員          ］ 

 薬剤師の方の学校での実際の仕事というものが、どのようなものなのか、教えていただ

けますか。 

［鈴木学校課長        ］ 

 薬剤師の方の学校での仕事ということで、ご質問いただきましたけれども、主に夏に開

かれますプールの水質検査、あるいは飲み水の水質検査、それから学校の教室の明るさ、

照度と申しますけれども、あるいは空気中の二酸化炭素の濃度検査など、学校の環境衛生

全般についての役割を担っております。 

また、児童・生徒に対する危険ドラッグについての指導、いわゆる薬物乱用教室があり

ますけれども、これにつきましても、学校によってですけれどもライオンズクラブにお願

いをしたり、あるいは警察にお願いをしたり、あるいは担当の薬剤師さんにお願いをした

りということをしているのが現状でございます。  

［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。日野市立学校の学校薬剤師の委嘱について、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４６号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４７号・日野市立教育センター所長の任命について、事務局より提案理由の説明

をお願いします。 

 

○議案第４７号 日野市立教育センター所長の任命について  

 

［阿井教育センター事務長   ］ 

 議案第４７号・日野市立教育センター所長の任命について、ご説明申し上げます。  

 提案理由でございます。日野市立教育センター所長の任期が平成２８年３月３１日をも

って終了するため、新たに任命するものでございます。  

 ３２ページをご覧ください。 

 氏名、住所は記載のとおりでございます。  

 任期は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まででございます。  



 よろしくご審議のほど、お願いします。 

［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。日野市立教育センター所長の任命について、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４７号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４８号・第７期日野市立教育センター運営審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４８号 第７期日野市立教育センター運営審議会委員の任命について 

 

［阿井教育センター事務長   ］ 

 議案第４８号・第７期日野市立教育センター運営審議会委員の任命について、ご説明申

し上げます。 

 提案理由でございます。第６期日野市立教育センター運営審議会委員の任期が平成２８

年３月３１日をもって終了するため、新たな委員を任命するものでございます。  

 ３４ページをお開きください。 

 委員の氏名、住所、要件等は記載のとおりでございます。  

 任期でございます。平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの２年間となり

ます。 

よろしくご審議のほど、お願いします。 

［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。 

 なければ、私から一つ質問をさせてください。新しく審議会委員に推薦された方につい

て、少し説明していただけますか。 

［阿井教育センター事務長   ］ 

 能瀬委員について、説明させていただきます。能瀬委員は社会教育委員を２期経験され

ていらっしゃいまして、学校教育のほうに様々な見識がございます。社会教育委員として

の見識も深く社会教育学識者として、いろいろな知見等を社会教育委員の会議の中でも披

露されているようでございます。 

［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。第７期日野市立教育センター運営審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４８号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第４９号・第３次日野市子ども読書活動推進計画の策定について、事務局より提案

理由の説明をお願いします。 

 

○議案第４９号 第３次日野市子ども読書活動推進計画の策定について 

 

［篠田図書館長        ］ 

 議案第４９号・第３次日野市子ども読書活動推進計画の策定について、ご説明いたしま

す。 

 提案理由でございます。子どもの読書活動の推進に関する法律第９条の２に基づき、第

３次日野市子ども読書活動推進計画を策定するものです。  

 計画の概要について説明いたします。計画の２ページ、３ページをご覧ください。  

 ２ページの左下、３．計画の位置づけです。 

この計画は子どもの読書活動の推進に関する法律、第９条の２に規定された市町村子ど

も読書活動推進計画として、策定するものです。また、第５次日野市基本構想・基本計画、

通称２０２０プランのもとに位置づけられ、３つの市政運営基本方針を実現するための主

要３戦略を踏まえ、日野市生涯学習推進基本構想・基本計画、通称日野まなびあいプラン

や第２次日野市学校教育基本構想をはじめ、第２次日野市立図書館基本計画などの関連す

る個別計画とも連携して子どもの読書活動推進を図るものでございます。  

 策定の経緯でございます。 

平成２３年３月に第２次日野市子ども読書活動推進計画を策定し、子どもの読書活動を

推進してまいりました。その計画期間終了を受けて、これまでの成果と課題を検証し、新

しい計画を策定するため公募による市民委員をはじめ、学識経験者、保育園、幼稚園、小

学校、中学校及び子どもの読書に関わる行政機関の職員等、１８名で構成された第３次日

野市子ども読書活動推進計画策定委員会を設置し、平成２７年６月から平成２８年２月に

かけて６回にわたり、様々な観点からの検討を重ねてまいりました。また、平成２８年１

月１日から１５日までパブリックコメントを実施しました。１４名の方からご意見をいた

だきましたが、計画の根幹部分の変更が必要となるご意見はありませんでした。以上の結

果、本計画の策定に至ったものです。 

 計画の基本理念・基本方針についてです。計画の１８ページをお開きください。  



 本計画は「読書でひろがる ひのっ子の力」を基本理念とし、日野の子どもたち自らが、

成長や興味に応じて本の楽しさを発見し、読書を通じて学び考え生きる力を育むことがで

きるよう、読書活動を推進する環境の整備に取り組むものです。その実現のための基本方

針として、１．子どもたちが、さらに身近に本と出あえる環境づくり、２．子どもたちが、

自ら読書の楽しさを発信する取り組み、３．子どもと本をつなぐ活動をする人たちが連携

する仕組みづくり、この三つを掲げております。 

 次に計画の内容についてです。 

本計画は、乳幼児、小中学生、青少年という子どもの成長段階に合わせて、子どもたち

に直接働きかける読書活動と、その読書活動を推進するための諸条件の整備に分けて取り

組みを整備しています。また、子どもの読書活動を支える、地域における取り組み、子ど

もの読書活動の大切さについて、広く市民の関心と理解を深めるための普及・啓発の取り

組みを記載しているものでございます。 

 ３７ページをお開きください。 

３７ページから３８ページにかけて、取り組みを一覧にして記載しております。 

以上の内容について、平成２７年度から３１年度までの５年間、取り組んでまいります。

計画の進捗状況は、図書館が事務局として管理してまいります。  

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。岡本

委員。 

［岡本委員          ］ 

 ただいま説明いただきましたように、私たちも何回か議論に参加させていただいて、す

ばらしいものができたと思いますけれども、特に私は基本方針の３番目の「子どもと本を

つなぐ活動をする人たちが連携する仕組みづくり」というところがございまして、具体的

には地域におけるボランティアの方々の育成ということがあります。既に地域でやってお

られる方々は非常に希望を持っているというか、あるいは安心というか自信を持てるよう

な構想だと思います。そのようなこともありますので事務局としては、かなり広範囲にわ

たった連携というか、そのような人たちともやらなければならないし、もちろん日野市の

庁内の方々とも相当議論しなければいけないのだと思います。 

さて、これで私たちの構想というものができあがって、３７ページにあります取り組み

一覧という具体的なものも載っております。そのような状況ですけれども、今後、大変難

しいことはあろうかと思いますけれども、具体化するに当たって、どのような方向を考え

ておるのか、実行するに当たってどのようなステップと言いましょうか、どのようなもの

を考えておられるのか、概略でも結構ですので、お知らせいただければありがたいと思い

ます。 

［篠田図書館長        ］ 

 それでは５４ページをご覧ください。策定委員会の委員の名簿となっております。この

計画は、このように図書館だけでなく保育園、幼稚園、小中学校、児童館、発達支援課、

健康課など、子どもと本をつなぐ部署が策定委員となって、議論を重ねながら日野市全体



の計画を作りあげてきたものです。そこでまず部署間の情報共有ができていると考えてお

ります。 

今後、この情報共有とさらに、例えば幼稚園でしたらば園長会、保育園の園長会などの

園長先生方にも、この計画の趣旨などを説明させていただきまして、この目標の共有をし

てまいりたいと思います。このようにして進め、場合によりましては具体的な議論なども

行いながら、この計画を推進していきたいと思っております。年度末には進行管理を確認

しまして、しっかりと進めてまいりたいと考えております。  

［西田委員長         ］ 

 濵屋委員。 

［濵屋委員          ］ 

 パブリックコメントの話をしてくださいましたが、根幹部分の変更はないということで

したが、大体どのような内容のものが寄せられたか、概要をお聞かせいただければと思い

ます。 

［篠田図書館長        ］ 

 パブリックコメントですけれども、１４名の方からいただきまして、ご意見は大きく分

けまして４点ございます。 

まず１点目が、子どもの本離れは、一つの原因にそもそも親が本を読んでいないのでは

ないか、なので保護者の本を読む機会を増やすことが必要ではないかということです。こ

れにつきましては、計画の３６ページにございます、普及・啓発ということで、子どもの

読書活動の大切さについて、広く市民の関心と理解を深めるため普及・啓発を図るという

ことで、ご意見の趣旨と計画で変わるところはございませんでした。  

２点目としましては、子どもが言葉を耳から聞いて、お話を楽しむということが大切な

ことであり、もっと力を入れてほしいというご意見でした。これにつきまして、確かにス

トーリーテリングというものは大切なものであり、既にこれは保育園や幼稚園などでは市

民のボランティアの方達が、おはなし会の中でストーリーテリングをなさっています。図

書館でも職員が、おはなし会の中でストーリーテリングを行っておりますので、特にここ

で変わることはございません。 

３点目は、小中学校の読書活動に関するものです。これはご意見の大部分を占めており

ました。小中学校の読書活動というのは、学校が中心となるべきものであるから、もっと

学校図書館の活動に力を入れていく計画にしてほしいということです。これにつきまして

は２７ページです。２）各学校の特色を活かした児童・生徒の読書活動の展開ということ

で、学校において様々な取り組みを行っていく計画となっておりますので、ご意見のご趣

旨と同様の考えです。それと学校の読書活動に関係しまして、学校図書館の職務に従事す

る職員について、専門的知識や技術を持った、いわゆる学校司書の存在が必要であるとい

うご意見です。これにつきましては計画の３０ページ、上段の７）学校図書館の職務に従

事する職員のあり方の検討としておりまして、今後この職員のあり方を検討するとしてお

りますので、これもご意見と変るところではございませんでした。 

最後の４点目につきましては、市立図書館の事業であっても地域のボランティアの方々

をもっと活用してもらえばよいのではないかというご意見でした。これにつきましては３



５ページです。４．地域における読書活動推進ということで、２）地域で活動するボラン

ティア団体との連携を図っていくとしておりますので、これも計画の変更等は特にござい

ませんでした。 

以上がパブリックコメントの概要でございます。  

［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。髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 この推進計画、非常に多くの意欲的な内容を含んで、非常によい計画と受け止めており

ます。また、計画の位置づけ等を見ますと、いろいろ日野市としてこれまで策定してきま

した基本構想ですとか計画等も、非常に密接に関係を持っているということで、ある意味

では今後の推進体制についての心配も、正直言って私は感じております。やはり、関係部

門との連携といいますか、協調しながら進めるというのが、非常に大きなポイントになっ

てくるのかなと思います。 

そういったことで、一つには今、計画の策定委員会があったわけですが、策定ですから

多分ここで役目は終わってしまうのでしょうけれども、今後、実現に向けてどのように遂

行していくのかということでは、逆に多部門にわたった連携、協調が求められるがゆえに

何かこういった組織なり、体系的な仕組みが必要なのかなということを、私自身感じてい

ます。二つ目に、今プランができた段階なので具体的にＰＤＣＡのＤｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａ

ｃｔｉｏｎを、どのように回していくのかというところを含めてやっていければ、大変す

ばらしい計画ですし、子どもたちの読書に対する必要性は、十分我々も認識しているとこ

ろなので、是非、高い水準の実現を目指していただきたいということをお願いしておきた

いと思います。 

［西田委員長         ］ 

 ほかにご意見はございませんか。 

［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３次日野市子ども読書活動推進計画の策定について、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４９号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第５０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５０号 第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について 

 



［篠田図書館長        ］ 

 議案第５０号・第２７期日野市立図書館協議会委員の任命について、でございます。  

 提案理由でございます。第２６期日野市立図書館協議会委員の任期が平成２８年４月１

４日をもって終了するため、新たな委員を任命するものです。 

 次のページをお開きください。 

 委員の名簿でございます。氏名、住所、所属、期数となっております。  

委員は９名でございます。社会教育関係者が２名、学校教育関係者が２名、家庭教育関

係者が１名、学識経験者が２名、公募市民２名の構成となっております。ただし、７番の

家庭教育関係者、８番の学校教育関係者、９番同じく学校教育関係者は新年度の人事によ

り決定いたしますので、現在、空欄としております。 

 任期は、平成２８年４月１５日から平成３０年４月１４日までの２年間でございます。  

 よろしくご審議のほど、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。濵屋

委員。 

［濵屋委員          ］ 

 新任の委員の方の専門について、教えていただけますか。 

［篠田図書館長        ］ 

 新しい方で４番目、田代守さんです。この方は近江八幡市立図書館長を長く務めていら

っしゃった方です。公共図書館の運営という観点で知見をいただけるかと考えております。

その下は公募市民の方です。それから６番目、塚原博さんです。実践女子大学の教授でい

らっしゃいます。専門は図書館情報学、それと子どもの科学読み物について専門で研究な

さっていらっしゃる方です。その観点より専門的な知見をいただけるものと考えておりま

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。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５０号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第５３号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則等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５３号 日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則等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５３号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則等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。行政不服審査法の改正に伴い、日野市教育委員会教育長に対する事務委

任規則、及び日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の一部

を改正するものでございます。 

 ４７ページをご覧ください。新旧対照表でご説明いたします。 

 下線部分、「不服申立て及び異議申立て」の部分を「審査請求」に変更するものです。行

政不服審査法は、不服及び異議を審査請求に一本化することで第三者機関が、その審査を

いたします。それにより審査の透明性、客観性を担保するものでございます。 

 説明は以上でございます。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。日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則等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５３号は原案のとおり可決されました。 

［西田委員長         ］ 

 議案第５４号・日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則等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５４号 日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則等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５４号・日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則等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。  

 行政不服審査法の改正に伴い、日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例施行規則、及び日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理

者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正するものでご



ざいます。 

 ５６、５７ページをお開きください。新旧を対照したもので説明します。 

 まず、「６０日」以内の審査請求日を「３カ月」に延長し、「日野市教育委員会教育長に

対して異議申立て」をする部分を、「日野市教育委員会に対して審査請求」すると変更して

おります。先ほども説明いたしましたように、異議申立て等を審査請求に一本化し、審査

の透明性、客観性を担保するものと、期間を延ばすものでございます。  

 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。  

［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。日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則等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５４号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 議案第５５号・日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一

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５５号 日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

 

［兼子庶務課長        ］ 

 議案第５５号・日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一

部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。  

 行政不服審査法の改正に伴い、日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に

関する規則の一部を改正するものでございます。  

 ６６、６７ページをお開きください。 

 こちらはもともと「審査請求」ということで取扱いをさせていただいておりますので、

日数の「６０日」を「３か月」に延長するものでございます。６８、６９ページも同様で

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。日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一

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５５号は原案のとおり可決されました。  

［西田委員長         ］ 

 これより議案第５１号及び議案第５２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２７年度第１２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） 

 

 「統括校長任命の内申の専決処分について」 

 「教育職員の内申の専決処分について」 

  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２７年度第１

２回教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会１４時３８分 


