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開始１４時１０分 

［田口委員長         ］  

ただいまから、平成２５年度第１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、髙木委員にお願いします。  

本日の案件は、議案４件、報告事項３件です。 

それでは議事に入ります。議案第１号・日野市教育委員会参与設置規則を廃止する規則

の制定について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。  

 

○議案第１号 日野市教育委員会参与設置規則を廃止する規則の制定について  

 

［松本庶務課長事務取扱    ］ 

 議案第１号・日野市教育委員会参与設置規則を廃止する規則の制定について、でござい

ます。 

 提案理由でございます、教育委員会参与の任期満了に伴い、同設置規則を廃止するもの

でございます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。 

 日野市教育委員会参与設置規則を廃止する規則。日野市教育委員会参与設置規則（平成

２２年教育委員会規則第４号）は、廃止する。 

 なお、付則として、この規則は、公布の日から施行するというものでございます。  

  説明については以上です。よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。  

［田口委員長         ］ 

 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します。髙木委員。 

［髙木委員          ］ 

 この規則が制定されたいきさつや、今回、廃止に至った理由について、もう尐し説明い

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

［松本庶務課長事務取扱    ］ 

本規則が制定され、教育委員会参与が設置された理由でございますが、教育に関する高

い専門性、高度な知識及び経験を有している人材に、子供の社会性の伸長及び地域、社会

に開かれ広い視野に立った教員の人材育成教育の発展といった事項について、調査・研究・

助言を求めるためということでございます。  

次に、廃止の理由でございますが、参与の任命期間が満了したため、この規則を廃止す

るということになったものでございます。 

［田口委員長         ］ 

 他にご質問はございますか。 

［田口委員長         ］ 

 ないようですのでご意見を伺います。 

［田口委員長         ］ 

 ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結します。  



 お諮りします。日野市教育委員会参与設置規則を廃止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） 

［田口委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第１号は原案のとおり可決されました。  

［田口委員長         ］ 

 次に、議案第２号・日野市教育委員会公印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いたします。  

 

○議案第２号 日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について  

 

［松本庶務課長事務取扱    ］ 

 議案第２号・日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について、でござ

います。 

 提案理由でございます。公印を新調しため、公印規程の一部を改正するものでございま

す。 

 ４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。  

 別表の第２表を使ってご説明をさせていただきます。 

 こちらに記載の東京都日野市立日野第一小学校の既存の学校之印、学校長印から「東京

都」を削除いたしまして、日野市立日野第一小学校之印、日野市立日野第一小学校長印に

改正するものでございます。 

 なお、この規則につきましては、平成２５年５月１日から施行するものでございます。  

 ６ページ、７ページにかけまして新旧対照表を記載しています。 

 説明につきましては以上です。ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

［田口委員長         ］ 

 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します。 

［田口委員長         ］ 

 ご質問がないようです。ご意見ございますか。 

［田口委員長         ］ 

 ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結します。  

 お諮りします。日野市教育委員会公印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） 

［田口委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第２号は原案のとおり可決されました。 

［田口委員長         ］ 

 次に、議案第３号・東光寺小学校学校運営協議会委員の解任の専決処分について、事務

局より提案理由の説明をお願いいたします。  



 

○議案第３号 東光寺小学校学校運営協議会委員の解任の専決処分について  

 

［鈴木学校課長        ］ 

 議案第３号・東光寺小学校学校運営協議会委員の解任の専決処分について、でございま

す。 

 提案理由でございます。東光寺小学校学校運営協議会委員の逝去に伴う解任について、

教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため、教育長専決にて解任を行い

ましたので、報告し承認を求めるものでございます。  

 解任者の住所、氏名、解任理由、解任日は記載のとおりでございます。 

 説明は以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

［田口委員長         ］ 

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

［田口委員長         ］ 

 ご質問がないようです。では、ご意見を伺います。  

［田口委員長         ］ 

 ご意見もないようですので、ここでご質問、ご意見は終結します。  

 お諮りします。東光寺小学校学校運営協議会委員の解任の専決処分について、を原案の

とおり承認することに異議ございませんでしょうか。  

（「異議なし」の声あり） 

［田口委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第３号は原案のとおり承認されました。  

［田口委員長         ］ 

 次に、議案第４号・第５期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分につ

いて、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。  

 

○議案第４号 第５期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分について 

 

［渡辺教育センター事務長   ］ 

 議案第４号・第５期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分について、

ご説明します。 

 提案理由でございます。平成２５年４月１日付け人事異動に伴う第５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、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。

そのため教育長専決により任命を行いましたので、報告し承認を求めるものでございます。 

 １２ページをお開きください。 

 第５期日野市立教育センター運営審議会委員として新たに任命させていただきました委

員の氏名、住所等につきましては記載のとおりでございます。 

 任期につきましては、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで、前任の委員



の残任期間である１年間となっております。 

 なお、参考として日野市立教育センターの設置条例及び解任者について、下段に記載さ

せていただいております。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。  

［田口委員長         ］ 

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

［田口委員長         ］ 

 ご質問がないようですので、ご意見を伺います。 

［田口委員長         ］ 

ご意見もないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。 

 お諮りします。第５期日野市立教育センター運営審議会委員の任命の専決処分について、

を原案のとおり承認することに異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

［田口委員長         ］ 

 異議なしと認めます。議案第４号は原案のとおり承認されました。  

［田口委員長         ］ 

 報告事項に入ります。報告事項第１号・平成２５年第１回日野市議会定例会の報告、に

ついて事務局より報告をお願いいたします。  

［松本庶務課長事務取扱    ］ 

 報告事項第１号・平成２５年第１回日野市議会定例会の報告、についてでございます。  

 １４ページをお開きいただきたいと思います。 

 会期は２月２８日木曜日～３月２９日金曜日までの３０日間でございました。  

 一般質問は質問者２０名、うち教育委員会関係は７名でございました。  

 質問件数は３３件、うち教育委員会関係が１１件でございました。  

 教育委員会関係の一般質問等要旨につきましては別表１、１５ページから２０ページに

記載のとおりでございます。 

 議案でございます。市長提出議案が２８件。議員提出議案３件、うち教育委員会に関す

るもの３件でございました。 

 （１）平成２４年度日野市一般会計補正予算（第７号）、こちらは可決されております。 

 補正総額６億８２９３万５千円、うち教育費マイナス１億９１３０万１千円。  

 予算総額５５９億６２６６万３千円、うち教育費６６億７１０９万５千円でございます。 

教育費の内訳につきましては、別表２、２１ページのとおりでございます。 

 （２）平成２４年度日野市一般会計補正予算（第８号）、こちらも可決されております。 

 補正総額５億４３３万６千円、うち教育費１億１８５万６千円。 

 予算総額５６４億６６９９万９千円、教育費６７億７２９５万１千円でございます。  

教育費の内訳については別表３、２１ページのとおりでございます。  

（３）平成２５年度日野市一般会計予算、こちらも可決されております。 

予算総額５３８億１千万円、うち教育費５５億３２０８万３千円でございます。  



教育費の内訳については別表４、２２ページのとおりでございます。  

（４）請願について、教育委員会に関するものは今回ございませんでした。  

 報告は以上です。 

［田口委員長         ］ 

 事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。  

 岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 理科教育の推進についてです。先日、中学校において理科の授業を拝見させていただき

ました。大変すばらしい授業で、感銘を受けました。一方、学校だより等を拝見させてい

ただきますと、取り組みについて若干ばらつきがあるのではないかということも感じます。

理科教育に関する予算の確保については、一般質問に対する答弁の中にもあったとおり文

科省の方針、予算枠という要素があることについても理解はできるのですが、理科教育の

重要性については、今社会でも大いに議論されていますが、日野市独自の方針、尐し大げ

さに言えば戦略、計画といったことについてお聞かせいただければと思います。また、現

在、教育センターを中心に、教員向けの研修等を実施しており、年１回、その成果につい

ての発表会等も聞かせていただいております。今後、この研修等に関して、更なる強化と

言いますか、方向性について、その辺りをお聞かせいただきたいと思います。  

［大野教育部参事       ］ 

 理科教育の推進につきまして、市の方向性を説明させていただきます。 

日野市といたしましては、これまで行っております理科支援員の派遣、これは継続して

行ってまいります。それから、先ほどのお話にもございました教育センターでの理科教育

の推進事業、これは主に基礎的・基本的な部分での教職員の理科教育のベースアップを図

る、そういう底上げを狙いとしたものでございます。そして今年度、ひのっ子教育２１に

おきまして、理科と社会を中心とした魅力ある授業づくりに取り組んでまいります。理科

教育としての魅力づくり、児童生徒の興味関心を高めるということにつきましては、この

ひのっ子教育２１を中心に進めてまいりたいと考えております。  

 国の方針といたしましては理数離れを防ぐことは考えてはおりますけれども、具体的な

事業としての予算立てはございません。東京都といたしましては、理数教育フロンティア

校の指定という事業が始まります。本市といたしましては第四小学校、七生中学校が指定

を受けました。この理数教育フロンティア校を市の核といたしまして、全市的に小学校、

中学校の理数教育の振興を図っていきたいと考えております。  

［田口委員長         ］ 

 他にご質問はございますか。西田委員。 

［西田委員          ］ 

 就学援助の受給者について、児童生徒の受給対象者の割合が小学校１４％、中学校が２

０％となっています。中学校の２０％というのはかなり高いように感じますが、他市と比

べて特に割合が高いというような傾向はあるのでしょうか。 

［松本庶務課長事務取扱    ］ 



 今、具体的に各市の詳細な数字は持ち合わせておりませんが、全体としてみた場合、特

段日野市が他の市と比べて高い、低いといったことはございません。 

［田口委員長         ］ 

 他にご質問はございますか。 

［田口委員長         ］ 

 １７ページ、エピペンというものについて、もう尐しご説明をお願いします。 

［鈴木学校課長        ］ 

 エピペンというのは、食物アレルギーを持ったお子さんが誤ってアレルギー食を口にし

てしまったときに、アレルギー症状が出るのを抑える注射でございます。  

［田口委員長         ］ 

 アレルギー症状が出るお子さんは、みなさん学校にエピペンを持ってきているのですか。 

［鈴木学校課長        ］ 

アレルギーを持っているお子さんの症状に合わせ、医者から処方されるものでございま

す。日野市内ではこのエピペンを持って登校しているお子さんは約８名いらっしゃいます。 

［田口委員長         ］ 

 その８名がエピペンを所持していることや、エピペンの打ち方に関しては、担任の先生

はよくご存知なのでしょうか。 

［鈴木学校課長        ］ 

 アレルギーを持っているお子さんにつきましては、年度当初に保護者と学校長、養護教

諭、栄養士、担任教諭と十分に話し合いを行っています。また、学校給食の献立につきま

しても、毎月、保護者と担任と栄養士とで話し合いを行っております。 

［田口委員長         ］ 

 他にご質問、ご意見はございませんか。岡本委員。 

［岡本委員          ］ 

 現在、平山小学校、東光寺小学校の２校に学校運営協議会が設置されていますが、学校

運営協議会は地域との密接な連携にとっても大切だと思われます。最近のコミュニティ通

信等を拝見すると、具体的な意見を出したり、あるいはいろいろなデータを比較して状況

を分析したりと、かなり突っ込んだ、具体的な内容が見受けられます。このコミュニティ

スクールを実施している学校の現状や、現在の日野市の評価、そして、今後他の学校にど

のように広めていくのか。もちろん地域の要望という要素もあろうかと思いますが、教育

委員会としてどのような方針で取り組んでいくのか、お聞きしたいと思います。 

［田倉教育部長        ］ 

 学校運営協議会を設置しているコミュニティスクールの評価と、これからどのように広

めていくのかというご質問をいただきました。 

今お話にありました平山小学校、東光寺小学校につきましては、地域が学校を支えると

いうことで、地域が校長の学校運営を支える一つの重要な柱となっていると考えておりま

す。これによって地域が様々な面で学校運営に参加するという形になっており、非常に学

校運営がスムーズにいっていると思っております。他の学校における地域との連携につい



ても、もちろん十分に評価をさせていただいているところですけれども、学校運営協議会

が設置されている学校においては、地域で学校を支えていこうという意識がより高まって

いるのではないかと思っております。 

 次に、コミュニティスクールを今後、日野市はどうしていくかということです。平山小

学校、東光寺小学校の２校については、教育委員会が主導的にコミュニティスクールを導

入したというよりは、地域の声から発したというように認識しております。この経緯を考

えますと、今後、他の地域において導入を望む気運が盛り上がってくるようならば、教育

委員会としても検討をさせていただきたいと思っております。なお、現在一部の学校につ

いて若干動きが感じられるところでございますが、まだ具体的な段階には至っていないと

いう状況です。 

［田口委員長         ］ 

 今の岡本委員からのご質問に関しましては、報告事項第１号に関するところから尐し発

展して、コミュニティスクールについて、ご質問をいただいたという認識でよろしいでし

ょうか。 

［岡本委員          ］ 

 はい。 

［田口委員長         ］ 

 他にご質問、ご意見はございますか。 

［田口委員長         ］ 

 ないようですので、ここで報告事項第１号を終了いたします。  

［田口委員長         ］ 

 報告事項第２号・要綱の制定及び改廃の報告（平成２５年１月～３月）、について事務局

より報告をお願いいたします。 

 

○報告事項第２号 要綱の制定及び改廃の報告（平成２５年１月～３月）  

 

［松本庶務課長事務取扱    ］ 

 報告事項第２号・要綱の制定及び改廃の報告（平成２５年１月～３月）、についてでござ

います。 

 ２４ページをお開きいただきたいと思います。  

 平成２５年１月から３月の要綱改正について、１件記載をしております。 

 要綱の名称は、日野市古文書等歴史資料整理編集委員会設置要綱。  

 適用日、平成２５年３月１日。 

 制定・改廃の内容、編集委員会の庶務担当について、「日野市ふるさと博物館」から「日

野市郷土資料館」に改正した、ということでございます。 

 以上、報告でございます。 

［田口委員長         ］ 

 事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 



［田口委員長         ］ 

 ないようですので、報告事項第２号を終了いたします。 

［田口委員長         ］ 

 次に、報告事項第３号・日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成２４年１０月

～平成２５年３月）、について事務局より報告をお願いいたします。  

 

○報告事項第３号 日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成２４年１０月～平成

２５年３月） 

 

［清野生涯学習課長      ］ 

        報告事項第３号・日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成２４年１０月～平２

５年３月）、を報告するものです。 

 ２６ページから２９ページに使用の実績を掲載しております。  

 ２９ページの下段に平成２２年度から２４年度の実績を表として掲載しております。  

平成２４年１０月から平成２５年３月に関しては２７件の申請がありました。特徴とし

まして、平成２３年度と比較しますと平成２４年度は１３件減尐しております。理由です

が、平成２３年度は、東日本大震災の影響で、チャリティコンサート等が多く開催されま

した。その分、平成２４年度は減尐しているということでございます。 

以上、報告でございます。 

［田口委員長         ］ 

 事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 西田委員。 

［西田委員          ］ 

 後援を受けた場合は、その後、報告義務等があるのですか。 

［清野生涯学習課長      ］ 

 申請の段階で計画を付けて提出していただき、実施後に報告書を提出していただきます。

そこには参加人数等、内容等を記載していただいております。 

［田口委員長         ］ 

 他にご質問、ご意見はございますか。 

［田口委員長         ］ 

 ないようですので、報告事項第３号を終了します。  

［田口委員長         ］  

以上をもちまして本日の案件はすべて終了しました。これにて平成２５年度第１回教育

委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会１４時４５分 


