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（議事の要旨） 

開始１４時０１分 

［米田教育長］ 

 ただいまから、平成３０年度第７回教育委員会定例会を開会いたします。 

議事に入ります前に、本日は傍聴希望者がいらっしゃいますので、傍聴を許可したいと

思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［米田教育長］ 

異議なしと認め、傍聴を許可します。 

（傍聴者入室） 

［米田教育長］ 

本日の議事録署名は、西田委員にお願いいたします。 

 本日の案件は、追加議案も含めまして、議案４件、報告事項５件です。 

 なお、議案第３３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） 

［米田教育長］ 

異議なしと認め、会議規則第１２条の規定により公開しない会議とし、会議の最後に審

議します。 

［米田教育長］ 

 議案第３０号・教育委員会職員人事の専決処分について、提案理由の説明をお願いしま

す。 

 

○議案第３０号 教育委員会職員人事の専決処分について 

 

［山下教育部長］ 

 議案第３０号・教育委員会職員人事の専決処分について、ご説明いたします。 

 教育委員会職員に対する人事異動に伴う人事発令について、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人事発令を行いましたので、報告し承

認を求めるものでございます。  

 ２ページをご覧ください。 

 平成３０年１０月１日付の発令、対象者は１５名でございます。  

 職層名、職務名、氏名等につきましては、記載のとおりでございます。  

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  

［米田教育長］ 

 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］ 

なければご意見を伺います。 

［米田教育長］ 
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 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。議案第３０号・教育委員会職員人事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） 

［米田教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第３０号は原案のとおり承認されました。  

［米田教育長］ 

議案第３１号・日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の提出について、事務局よ

り提案理由の説明をお願いします。 

 

〇議案第３１号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の提出について 

 

［山下教育部長］ 

議案第３１号・日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の提出について、ご説明い

たします。 

市立幼稚園統合計画に基づき、第五幼稚園と第四幼稚園を統合するため、日野市立学校

設置条例の一部を改正するものでございます。 

４ページをご覧いただきたいと思います。  

改正内容は、本条例中、別表第３日野市立第五幼稚園の項を削るものでございます。  

５ページには新旧対照表をお示ししておりますので、ご確認いただきたいと思います。  

付則でございます。この条例は、平成３３年４月１日から施行するものでございます。 

説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  

［米田教育長］ 

 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］ 

 なければ意見を伺います。 

［米田教育長］ 

 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。議案第３１号・日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の提出につ

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） 

［米田教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

［米田教育長］ 

議案第３２号・日野市立八ケ岳高原大成荘指定管理者の指定について、事務局より提案

理由の説明をお願いします。 

 

〇議案第３２号 日野市立八ケ岳高原大成荘指定管理者の指定について 

 



 - 5 - 

［木村生涯学習課長］ 

議案第３２号・日野市立八ケ岳高原大成荘指定管理者の指定について、ご説明をいたし

ます。 

提案理由でございます。地方自治法第２４４条の２第３項及び第６項、日野市立八ケ岳

高原大成荘設置条例第１２条の規定に基づき、日野市立八ケ岳高原大成荘の指定管理者を

指定するものです。 

次ページをお開きください。 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の管理を行わせるものを次の

とおり指定する。 

施設の名称及び所在地、指定管理者、指定の期間については記載のとおりでございます。 

経過について、若干説明をさせていただきます。 

日野市立八ケ岳高原大成荘の指定管理者につきましては、平成１８年度に制度を導入い

たしまして、今回三度目の更新となります。募集に当たりましては、平成３０年６月１５

日に告示を行い、６月１５日号広報ひの及び日野市公式ホームページに周知したところ、

二事業者より応募がありました。 

選定は、市長部局と合同による指定管理者候補者選定委員会にて行い、平成３０年７月

２３日から８月２３日までの全７回にわたります。そのうち大成荘に関係するものは４回

行われました。厳正なる審議を行い、審議結果報告書が提出されました。  

応募事業者からの事業計画書及びプレゼンテーションについて、審議、評価を行ったと

ころ、選定委員８名の評価点の合計が１，２００点満点中８５５点で上位の点数を獲得し、

当該施設の管理運営について十分な経験があり、公の施設として市民優先の安定したサー

ビス提供が期待できることから、株式会社日野市企業公社が指定管理者候補者として選定

されました。 

以上のことから、株式会社日野市企業公社を平成３１年４月１日から平成３６年３月３

１日までの５年間、日野市立八ケ岳高原大成荘の指定管理者として指定する議案を１２月

の市議会定例会へ提出するため、ご審議願います。よろしくご審議のほど、お願いいたし

ます。 

［米田教育長］ 

 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］ 

 なければ意見を伺います。 

［米田教育長］ 

 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。議案第３２号・日野市立八ケ岳高原大成荘指定管理者の指定について、

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） 

［米田教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

［米田教育長］ 
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 報告事項第１５号・平成３０年第３回日野市議会定例会の報告、について事務局より報

告をお願いします。 

 

○報告事項第１５号 平成３０年第３回日野市議会定例会の報告 

 

［山下教育部長］ 

 報告事項第１５号・平成３０年第３回日野市議会定例会の報告、についてでございます。 

 １２ページをお開きください。報告の概要でございます。 

 １．会期、でございますが、９月３日から９月２８日までの２６日間で行われました。  

 ２．一般質問、につきましては、質問者は２２名、うち教育委員会関係が１３名でござ

いました。質問件数は４１件、うち教育委員会関係が１４件でございました。なお、教育

委員会関係の一般質問等の要旨につきましては、１３ページ以降の別表１に記載のとおり

でございます。 

 ３．議案、でございます。市長提出議案が１７件、議員提出議案が０件、うち教育委員

会に関するもの４件でございました。議案の内容についてそれぞれご説明いたします。 

（１）平成２９年度日野市一般会計決算の認定について、は認定されております。 

（２）平成３０年度日野市一般会計補正予算（第２号）、でございます。ブロック塀撤去、

改修関係の補正予算でございます。こちらは可決されております。  

 歳入歳出とも金額９，５５０万８千円、うち教育費が７，３８４万８千円でございます。

予算総額は、歳入歳出とも６５１億６，６９６万７千円、うち教育費は６８億５，４７２

万円でございます。なお、内訳につきましては、２１ページの別表２の上段の表のとおり

となっておりますので、ご確認をお願いします。  

 続きまして（３）平成３０年度日野市一般会計補正予算（第３号）、でございます。こち

らも可決をされております。 

歳入歳出とも３１億２，５４２万９千円、うち教育費は７０５万４千円でございます。

予算総額は歳入歳出とも６８２億９，２３９万６千円、うち教育費は６８億６，１７７万

４千円でございます。内訳につきましては、こちらも２１ページの別表２の下段の表のと

おりでございます。ご確認をお願いいたします。  

（４）日野市立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例制定の専決処分の報告承認につ

いて、でございます。こちらは承認をされております。  

 議案については以上でございます。 

 続きまして４．請願、教育委員会に関するものはございませんでした。  

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 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。  

 髙木委員、お願いします。 

［髙木委員］ 

 まず、今回補正予算で、特に問題になりましたブロック塀について、素早い対応をして

いただいたことについて、非常に良かったと評価、感謝申し上げておきたいと思います。  
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 質問ですが、今回非常に多く質疑応答がされています。私としては発言者１の方から、

教員の働き方改革について質疑応答がされていますが、その内容について現時点での具体

的な進捗状況や計画について、ご説明をお願いします。 

［加藤学校課長］ 

 学校における働き方改革の進捗状況ということでご質問を受けたかと思います。  

学校における働き方改革につきましては、今年度、学校における働き方改革のプランの

策定、また、このプランに基づく具体的な取り組みの検討、そして出退勤管理システムの

導入、また、教員にかわって部活動の指導が行える部活動指導員の配置に向けた取り組み

などを行っているところでございます。 

学校における働き方改革のプランの策定及び具体的な取り組みの検討につきましては、

現在、６月から７月に全日野市の教員に対して行いました勤務実態調査のデータを委託会

社の支援を受けながら、集計・分析を行っているところでございます。これからこの分析

結果に基づいて働き方改革の検討委員会でプランの策定及び具体的な取り組みについて検

討していく準備をしているところでございます。  

また、出退勤管理システムにつきましては、２学期中にシステムのほうは導入させてい

ただいて、３学期からは先生方に実際に試行として使っていただくよう、利用できるよう

にしたいと今考えて進めているところでございます。  

最後に、部活動指導員の配置についてでございます。現在、全中学校８校に部活動指導

員のニーズについてのヒアリングを行ったところでございます。今後、このニーズに合っ

た配置を、ちょうどこの１０月中に交付決定される予定の国及び都の部活動指導員の配置

に関する補助金を活用しながら、配置を進めていく予定となっているところでございます。 

以上でございます。 

［米田教育長］ 

 教員の中で、授業の指導案づくりであるとか授業研究も今、日野市の中のＩＣＴ環境を

使ってみんなで共有化をしながら進めていこうということで、教育の質についてもさらに

高めていこうという、そういう日野市ならではの働き方改革プラス教育活動のよりよき改

革にしていくということで今、現場で進めておりますので、中間、中間で事務局から報告

をさせていただきます。 

［米田教育長］ 

他にございませんか。なければ、報告事項第１５号を終了いたします。 

［米田教育長］ 

 報告事項第１６号・平成３０年度就学援助申請者数及び認定者数（平成３０年４月～６

月）、について事務局より報告をお願いします。 

 

○報告事項第１６号 平成３０年度就学援助申請者数及び認定者数（平成３０年４月～６

月） 

 

［山下教育部長］ 

 報告事項第１６号・平成３０年度就学援助申請者数及び認定者数（平成３０年４月～６
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月）、についてご報告いたします。 

 ２４ページをお開きください。 

 平成３０年４月～６月の就学援助申請者数、認定者数、否認定者数につきまして、小中

学校別の内訳及び合計の数値を記載しております。  

 小中学校合計の人数を申し上げますと、申請者は１，６４５名、認定者については、要

保護が８９名、準要保護が１，４４７名、否認定者数が１０９名となっております。  

 なお、参考といたしまして過去３カ年のデータを下の表に記載しているところでござい

ます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 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。  

 濵屋委員。 

［濵屋委員］ 

 この３カ年の推移を見ると、人数としては申請者数も減っているように見えるのですが、

認定割合でみても同様に減少傾向にあると考えてよろしいでしょうか。  

［山下教育部長］ 

 認定の割合、率につきましても年々減っている傾向にあるというところでございます。

こちらについては、一般的に全体的な意味での経済状況が多少改善をしてきているのかな

というような理解をしているところでございますが、認定率としては減少してきていると

いうことでございます。 

［米田教育長］ 

他にございませんか。なければ、報告事項第１６号を終了いたします。 

［米田教育長］ 

 報告事項第１７号・平成３０年度日野市高校生奨学金の申請者数及び決定者数、につい

て事務局より報告をお願いします。 

 

○報告事項第１７号 平成３０年度日野市高校生奨学金の申請者数及び決定者数  

 

［山下教育部長］ 

 報告事項第１７号・平成３０年度日野市高校生奨学金の申請者数及び決定者数、につい

てご報告いたします。 

 ２６ページをお開きいただきたいと思います。  

 今年度の高校生奨学金につきましての内容でございます。申請者数につきましては２１

２名、最終決定者数が１９９名、否認定者は１３名となっているところでございます。  

 なお、昨年度分から行っております中学３年生全員への事前の奨学金制度案内の配布が

一定の効果を上げまして、全体として、申請者数、決定者数が増えているところでござい

ます。 

 また、参考といたしまして、過去３カ年のデータを下のほうに表として示しているとこ

ろでございます。 
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 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 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、お願いします。 

［西田委員］ 

 給付制であるこの奨学金制度は、学ぶ意欲のある生徒にとっては大変良い制度だと思い

ます。特に最近は、卒業直前の中学校３年生の生徒たちに周知徹底しているということで、

申請者数も上がり、最終決定者数も上ってきたということです。更に周知を広げていきた

いと思います。 

［米田教育長］ 

 この制度についての周知徹底をさらに丁寧に、細かくお願いしたいと思います。  

 他にございませんか。なければ、報告事項第１７号を終了いたします。 

［米田教育長］ 

 報告事項第１８号・要綱の制定及び改廃の報告（平成３０年７月～９月）、について事務

局より報告をお願いします。 

 

○報告事項第１８号 要綱の制定及び改廃の報告（平成３０年７月～９月） 

 

［山下教育部長］ 

 報告事項第１８号・要綱の制定及び改廃の報告（平成３０年７月～９月）、についてご報

告いたします。 

 ２８ページをご覧ください。 

 当該の期間におきまして、記載のとおり、２件の要綱改正がございました。ご確認をい

ただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 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。  

［米田教育長］ 

他にございませんか。なければ、報告事項第１８号を終了いたします。 

［米田教育長］ 

 報告事項第１９号・日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成３０年４月～９月）、

について事務局より報告をお願いします。 

 

○報告事項第１９号 日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成３０年４月～９月） 

 

［木村生涯学習課長］ 

 報告事項第１９号・日野市教育委員会後援等名義使用実績報告（平成３０年４月～９月）、

についてご報告いたします。 

 次ページからの表をご覧ください。次ページの３０ページから３４ページにかけまして、
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使用実施団体名、事業名、目的・内容、実施日、承認日等を記載してございます。 

 最終ページの３４ページをご覧ください。  

 今回、上半期の承認でございます。共催が１件、番号で言いますと２０番になります。

あと、後援が６２件、合わせて６３件の承認でございます。件数につきましては例年６０

件前後で推移をしています。ほぼ同じ件数でございます。  

内訳は、その下にスポーツ、音楽等で記載をしてあります。大体同じような件数ですが、

音楽・美術というところが多いかと思います。 

 報告については以上でございます。よろしくお願いいたします。  

［米田教育長］ 

 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］ 

 新しく申請があった団体はどれで、内容についても少し加えた説明をお願いいたします。 

［木村生涯学習課長］ 

 幾つか特徴があります。一つ目、伝統文化に関するものが新たに二つ出ています。番号

で申し上げますと３０ページの３番になります。子ども文化芸術事業として伝統文化親子

体験教室ということで、邦楽、和装、お琴等の内容になっております。 

もう一つが５５番のアーツカウンシル東京の実施の「伝承のたまてばこ～多摩伝統文化

フェスティバル２０１８～」です。こちらについては、多摩地域の様々な伝統芸能を八王

子の放射線通りの所で披露をしたものでございます。今回、平成２５年度に日野で初めて

の無形民俗文化財に指定されました日野の祭囃子が参加をしております。小さいお子さん

から大人までの活躍ですが、非常に好評を得ておりました。日野市も参加しているという

ことです。 

二つ目、教師の学びという点で、３９番、４４番の講演会等があります。  

三つ目に４８番、これからの時代に合わせたプログラミングというところの事業がござ

います。 

この三つが特徴的なものでございます。 

［米田教育長］ 

他にございませんか。なければ、報告事項第１９号を終了いたします。 

 これより議案第３３号の審議に入りますが、本件につきましては、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） 

［米田教育長］ 

異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員と 傍聴者の方は退席してください。

なお、本件の終了をもって、平成３０年度第７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の専決処分について」 
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［米田教育長］ 

 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３０年度第７

回教育委員会定例会を閉会いたします。 

閉会１４時３２分 

 


