
平成 30年第 8回教育委員会議事録 

項   目 内 容 記 録 

１．期  日 平成 30年 7月 2日（月）13:30開会 

２．場  所 日野町役場 第 1会議室 

３．開会（閉会） 13:30～15:15 

４．出席委員等氏名 頭本元文、生田一女、景山美由紀、飯田頼昭、生田 進 

５．教育長あいさつ ・議会が終了、今後の学校のあり方についても議論があった。 

・議事が多いが慎重審議お願いしたい。 

６．教育長事務報告 

      課 長 

      教育長 

 

 

 

 

 

 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（1）行事等について 別紙① 教育長から説明お願いします。 

・7/1 日野町文化展 470名参加 昨年度比 2.7倍 

 7/2 社会を明るくする運動 

    黒坂小計画訪問 

 7/3 青少年育成会夏季休業前連絡会 

 7/9 県市町村教育委員研究協議会総会 

 7/31 教育委員会 総合教育会議 市町村教育委員研修会 

 8/15 日野町成人式 

・（2）一般報告  

 1）教育委員の異動について 資料 1 説明 

  6/22 飯田頼昭氏 就任 

 2)「平成 29年度教育行政の点検及び評価」について 資料 2 

  ①教室等の環境衛生の適正管理について 

   エアコン設置基準について議会からの質問あり 

   学校環境衛生基準 4/1改正 学校に通知 

   温度基準 17℃～28℃ 

   相対湿度 30％～80％ 留意事項を踏まえて実施 

   5/31「夏季の省エネルギーの取組について」文科省依頼 

  ②教育委員会の共同設置について 

   町長議会答弁  

日南・江府両町長に伝える 

3町連携教育ワーキンググループで協議 

   7/31総合教育会議で町長の意見を伺い議論する 

  ③小学校の統合について 

   議会一般質問あり 教育振興計画に示していることを答弁 

   義務教育学校、小中一貫校も含めて検討していく 

   スケジュール 第三者機関を設置し、その答申を受けて協議 

  ④長楽寺へのセキュリティシステム導入について 

   防犯カメラ設置 警備委託あり  

   システム設置費用は町負担 セキュリティ経費は寺の負担 



 

 

 

 

頭 本 

 

課 長 

 

 

頭 本 

 

 

教育長 

 

生 田 

 

 

課 長 

 

 

頭 本 

課 長 

教育長 

頭 本 

教育長 

頭 本 

飯 田 

課 長 

   観光面も併せて協議中 

 3)第 41回鵜の池マラソン大会について 

  事前申込み 405名 当日 55名 計 460名 

  7/6 反省会 

・小学校統合問題について 

 H31～コミュニティスクールとの関わりはどうか 

・基本的に別々に進むもの 

 結果的に一緒になることはある 

 統合目的でコミュニティスクールを導入したわけではない 

・コミュニティスクールと合わせて考えるべき 

・義務教育学校と小中一貫校との違いを分かりやすく説明する必 

要がある 

・第三者機関に委ねることとしている これから委員選考 

 H19答申 統合の必要はない 審議員数 15名 

・コミュニティスクールが理解されていない 

 現在の校区以外に学校が移転すれば、どのように関わっていくか 

 分からないという町民もいる 

・夏休み中に教職員対象のコミュニティスクール研修会開催 

 2学期には PTAごとに保護者対象研修開催 

 12月 地域住民対象に研修会開催 

・長楽寺セキュリティシステム導入についての補助金はないか 

・設置費のみ補助がある 

・来年 3月までには要望に対して回答する 

・鵜の池マラソンで賞品がないというミスがあった 

・事務局のミスなので反省している 

・後日の対応は良かったので、今後注意してほしい 

・通学路等町内の防犯カメラの設置はあるか 

・泉龍寺、長楽寺のみ 警報ブザーが鳴るが、警備委託はなし 

７．議事  課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議案第 29号 

 日野町社会教育委員の委嘱について 

  新任 4名 計 10名 任期 H30.7.1～H32.6.30 

 承認 

・議案第 30号 

 日野町公民館運営審議会委員の委嘱について 

  10名 任期 H30.7.1～H32.6.30 

 承認 

・議案第 31号 

 日野町文化センター運営委員の委嘱について 

  10名 任期 H30.7.1～H32.6.30 



 

 

 

 

 

      頭 本 

      課 長 

      頭 本 

 

      課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 承認 

・議案第 32号 

 CSディレクターの委嘱辞退について 

  6/30 委嘱解除 体調不良申出による 

 承認 

・仕事の内容について改善すべき点はないか 

・特には聞いてない 

・ボランティアの人選に苦労されることがあれば、何かしらの手 

だてをする必要がある 

・昨年、ボランティアを多く紹介されたので、下地はできている 

後任について探している 

・議案第 33号 

 英語活動助手の委嘱について 

  7/1 任期 H30.7.1～H31.3.31 

  6月補正予算措置 月 2回 4～5時間勤務 

 承認   

・議案第 34号 

 平成 30年 7月 1日付人事異動等について 

  大岩 努(企画政策課から) 給食センター、保育所、通学支 

               援担当 

  吉川理恵(住民課へ) 

 承認 

８．協議  課 長 

 

 

 

 

 

 

 

      頭 本 

      課 長 

 

 

 

 

      頭 本 

・（1）日野町いじめ防止基本方針の改定について 資料 3 

 P19  日野町いじめ問題調査委員会設置条例 追加 

 P21  日野町いじめ問題検証委員会設置条例 追加 

 P14 「教育委員会及び学校」→「学校または教育委員会」 

 P15 「重大事態の内容、調査結果及び」追加 議会へ報告 

 日野町いじめ防止基本方針(日野町の対応) 

  町長→議会 事案等報告 追加 

・(2) 計画訪問について 4箇所すべて終了 

・大阪地震をうけ何かあったか 

・学校校門とプールに塀があり、点検実施 

 黒坂小プールのブロック塀、日野中プールコンクリート塀、黒 

坂テニスコートブロック塀に問題あり 

 専門家の点検を本日実施している 

 通学路については、危険箇所が 4箇所あり 

・生徒が自分たちで危険箇所を調べて確認するとよい 



９．その他 課 長 
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・（1）事故等発生報告について 資料 4 

 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応の徹底 

 について学校長へ通知 

・(2)いじめ事案について 

 女児の手紙により発覚 学校は各保護者に対応し解決済み 

・いじめアンケートは予防手段 

・(3)標準学力調査結果について(中学校) 資料 5 

 学年、教科ごと 経年比較データ 厳しい状況 

・1年生の理科は良いが、黒坂小の取組の成果ではないか 

・生活行動、学習活動調査 学年ごと 基本質問回答傾向 

 新聞の記事を読んでいる…低い 

 勉強に辞書を利用している…1年は低いが 2年から利用している 

・(4)日野町保小中一貫教育推進委員会各部会活動計画について 

 資料 6 

 生活部会 家庭学習がんばり週間、生活習慣調査と啓発 

 領域部会 特別支援教育研修会 「わたしたちのまち 日野町 

      自然編」活用 保小中連携外国語活動のあり方検討 

 保小・小小連携推進部会 保小交流会、保小連絡会、保育参加 

      小小連携事業の実施と改善 保小接続カリキュラム 

      の実践と記録 

 小中連携部会 保小交流事業 ほこすぎ教室 小中合同授業研 

究会の実施 標準学力調査の分析 小中一貫カリキ 

ュラム系統表の検討 

 体力づくり推進部会 保育所の体力づくり、リズム運動と学校 

      業間体育の充実 小中合同陸上練習 体力テストの 

      分析 子どもの食育連絡会開催 保育所との食育交 

      流 

・(5)第 73回日野郡民総合体育大会の開催について 

 6/24 軟式野球、バレーボール、卓球 

 6/30 ゴルフ 

 7/1 ソフトテニス 

 7/8 陸上、柔道、剣道、バドミントン、グラウンドゴルフ 

 今年度は日南町が主会場、来年再来年は日野町が会場 

・軟式野球、バレー男子、卓球個人、ゴルフ、テニス一般が優勝 

・日野町での陸上開催はできないため、日南町か江府町で開催 

・(6)その他 

 県市町村教育委員会研究協議会総会・研究大会 

  7/9 12:00役場集合 

 市町村教育委員研修会 資料 7 7/31 倉吉 飯田委員欠席 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      教育長 

 

 

 教育行政連絡会議議事録について 資料 8 4～6月分 

  放課後子ども教室 根雨教室は少ない 

  夏休み子ども教室支援員とプール当番は関係ない 

 病児保育について 資料 9 7月開始 手続きを簡素化 

  電話予約し日野病院小児科受診すれば利用可 

  対象を小学生まで拡大 

 日野高校魅力向上推進協議会の設置について 資料 10 

  高校、日野郡 3町、鳥取県、地域が連携し組織をつくる 

  昨年度末に 3町町長会で協議会を設置することは了承済み 

  委員:日野高校校長、3町長、3町教育長、3町地域代表、日 

野高校 PTA会長、県高等学校課長、日野振興センター所長 

具体的な協議はワーキンググループで行う 座長は企画政策 

課長 

オブザーバー 島根大学教授に依頼 

・次回教育委員会定例会について 

 平成 30年 7月 31日(火) 午前 9時～10時 第 1会議室 

・総合教育会議 

 平成 30年 7月 31日(火) 午前 10時～11時 大会議室 

  教育委員会共同設置、小学校統合について検討 

 終了後、倉吉へ(市町村教育委員会研修会) 

・7/2 教育委員、保育所・学校管理職合同歓送迎会 

・山陰合同銀行跡地利用について協議中  

よい案があれば提案してほしい 

（15:15委員会終了） 

平成 30年 7月 2日 

日野町教育委員会 


