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平成 30年度教育行政施策に対する主な取組及び評価の概要 

 

 平成 29 年 5 月に策定された「第２次日野町教育大綱」、同年 7 月に改定され

た「日野町教育振興基本計画（第Ⅱ期）」にのっとり、 

・コミュニティ・スクールの導入準備 

・外国語指導力向上研修 

・病児・病後児保育 

・町誌編さん 

などを進めました。 

 また、平成 30 年 11 月には、日野町立小学校、中学校等の設置及び校区の設

定について、日野町校区審議会に諮問しました。 

 

１ 生涯学習の推進による自己実現と地域の自立促進 

前年度に引き続き、コミュニティ・スクール導入に向けた研修会の実施、啓

発紙の配布、推進委員会の開催などを行い、啓発を行いました。また、日野町

休日活動支援事業では、土曜授業、図書館・公民館での体験活動、英語教室（英

語寺子屋）などを行い、休日を利用した児童生徒の育成に努めました。 

生涯学習では、広く学習機会の提供を推進するため、生涯学習まちづくり大

会、おしどり学園、出前公民館などの取り組みを行っています。これらは、地

域住民の生きがいづくり、地域の活力向上につながっています。また、施設老

朽化に伴い、公民館の受変電取替工事、屋上防水等改修工事を行いました。さ

らに、陶芸用電気窯を購入し、安心して安全に活動ができる環境を整えました。 

 人権・同和教育では、日野町人権・同和教育推進協議会を中心に、啓発活動

や交流事業を行っています。引き続き、研修会や町民人権講座、小地域座談会

などを開催し、人権尊重のまちづくりを進めていく必要があると考えます。 

 

２ 『生きる力』を育む保育、学校教育の推進【保小中一貫教育】 

保小連携については、小学校教員の保育参加や「日野町保小連携推進計画」

実践事例集の作成を行いました。小小連携については、第１学年から第６学年

まで、それぞれの教育課程にのっとった活動の中から合同で行うことでより教

育効果が上がるものについて、年間１～３回の交流活動（合同学習）を行いま

した。小中連携では、小中学校教員の連携による外国語活動、体育、図画工作

の授業（中学校教員への兼務発令）、ほこすぎ教室（中学校体験入学）の充実に

取り組んできました。また、引き続き鳥取大学医学部地域医療学講座による命

を考える授業を実施しています。 

タブレット、電子黒板などの ICT 機器、デジタル教材を活用したり、黒坂小

学校及び根雨小学校では複式学級を１つずつ解消した学級編制を行ったりして、

それぞれの児童生徒の状況に応じた、効果的な指導ができるようにしました。 

 

３ 教育環境の充実と学習機会の確保 



根雨小放送設備修繕、黒坂小体育館舞台照明 LED修繕、日野中教室引き違い

戸取替工事、受電設備改修及び体育館ステージ上部・壁面改修、給食センター

回転釜更新工事などを行い、安全で学習、活動しやすい環境を整えました。 

 放課後子ども教室並びに夏休み子ども教室、冬休み子ども教室では、コーデ

ィネーター、サポーターのもとで、安心・安全な子どもたちの居場所が確保さ

れました。 

子育て支援室「おひさまひろば」において、未就園児親子の集いの場を作り、

育児の情報交換や保護者の交流を進めています。また、病児・病後児保育事業

では、７月より病児保育を開始することとあわせて手続きを簡素化したことで、

利用者が増えました。 

11 月には、日野町校区審議会に日野町立小学校、中学校等の設置及び校区の

設定について諮問し、審議を行っていただいています。 

日野郡 3 町と鳥取県では、締結した協定にもとづき、災害時の給食支援につ

いてのマニュアルづくりと支援訓練を行いました。また、日野高校魅力向上に

向けては、日野高校、日野郡 3 町、鳥取県等で組織する「日野高校魅力向上推

進協議会」を設立し、取り組みを進めていくこととしました。 

 

 

４ 生涯にわたって運動、スポーツに親しむ環境整備 

総合型スポーツクラブ（DOスポーツ）の活動を支援することにより、町民が

スポーツに接する機会を拡大することができています。また、体育協会主導に

よる競技スポーツの推進により、活気あるまちづくりが図られています。 

 また、ソフトテニス講習会を引き続き開催し、小、中学生を中心に多くの選

手の競技力向上を図りました。 

 

５ 芸術文化の振興と文化財の保護 

文化センターを拠点として様々な活動をするとともに、町民ミュージカルを

はじめ、各文化芸術団体などの活動を支援し、芸術文化への関心を高めること

ができました。町図書館では、司書や学校司書、司書教諭などと連携して「読

む読むキャンペーン」などの事業を行いました。また図書館活動の啓発や本に

親しむ子どもたちの育成のために、ジュニアスタッフの研修活動にも取り組み

ました。また、施設老朽化に伴い、文化センターの空調、照明、音響設備の改

修工事を行いました。 

 町史編さん室では、町制６０周年（平成３１年）に、「日野町誌 続編」を発

行するために、引き続き、町史編さんに取り組みました。 

 

 地域、家庭、保育所・学校及び行政が一体となって取り組みを進めていくた

めに、平成 30年度の事業を点検し、これからの教育行政の取り組みに生かして

いく必要があります。 



◎　教育委員会の主な活動状況

(1)　教育委員、教育長の在任状況
(H31.3.31現在)

氏　　　名 年齢 職　業 保護者
教育長 生　田　　　進 62
教育長職務代行者 頭　本　元　文 69
委員 飯　田　頼　昭 62
委員 生　田　一　女 61
委員 景　山　美由紀 54 ◎

(2)  教育委員会の会議

回　　　数
教育委員会 12回 　　報告事項32件、議案52件、協議事項13件
臨時教育委員会 3回 　　報告事項1件、議案9件、協議事項2件
委員研修会 7回

＊  委員会の開催日、提出議案等は、別紙を参照

(3）　その他

・教職員着任式、離任式

・保育所入所式、卒園式他保育所行事

・小中学校入学式、卒業式他学校行事

・保育所、小・中学校計画訪問

・各種団体総会・役員会

・各式典、各種大会・行事

・街頭指導

職　　　名

備　　　　　　　　考会  議　名

就任年月日
H.33.6. 4
任　　期

H.24.8. 1

H.30.6.22 H.33.7. 7

    5/24,5/30,7/9,7/31,11/16,1/21,2/17

H.30.6. 5

H.32.7.31
H.27.7. 1 H.31.6.30

H.27.6. 5 H.31.6. 4



◎ 教育委員会等の開催概要 

①  定例教育委員会（年１２回開催） 

４月３日 

報告（６件） 

   ・日野町の人事異動について 

・平成３０年度児童生徒数について 

・平成３０年度小中学校教職員について 

・平成２９年度学校自己評価について 

・災害発生時における日野郡３町の小中学校給食の相互支援に係る協定書について 

・鳥取県の「教育に関する大綱」の改定について 

議案（９件） 

・平成３０年４月１日付人事異動等について 

・日野町立小・中学校管理規則の一部改正について 

・平成３０年度日野町立学校主任等の任命について 

・日野町スポーツ推進委員の委嘱について 

・英語教室講師の委嘱について 

・CS ディレクターの委嘱について 

・学校業務支援システム管理運用要綱の制定について 

・日野町立小・中学校における公費外会計等取扱要綱の制定について 

・放課後子ども教室等安全対応マニュアルの改定について 

５月７日 

報告（１件） 

・第４１回中国山地日野鵜の池マラソン大会について 

議案（８件） 

・日野町下榎隣保館運営審議会委員･日野町立下榎集会所運営審議会委員の委嘱について 

・平成３０年度日野町立学校評議員の委嘱について 

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

・日野町いじめ問題調査委員会設置条例（案）の提出について 

・日野町いじめ問題検証委員会設置条例（案）の提出について 

・日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関わる条例の一部改正案の 

 提出について 

・日野町文化センター運営委員の委嘱について 

・日野町スクールソーシャルワーカー設置要綱の一部改正について 

協議（３件） 

    ・平成３０年度教育委員会計画訪問について 

    ・平成３０年度全国学力・学習状況調査結果の公表について 

    ・日野高校魅力向上事業について 

６月１日 

報告（２件） 

・第４１回中国山地日野鵜の池マラソン大会の申し込み状況について 



・平成３０年度学校自己評価について 

議案（７件） 

・中学校部活動合同練習への参加に係る交通費補助金交付要綱の一部改正について 

・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱の制定について 

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

・日野町コミュニティ・スクール推進委員の委嘱について 

・日野町教育委員会教育委員の辞職について 

・日野町教育委員会事務部局の人事について 

・日野町教育委員会事務部局の人事について 

協議（２件） 

    ・「平成２９年度日野町教育行政の点検及び評価」の議会への報告について 

  ・区域外就学について 

７月２日 

報告（４件） 

・教育委員の異動について 

・平成３０年第５回日野町議会定例会について 

・第４１回中国山地日野鵜の池マラソン大会について 

・第７３回日野郡民総合体育大会の開催について 

議案（６件） 

・日野町社会教育委員の委嘱について 

・日野町公民館運営審議会委員の委嘱について 

・日野町文化センター運営委員の委嘱について 

・CS ディレクターの委嘱辞退について 

・英語活動助手の委嘱について 

・平成３０年７月１日付人事異動等について 

協議（２件） 

   ・日野町いじめ防止基本方針の改定について 

   ・計画訪問について 

７月３１日 

報告（２件） 

・第７３回日野郡民総合体育大会結果について 

・第４２回鳥取県運動記録会（水泳）日野郡大会結果について 

協議（３件） 

・全国学力・学習状況調査結果ついて 

・熱中症事故の防止について 

・時間外勤務について 

９月４日 

報告（３件） 

・第６８回四県四郡市総合体育大会について 

・日野町成人式について 



・平成３０年度災害時の給食相互支援に係る訓練について 

議案（２件） 

・日野町校区審議会条例（案）の提出について 

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

１０月２日 

報告（１件） 

・平成３０年第７回日野町議会定例会について 

議案（４件） 

・平成３０年９月３０日付人事異動について 

・平成３０年１０月１日付人事異動について 

・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金取扱要領の制定について 

・日野町下榎隣保館運営審議委員・日野町立下榎集会所運営審議委員の委嘱について 

協議（１件） 

・日野町校区審議会について 

１０月３１日 

報告（２件） 

・第５９回体力づくり日野町駅伝競走大会について 

・第１回日野高校魅力向上推進協議会について 

議案（３件） 

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

・日野町立小・中学校管理規則の一部改正について 

・CS ディレクターの委嘱について 

協議（１件） 

・全国学力・学習状況調査の広報について 

１２月３日 

報告（７件） 

・第１９回公民館まつり、日野町生涯学習まちづくり大会について 

・人権啓発講演会及び第４３回日野町人権・同和教育研究集会について 

・鳥取県コミュニティ・スクール研修会について 

・地域とともにある学校づくり推進フォーラムについて 

・日野町校区審議会について 

・2018 ソフトテニス講習会 in 日野町について 

・第１７回町民ミュージカルについて 

議案（２件）  

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

・日野町校区審議会委員の委嘱について 

１月８日 

報告（２件） 

・第５回コミュニティ・スクール研修会について 



・日野高校魅力向上シンポジウムについて 

議案（５件）  

・平成３１年度学年始休業日等について 

・日野町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について 

・日野町学校評価実施要領の一部改正について 

・平成３１年１月１日付人事異動等について 

・平成３１年１月３１日付人事異動について 

２月７日 

報告（１件） 

・校区審議会義務教育学校視察について 

議案（２件）  

・日野町立小・中学校管理規則の一部改正について 

・日野町立日野中学校に係る運動部活動の方針について 

２月２７日 

報告（１件） 

・第２回日野町校区審議会について 

議案（４件） 

・平成３０年度日野町一般会計補正予算の提出について 

・平成３１年度日野町一般会計予算の提出について 

・日野町就学援助費給付要綱の一部改正について 

・日野町立小・中学校管理規則の一部改正について 

協議（１件） 

・平成３１年度特別支援学級就学者について 

 

②  臨時教育委員会（年３回開催） 

８月１０日 

議案（１件） 

・平成３０年８月２７日付人事異動等について 

協議（１件） 

・平成３１年度に使用する教科用図書の採択について 

３月１３日 

報告（１件） 

・平成３０年度末教職員人事異動について 

議案（５件） 

・2019 年度準要保護児童生徒の認定について 

・日野町地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 

・日野町地域学校協働本部設置要綱の制定について 

・日野町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱の一部改正について 

・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱の一部改正について 



協議（１件） 

・教育振興基本計画年度末評価について 

３月２２日 

議案（３件） 

・日野町文化財管理業務委託要綱の制定について 

・日野町立日野中学校に係る文化部活動の方針について 

・日野町スクールソーシャルワーカー設置要綱の一部改正について 

 

 

◎ 規則等の制定・改正状況 

 ・日野町立小・中学校管理規則の一部改正 

学習指導要領改訂（先行実施）に伴う教育課程編成届等の様式の改定 

教科用図書代替教材及び補助教材の決定等について規定 

出席簿、指導要録の様式の改定 

 ・学校業務支援システム管理運用要綱及び学校業務支援システム管理運用要綱細則の制定 

   学校業務支援システムの管理運用に関する事項について規定 

 ・日野町立小・中学校における公費外会計等取扱要綱の制定 

 公費外会計及び指定物品の取扱いについて必要事項を規定 

 ・日野町スクールソーシャルワーカー設置要綱の一部改正 

   勤務時間を週 8 時間以内から、週 40 時間以内に改正 

 ・中学校部活動合同練習への参加に係る交通費補助金交付要綱の一部改正 

   対象となる学校に西伯郡伯耆町内の公立中学校を追加 

 ・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱の制定 

   町内小・中学生が鳥取県代表として参加する大会への経費の一部を補助するために交

付する補助金について規定 

 ・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金取扱要領の制定 

   日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱の他、必要事項を規定 

 ・日野町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定 

   日野町立学校に設置する学校運営協議会について必要な事項を規定 

 ・日野町学校評価実施要領の一部改正 

   日野中学校区学校運営協議会設置に伴う改正 

 ・日野町就学援助費給付要綱の一部改正 

   給付対象となる経費の追加、額の改正 

 ・日野町地域学校協働活動推進員設置要綱の制定 

   社会教育法に基づき委嘱する地域学校協働活動推進員について必要事項を規定 

 ・日野町地域学校協働本部設置要綱の制定 

   地域と学校が連携、協働して子どもたちの成長を支える活動推進のために設置 

   本要綱の制定に伴い、「日野町学校支援地域本部設置要綱」は廃止 

 ・日野町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱の一部改正 

   所掌事務の追加及び構成員、任期の改正 

 ・日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱の一部改正 

   補助対象となる経費及び申請時期の改正 



 ・日野町文化財管理業務委託要綱の制定 

   文化財の管理業務を委託する場合の取扱いについて必要事項を規定 

 

 

◎ 附属機関の主な開催状況 

・社会教育委員会 

 7/ 6 生涯学習実践道場参加（大山青年の家） 

8/15 町成人式参加 

10/28  町生涯学習まちづくり大会参加 

11/ 5 社会教育委員会議 座長選出、上半期実績及びワークショップについて 

   2/17  鳥取県西部地区町村社会教育研究大会参加（日野町）     

   3/20  社会教育委員会議 平成 30年度事業報告及び平成 31年度事業計画について 

 

・公民館運営審議会 

   11/ 5 会長及び副会長の選出について 

       社会教育関係事業について 

        公民館サークルの育成について 

    3/20 平成 30年度事業報告（11～3月）及び平成 31年度公民館事業計画について 

       公民館サークルについて 

 

・下榎集会所、隣保館運営審議会 

   5/28 平成 29年度事業報告及び平成 30年度事業計画について 

 

・人権センター運営審議会 

5/28  平成 29年度事業報告及び平成 30年度事業計画について 

 

・子育て支援室「おひさまひろば」運営調整会議 

   4/ 6 平成 29年度事業報告及び平成 30年度運営計画について 

役員改選について 

   3/18 平成 30年度事業報告について 

 

・スポーツ推進委員会 

   4/20 スポーツ推進委員委嘱、平成 30年度行事について 

    7/17 町民体育祭、テーピング教室について 

   3/12 平成 30年度事業の反省及び平成 31年度事業計画について 

 

・文化センター運営委員会 

   5/29 平成 29年度事業報告及び平成 30年度事業計画について 

  12/ 5     平成 30年度上半期（4～11月）事業報告及び平成 31年度事業計画について 

 

・子どもの読書推進委員会 

   7/25 平成 29年度事業報告及び平成 30年度秋の読書週間事業（読む読むキャ 

ンペーン・読む読むフェスタ）について 



9/10 読む読むキャンペーンに係る要綱等について（作業部会のみ） 

10/ 4 読む読むキャンペーンの具体的な取り組み方及び読む読むフェスタ開催に 

ついて 

   1/25 読む読むキャンペーン及び読む読むフェスタの反省と来年度への検討事項 

について 

 

・文化財保護審議会 

   8/21 協議事項 旧山陰合同銀行根雨支店について 

   3/29     報告事項 歴史民俗資料館屋内ポンプについて 

           都合山道路木橋について 

            文化財管理業務委託費について 

       協議事項 本陣の門の屋根について 

 

・町史編さん委員会 

   4/23 原稿の集約および今後の取り組みについて 

   6/25 原稿の提出状況報告、今後の対応およびスケジュールについて 

   8/28 編集作業の内容およびスケジュールの見直しについて  

  10/ 9 編さん作業進行状況の確認および初校について 

   11/27     編さん作業進捗状況の確認および今後の校正のあり方について 

1/28     編さん作業進捗状況の確認および原稿・校正にかかる問題点について 

3/25   平成３１年度事業計画、本文のページ調整、巻頭・巻末の作成について  

 

 

◎ 「子ども 15 年プラン（第Ⅱ期）」の具体的推進に向けた取り組み 

教育行政連絡会議の開催 

   4/11  平成３０年度の事業実施、予算執行について 

   5/ 9  計画訪問の実施について 

   6/ 6  コミュニティ・スクール研修会について 

   7/ 4  いじめ防止基本方針の改定について 

   8/ 1  熱中症事故防止について 

   9/ 3  平成３０年度災害時の給食相互支援に係る訓練について 

   10/ 3  学校訪問（下期）について 

   11/ 6  コミュニティ・スクール研修会について 

   12/ 5  日野町校区審議会について 

1/ 9  「日野中学校区学校運営協議会の設置等に関する規則」について 

   2/ 6  教育振興基本計画評価について 

   2/28  平成３１年度行事予定について 

 

教育委員会計画訪問の実施 

   6/ 1  日野中学校 

   6/15  根雨小学校（西部教育局同行） 



   7/ 2  黒坂小学校 

   6/27  ひのっこ保育所（西部教育局同行） 

   10/ 4  根雨小学校 

   10/15  日野中学校 

   10/17  黒坂小学校 

   10/23  ひのっこ保育所 

 

研修会の開催 

7/30  外国語指導力向上研修会 

8/22  小学校教育課程研究集会の日野町合同伝達講習会 

8/22  コミュニティ・スクール研修会 

8/24  新任教職員現地学習会 

1/31 特別支援教育研修会 

2/28 小学校段階におけるプログラミング教育に係る研修会 

 

保小中一貫教育推進委員会 

 ○総会 

  5/31  昨年度事業の報告、本年度役員・事業の決定 

 ○役員会 

  5/ 9  総会日程、本年度役員、事業（案）について 

 ○部会 

  5/31  第１回部会（生活部会、領域部会、保小・小小連携推進部会、小中連携推進

部会、体力づくり推進部会）の開催 

  第 2回以降は、各部会で必要に応じて開催 

 

各種連絡会の開催 

〇教務主任会 

10/ 2 全国学力・学習状況調査の分析、公表について 

 ○子ども支援連絡会 

  6/26  就学後の状況、5歳児健診結果等について 

  2/26  保小・小中の引継ぎ等について 

 ○いじめ・不登校対策連絡会 

  6/22  現状と今後の対応策について 

11/30  現状と今後の対応策について 

  2/22  現状と今後の対応策について 

 

交流活動等の開催 

 〇小学生と保育園児との交流活動 

    6/22  黒坂小学校 1年生と年長児の交流 



    6/29  根雨小学校 1年生と年長児の交流 

   10/29  黒坂小・根雨小 5年生と年長児の交流 

   2/14  黒坂小学校入学予定年長児体験入学 

   2/15  根雨小学校入学予定年長児体験入学 

 〇小学生の交流活動 

    4/19～20 修学旅行【６年】 

    6/19  町内めぐり【３年】 

    6/26  カヌー教室【４年】 

    7/ 3  生き物みつけ【２年】 

   8/30～31 林間学校【５年】 

   9/11 ふるさと教室【６年】 

   10/10  秋みつけ【２年】 

  10/22 合同人権学習会【６年】 

   11/28  しいたけ植菌【４年】 

   11/30  おしどり観察【１年】 

 〇小学生と中学生との交流活動 

    8/29  小中合同陸上練習会 

   11/13  ほこすぎ教室 

 〇交流授業、合同授業研究会 

   毎週  小学校担任と中学校担当教員による交流授業 

≪外国語活動・体育・図画工作≫ 

 

 

 


