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委員長 飛鳥馬 健 次 

委 員 大 島 やよい 

 

○傍聴者数 ２人 

 

○議事日程 

〔議決案件〕 

日程第１ 中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員候補者の順位の決定について 

〔報告事項〕 

（１）委員長、委員、教育長報告事項 

 ・４／１４  定例校長会について 

・４／１４  中野区民生児童委員協議会役員との懇談について 

・４／１５  東京都医師会学校委員会について 

 ・４／１５  杉並児童相談所長の来訪について 

（２）事務局報告事項 

 （なし） 
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午前１０時００分開会 

飛鳥馬委員長 

 おはようございます。 

 ただいまから、教育委員会第12回定例会を開会いたします。 

 本日の出席状況は、全員出席でございます。 

 本日の会議録署名委員は、大島委員にお願いします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりです。 

 それでは、日程に入りますが、お手元の議事日程にございますように、本日審議予定の

日程第１は、人事に関する案件ですので、非公開での審議を予定しております。 

 したがいまして、先に報告事項、その後に議決案件の順に議事を進行させていただきま

す。 

＜報告事項＞ 

＜委員長、委員、教育長報告事項＞ 

飛鳥馬委員長 

 それでは、委員長、委員、教育長報告です。 

 最初に、私のほうです。 

 私は、14日水曜日に幼稚園、小・中学校の校長先生の第１回の定例校長会がありました

ので、そこでほかの委員さんと一緒にあいさつをしてきました。新しく校長になられた方、

他区から来られた方、あるいは引き続いてお願いする方がおりますが、全員そろいました

ので、ふだんの気持ちをお話させていただきました。 

 私のほうからは以上です。 

 では、山田委員、お願いします。 

山田委員 

 私は、昨日ですけれども、東京都医師会の学校医委員会がございまして、一つだけでご

ざいますけれども、しばらく接種の勧奨がなされておりませんでした日本脳炎の予防接種

の新しい薬液が昨年から発売されていたのですけれども、ことしは400万本という生産が可

能となったということで、難しい言い方ですけれども、国のほうは接種勧奨の差し控えを

していたのですけれども、これを解きまして、接種をすると。 

 もともとこれは国が定めている定期予防接種の中にあるわけですけれども、特にことし

は３歳児を中心に接種を勧奨すると。国では３歳児が大体100万人ということです。２回接
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種が必要なので、200万人分あるだろうと。ただ、そのほかにご兄弟とかがいらっしゃって、

７歳６カ月までは打てるわけですから、そういった意味では、ことしは３歳を中心にとい

うことでございます。 

 なお、まだまだ薬液としては尐ない量なので、今後、秋以降にはもう尐し生産量がふえ

るだろうと。これは予防接種の製法を変えた関係で世に出てくるだろうということでござ

います。特に、九州とか、沖縄のほうでは日本脳炎の感染が報告されておりますので、そ

ちらのほうに出かける予定のある方などは接種をしたほうがいいと思っております。 

 私からは以上です。 

飛鳥馬委員長 

 では、大島委員、お願いします。 

大島委員 

 私も、飛鳥馬委員長のお話にございました、14日に定例校長会の始めの時間帯にごあい

さつをさせていただきました。そのときは区長さんもお見えになって、教育全般について

の区長さんの抱負というようなものを述べられておられて、今、日本は難しい時代に入っ

ているのだけれどもと全体的な情勢のお話もあって、しかし、中野の子どもたちのために

教育を頑張っていこうというようなお話がございました。 

 私は、個人的に校長先生から現場のいろいろなことを教えていただいたことが大変勉強

になったということがございまして、これからも勉強していきたいと思っているので、ま

たご指導をお願いしますというようなごあいさつをさせていただきました。 

 私は以上です。 

飛鳥馬委員長 

 それでは、高木委員、お願いします。 

高木委員 

 私も、４月14日水曜日、４月の第１回の定例校長会に出席いたしました。教育委員とし

てごあいさつをしたところでございます。詳細は、ほかの委員の方のご報告のとおりです。 

 以上です。 

飛鳥馬委員長 

 では、教育長、お願いします。 

教育長 

 定例校長会につきましては、私も同様に出席をしております。その日の４月14日午後で
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すけれども、これも定例で行われているということですが、毎年、年度当初に教育長と民

生児童委員協議会の役員の方との懇談がありました。民生児童委員さんにつきましては、

今、各学校にかなり足しげく足を運んでいただきまして、個別のケースだけでなくて、学

校の日々の状況もいろいろご覧いただくなどということで、かなり支援もしていただいて

いる状況があります。ただ、民生児童委員さんは非常に数が多いものですから、一人ひと

りのボランティアの意識にかかっているというようなこともありまして、学校と個人個人

の民生児童委員さんとの意思疎通をどうやって図っていったらいいのかというようなこと

ですとか、それから個別のケースについての情報交換とか、支援のあり方についてはまだ

まだ課題があるということで、民生委員さんには定例的に学校訪問をしていただいていま

すので、今後、密接に各学校長とも学校訪問を通じて、個別の学校ごとにきめ細かく対応

していただくということで、私のほうも学校にそういうお話をさせていただくということ

で懇談を終わりました。 

 昨日、４月15日ですけれども、これは初めてのことだと思うのですが、杉並児童相談所

の所長以下、関係の方８人においでいただきまして、中野区の担当の児童福祉司の方が今

までは５名だったのが、この４月から６名に増強されたということでごあいさつがござい

ました。私と指導室長でごあいさつを受けたのですけれども。やはり、１月の江戸川区で

の虐待の例をもとに、今、文部科学省と厚生労働省でも対策をさまざま打っているところ

ですけれども、緊密に連携をとりましょうということでご来庁いただいたというふうに思っ

ております。また、中野区としても子ども家庭支援センターと教育委員会でどういう取り

組みができるのかというのを今後、検討していきたいというふうに考えておりまして、子

ども家庭部とそういう話をしているところです。 

 以上です。 

飛鳥馬委員長 

 それぞれの委員さんから報告をいただきましたけれども、何か質問、ご意見等ございま

すか。 

山田委員 

 今、教育長のお話の杉並児相の話で、私なども医療現場の中で虐待への気づきとか、学

校の現場でもあるかもしれないのですけれども、これは平日であればいいのですが、土日

などの場合に、気づくけれどもなかなかつながることができないということがあるので、

早急に、24時間対応、365日のワンストップコールが必要なのではないか。僕は、どうして
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もだめな場合に中野警察とか、そういうところにお願いをしたケースが１例あるのです。

そうせざるを得なかったのですけれども。緊急を要する場合にはそれしかないのですが、

何かそういった区民が通告しやすいようなシステムづくりが必要なのではないかなと思っ

ております。 

教育長 

 今後の検討の中でそういう検討もさせていただきたいと思います。 

飛鳥馬委員長 

 ほかにありますか。 

 ほかに質問がないようでしたら、事務局報告に移ります。 

＜事務局報告事項＞ 

飛鳥馬委員長 

 事務局からの報告事項はございますか。 

（「ございません」と呼ぶ者あり） 

飛鳥馬委員長 

 ないということですので、それでは次に、議決案件の審査を行います。 

＜議決案件＞ 

＜日程第１＞ 

飛鳥馬委員長 

 日程第１、「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員候補者の順位の決定につい

て」を上程いたします。 

 ここでお諮りをいたします。 

 本案件は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13号第６項のただし書き」及び

「中野区立学校教科用図書の採択に関する規則第10条」の規定により非公開とさせていた

だきたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

飛鳥馬委員長 

 全員賛成ですので、ただいまより会議を非公開といたします。 

 傍聴の方は、短い時間で、余り聞いていただけていなくて申しわけないですが、よろし

くお願いします。ありがとうございました。 

（傍聴者退席） 
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（平成22年第24回定例会において公開の議決がされたため、以下の非公開部分を公開） 

 

飛鳥馬委員長 

 それでは、これから中野区立小学校教科用図書選定調査委員会の委員候補者の選定を始

めたいと思います。 

 初めに、委員候補者選定の流れ及びこれらの予定について、事務局から説明をお願いし

ます。 

指導室長 

 それでは、教科用図書選定調査委員会の委員の候補者の選定についてご説明申し上げま

す。 

 まず、今回行っていただきます候補者の選定でございますが、これは中野区立学校教科

用図書の採択に関する規則に基づいて行われるものでございます。 

 資料をご覧いただきたいと存じます。 

 お配りしております資料にもございますように、この教科用図書選定調査委員会の構成

につきましては、規則第３条第２項に基づきまして、学識経験者３人以内、学校長・副校

長３人以内、教諭３人以内、保護者３人以内、公募区民３人以内となっております。 

 本日は、この中の保護者と公募区民の候補者の選定をお願いいたします。 

 また、具体的には、候補者は３人以内となっておりますので、３人を選んでいただきま

すとともに、補欠に当たります補充要員を保護者については３名、公募の区民については

４名を選定していただき、それぞれ順位をつけたいと考えております。 

 なお、選定後の予定でございますが、選出されました候補について、資料の３のところ

にございます「委員の資格」、規則第７条にかかわるところですが、資格制限について確認

をさせていただきまして、最終的に本委員会で委員として決定をしていただく予定でござ

います。委員が決定いたしましたら、教科用図書選定調査委員会を随時開催いたしまして、

７月中旬の教育委員会で調査研究の結果を報告する予定でございます。 

 したがいまして、７月中旬から下旬にかけて、教育委員の皆様には採択協議を行ってい

ただくとともに、８月上旬には採択ということで進めていきたいと存じます。 

 以上でございます。 

飛鳥馬委員長 

 それでは次に、お手元の「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員（区民）応募
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者一覧」及び「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員（保護者）被推薦者一覧」

に記載されている方の推薦または応募された経緯等について、事務局から説明をお願いい

たします。 

指導室長 

 それでは、お手元の資料を１枚おめくりいただきまして、資料１というところをお出し

いただきたいと思います。ここが区民の応募者一覧でございます。 

 これは、中野区立学校教科用図書の採択に関する規則に従いまして、去る２月20日に区

報で「中野区民」という条件で公募をいたしております。そして、３月19日に締め切りを

いたしまして、ここにございますように、７名の方の応募をいただいております。 

 また、おめくりいただきまして、資料２でございます。こちらが保護者の被推薦者一覧

でございます。 

 これにつきましては、３月12日付で区立小学校の校長あてに保護者の推薦依頼をお願い

いたしました。４月12日付の締め切りで、次の裏面のところにもございますが、26人のご

推薦をいただいております。 

 本日は、この中の区民の応募者３名と保護者26名の中から、候補者及び補充要員をそれ

ぞれ決定していただくことになります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

飛鳥馬委員長 

 それでは、ただいまより、中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員候補者の選出

を行いたいと思います。 

 最初に、選出の方法について、お諮りをいたします。 

 選出の方法について、事務局から説明をお願いいたします。 

指導室長 

 それでは、選出の方法でございますが、中央にございます抽選機にて、抽選による方法

をお願いしたいと存じます。机の上にございます抽選機を使用いたします。中に、応募さ

れた推薦の方の人数分の番号が書かれた玉を入れます。ここで抽選された番号の方が選出

されるという方法にしたいと存じます。 

 なお、番号につきましては、お手元の資料の一覧の左側に書かれた番号をそのままその

方の番号とさせていただきます。この抽選によって３名の選出をお願いしたいと思います。

そしてその後、補充要員の選出ということで行ってまいります。 



 －9－ 

 また、抽選の順番でございますが、最初に公募による区民の委員３人及び補充要員４人

を行いまして、その次に、児童の保護者の委員３名及び補充要員３名の抽選を行いたいと

存じます。 

 なお、抽選につきましては、教科書採択を所管しております学校教育分野の担当職員に

させたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 教育委員の皆様におかれましては、立会人としてこの抽選が公正に行われていることの

確認をお願いしたいと存じます。抽選終了後、候補者の選定順位を確認した上で、中野区

立小学校教科用図書選定調査委員会委員候補者選定録に署名をお願いしたいと存じます。

なお、この選定録は会議録と一緒に保管をしてまいります。 

 以上でございます。 

飛鳥馬委員長 

 ただいま事務局が説明した方法で、これらの委員候補者及び補充要員の選出を行いたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

飛鳥馬委員長 

 異議がございませんので、ただいま説明された方法でこれらの選出を行います。 

 初めに、公募による区民から委員の候補者及び補充要員を選出したいと思います。 

 お手元の「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員（区民）応募者一覧」の中か

ら選定を行います。 

 それでは、職員の方、よろしくお願いします。 

指導室長 

 それでは最初に、公募による区民の抽選を行います。七つの玉を入れたいと思いますの

で、まずご確認をいただきたいと思います。 

（抽選機確認・抽選実施） 

指導室長 

 それでは、抽選が終わりました。 

飛鳥馬委員長 

 それでは、ただいまの抽選の結果について、指導室長から報告をお願いいたします。 

指導室長 

 それでは、ただいま抽選をさせていただきましたが、順番にお名前を申し上げます。 
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 まず、１番、番号で言いますと２番でございます井原多津子さん、２番、番号１番の清

水久種さん、３番、番号５番の久根口まどかさん、以上の３名が選定委員ということにな

ります。 

 これからお話するのが補充要員の４人の方でございます。 

 番号６番の髙橋和雄さん、その次が番号３番の平林百合子さん、その次が番号４番の内

田雄之助さん、そして７番の藤目壽榮子さんということになります。 

 以上でございます。 

飛鳥馬委員長 

 公募による区民から選出する委員の候補者及び補充要員は、ただいま指導室長から報告

がありましたとおり確認をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

飛鳥馬委員長 

 異議がございませんので、ただいまの報告のとおり決定いたします。 

 それでは次に、児童・生徒の保護者から委員及び補充要員の候補者を選出したいと思い

ます。 

 お手元の「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員（保護者）被推薦者一覧」の

中から選定を行います。 

 それではもう一度、お願いします。 

（抽選実施） 

飛鳥馬委員長 

 それでは、ただいまの抽選の結果について、指導室長から報告をお願いします。 

指導室長 

 それでは、順位に基づきましてご報告をいたします。 

 まず、１番が番号８番の菅野志保さん、２番が番号14番の吉谷厳穂さん、３番が番号16

番の佐藤麻美さん、以上の３名ということになります。 

 次の３名の方については、補充要員ということになります。 

 番号13番の岡  陽子さん、番号４番の鈴木由美子さん、番号26番の佐久間沙雪さん。 

 以上でございます。 

飛鳥馬委員長 

 児童・生徒の保護者から選出する委員の候補者及び補充要員は、ただいま指導室長から
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報告のありましたとおり確認をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

飛鳥馬委員長 

 異議がございませんので、ただいまの報告のとおり決定いたします。 

 これをもちまして、中野区立小学校教科用図書選定調査委員会の委員候補者の選出及び

順位の決定を終了いたします。 

 なお、本日選定されたそれぞれの委員の候補者については、中野区立学校教科用図書の

採択に関する規則第７条に基づき、事務局で委員の資格等について審査を行い、適格者で

あることが確認された後、後日、教育委員会において決定する手続をすることになります。 
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飛鳥馬委員長 

 以上で本日の日程を終了いたします。 

これをもちまして、教育委員会第12回定例会を閉じます。 

午前１０時２９分閉会 


