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奥山委員

山田委員

教 育 委 員 会 臨 時 会 議 事 日 程
平成 24 年１月 24 日（火）午前 10 時 00 分
１ 会議録の承認
２ 教育長一般報告・その他報告事項
３ 請願審査
受理番号 284 公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮
を要求する請願書
受理番号 285 教科書採択に関する請願書
４ 審議案件
教委第 68 号議案 横浜市学校保健審議会委員の任命について
教委第 69 号議案 平成 23 年度横浜優秀教員表彰に係る被表彰者の決定について
教委第 70 号議案 平成 23 年度横浜市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定について
５ その他
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［開会時刻：午前10時00分］
～傍聴人入室～
今田委員長

おはようございます。それでは、ただいまから教育委員会臨時会を開催いたし
ます。
本日は、間野委員がご欠席との連絡を受けております。
初めに、会議録の承認を行います。12 月 27 日の教育委員会臨時会の会議録署
名者は奥山委員と私です。１月 10 日の教育委員会定例会の会議録署名者は小濵委
員と中里委員です。会議録につきましては、すでにお手元に送付してございます
が、字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。

各委員

＜了 承＞

今田委員長

それでは、承認いたします。なお、字句の訂正がございましたら、後ほど事務
局までお伝えください。
では、議事日程に従い、教育長から一般報告をお願いします。

山田教育長

【教育長一般報告】
１ 市会関係
一般報告ですが、市会の関係は、ございませんでした。
２ 市教委関係
（１）主な会議
○ １/20 横浜市災害対策本部 放射線対策部会議
教育委員会の関係でございますが、１月 20 日に横浜市災害対策本部の放射線対
策部会議が開かれまして、昨年の震災からほぼ１年経ちますが、この間の横浜市
の放射線対策部としての取り組み、それぞれの部局からの報告、あるいは１年の
総括ということで、例えば食材の関係ですとか、廃棄物の関係ですとか、区役所
で貸出をしている放射線測定器など、最近取り組んだ報告がありました。次年度
については、予算の関係もありますので、今、それぞれの担当で検討していると
ころでございます。
３ その他
○ １/19 古川宇宙飛行士帰国報告会
その他といたしまして、１月 19 日に、古川宇宙飛行士帰国報告会といいます
か、地球帰還報告会がございまして、はまぎんホールで開催をされました。そこ
に古川さんの母校である中区の間門小学校や宇宙との交信を行った戸塚区の倉田
小学校の子どもたち、あるいはサイエンスフロンティア高校の高校生が大勢見え
ました。最初の 30 分ぐらいは、宇宙から見た映像を中心に報告がありまして、そ
の後、会場の子どもたちとの質問あるいは意見交換がありました。
ステージが非常に低かったため、子どもたちとの非常に近い関係で、しかも古
川宇宙飛行士が会場におりて、逐一、質問に答えました。それぞれ感謝の言葉
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と、しかも握手までしてくれました。私の隣にちょうどサイエンスフロンティア
高校の学生がいましたが、最初から質問したい様子で、それで質問を２回行い、
握手してもらいましたので、握手してもらった手を大切にして帰っていきまし
た。そういったことで、子どもたちにとって大きな夢が与えられたのではないか
なと思っています。
報告は以上でございます。

今田委員長

教育長の報告が終了しましたが、ご質問等ございますか。よろしいですか。
それではご質問がなければ、議事日程に従い、請願審査に移ります。では受理
番号 284 の請願書について、所管課から説明をお願いします。

漆間指導部長

おはようございます。指導部長の漆間でございます。お手元の受理番号 284 の
資料をご覧ください。では考え方につきまして、指導企画課長よりご説明申し上
げます。

今辻指導企画
指導企画課長の今辻でございます。考え方につきまして、読み上げをさせてい
課長
ただきます。
受理番号 284 番の教科書の不採択に関する事項については教育長に専決させる
請願及び陳情の指定に該当し、教育長専決になるものと判断されます。また市立
学校における宗教に関する教材の選択及び取扱いなどについては、教育基本法や
学習指導要領、並びに昭和 24 年 10 月 25 日付け文部事務次官通達の「社会科その
他、初等および中等教育における宗教の取扱いについて」などに基づいて行って
おります。
以上でございます。
今田委員長

受理番号 284 の請願書について、所管課の考え方を承認し、不採択とすること
でよろしいでしょうか。

小濵委員

その前によろしいでしょうか。私もこの請願を読ませていただきましたが、請
願者の方は「学校でのクリスマスカードの作成やクリスマスの飾りつけなどにつ
いても基本的人権の侵害に当たる」と書かれていらっしゃいますが、このことに
ついて、文部事務次官の通達ではどのように書かれているんでしょうか。

今辻指導企画
通達の中では「公立学校における宗教に関する教材については、各種の宗教の
課長
慣行とか制度などに関する事実は含んでもよい」ということになっております。
奥山委員

幾つかの学校での行事についても、大分最近は配慮もされていると思います
が、そのあたりいかがでしょうか。

今辻指導企画
課長

各学校では、適切に配慮して実施されていると考えております。

小濵委員

そういうことであれば、この請願の趣旨には添えないと私は思います。

今田委員長

それではよろしいですか。その請願の趣旨には添いがたいということで、不採
択ということでよろしゅうございますか。
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各委員

＜了 承＞

今田委員長

それでは、事務局の考え方を承認し、不採択といたします。なお、回答文につ
いては、私と教育長に一任していただきたいと思います。次に受理番号 285 の請
願書について、所管課から説明をお願いします。

漆間指導部長

恐れ入ります。お手元にあります受理番号 285 番の資料をご覧ください。考え
方につきまして、指導主事室長よりご説明申し上げます。

齊藤指導主事
おはようございます。受理番号 285 番の考え方です。受理番号 285 番について
室長
は、教育長に専決させる請願及び陳情の指定に該当し、教育長専決になるものと
判断されます。以上でございます。
今田委員長

所管課から説明がありました。説明のとおり受理番号 285 は、教育長専決とし
てよろしいでしょうか。

各委員
今田委員長

＜了 承＞
では受理番号 285 については、教育長専決で回答するとともに、報告をお願い
します。
以上で、請願審査を終了いたします。
ほかにご質問等がなければ、議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会
議の非公開についてお諮りします。教育委員会第 68 号議案「横浜市学校保健審議
会委員の任命について」、第 69 号議案「平成 23 年度横浜優秀教員表彰に係る被
表彰者の決定について」及び第 70 号議案「平成 23 年度横浜市教育委員会表彰に
係る被表彰者の決定について」は、人事案件等のため、非公開としてよろしいで
しょうか。

各委員

＜了 承＞

今田委員長

それでは 68 号議案、69 号議案、第 70 号議案は、非公開といたします。審議に
入る前に事務局に確認ですが、何か報告事項はありますか。

重内総務課長

１月 11 日、個人１名から、１月 17 日、個人１名から、教科書採択に関する要
望書が提出されました。これらの要望書につきましては、事務局で調整のうえ、
次回以降にお諮りしたいと思います。
また受理番号 280、281 の要望書２件につきましては、教育長専決にて回答いた
しましたことをご報告いたします。
次回の教育委員会定例会につきましては、２月１日水曜日、午前 10 時から開催
いたしますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

今田委員長

皆さん、よろしいでしょうか。それでは、次回の教育委員会定例会は、２月１
日水曜日の午前 10 時から開催することといたします。
そのほか、委員の皆さんから何かございますか。
特にご発言等がなければ、本日の審議案件は非公開案件のみですので、傍聴の
方はご退席願います。また、関係部長以外の方もご退席ください。
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＜傍聴人及び関係者以外退出＞

<削
今田委員長

除>

これで、本日の教育委員会臨時会を閉会といたします。

[閉会時刻：午前 10 時 50 分］
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