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教育長

阿見町学校評議員の委嘱の専決について
阿見町社会教育委員の解任の専決について
阿見町社会教育委員の委嘱の専決について
いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員の委嘱の専決に
ついて
報告第１３号 阿見町生涯学習専門委員会委員の委嘱の専決について
報告第１４号 阿見町ふるさと文芸検討委員会委員の委嘱の専決につ
いて
報告第１５号 阿見町文化財保護審議会委員の解任の専決について
報告第１６号 阿見町文化財保護審議会委員の委嘱の専決について
報告第１７号 阿見町図書館協議会委員の委嘱の専決について
議案第２７号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例について
議案第２８号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例について
議案第２９号 阿見町学校安全実践委員会規則について
議案第３０号 阿見町学校安全アドバイザー設置規則について
議案第３１号 令和元年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）につ
いて
議案第３２号 阿見町小学校入学祝い品支給ランドセル購入について
議案第３３号 阿見中学校外壁・屋上防水改修工事について
議案第３４号 阿見第一小学校トイレ他改修工事について
令和元年５月教育業務報告及び令和元年６月教育業務予定
なし
議 事 概 要
阿見町教育委員会会議規則第８条の規定により、ただいまより、５
月教育委員会定例会を開会します。
まず、会議録の確認ですが、４月の教育委員会定例会の会議録につ
いてお伺いします。会議録については、皆様に配付したとおりでよろ
しいでしょうか。
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委員
教育長

異議なし。
次に、本日の教育委員会定例会の議事録署名人について、阿見町教
育委員会会議規則第１７条の規定により、田邉委員を指名します。
次に、審議事項に入ります。
それでは、報告第９号から報告第１７号までについて、事務局より
説明をお願いいたします。

事務局

○報告第９号 阿見町学校評議員の委嘱の専決について
２ページをご覧ください。各小中学校の学校評議員、計５０名につ
いて、その専決をさせていただきました。５０名のうち再任は４５名
で、男性３２名・女性１３名の構成です。新任は５名で、男性４名・
女性１名の構成となります。
○報告第１０号 阿見町社会教育委員の解任の専決について
５ページをご覧ください。委員１名について、その解任の専決をさ
せていただきました。
○報告第１１号 阿見町社会教育委員の委嘱の専決について
７ページをご覧ください。委員１名について、その専決をさせてい
ただきました。
○報告第１２号 いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員の委嘱の専
決について
９ページをご覧ください。委員１４名について、その専決をさせて
いただきました。３名が新任で、ほかは再任となります。
○報告第１３号 阿見町生涯学習推進専門委員会委員の委嘱の専決
について
１１ページをご覧ください。専門委員会のうち読書推進委員会委員
５名について、その専決をさせていただきました。全員が再任となり
ます。
○報告第１４号 阿見町ふるさと文芸検討委員会委員の委嘱の専決
について
１３ページをご覧ください。委員８名について、その専決をさせて
いただきました。１名が新任となります。
○報告第１５号

阿見町文化財保護審議会委員の解任の専決につい

て
１５ページをご覧ください。委員１名について、その解任の専決を
させていただきました。
○報告第１６号

阿見町文化財保護審議会委員の委嘱の専決につい

て
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１７ページをご覧ください。委員３名について、その専決をさせて
いただきました。
○報告第１７号 阿見町図書館協議会委員の委嘱の専決について
１９ページをご覧ください。委員１０名について、その専決をさせ
ていただきました。６名が新任で、ほかは再任となります。
（報告第９号から報告第１７号までについて、個人情報の内容は非公
開）
報告は以上です。
教育長

ただいま事務局より、報告第９号から報告第１７号までの説明がご
ざいましたがご質問等ありましたらお願いします。

委員

報告第９号の阿見町学校評議員について、男性のみが評議員を務め
る学校もあります。男女共同参画の面からも、次回は女性を入れてい
ただくよう検討してほしい。
他にも、同じ年齢層や役職の方が評議員を務める学校も多くありま
す。異なる層も取り入れるなど、バランスの良い構成をお願いしたい。

事務局

承知した。

委員

報告第１２号のいきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員について、こ
れまでは教育委員からも１名、この委員を務めていました。今回は教
育委員からは誰も委嘱されていないが、問題はないのですか。

事務局

規則では、委員は「生涯学習関連団体を代表する者」
「議会を代表す
る者」
「このほかに生涯学習について識見を有する者」から組織すると
あります。必ず教育委員が務めなければならないものではありません
ので、問題ありません。
今後はこの教育委員会で、いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議に限ら
ず、協議された内容についても説明していきたいと思います。

教育長

それでは、報告第９号から報告第１７号までについて承認すること
にご異議ありませんか。お諮りします。

委員
教育長

異議なし。
異議なしと認め、報告第９号から報告第１７号までについては承認
されました。
次に、議案第２７号から議案第３０号までについて、関連性があり
ますのでまとめて事務局より説明をお願いいたします。

事務局

○議案第２７号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部を改
正する条例の制定について
資料の２０ページをご覧ください。阿見町学校安全実践委員会規則
3

に基づいて、学校安全に関する事業の実施方針の検討と実践内容に関
することを定めるものです。
まず、学校安全総合支援事業について説明します。これは文部科学
省からの委託事業で、市町村教育委員会が中心となってモデル地域内
の学校で学校安全の組織的取組、外部専門家の活用等を行い、モデル
地域全体での学校安全推進体制を構築するとともに、都道府県等全域
へその仕組みを普及することを支援し、学校安全の取組の推進を目指
すものです。
この事業が文部科学省から茨城県に、茨城県から阿見町に委託され
ました。事業実施のためには学校安全実践委員会の設置が必要なこと
から、その設置を定めるものです。
○議案第２８号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費
用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
資料の２２ページをご覧ください。学校安全総合支援事業の実施に
伴い、新たに「学校安全実践委員会委員」及び「学校安全アドバイザ
ー」を委嘱します。これらの報酬と費用弁償について定めるものです。
○議案第２９号 阿見町学校安全実践委員会規則について
資料の２４ページをご覧ください。学校安全総合支援事業の実施に
伴い組織される学校安全実践委員会について、その規則を定めるもの
です。
○議案第３０号 阿見町学校安全アドバイザー設置規則について
資料の２７ページをご覧ください。阿見町学校安全総合支援事業の
実施に伴い設置される学校安全アドバイザーについて、その規則を定
めるものです。
承認をよろしくお願いします。
教育長

ただいま事務局より、議案第２７号から議案第３０号までの説明が
ございましたがご質問等ありましたらお願いします。

委員

学校安全総合支援事業について、もう少し詳しく説明をお願いしま
す。

事務局

国から委託された本事業は、大きく分けると交通安全事業と防災事
業とに分かれます。阿見町では交通安全事業に関して茨城県より依頼
があり、阿見中学校、阿見小学校、阿見第二小学校の３校で受託する
ことになりました。このことに伴い、学校安全実践委員会の設置など
が必要になります。
具体的な事業内容としては、スタントマンによる学校安全に関する
講習会を阿見中学校の校庭で行うこと、通学路の合同点検、自転車シ
ミュレーターによる交通安全教室、茨城県主催の学校保健・学校安全
大会での実践発表などを予定しています。実践結果は情報として、朝
日中学校地区・竹来中学校地区へも提供していきたいと考えています。

委員

事業内容について、このように説明を受ければ詳細が分かりますが、
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規則からはそこまで読み取ることができません。委嘱する委員や受託
する学校への説明不足が生じてしまうのではないでしょうか。
事務局

別紙として、事業計画書などを用意するべきだったと思います。委
員や学校へは事業の概要が分かる資料を用意して対応します。

委員

これは単年度の事業でしょうか。

事務局

単年度です。

委員

事務局
教育長

委員
教育長

学校の教職員に対する負担や、教育課程への負担が生じないよう配
慮していただきたい。学校が忙しくなってしまっては、何のための事
業なのかわからなくなってしまいます。
支障のないように計画を立てて実践していきます。
それでは、議案第２７号から議案第３０号までについて、承認する
ことにご異議ありませんか。お諮りします。
異議なし
異議なしと認め、議案第２７号から議案第３０号までについては承
認されました。
次に、議案第３１号について事務局より説明をお願いいたします。

事務局

○議案第３１号 令和元年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）
について
資料の３０ページをご覧ください。令和元年第２回阿見町議会定例
会に提出する一般会計補正予算案の教育費について記載しています。
歳入については、阿見第一小学校改修工事に伴う学校施設環境改善
交付金・学校施設整備事業債が減額、埋蔵文化財調査に伴う埋蔵文化
財緊急調査費補助金が増額、学校安全総合支援事業に伴う学校安全総
合支援事業委託金が増額となっています。
歳出については、教育費全体で減額補正となります。主なものとし
ては、教育総務費で学校安全総合支援事業委託業務に伴う増額、小学
校費の学校管理費で阿見第一小学校改修工事に伴う減額、社会教育費
の文化事業で埋蔵文化財保護事業に伴う減額、図書館費で手話通訳者
派遣委託料に伴う増額、保健体育費で本郷小学校体育館バスケットゴ
ール修繕に伴う増額となっています。

教育長

ただいま事務局より、議案第３１号の説明がございましたがご質問
等ありましたらお願いします。

委員

君原小学校、阿見第一小学校、阿見第二小学校のエアコン工事費は
当初予算で間違いなかったでしょうか。
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事務局

当初予算です。既に発注し、工事を行っています。いずれの学校も
６月末には完了する予定です。

教育長

それでは、議案第３１号について承認することにご異議ありません
か。お諮りします。

委員

異議なし。

事務局

異議なしと認め、議案第３１号については承認されました。
次に、議案第３２号について事務局より説明をお願いいたします。

事務局

○議案第３２号 阿見町小学校入学祝い品支給ランドセル購入につ
いて
資料の３６ページをご覧ください。阿見町小学校入学祝い品支給ラ
ンドセル購入については、６月議会に提案する案件となります。概要
は３７、３８ページのとおりです。はじめにスケジュールについて説
明します。
本年４月１０日付で令和２年度小学校入学予定児童世帯に周知文書
を送付しました。６月の議会議決後、６月下旬に対象世帯へランドセ
ルの希望申込書を送付し、７月上旬まで見本品の展示会と申込み受付
等を行います。来年１月にランドセルの引換券を送付し、３月中旬か
ら下旬に受け渡しを行います。４月になりましたらアンケートも実施
する予定です。
仕様については、まず日本製であること。そして本年度製で国産の
人工皮革で仕様書同等以上のものとしています。サイズはＡ４フラッ
トファイル対応とし、本体色は５色６種類を予定しています。保証期
間は６年間です。
承認をよろしくお願いします。

教育長

ただいま事務局より、議案第３２号の説明がございましたがご質問
等ありましたらお願いします。
それでは、議案第３２号について承認することにご異議ありません
か。お諮りします。

委員

異議なし。

教育長

異議なしと認め、議案第３２号については承認されました。
次に、議案第３３号について事務局より説明をお願いいたします。

事務局

○議案第３３号 阿見中学校外壁・屋上防水改修工事について
資料の３９ページをご覧ください。阿見中学校外壁・屋上防水改修
工事については、こちらも６月議会に提案する案件となります。概要
は４０ページのとおりです。
工事の内容としては、校舎の外壁改修、屋上防水工事、天体観測室
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の屋根改修等となります。
承認をよろしくお願いします。
教育長

ただいま事務局より、議案第３３号の説明がございましたがご質問
等ありましたらお願いします。

委員

足場など、安全管理に注意をお願いします。

教育長

工事はいつから開始する予定でしょうか。

事務局

部材の準備等がありますので、夏休みからの予定です。

委員

竹来中学校の外壁も大変痛んでいます。改修は難しいのでしょうか。

事務局

現在、設計を組んでおり、来年度工事を行う予定で進めています。

教育長

それでは、議案第３３号について承認することにご異議ありません
か。お諮りします。

委員

異議なし。

教育長

異議なしと認め、議案第３３号については承認されました。

委員

次に、議案第３４号について事務局より説明をお願いいたします。

事務局

○議案第３４号 阿見第一小学校トイレ他改修工事について
資料の４１ページをご覧ください。阿見第一小学校トイレ他改修工
事については、こちらも６月議会に提案する案件となります。概要は
４２ページのとおりです。
工事の内容としては、校舎内全てのトイレの改修、給排水管や照明
設備の改修等となります。
着工はこちらも夏休みからの予定です。
承認をよろしくお願いします。

教育長

ただいま事務局より、議案第３４号の説明がございましたがご質問
等ありましたらお願いします。
それでは、議案第３４号について承認することにご異議ありません
か。お諮りします。

委員

異議なし。

教育長

異議なしと認め、議案第３４号については承認されました。
次に、５月の教育業務報告及び６月の教育業務予定を事務局からお
願いいたします。
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事務局

○令和元年５月教育業務報告
１日即位の日、２日国民の休日、３日憲法記念日、４日みどりの日、
５日こどもの日、６日振替休日、７日町校長会、８日町教頭会、１０
日町教務主任会、１２日吉原地区ふれあい地区館炬火イベント、１４
日君原小ＰＴＡ会長面会、阿見ロータリークラブ副会長面会、朝日中
増築校舎等視察、１５日管理訪問（阿見中・第二小）、１６日茨城大学
農学部・ＪＡ訪問、県教職員組合稲北支部面会、１７日管理訪問（第
一小・阿見小）、スポーツ少年団総会、２０日町交通対策協議会総会、
あみ観光協会役員会・総会、２１日管理訪問（舟島小）、町社会教育委
員会、県中世城館跡総合調査委員会、教科領域指導員研修会、２２日
管理訪問（本郷小）、県南教育長連絡協議会、２３日管理訪問（竹来中）
、
家庭教育学級説明会、教育委員会定例会、２４日図書館協議会、町教
育推進委員会、２７日学校事務共同実施協議会、２８日管理訪問（朝
日中・君原小）、部課長会議、３０日管理訪問（あさひ小）、３１日定
例管理職会
○令和元年６月教育業務予定
２日予科練戦没者慰霊祭、４日町教頭会、議会定例会開会、６日阿
見第一小学校創立記念日、７日町教務主任会、８日陸上自衛隊航空学
校ヘリコプター体験搭乗、１３日教科用図書選定協議会、１７日計画
訪問（阿見小）、１８日議会定例会閉会、１９日計画訪問（竹来中）、
２１日いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議、２４日計画訪問（舟島小）、
２５日町校長会（本郷小）、２７日県庁高校教育課改革中高一貫校開設
チーム面会

教育長

ただいま事務局より、５月の教育業務報告及び６月の教育業務予定
について説明がありましたが、ご質問等ございましたらお願いします。

委員

創立記念日の取り扱いはどうなりますか。

事務局

創立記念日は日直をおき、閉庁日にはしません。

教育長

それでは、その他連絡事項について説明をお願いいたします。

事務局

旧実穀小学校と旧吉原小学校について、現状をご報告します。
今年度より、生涯学習課内に地区公民館整備係が設けられました。
両校舎については学校から集会施設への用途変更が必要で、現在、構
造計算の調査を行っています。今後はこの結果を基に検討委員会を設
置し、協議を進めていきます。
また、本日承認をいただいた生涯学習専門委員会委員ですが、委員
の人数減少等により、昨年度をもってガーデニング委員会が休会とな
りましたこともご報告します。
学校閉庁日の設定等について、今年度は８月１２日（月）から１６
日（金）までの５日間を学校閉庁日とします。今年度は土日を含める
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と９連休となります。令和２年度からは創立記念日や冬休みも学校閉
庁日とする方向で進めています。
学校閉庁日の連絡は、全て役場を通じて指導室で対応します。
令和元年度の運動会の日程について、中学校体育祭は９月７日（土）、
小学校運動会は９月２１日（土）となります。国体の開催スケジュー
ルとの調整もあり、このようになりました。
委員

不登校対策について。竹来中学校は支援教室を設置しているが、先
生方の負担が大きいと聞いています。教育相談センターの助力がほし
いとの声もあるが、センターからは週１回、午後なら対応できるとの
回答をいただいたようです。ただ、学校としては午前中を希望してい
ると聞いています。

事務局

竹来中学校は昨年度より支援教室を設置し、給食も担任以外の教諭
が一緒にとっています。阿見中学校と朝日中学校については、竹来中
学校と同じようにできるよう検討中です。
竹来中学校は加配の教員を中心に対応していますが、他校はいませ
んので、学校教育指導員による対応を検討しています。

委員

先生が諦めなければ、不登校は必ずなくせると信じています。不登
校をなくせるよう引き続き取り組んでいただきたい。
（その他連絡事項については下記記載のとおり）

事

務
閉会

議事録署名

局

ありがとうございました。その他ございませんか。
以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。
そ の 他 連 絡 事 項 等
○次回の教育委員会 令和元年６月２５日（火）午後３時３０分
午後

平成

５時３０分

年

月

日
教
委
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育

長
員

