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１９号

阿見町教育委員会事務局組織規則の一部を改正
する規則について
議案第 ２０号 AMI ふれあい地区館設置規則の一部を改正する
規則について
議案第 ２１号 阿見町教育相談センター所長の委嘱について
議案第 ２２号 学校教育指導員の委嘱について
議案第 ２３号 スクールソーシャルワーカーの委嘱について
議案第 ２４号 ティームティーチング講師の委嘱について
平成３０年３月教育業務報告及び平成３０年４月教育業務予定
なし
議

教育長

雅

教育次長
学校教育課長
指導室長
生涯学習課長補佐
給食センター所長
学校教育課主事
議案第

議

島

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、
３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、２月の教育委員会定例会と３月の教
育委員会臨時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。

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、議案第１９号について事務局より説明をお願いいたし
ます。
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事務局

○議案第１９号

阿見町教育委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則について

資料の１～５ページをご覧ください。あさひ小学校の開校に伴
い、新小学校準備室に関する内容を阿見町教育委員会事務局組織規
則から削除するものです。承認をよろしくお願いいたします。
教育長

ただいま事務局より、議案第１９号の説明がございましたがご質
問等ございましたらお願いします。
それでは、議案第１９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１９号については承認されました。
次に、議案第２０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２０号

AMI ふれあい地区館設置規則の一部を改正する
規則について

資料の６～９ページをご覧ください。実穀小学校及び吉原小学校
の廃校並びにあさひ小学校の開校に伴い、現行の各小学校区単位で
の事業継続が困難なため規則の一部を改正するものです。
具体的には、各ふれあい地区館の名称を変更し、各ふれあい地区
館の所管区域を行政区単位で定めました。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２０号の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

現行の実穀小学校区と吉原小学校区のふれあい地区館を残すと
共に、所管区域を行政区単位にするということですか。

事務局

今後も、従来どおり８つのふれあい地区館を運営します。しかし、
小学校区単位での事業継続が困難なため、所管区域を行政区単位で
定めました。それに伴い、ふれあい地区館の名称も各地区を示すも
のに変更しました。

教育長

それでは、議案第２０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。
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教育長

異議なしと認め、議案第２０号については承認されました。
次に、議案第２１号の説明を事務局よりお願いいたします。

事務局

○議案第２１号

阿見町教育相談センター所長の委嘱について

資料の１０ページをご覧ください。阿見町教育相談センター所長
を委嘱したいので、教育委員会に承認を求めるものです(個人情報
の内容は非公開)。委嘱期間は平成３０年４月１日から平成３１年
３月３１日までとなります。説明は以上です。
教育長

ただいま事務局より、議案第２１号の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。
それでは、議案第２１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２１号については承認されました。
次に、議案第２２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２２号

学校教育指導員の委嘱について

資料の１１ページをご覧ください。学校教育指導員を６名委嘱し
たいので、教育委員会に承認を求めるものです(個人情報の内容は
非公開)。委嘱期間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
日までとなります。説明は以上です。
教育長

ただいま事務局より、議案第２２号の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。
それでは、議案第２２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２２号については承認されました。
次に、議案第２３号について事務局より説明をお願いいたしま
す。
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事務局

○議案第２３号

スクールソーシャルワーカーの委嘱について

資料の１２ページをご覧ください。スクールソーシャルワーカー
を１名委嘱したいので、教育委員会に承認を求めるものです(個人
情報の内容は非公開)。委嘱期間は平成３０年４月１日から平成３
１年３月３１日までとなります。説明は以上です。
教育長

委員

ただいま事務局より、議案第２３号の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。
スクールソーシャルワーカーは、どこに配置されるのですか。

事務局

教育相談センターに配置されますが、依頼を受けて各学校や家庭
に行き、活動していただきます。

委員

学校での窓口は誰が担当するのでしょうか。また、スクールソー
シャルワーカーへの依頼はどのように行うのですか。

事務局

各学校によって窓口は異なると思いますが、学校から指導室に連
絡していただいて対応していく形になると思います。
スクールソーシャルワーカーを配置しても、現場や教育委員会と
の連携が十分でなければ効果も半減してしまうので、先生方への周
知とスクールソーシャルワーカーを活用するシステムの構築も考
えていきます。

教育長

それでは、議案第２３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２３号については承認されました。
次に、議案第２４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２４号

ティームティーチング講師の委嘱について

資料の１３ページをご覧ください。ティームティーチング講師を
３名委嘱したいので、教育委員会に承認を求めるものです(個人情
報の内容は非公開)。委嘱期間は平成３０年４月１日から平成３１
年３月３１日までとなります。説明は以上です。
教育長

ただいま事務局より、議案第２４号の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。
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委員

ティームティーチング講師とはどのようなものですか。

事務局

学校の実情に応じて、県では様々な教員の加配措置を行っていま
すが、それでも人手が足りないところ等がある場合に、町でティー
ムティーチング講師を配置しています。

教育長

それでは、議案第２４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２４号については承認されました。
次に、３月の教育業務報告及び４月の教育業務予定を事務局から
お願いいたします。

事務局

○平成３０年３月教育業務報告
１日議会定例会開会、町教務主任会、２日議会一般質問、３日あ
さひ小学校施設見学会、４日霞ケ浦清掃大作戦、５日絵画返却(生
徒面会)、６日議会予算特別委員会、教育推進委員会、７日予算採
決、第６回新小学校開校準備委員会、８日議会民生教育常任委員会、
第５回阿見小学校・吉原小学校統合準備委員会、１１日霞ケ浦清掃
大作戦(予備日)、１３日阿見中学校卒業式、１４日給食センター運
営委員会、１５日管内教育長会議、臨時教育委員会、第５回実穀小
学校・本郷小学校統合準備委員会、１６日町臨時校長会、議会定例
会閉会、議会議員懇親会、町校長会、１９日舟島小学校卒業式、予
科練平和記念館運営協議会、教職員組合面会、２０日図書館協議会、
２２日社会教育委員会、２３日修了式、庁内会議、教育委員会定例
会、２４日吉原小学校閉校記念式典、実穀小学校閉校記念式典、２
５日「まとい」受章祝賀会、２９日 JA かすみ農協通学帽贈呈式、
３０日辞令交付式、教職員退職者辞令交付式、ライオンズクラブ奨
学金贈呈式
○平成３０年４月教育業務予定
１日あさひ小学校開校式、２日辞令交付式、３日非常勤特別職辞
令交付式、教育委員会定例管理職会、町校長会、町教頭会、４日町
教務主任会、県南事務所訪問、６日始業式、臨時議会、７日陸上自
衛隊武器学校観桜会、９日阿見第二小学校入学式、１０日竹来中学
校入学式、１３日文化協会総会、平成３０年度管理職会総会懇親会、
１７日茨城県町村教育長会総会及び茨城県市町村教育長協議会総
会、２０日平成３０年度県市町村長教育長会議、２１日中学校 PTA
総会、２２日小学校 PTA 総会、２５日教育委員会定例会(予定)、三
者歓送迎会
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３月５日の絵画返却(生徒面会)では、教育長室に１年間飾らせて
いただいた絵画を返却しました。
また、３月７日の第６回新小学校開校準備委員会、８日の第５回
阿見小学校・吉原小学校統合準備委員会、１５日の第５回実穀小学
校・本郷小学校統合準備委員会をもって、各委員会が終了しました。
教育長

ただいま事務局より、３月の教育業務報告及び４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。
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

その他連絡事項について説明いたします。
（その他連絡事項については下記記載のとおり）

教育長

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。

事

務

閉会

議事録署名

局

そ の 他 連 絡 事 項 等
○次回の教育委員会 平成３０年４月２５日（水）午後３時３０分
○教育委員会事務局の各担当部署からの報告連絡
（報告連絡内容については記載省略）
午後 ４：３５

平成

年

月

日
教
委
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員

