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生涯学習課長兼中央公民館長
学校教育課主事

指導室長
給食センター所長

報告第 １号 予科練平和記念館長の委嘱の専決について
報告第 ２号 予科練平和記念館歴史調査委員の委嘱の専決につい
て
報告第 ３号 予科練平和記念館展示解説員の委嘱の専決について
報告第 ４号 図書館長の委嘱の専決について
報告第 ５号 公民館・コミュニティセンター館長の委嘱の専決に
ついて
報告第 ６号 阿見町社会教育指導員の委嘱の専決について
報告第 ７号 学校医の辞任の専決について
報告第 ８号 学校医の委嘱の専決について
報告第 ９号 学校歯科医の委嘱の専決について
平成３０年４月教育業務報告及び平成３０年５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、４
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、３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。

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１号及び報告第２号、報告第３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

○報告第１号

予科練平和記念館長の委嘱の専決について

○報告第２号

予科練平和記念館歴史調査委員の委嘱の専決につい
て

○報告第３号

予科練平和記念館展示解説員の委嘱の専決について

資料の１～６ページをご覧ください。報告第１号につきましては、
昨年度までの館長に本年度も継続して務めていただくことになりまし
たので、その専決をさせていただきました。
報告第２号につきましては、昨年度までの歴史調査委員の方４名に
本年度も継続して務めていただくことになりましたので、その専決を
させていただきました。
報告第３号につきましては、現在、展示解説員の方が８名おります。
そのうち、４名の方には引き続き本年度も展示解説員を務めていただ
き、新たに４名の方に展示解説員を務めていただくことになりました
ので、その専決をさせていただきました（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１号及び報告第２号、報告第３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、報告第１号及び報告第２号、報告第３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
教育長

異議なし。
異議なしと認め、報告第１号及び報告第２号、報告第３号について
は承認されました。
次に、報告第４号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４号

図書館長の委嘱の専決について

資料の７～８ページをご覧ください。報告第４号につきましては、
昨年度までの館長に本年度も継続して務めていただくことになりまし
たので、その専決をさせていただきました（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４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、報告第４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、報告第４号については承認されました。
次に、報告第５号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５号

公民館・コミュニティセンター館長の委嘱の専決に
ついて

資料の９～１０ページをご覧ください。報告第５号につきましては、
君原公民館長と舟島ふれあいセンター館長の委嘱の専決になります。
舟島ふれあいセンター館長につきましては、本年度から館長を務めて
いただきます（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５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、報告第５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、報告第５号については承認されました。
次に、報告第６号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６号

阿見町社会教育指導員の委嘱の専決について

資料の１１～１２ページをご覧ください。報告第６号につきまして
は、昨年度までの社会教育指導員の方９名に本年度も継続して務めて
いただくことになりましたので、その専決をさせていただきました（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６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、報告第６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、報告第６号については承認されました。
次に、報告第７号及び報告第８号、報告第９号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７号

学校医の辞任の専決について

○報告第８号

学校医の委嘱の専決について
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○報告第９号

学校歯科医の委嘱の専決について

資料の１３～１８ページをご覧ください。報告第７号につきまして
は、学校医２名の辞任の専決になります。
報告第８号につきましては、学校医２名の委嘱の専決になります。
報告第９号につきましては、新たに１名の方に学校歯科医を務めて
いただくことになりましたので、その専決をさせていただきました（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７号及び報告第８号、報告第９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、報告第７号及び報告第８号、報告第９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
教育長

異議なし。
異議なしと認め、報告第７号及び報告第８号、報告第９号について
は承認されました。
次に、４月の教育業務報告及び５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４月教育業務報告
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、町初任者研修会、町教
頭会、４日特別支援教育支援員研修会、町教務主任会、県南事務所訪
問、５日公民館長・ふれあいセンター館長会議、阿見郵便局長訪問、
６日始業式、臨時議会、議会全員協議会、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、東京医大連携室協議、１０日竹来
中学校入学式、１２日稲北教職員組合面会、茨大生 FES 面会、１３日
文化協会総会、校長面会、郡校長会総会・歓送迎会、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、１８日町教研総会、１９日町特別支援学級担当者
研修会、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、２４日竜ヶ崎税務署面会、体育協会総
会、２５日つくば特別支援学校長面会、町教育推進委員会、教育委員
会定例会、三者歓送迎会、２６日学校警察連絡協議会、２７日まいあ
みまつりポスター審査会
○平成３０年５月教育業務予定
１日教育委員会定例管理職会、教員評価面談、２日教員評価面談、
教科領域指導員研修会、町学校長会歓迎会、７日教員評価面談、農協
副組合長教材贈呈、町校長会、８日町教頭会、郡教務主任会研修会、
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９日行政改革推進本部会議、１１日教員評価面談、町教務主任会、１
２日町 PTA 連絡協議会総会・歓送迎会、１４日国体推進本部会、１７
日町小学校陸上記録会、１８日平成３０年度阿見町保護司協議会総会、
２１日防災会議、共同実施会議、２２日国体実行委員会総会、２４日
いきいき学びの町 AMI 推進会議、図書館協議会、２５日教育委員会定
例会(予定)、２８日平成３０年度第１回市町村教育委員会教育長会議、
平成３０年度茨城県市町村教育委員会連合会定期総会、２９日社会教
育委員会、部課長会議、県南教育長連絡協議会、３１日阿見町交通対
策協議会総会、阿見町青少年問題協議会、町教頭会
教育長

委員

ただいま事務局より、４月の教育業務報告及び５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。
総合教育会議はいつ頃開催される予定ですか。

事務局

例年２月頃に開催していましたが、平成２９年度の２月に町長選挙
が実施されることに伴い、平成３０年度に開催することを計画してい
ます。

教育長

総合教育会議を設けることが法律で規定されていますので、計画を
立ててご連絡いたします。
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

教育長

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）
ありがとうございました。その他ございませんか。

委員

コミュニティスクールの件ですが、具体的にはどのように進めてい
く予定ですか。どこかの学校をモデル校にして、それを広めていく形
ですか。

教育長

すでに各学校の校長には、コミュニティスクールに向けた取り組み
を進めるように指示しています。
具体的には、各学校のグランドデザインを保護者だけでなく地域の
方にも説明した上で、どのような点について地域の力を借りたいのか
示すように指示しました。またこの点について、他の学校の参考とな
るように、実践していただいた学校の校長には、どのようなプレゼン
を行ったのか、他の学校の校長に対してプレゼンをしていただきまし
た。
現在も各地域には、親父の会や登下校の見守りをしてくださる方等、
様々な組織があります。それらの組織を再構築することで、地域全体
で子どもを育てる体制が整うと思います。このような組織で学校運営
協議会を設置している学校が、コミュニティスクールです。
なので、今年度は地域で鍵となる人物を把握し、その方々とコミュ
ニティスクールに向けて取り組みを進めるように校長には指示しまし
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た。また、各学校の PTA 会長さんには町 PTA 連絡協議会等の会合で直
接話をして、協力していただけるようにお願いしています。
委員

保護者や地域の方の中には、コミュニティスクールがどのようなも
のか分からず、学校に協力したくても何ができるのか分からない状態
で行動に移せない方がいると思います。機会がある度に皆様への説明
を行い、取り組みを進めていただきたいです。

委員

ボランティアで学校に関わっている方はたくさんいます。ただ、ボ
ランティアの方々同士やボランティアと保護者の方々のつながりが薄
いように感じます。コミュニティスクールを進めていく上では、この
関係が大切だと感じています。

委員

地域の方々が学校の中に入って関わることに慣れていないだけでな
く、子ども達も地域の方々が学校の中に入って関わることに慣れてい
ないと思います。なので、子ども達が地域の中に入って関わる活動等
も併せて行わないと、上手く進まないのではないかと思いました。

委員

登下校の見守り隊をしている方々は、毎日子ども達に会っているの
で子ども達も慣れていると思います。また、育成会連合会については、
地域と学校をつなぐような活動をされています。
先程お話がありましたが、このように協力してくださっている方々
をまとめるのが重要だと思います。なので、協力してくださる方々が
集まる会議を行うことができれば、コミュニティスクールを創ること
ができると思います。

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５月２５日（金）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 ４：３０

平成

年

月

日
教
委
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員

