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報告第 １０号 学校評議員の委嘱の専決について
報告第 １１号 図書館協議会委員の解任の専決について
報告第 １２号 図書館協議会委員の委嘱の専決について
報告第 １３号 いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員の解任の専決に
ついて
報告第 １４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
報告第 １５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 １６号 阿見町社会教育委員の委嘱の専決について
報告第 １７号 阿見町文化財保護審議会委員の委嘱の専決について
議案第 ２５号 阿見町スクールカウンセラー等設置規則について
議案第 ２６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 ２７号 平成３０年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）に
ついて
平成３０年５月教育業務報告及び平成３０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。

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。
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それでは、報告第１０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１０号 学校評議員の委嘱の専決について
資料の１～３ページをご覧ください。報告第１０号につきましては、
学校評議員の委嘱の専決になります。新規の方が１６名，継続の方が３
４名です。新規の方の男女の内訳は、男性１２名、女性４名となってい
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１０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

全部で５０名の学校評議員の方がいますが、その中で、女性は１５名
となっています。男女共同参画の観点からも、来年度は女性の学校評議
員の方がもっと増えても良いのではないかと思いました。

教育長

ご意見ありがとうございました。各学校にもお伝えしたいと思います。
それでは、報告第１０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１０号については承認されました。
次に、報告第１１号及び報告第１２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１１号 図書館協議会委員の解任の専決について
○報告第１２号 図書館協議会委員の委嘱の専決について
資料の４～７ページをご覧ください。図書館協議会委員の解任と委嘱
の専決になります。
様々な団体の代表者の方に図書館協議会委員を委嘱していますが、今
年４月の異動等に伴い、３名の委員を解任し、３名の委員を委嘱する専
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１１号及び報告第１２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１１号及び報告第１２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１１号及び報告第１２号については承認され
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ました。
次に、報告第１３号及び報告第１４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１３号

いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員の解任の専決
について

○報告第１４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

資料の８～１１ページをご覧ください。いきいき学びの町ＡＭＩ推進
会議委員の解任と委嘱の専決になります。
いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員の任期は平成２９年４月１日～
平成３１年３月３１日までの２年間ですが、平成３０年４月の異動等に
伴い、２名の委員を解任し、２名の委員を委嘱する専決をさせていただ
きました。任期は、前任者の残任期間である平成３０年４月１日～平成
３１年３月３１日です（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１３号及び報告第１４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１３号及び報告第１４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１３号及び報告第１４号については承認され
ました。
次に、報告第１５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１５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

資料の１２～１３ページをご覧ください。報告第１５号につきまして
は、現在、ふるさと文芸検討委員会委員の方が７名おります。そのうち
５名の方には、引き続き本年度もふるさと文芸検討委員会委員を務めて
いただき、新たに２名の方にふるさと文芸検討委員会委員を務めていた
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１５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１５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。
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委員

異議なし。

教育長

異議なしと認め、報告第１５号については承認されました。
次に、報告第１６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１６号

阿見町社会教育委員の委嘱の専決について

資料の１４～１５ページをご覧ください。報告第１６号につきまして
は、現在、社会教育委員の方が９名おります。そのうち３名の方には、
引き続き本年度も社会教育委員を務めていただき、新たに６名の方に社
会教育委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。
また、あと１名の方を社会教育委員として委嘱する予定です（個人情
報に関する内容は非公開）。報告は以上です。
教育長

委員

ただいま事務局より、報告第１６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。
年間で、社会教育委員の定例的な会議はどれくらいあるのですか。

事務局

定例的な会議はありませんが、教育委員会の諮問に応じることが職務
内容の１つに位置付けられています。

教育長

社会教育委員の方には、図書館や公民館、予科練平和記念館等の社会
教育に関する内容についてご意見をいただいています。
それでは、報告第１６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１６号については承認されました。
次に、報告第１７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１７号

阿見町文化財保護審議会委員の委嘱の専決について

資料の１６～１７ページをご覧ください。報告第１７号につきまして
は、現在、文化財保護審議会委員の方が８名おります。そのうち７名の
方には、引き続き本年度も文化財保護審議会委員を務めていただき、新
たに１名の方に文化財保護審議会委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１７号の説明がございましたがご質問等
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ありましたらお願いします。
それでは、報告第１７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１７号については承認されました。
次に、議案第２５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２５号

阿見町スクールカウンセラー等設置規則について

資料の１８～２１ページをご覧ください。専門的な知識・経験を有す
るスクールカウンセラーの配置を拡充し、教育相談体制の充実や問題行
動等の未然防止、早期発見・解決を図るため、阿見町スクールカウンセ
ラー等設置規則を制定します。承認をよろしくお願いします。
教育長

委員

ただいま事務局より、議案第２５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。
今まで、阿見町にスクールカウンセラーはいなかったのですか。

事務局

県から派遣されているスクールカウンセラーはいますが、町では雇用
していませんでした。
現在、県から派遣されているスクールカウンセラーは２名で、町内３
中学校と２小学校の５校に対して２名が配置されています。県のスクー
ルカウンセラーが配置されていない５つの小学校に対し、町で雇用する
スクールカウンセラーを配置する予定です。

事務局

１つ補足させていただきます。新町長の公約の中にスクールカウンセ
ラーの配置拡充があります。今回の規則の制定は、教育委員会だけでな
く、新町長の想いもあり実現しました。

委員

町雇用のスクールカウンセラーは非常勤ということですが、常勤にす
ることは難しいのでしょうか。５つの小学校に対し１名のスクールカウ
ンセラーを配置するのであれば、常勤でないと対応しきれないのではな
いかと思いました。

教育長

スクールカウンセラーの人材が限られているだけでなく、スクールカ
ウンセラーの資格を持たれている方が少ないです。また、非常勤から常
勤になると人件費も高くなってしまうため、現状では難しいです。

委員

職務内容の中に、カウンセリング等に関する情報の収集・提供や校内
研修等の充実と書かれています。
スクールカウンセラーの方が直接カウンセリングをするだけでなく、
校内研修等で先生方のカウンセリング力を高め、学級経営等の中で生か
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せるようにすることも、スクールカウンセラーの大切な仕事の１つだと
思います。なので、スクールカウンセラーの方を１人でも確保して、先
生方のカウンセリング力を高めていただきたいと思います。
教育長

それでは、議案第２５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２５号については承認されました。
次に、議案第２６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２６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２２～２３ページをご覧ください。議案第２６号につきまして
は、スクールカウンセラーの雇用に伴う報酬等を定めるものです。スク
ールカウンセラーの時間額が 5,000 円、準スクールカウンセラーの時間
額が 3,500 円となります。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２６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

スクールカウンセラーと準スクールカウンセラーの時間額が異なりま
すが、職務内容は同じですか。

事務局

職務内容の違いはないと思います。時間額については、現在、県から
派遣されているスクールカウンセラーの方と同額になっています。

教育長

それでは、議案第２６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２６号については承認されました。
次に、議案第２７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２７号

平成３０年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）
について

資料の２４～２７ページをご覧ください。第２回阿見町議会定例会で
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。
歳出については、教育費全体で増額補正となります。主なものとして
は、教育総務費の事務局費で、町長公約の新入生入学祝い品、スクール
カウンセラーの報酬に伴う増額となります。新入生入学祝い品につきま
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しては、当初ランドセルの配付を考えていましたが、ランドセルの準備
が間に合わないため、来年度の新入生にはプレミアム商品券を配付しま
す。中学校費の学校管理費で、阿見中学校屋上防水工事及び竹来中学校
屋上防水・外壁修繕工事の設計業務に伴う増額。また、あさひ小学校開
校に伴い生徒数の増加が予想されるため、朝日中学校増築工事の工事費
を計上しています。社会教育費では、社会教育総務費等の増額。保健体
育費では、総合運動公園のフットサルコート人工芝改修等に伴う増額と
なっております。
歳入については、朝日中学校増築工事に伴う公立学校施設整備費負担
金・学校施設整備事業債の増額。フットサルコート人工芝改修に伴うス
ポーツ振興くじ助成金の増額となっております。
教育長

ただいま事務局より、議案第２７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

竹来中学校の外壁工事に関する設計業務費がありましたが、校舎の外
壁がきれいになるということですか。

事務局

外壁をきれいにするだけでなく、経年劣化に伴う外壁の修繕や屋上防
水工事も行う予定です。ただ、竹来中学校よりも阿見中学校の経年劣化
が激しいため、来年度に阿見中学校の屋上防水工事、再来年度に竹来中
学校の工事を行います。今回の補正予算では、これらの工事に伴う設計
業務費を計上しています。

事務局

これらの設計業務及び新入生入学祝い品事業、スクールカウンセラー
の配置拡充事業については、新町長の政策に伴い予算計上しました。
また、新入生入学祝い品事業については、公立・私立に関わらず、小
学校１年生になる方が対象となります。

委員

朝日中学校の増築工事についてですが、本郷小学校にあった校舎を朝
日中学校に移動するのですか。

事務局

本郷小学校には増築した校舎が２棟ありましたが、片方は賃貸借期間
の終了に伴い撤去となりました。
現在、本郷小学校に残っている校舎と同じような校舎を朝日中学校に
増築します。今回撤去されたような簡易校舎ではなく、永年校舎を増築
します。

教育長

それでは、議案第２７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２７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

○平成３０年５月教育業務報告
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日農協副組合長教材贈呈、
町校長会、学校長面会、８日学校長面会、町教頭会、郡教務主任会研修
会、９日予科練平和記念館歴史調査員活動報告、学校長面会、行政改革
推進本部会議、１０日関東乳業面会、町子連会長面会、１１日教員評価
面談、町教務主任会、阿見町合同研修会開講式、１２日町 PTA 連絡協議
会総会・歓送迎会、１４日国体推進本部会、１５日学校長面会、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、ス
ポーツ少年団本部総会、２０日第５１回予科練戦没者慰霊祭、２１日防
災会議、庁議、共同実施会議、２２日国体実行委員会総会、２３日議会
全員協議会、２４日いきいき学びの町 AMI 推進会議、家庭教育座談会説
明会、図書館協議会、２５日館長訪問、教育委員会定例会、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、３０日教育委員会定例管理職会、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
○平成３０年６月教育業務予定
１日町教務主任会、５日議会定例会開会、６日阿見第一小学校創立記
念日、１２日所課長訪問に係る事前面談、中学生タスキ贈呈式、１４日
所課長訪問に係る事前面談、１５日計画訪問、１９日所課長訪問、議会
定例会閉会、２０日所課長訪問、２１日所課長訪問、いじめ問題対策連
絡協議会、２２日平成３０年度北関東町村教育長会定期総会並びに研修
会、２３日平成３０年度北関東町村教育長会定期総会並びに研修会、２
５日計画訪問、教育委員会定例会(予定)、２６日町校長会、２８日町教
頭会、阿見町行政改革推進本部会議、２９日計画訪問

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。
それでは、事務局より報告をお願いします。

事務局

いじめの重大事態に係る報告書について報告いたします。
いじめ防止対策推進法では、いじめにより児童等が相当の期間欠席す
ることを余儀なくされている疑いがあると認めた時、町長に報告するこ
とが義務付けられています。この規定に該当する事態が発生したので、
皆様に報告いたします。
事態の概要としては、友達からの悪口が原因で不登校が続いているお
子様がいます。現在のところ、放課後登校やスクールソーシャルワーカ
ーの方との面談により、当初よりは良い状態になってきております。た
だ、被害者側の要望により詳しい聞き取りができておらず、明確な原因
が分かっていない状況です。様子を見ながら、状況の確認等の対応を進
めていきたいと思います（個人情報の内容は非公開）。
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教育長

法律では当事者に対する聞き取り等を行うことが明記されています
が、被害者の方の気持ちを無視して進めることはできないので、今後も
被害者の方に寄り添った対応をしていきます。

委員

話を聞いて、お子様だけではなく、保護者の方も支えてあげる必要が
あると思いました。保護者の方にペースを合わせて、話を聞くことがで
きる方がいると良いと思います。

委員

疑いがある場合に報告する義務があるとのことなので、事実確認等を
進めた結果、いじめではなかったという結論になる可能性もあると思い
ます。このことを踏まえて、この事実を捉える必要があると思います。
また、この事実があったことを冷静に把握した上で、当事者の方に寄
り添いながら話し合いを進めていくという意識を持つことが必要だと思
います。

教育長

いじめ防止対策推進法の報告義務に該当するお子様が阿見町にもいる
ことをご理解いただきたいと思います。また何か進展がありましたら、
ご報告させていただきます。
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

局

閉会

議事録署名

そ の 他 連 絡 事 項 等
○次回の教育委員会 平成３０年６月２５日（月）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
・あさひ小学校の創立記念日の制定について
創立記念日：１１月３０日
・学校閉庁日の設定等について
学校閉庁日：平成３０年８月１２日（日）～８月１６日（木）
・国体開催に伴う平成３１年度の運動会日程について
・総合教育会議の日程（案）について
日程（案）：７月２４日（火）午後１時３０分～
午後 ５：２０

平成

年

月

日
教
委
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育

長
員

