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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１１月教育業務報告及び平成３０年１２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、１１
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、１０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、議案第５３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５３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１ページから３ページをご覧ください。第４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、教育費全体で増額となります。教育総務費の事務局
費で、特別職給与関係経費等に伴う減額となります。
小学校費の学校管理費で、第一小学校や舟島小学校等の空調設備工事
費等に伴う増額となります。
中学校費の学校管理費で、朝日中学校の増築校舎分の牛乳保冷庫や普
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通教室の防炎カーテン購入代等に伴う増額となります。
社会教育費の社会教育総務費で、職員給与関係経費に伴う増額となり
ます。
社会教育費の公民館費で、君原公民館・かすみ公民館・本郷ふれあい
センター・舟島ふれあいセンターの維持管理費に伴う増額となります。
社会教育費の文化事業で、埋蔵文化財保護事業の調査委託料に伴う増
額となります。
社会教育費の図書館費で、職員給与関係経費に伴う減額となります。
社会教育費の予科練平和記念館費で、職員給与関係経費に伴う増額と
なります。
保健体育費の学校給食費で、職員給与関係経費に伴う増額となります。
歳入については、空調設備工事に対する国の特例交付金及び町の学校
施設整備事業債に伴う増額。予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金
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５３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

第一小学校の空調設備については、当初、来年度に工事を行う予定だ
と聞いていましたが、工事の予定が早くなったのですか。

事務局

早い段階から工事を行うことができるように、予算の補正を行いまし
た。できれば、来年度の夏までに空調設備を整備したいと考えています。

委員

朝日中学校の増築に伴うカーテンの購入代が計上されていますが、消
防法等の関係で防炎カーテンを設置するのですか。

事務局

消防法等の関係や子ども達の安全を考慮し、防炎カーテンを設置しま
す。

委員

公民館費の維持管理費で電気使用料等が補正されていますが、原因は
何ですか。

事務局

今年の夏は例年以上にエアコンの使用量が多く、これに伴い電気使用
料もかかりました。
また、電気の使用量が増えたことで電気使用料の基本料金が増額とな
ったため、補正予算を計上しました。

委員

話は変わりますが、町内の学校周辺のブロック塀の状況はどのように
なりましたか。

事務局

学校のブロック塀につきましては、すべて撤去済みです。
内容としては、各中学校の壁打ち用のブロック塀と本郷小学校近くの
駐在跡地のブロック塀の４箇所について撤去工事を行いました。駐在跡
地については、ブロック塀の撤去後にフェンスを設置しました。撤去工
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事については、夏休み中に完了しています。
教育長

それでは、議案第５３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５３号については承認されました。
次に、１１月の教育業務報告及び１２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１１月教育業務報告
１日君原小学校創立記念日、あいさつ・声かけ運動、阿見中研究発表
会、２日あいさつ・声かけ運動、教育委員会定例管理職会、３日阿見町
教育の日、４日阿見中学校創立記念日、５日行政改革推進本部会議、県
庁義務教育課来庁、６日職員採用面接、７日保護者面会、平和の会来庁、
マナーキッズプロジェクト来庁、教職員組合稲北支部来庁、舟島小来庁、
８日職員採用面接、９日職員採用面接、１０日陸上自衛隊武器学校・土
浦駐屯地開設６６周年記念行事、１１日町子連バドミントン大会、町合
同研修会、文化協会芸能発表会、１３日職員採用選考会、茨城大学との
定期協議会、１４日君原小学校保護者面会、つくばエキスポセンター来
庁、１７日町合同研修会閉講式、１９日本郷小学校創立記念日、管内市
町村教育委員会教育長会議、県南教育長連絡協議会、県南教育長連絡協
議会情報交換会、２０日防災訓練事前説明、区長会長来庁、事前人事面
接、２１日町臨時校長会、町教育支援委員会、事前人事面接、２２日ま
ちづくり探検隊審査、平成３０年度教育委員会学校・教育施設等訪問、
町花壇審査表彰、町校長会、教育委員会定例会、２３日防災訓練、２６
日議会全員協議会、人事面接、２７日人事面接、町教頭会、部課長会議、
２８日町内文化財視察、２９日教職員組合稲北支部来庁、３０日阿見第
二小学校創立記念日、あさひ小学校創立記念日、区長会長来庁、教育委
員会定例管理職会
○平成３０年１２月教育業務予定
１日町学校長会忘年会、２日町民マラソン大会、４日議会定例会開会、
町教務主任会、２１日二学期終業式、２５日教育委員会定例会(予定)、
２８日御用納め

教育長

委員

ただいま事務局より、１１月の教育業務報告及び１２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。
１１月２３日の防災訓練はどのようなものですか。
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事務局

委員

竹来中学校地区において、地域の方と合同で防災訓練を行います。
教育委員会は、有事の際に避難所の運営を担当しています。明日は、
避難所の運営について地域の方と訓練を行います。
避難所の運営については、町の職員だけで行うことは困難です。日頃
の訓練から地域の方に参加してもらうことで、避難所を円滑に運営する
ことを目的としています。
１１月２１日の町教育支援委員会はどのようなものですか。

教育長

障害のある子ども達について、どのような教育環境が適しているのか
を検討する委員会です。
阿見町では、大学の先生や医者の方、特別支援学校や聾学校、町内の
学校の先生が集まり、新入学児童を中心に検討していきます。また、検
討した結果については保護者の方にお知らせし、最終的な就学先の決定
に関して助言しています。

委員

身体的な障害だけでなく精神的な障害のある子ども達についても、こ
の委員会の中で検討するのですか。

教育長

新入学児童を中心に、障害のあるすべての子ども達について、どのよ
うな教育環境が適しているのかを検討します。

委員

今後も子ども達が最適な学習環境で学ぶことができるように、助言を
していただきたいと思います。

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

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。

委員

来年度から実施しない対外行事として阿見町小中学校音楽会と阿見町
小学校陸上記録会が挙げられていますが、各学校で開催される文化祭や
合唱祭、陸上記録会は来年度も実施されますか。

教育長

阿見町小中学校音楽会と阿見町小学校陸上記録会については、各行事
の開催までにかかる練習時間等を考慮し、来年度からは実施しないこと
になりました。
各学校で開催する行事については、今回の対外行事には該当しないた
め、例年通り開催されます。

委員

対外行事の中止に関する通知について、保護者の方等から何かご意見
はありましたか。
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事務局

今のところ、対外行事の中止に関することについてご意見はいただい
ていません。
これまでに、対外行事を中止する方向性であることを様々な機会で周
知してきました。また、新しい学習指導要領で新設される授業の時間数
を確保すること等が困難であることを、保護者の方も理解してくださっ
ているのではないかと思います。

委員

今回の行事の中止に関しては、行事検討委員会等で検討を重ねた結果、
中止にすることが決まったのですか。

教育長

PTA の方等の意見も聞きながら多くの時間をかけて検討を行い、中止と
いう結論に至りました。

委員

先日、町 PTA 連絡協議会の中で、校長会から各学校の PTA 会長の方々
に来年度の行事の中止について話がありました。
事前に説明があったので、今後、保護者の方から問い合わせがあって
も回答することができると思います。なので、事前に説明があったのは
とても良かったと思います。
今後も何かある時は、PTA 会長の方々等に対して、事前に説明等がある
と良いと思います。

委員

学校の業務時間外の電話応対についてですが、各学校から保護者に通
知が出された後、多くの方からこのことに関する話を伺いました。
今回の資料の通知の中で示された業務時間では、平日の業務時間が午
後４時４０分となっています。中学校では部活動を行っている時間帯で
あり、多くの子ども達は学校の中にいると思います。そうすると、保護
者の方が子ども達と連絡を取る手段として、電話が使用できなくなって
しまいます。
また、町内の中学校では、夏の時期の完全下校時刻が午後６時３０分
の学校もあります。そのような中で、午後４時３０分頃に電話が使用で
きなくなるのはどうなのかという指摘もありました。
後日、改めて保護者の方に通知を出すということでしたが、いつ頃通
知を出すのですか。

教育長

今回の件を受けて、校長会で話し合いを行った結果、応答メッセージ
に切り替わる時間を示した通知を１１月２９日に出す予定です。

委員

これからコミュニティ・スクール等の形で、学校と地域が一体となっ
て学校運営をしていく中で、こちらから地域に対して壁を作ることがな
いように文書を出していただきたいと思います。
また、部活動や学校閉庁日等、これまでに実施してきた働き方改革の
内容については、教育委員会の中で取り上げて意見交換を行ってきたと
思います。
今回の電話応対の件についても、教育委員会の中で意見交換を行った
上で、取り組みの周知や実施をしていただきたかったです。
5

今回のような重要な案件については、教育委員にも責任を持たせてい
ただきたいと思っています。また、取り組みを実施する前には、教育委
員の意見も聞いていただきたいと思います。
事務局

今回は事後報告の形になってしまい申し訳ありませんでした。今ご意
見をいただいたように、本来であれば事前に説明を行い、意見をいただ
いてから実施すべきでした。
今後はこのようなことがないようにしますので、よろしくお願いいた
します。

委員

時間外にかかってくる電話については、そのほとんどが緊急性のある
内容だと思います。それを考慮すると、最初の段階で親切な対応をする
ことが重要だと思います。ただ、資料の通知を見ると、役場に電話をか
けても対応してもらえないような印象を受けました。
通知の中で、誰かが対応してくれるという内容が分かるようにすると、
保護者の方も安心できて良いのではないかと思います。

委員

１つ伺いたいのですが、夏休み前等に学校から配付される手紙等で、
担任の先生の連絡先等が記載されていることがありましたが、今も行っ
ているのですか。

事務局

今は個人情報の関係で、担任の先生の連絡先を通知していないようで
す。このため、学校を介して連絡をするようになっています。これによ
り、資料の通知を見た保護者の方には、午後４時３０分以降は学校と連
絡を取ることができないという印象を与えてしまいました。
しかし、実際に応答メッセージに切り替わるのは午後６時頃を考えて
います。次の通知では、応答メッセージに切り替わる時間が分かるよう
にしたいと思います。

委員

１つ教えていただきたいのですが、資料の通知に、
「小学校におきまし
ては、これまでどおり、原則、連絡帳を通してのご連絡をお願いします。」
とあります。小学校については、連絡帳に欠席や遅刻等の連絡事項を記
載して、学校に報告しているのですか。

事務局

阿見町内の小学校では、連絡帳により出欠等の報告を行っています。
連絡帳の提出については、同じ登校班の方に依頼したり、保護者の方が
学校に直接持参したりしています。
急を要する場合等は電話で報告を受けることもありますが、原則的に
は、連絡帳による報告で対応しています。

教育長
事務局

ありがとうございました。その他ございませんか。
学校跡地利活用の件について情報提供させていただきます。
旧実穀小学校と旧吉原小学校についてですが、利活用について協議す
る中で、地元の方からは地区公民館として活用してほしいという要望が
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出されました。
これを受けて、今後は、学校の跡地を地区公民館として利活用する方
針が示されました。また、この件については生涯学習課が所管すること
になりましたので、ご報告いたします。
委員

学校跡地については、基本的には地区公民館として活用し、地区公民
館として活用する部分以外については、今後検討していくということで
すか。

事務局

今の段階ではそのようになります。来年度以降につきましては、地元
の方々も含めた協議会や検討会を行う場を設けながら、進めていきたい
と考えています。
また、これらについても生涯学習課が担当いたします。

委員

学校跡地の利活用については、地域の方々で期待されている方が多い
ので、頑張ってもらいたいと思います。

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

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１２月２５日（火）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 ４：４０
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