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阿見第一小学校空調設備改修工事請負契約の専決について
平成３０年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
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３１年度阿見町一般会計予算案(教育費)について
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 ９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 １０号 阿見町実穀地区公民館整備検討委員会要綱について
議案第 １１号 阿見町吉原地区公民館整備検討委員会要綱について
平成３１年２月教育業務報告及び平成３１年３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、２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、１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１号

阿見第一小学校空調設備改修工事請負契約の専決について
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資料の１～３ページをご覧ください。阿見第一小学校空調設備改修工事請
負契約の専決に対する承認を求めるものです。
工事の概要は、阿見第一小学校の普通教室、特別教室及び管理室等へのエ
アコンの設置・更新を行います。報告は以上です。ご承認をお願いします。
教育長

ただいま事務局より、報告第１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

資料に「空調機の引渡し（使用開始）は６月２８日までに行う。」とありま
すが、６月２８日までにエアコンの使用ができるようになるということです
か。

事務局

その通りです。工事書類の整理等の関係で工期は７月３１日までとなって
いますが、エアコンは設置が完了次第、使用したいと考えています。

教育長

それでは、報告第１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１号については承認されました。
次に、議案第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

○議案第５号

平成３０年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について

別紙資料を参照してください。個人情報となりますので、資料は回収させ
ていただきます。要保護及び準要保護児童生徒の認定については、阿見町就
学援助規則により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、
就学に必要な費用を援助する制度です。
今回は平成３０年度の追加認定分となり、要保護児童生徒が１名、準要保
護児童生徒が４名、不認定者が１名となります。また、不認定の理由は、収
入が就学援助の基準を上回るためです。説明は以上です。
教育長

ただいま事務局より、議案第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。

委員

今回認定になった方だけでなく、各小中学校には要保護や準要保護の認定
を受けている子ども達がいます。費用の援助だけではなく、日常の学校生活
等においても配慮が必要なことがあると思いますので、引き続き見守りをし
ていただきたいと思います。

教育長

それでは、議案第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。
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委員

異議なし。

教育長

異議なしと認め、議案第５号については承認されました。
次に、議案第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

○議案第６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

別紙資料をご覧ください。第１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、
阿見小学校、本郷小学校、阿見中学校、竹来中学校のスクールバス運転委託
料の入札差金等に伴う減額となります。
小学校費の学校管理費で、第一小学校のトイレ・給排水設備等の改修工事
等に伴う増額となります。
小学校費の教育振興費で、あさひ小学校のプール送迎バス運転委託料の入
札差金等に伴う減額となります。
中学校費の学校管理費で、測量・設計・監理委託料や維持補修工事の入札
差金等に伴う減額となります。
中学校費の教育振興費で、中学生海外派遣事業の補助金等に伴う減額とな
ります。
社会教育費の社会教育総務費で、県派遣教育主事負担金等に伴う増額とな
ります。
社会教育費の文化事業で、植栽管理委託料や草刈委託料等に伴う減額とな
ります。
社会教育費の図書館費で、空調設備改修工事の入札差金等に伴う減額とな
ります。
社会教育費の予科練平和記念館費で、空調等の保守点検委託料の入札差金
等に伴う減額となります。
保健体育費の保健体育総務費で、スポーツ推進委員報酬や講師謝礼等に伴
う減額となります。
保健体育費の体育施設費で、総合運動公園の電気使用料や維持補修工事の
入札差金等に伴う減額となります。
歳入については、第一小学校のトイレ改修等に対する学校施設環境改善交
付金が前倒しの場合の対応に伴う増額。冷房設備対応臨時特例交付金の交付
額決定に伴う減額。学校施設環境改善交付金及び冷房設備対応臨時特例交付
金等に伴う学校施設整備事業債の減額。空調設備改修工事の金額確定に伴う
図書館改修事業債の減額となります。
教育長

ただいま事務局より、議案第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。

委員

小学校費の学校管理費に第一小学校のトイレ・給排水設備等の改修工事費
が計上されていますが、空調設備の工事費については、この中に含まれてい
ないということでよろしいですか。
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事務局

空調設備の工事費については、１２月の補正予算で計上し、入札及び契約
が済んでいます。

委員

あさひ小学校のプール送迎バスについては、今年度、どれくらいの費用が
かかったのですか。

事務局

約１４９万円の費用がかかりました。また、今年度につきましては、あさ
ひ小学校全体で１２日間プール送迎バスを運行しました。
当初は１２日間より多くの日数を見込んでいましたが、天候の影響や学校
で日数を精査した結果、１２日間の実施となりました。

委員

プールの授業についてですが、特に中学生になると、プールの授業を見学
している子ども達が多い気がします。見学が多い子ども達についてはどのよ
うな対応をしているのですか。

事務局

プールの見学が多い子ども達については、プール学習に関するレポートを
課す等して評価を行っています。授業中は、授業運営の手伝い等もしてもら
っています。
また、プールの見学については、体調による理由等、やむを得ない理由が
ある場合のみ認めています。

委員

総合運動公園の電気使用料が大きく減額になっていますが、その理由は何
ですか。

事務局

総合運動公園にはナイターの設備があります。これまでは全ての設備を使
用していましたが、試験的に半分の設備で活動できるかを確認し、半分の設
備で十分に活動できることが分かりました。
これに伴い、これまでは全照明の場合の電気基本料金がかかっていました
が、半照明の場合の電気基本料金になりました。電気使用料は基本料金が占
める割合が大きく、基本料金が減額になったため、電気使用料も減額となり
ました。

教育長

それでは、議案第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、議案第６号については承認されました。
次に、議案第７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７号

平成３１年度阿見町一般会計予算案(教育費)について

別紙資料をご覧ください。第１回阿見町議会定例会で提出する一般会計予
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算案の教育費について記載しています。
歳出については、主なものとして、前年度比で教育総務費の増額。小学校
費の増額。中学校費の減額。社会教育費の増額。保健体育費の減額となって
おります。
歳入については、主なものとして、前年度比で分担金及び負担金の増額。
使用料及び手数料の減額。国庫支出金の減額。諸収入の減額。町債の減額と
なっております。
教育長

ただいま事務局より、議案第７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

事務局事務費の中で、新入生入学祝い品の予算が計上されていますが、２
０２０年度の入学予定者数はどれくらいなのですか。

事務局

約４３０人の方が入学する予定です。

委員

平成３１年度の新入生には、１１，０００円分のプレミアム商品券か１０，
０００円分の図書カードを配付しますが、２０２０年度の新入生に配付する
ランドセルは、１つあたり約３５，０００円になると思われます。この金額
の差については、何か検討等をしたのですか。

事務局

金額の差については特に検討していませんでした。また、ランドセルの金
額については、入札により減額となる見込みです。
平成３１年度の新入生に対する入学祝い品につきましては、当初、ランド
セルの配付を考えておりましたが、業者等と打ち合わせを行い、検討を重ね
た結果、平成３１年度の新入生に対するランドセルの配付は困難であると結
論づけられました。
これに伴い、平成３１年度の新入生に対して入学祝い品を配付するために
検討した結果、学用品の購入等で使用していただけるように、プレミアム商
品券か図書カードを配付することを決めました。
平成３１年度の新入生に対しても、町として入学祝い品を贈りたいという
考えから、ランドセルに代わる入学祝い品を配付いたします。

委員

配付するランドセルは、どのようなものを予定していますか。また、仮に
各家庭でランドセルを購入した場合、どのような対応になるのですか。

事務局

配付するランドセルについては４色用意し、希望する色のランドセルを配
付します。また、各家庭でランドセルを購入し、町のランドセルが不要であ
る場合は、辞退していただく形になります。

委員

家庭でランドセルを用意するので、ランドセル分の金額を入学祝い品とし
てほしいという要望が出る可能性があります。このような要望等に対する対
応を事前に決めておかないと、職員によって対応が異なる等の事態になるこ
とが予測されますので、事前準備をきちんと行っていただきたいと思います。
また、来年度の当初予算で指導室事務費が増額になっています。主な増額
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の内容として、スクールカウンセラーと生徒指導支援員の報酬が挙げられて
いますが、町雇用のスクールカウンセラー等が増員されるのですか。
事務局

スクールカウンセラーも生徒指導支援員も増員していきたいと考えていま
すが、来年度当初の人数は、今年度の人数と同じ予定です。

事務局

今の件について補足いたします。今回の平成３１年度の当初予算案につい
ては、平成３０年度の当初予算の金額と比較して、増額なのか減額なのかを
判断します。
平成３０年度の当初予算には、スクールカウンセラー等の予算がありませ
んでした。これは、スクールカウンセラー等の予算を補正予算で確保して、
雇用しているからです。
これにより、平成３１年度の当初予算案では、スクールカウンセラー等の
報酬が皆増と表記されています。

委員

エアコンの予算について確認したいのですが、君原小学校と第二小学校の
エアコンについては、平成３１年度の当初予算案の中に含まれているのです
か。

事務局

君原小学校と第二小学校の空調設備工事費についても、第一小学校と同様
に、１２月の補正予算で計上しました。今年度中に着工し、７月頃から使用
できるようにする予定です。

委員

公民館費に地区公民館整備事業が新規事業としてありますが、どのような
内容なのですか。

事務局

旧実穀小学校・旧吉原小学校を地区公民館として整備するという町の方針
に基づき、計上した予算です。
主な内容としては、建物の構造に関する調査と公民館に転用する際に必要
となる工事の設計委託料です。
来年度当初に調査業務を発注し、各学校の校舎の耐用年数や建築基準法上
の取り扱いが変わっても法律に適合するのか等を調査する予定です。

委員

先程お話があった君原小学校と第二小学校のエアコンについてですが、そ
れぞれどのような形で導入するのか教えていただきたいです。

事務局

これまで空調設備を整備した学校については、空調の配管ができるだけ露
出しないように施工してきました。
今回の君原小学校と第二小学校につきましては、これまでのような施工を
行うと費用がかかり工期が長くなるため、露出配管による空調の整備を予定
しています。空調の性能については他の学校のものと変わりません。

委員

どれくらいの数の空調を整備するのですか。

事務局

すべての普通教室に空調を整備します。
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教育長

それでは、議案第７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７号については承認されました。
次に、議案第８号、議案第９号、議案第１０号及び議案第１１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８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９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１０号

阿見町実穀地区公民館整備検討委員会要綱について

○議案第１１号

阿見町吉原地区公民館整備検討委員会要綱について

資料の７～１４ページをご覧ください。議案第８号については、来年度か
ら阿見町実穀地区公民館整備検討委員会及び阿見町吉原地区公民館整備検討
委員会を設置するにあたり、阿見町附属機関の設置に関する条例にこれらの
検討委員会を加えるものです。
議案第９号については、先程説明した検討委員会の委員の方の報酬・費用
弁償について、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
する条例に加えるものです。
議案第１０号及び議案第１１号では、各地区公民館整備検討委員会の所掌
事項等について規定しています。
具体的な所掌事項は、施設計画に関し意見を述べること、運営体制に関し
意見を述べること、その他地区公民館の効果的な運営に係る検討に関するこ
との３点です。
また、委員は各地区の行政区の代表者等から任命し、委員会の委員は１２
人以内で組織すると規定しています。これは、各地区の行政区が６つであり、
各行政区から代表者２名を任命することを想定しているためです。
委員の任期は、所掌事項に係る事務が終了するまでと規定していますが、
約２年から３年の任期を想定しています。
今後の予定としては、４月中に第１回の委員会を開催し、必要に応じて先
進地の視察等を行い、委員の皆様からご意見等をいただきたいと思います。
また、各地区全体に対する説明会を行うことも検討していきたいと考えてい
ます。
検討委員会だけではなく、地域全体で地区公民館を整備できるように進め
たいと考えています。説明は以上です。
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教育長

ただいま事務局より、議案第８号、議案第９号、議案第１０号及び議案第
１１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

これまで、小学校は各地区の中心となっていました。しかし、阿見町立学
校再編計画に基づき、たくさんの方々の協力の下で、実穀小学校は本郷小学
校と、吉原小学校は阿見小学校と統合になりました。なので、跡地の利活用
に関する地域の方々等の関心は高いと思います。
これまでの公民館とは異なり、実穀小学校と吉原小学校には体育館や多く
の教室があります。これにより、多面的な利活用が可能になるのではないか
と思います。
先程の説明の中でありましたが、各地区に対する全体の説明会で、多くの
方々からご意見をいただき、地区公民館を整備して良かったと実感できるも
のにしていただきたいと思います。

事務局

小学校が統合になり、地域の方々が寂しい想いをしているという声を伺い
ます。今回の地区公民館が、地域活性の拠点となるように整備したいと考え
ています。
そのために、地域の方々のご意見をいただき、時には管理や運営にもご協
力いただきながら進めたいと思います。

委員

現在、実穀小学校と吉原小学校の体育館は、他の学校の体育館等と同様に
利用できるのですか。

事務局

統合前と同様に、社会体育団体等が利用しています。

委員

そうすると、地区公民館としての利用を検討していくのは校舎についてで
すか。

事務局

校舎と校庭について検討していくことになります。また、校庭については、
駐車場を確保する観点から、一部又は全部を駐車場として整備する必要があ
ると思われます。

委員

現在、スポーツ少年団等で校庭を利用しているところはあるのですか。

事務局

スポーツ少年団等で利用しているところがあるので、相談しながら進める
ことになります。

教育長

それでは、議案第８号、議案第９号、議案第１０号及び議案第１１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、議案第８号、議案第９号、議案第１０号及び議案第１１
号については承認されました。
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次に、２月の教育業務報告及び３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３１年２月教育業務報告
１日須田義塾来庁、管内教育長会議、町教務主任会、町臨時校長会、２日
アスレッコ駅伝フェスタ、阿見町社会福祉大会、町 PTA 連絡協議会懇親会、
４日人事面接、第一小来庁、５日東京電力福島第一原子力発電所視察、７日
教育委員会定例管理職会、学校保健委員会、８日議会全員協議会、議会臨時
会、９日世界の文化紹介、１０日朝日中学校創立記念日、環境シンポジウム、
１４日人事面接、１５日町校長会、議員面会、２０日教育長面会、人事面談、
２２日保幼小接続のための研修会、２５日議会全員協議会、教育委員会定例
会、２６日教育委員会定例管理職会、国体庁内推進本部会、共同実施協議会、
部課長会議、町 PTA 連絡協議会教育長面会、２７日町教頭会、２８日社会教
育委員会議
○平成３１年３月教育業務予定
１日霞ヶ浦高等学校卒業証書授与式、町教務主任会、３日霞ケ浦清掃大作
戦、５日議会定例会開会、９日舞の海秀平講演会、キャンドルナイトイン阿
見、本郷・あさひふれあい地区館合同委員会、１０日実穀ふれあい地区館合
同委員会、１３日中学校卒業式、１５日市町村教育長会、教育委員会臨時会、
町臨時校長会、町校長会懇親会、１８日小学校卒業式、１９日給食センター
運営委員会、２０日議会定例会閉会、２２日修了式、２５日教育委員会定例
会(予定)、２６日いきいき学びの町 AMI 推進会議、２９日辞令交付式

教育長

ただいま事務局より、２月の教育業務報告及び３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。

事務局

３月９日土曜日に舞の海さんの講演会を本郷ふれあいセンターで予定して
います。定員３００名で募集しましたが、多くの方の応募があり、現在、キ
ャンセル待ちの状態になっています。
これまで、本郷ふれあいセンターの多目的ホールの定員については不明確
な状態だったので、阿見消防署と協議を重ねて、本日、本郷ふれあいセンタ
ーの多目的ホールの定員に関する照会を文書で行いました。
現在、多目的ホールの可動式の固定イスが３００席あります。また、ステ
ージと固定イスの間に、３メートル程度の空間があります。その空間に折り
畳みイスを並べても良いのではないかという話があり、消防署と協議する中
で、避難通路を確保できればイスを並べても良いという話になりました。
このことについて正式に文書で照会を行い、現在、回答を待っています。
イスを並べること等に対する了解が得られれば、折り畳みイスを５０席ほど
用意し、客席の後方にある立ち見ができるスペースにも３０人ほどを収容し
たいと考えています。また、舞の海さんの講演会から定員を増やすとともに、
今後、多目的ホールで行われる事業についても、定員を増やして設定したい
と考えています。
9

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

最近の虐待の事例を受けて、全国の公立小中学校等を対象に虐待等の疑い
がないか緊急点検を実施するという話を聞きましたが、これらのことに関す
る通知等は来ているのですか。

事務局

茨城県から、今後、緊急点検を実施する予定であるという通知が来ていま
す。ただ、緊急点検の具体的な内容等に関する通知はまだ来ていません。

委員

いじめの問題についてですが、いじめの実態把握に関する調査が毎年行わ
れていると思います。その調査結果がまとまった段階で、教育委員にも情報
提供していただきたいです。
阿見町の実態等を把握した上で、どのように対応していくのか等を議論し
ないと、教育委員会として対応等を求められる場面で、教育委員としての責
任を担うことができないと思います。
様々な問題等に対して、教育委員として協力して対応したいと考えていま
す。なので、調査等について結果や資料等がまとまった時は、教育委員にも
情報提供をお願いいたします。

委員

現在、保護者という立場で教育委員を務めていますが、この立場になるま
で、教育委員会のこと等について知りませんでした。
しかし、教育委員になってから、保護者の方から教育委員会のことについ
て聞かれること等が何度かあります。同じ保護者として教育委員を務めてい
るので、教育委員という存在が身近なものになっているのだと感じました。
教育委員という存在を身近に感じてもらえている中で、何も情報を知らな
かったり、何も対応できなかったりすると、教育委員会の存在意義を疑問視
する方が出てしまうと思います。そのような事態になってほしくないので、
先程もお話があったように、教育委員への情報提供等をお願いします。

委員

いじめ等に関する話がありましたが、近年、いじめの件数が増えているの
は、いじめの問題が起こる度にいじめの定義が変化していることが影響して
いると思います。
現在のいじめの定義では、被害者がいじめと感じたものをいじめとしてい
ます。以前の定義と比較して、今の定義の方が実態に合っていて良いと思い
ます。もし、子ども達からそのような訴えがあった場合は、チームを組織す
る等して対応することが必要だと思います。
虐待については、以前、児童相談所の職員として働いている時に、対応の
やりにくさを感じました。子どもが親から虐待を受けている場合、子どもの
安全を確保するために親から子どもを離します。その後、親から子どもを離
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した職員等が、カウンセリング等で親の支援を行います。このようなことに
対して、とてもジレンマを感じました。
新聞等を見ると、親から子どもを離す人と親の支援を行う人を組織として
別にする動きもあるようです。社会全体で見守るだけでなく、組織の整備も
併せて進めないと、問題を解決することは難しいと思います。
教育長

貴重なご意見等をいただきましてありがとうございます。
今、虐待に関する話がありましたが、重要なのは「なぜ虐待をしてしまう
のか」ということです。今は、子どもの育て方が分からない親が多いのだと
思います。その方々をどのように支援するかが大切であり、そのために、地
域のつながりが重要だと考えています。

委員

不登校対策についてですが、竹来中学校では不登校支援教室というものが
設けられています。勉強したいがクラスになじめない子ども達のために、先
生方が当番制で担当しています。不登校支援教室での指導により、クラスで
勉強することができるようになった子ども達もいます。
このような活動を継続するためには、マンパワー等の配慮が必要な部分が
ありますので、ご対応をお願いいたします。
また、他の学校についても、同じようなことで対応に困っていたり、独自
の取り組みを行っていたりすると思いますので、これらについても情報提供
をお願いいたします。

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

そ の 他 連 絡 事 項 等
局 ○次回の教育委員会臨時会 平成３１年３月１５日（金）午後３時００分
○次回の教育委員会定例会 平成３１年３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
（報告連絡内容については記載省略）
午後 ５：１０
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