
平 成 ３ ０ 年 度 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録

議 決 事 項

会 議 要 旨

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 委員の報告

溝口委員

・別紙のとおり

日 時 平成 31 年３月 22 日（金）

午後３時 30 分～午後４時 40 分

場 所 中央公民館第一会議室

出席者

藤 井 教育長 川 添 管理課長

溝 口 委 員 今 吉 社会教育課長

林 委 員 西 髙 管理課課長補佐

件 名 提 案 理 由 審議の状況 裁決の次第

な し



林 委員

・大崎中学校卒業式 3.13

卒業生のお辞儀が角度揃っていてすばらしいと思いました。在校生も卒業生も卒業

式に臨む姿勢というのがすばらしいと思いました。在校生と卒業生の歌もすばらしい

ハーモニーで年々中学校の卒業式はレベルが上がってきていると感じたところでした。

・大崎小学校卒業式 3.22

卒業生 42 名の中に女子児童が 12名ということで男女の人数の差がこんなにあるのかと

思いましたが，在校生も卒業生がきちんとした服装で式に臨んでいて式場に入って静かな

空気の中で式が始まったところでした。会場は竹が飾ってあり，これまでにない幻想的な

会場づくりがなされていました。男子児童が泣いていた姿が印象的でした。

４ 教育長行政報告

１ 都城市図書館視察 2.26（火）

・社会教育課長と視察に行って参りましたが，前から行ってみたいと思っていまし

たが，すばらしい図書館が建設されていました。

また，機会を作ってみたいと思っております。

２ スポーツ推進審議会 2.28（木）

フッ化物洗口説明会（大崎小）

３ 大丸小学校訪問 3.1（金）

人権同和教育担当者会

４ トラック協会来庁定規贈呈 3.5（火）

家庭学級主事研修会

学校開放運営委員会

５ 議会初日

・議会が始まりましたが，教育委員会関係は一件一般質問があったようです。

６ フッ化物洗口説明会（持留小） 3.7（木）

７ 児童委員との情報交換会 3.8(金)

学校給食運営委員会

８ 串良ＲＣ招待小学生バレー大会 3.10（日）

・大崎町内では，大崎小，菱田小，野方小が参加しているようでしたが，他にも鹿

屋市，志布志市，肝付町，東串良町からも参加しておりました。昨年は菱田小が

優勝したそうですが，串良ＲＣの会員の方もとても雰囲気の良い中で大会運営を

していただいておりました。

臨時教育委員会

臨時校長会

９ 大崎中学校卒業式 3.13（水）

10 議会一般質問 3.14（木）

11 コルソン氏来庁町長室訪問 3.15（金）



12 春の大崎ウォークラリー 3.16（土）

・大崎ウォーキングが 160 名，体育大学の貯金＆ウォーキンググループが 80 名，合

計 240 名の方が参加されました。大崎ウォーキングが 12ｋｍ，体育大学の方が８

ｋｍですが，天気も良く非常に良かったと思ったところです。毎年続けていけた

らと思っております。

河瀬さん送別会

大崎幼稚園卒園式

13 中央公民館避難訓練 3.18（月）

14 議会最終日 3.20（水）

15 小学校卒業式 3.22（金）

・今年は持留小学校に行って参りましたが，卒業生は岡元さんが一人でしたが，と

ても締まった卒業式でした。

教育委員会

学校管理職送別会

16 ジャパンアスリートセンター開設記念式典 3.23（土）

大丸保育園卒園式

17 課長会 3.25（月）

18 公民分館長会 3.26（火）

19 交通安全帽子贈呈

20 役場退職者退任式 3.29（金）

21 持留桜さくら祭 3.31（日）

５ 報 告

報告第４１号 就学させる学校の指定の変更について

川添課長

学校教育法施行令第８条の規定に基づき，就学させる学校の指定の変更申請があ

り，大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 19 条第１項第５号により処理し

たので，同条第３項の規定により教育委員会にこれを報告する。

報告第４２号 区域外就学について

川添課長

学校教育法施行令第 9条の規定に基づき，鹿児島市教育委員会と区域外就学の協議

を行い，これに同意を得て，大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 19条第１

項第５号により処理したので，同条第３項の規定により教育委員会にこれを報告する。

報告第４３号 臨時代理の報告（平成 30 年度一般会計補正予算（第６号）に係

る議案に関する町長への申し出）について

大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則（昭和 40 年教育委員会規則 第２号）



第 21 条第 1項の規定に基づき，平成 30 年度一般会計補正予算（第６号）に係る議案

について町長への意見の申し出を行ったので，同条第２項の規定により報告する。

川添課長

（管理課補正予算の説明）

今吉課長

（社会教育課補正予算の説明）

報告第４４号 臨時代理の報告（平成 31 年度一般会計予算に係る議案に関する

町長への申し出）について

大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則（昭和 40 年教育委員会規則 第２号）

第 21 条第 1項の規定に基づき，平成 31 年度一般会計予算に係る議案について町長へ

の意見の申し出を行ったので，同条第２項の規定により報告する。

川添課長

（管理課当初予算の説明）

今吉課長

（社会教育課当初予算の説明）

藤井教育長

以上，報告のとおりである。

６ 議 事

議案第６号 平成 31 年度大崎町教育行政の重点施策の決定について

大崎町教育行政の重点施策を次のように決定したいので，大崎町教育委員会行政組

織等に関する規則第８条第１号の規定に基づき，教育委員会の議決を求める。

(1) 確かな学力の定着と向上

重 点 項 目 主 な 事 業 ・ 備 考

ア 学力向上事業【学力向上プロジェクトの推進】

(ｱ) 学力アップセミナー夏期講座の実施（高校との連携）

(ｲ) 「大崎町家庭学習強調週間」の充実

(ｳ) 小・中連携の充実・推進

(ｴ) 教職員指導力向上研修会の実施

(ｵ) 授業力向上のための共通実践の促進

(ｶ) ICT機器を利活用した教育活動の推進

(ｷ) 研究指定校による指導法改善の研究推進

○夏季休業中：中学３年対象

○年間４週(6月,10月,11月,2月)

○推進委員会，研究会，

○夏季休業中：講師招聘

○大隅終末ベーシックの活用

○効果的な指導法の研究

○野方小「学力向上」:H29～H31



イ 基礎学力定着と指導計画の改善

(ｱ) 各種学力検査等の適切な実施と分析結果を生かした指

導の重点化，補充指導の充実

(ｲ) 全ての児童生徒に確かな学力を定着させるための指導

○標準学力検査，知能検査

○鹿児島学習定着度調査

○全国学力・学習状況調査

○「よか問」「大崎町学力定着シ

ート」による継続的な取組

ウ 指導方法の工夫改善

(ｱ) 学力の定着度や習熟の程度に応じた指導，少人数指導

の推進，補充的な学習や発展的な学習など，より個に応

じた指導の充実

(ｲ) 生きた英語によるコミュニケ－ション能力を育成する

効果的指導の実施

(ｳ) 学力向上に関する小・中間の密接な連携

(ｴ) 県・地区及び町指定校による研究の推進

・県指定「学びの組織活性化」推進プロジェクトモデル

校

・県指定「子どもの人権プロジェクト」推進校

・町指定「プログラミング教育」推進・連携校

○指導法改善加配配置

○ＡＬＴ及び外国語学習支援員に

よる英語指導

○小・中連携研究会

○デジタル教科用図書活用実践事

業

○研究指定校

大崎小 実践校:H31

大崎中 モデル校:H30～H32

持留小 推進校:H30～H31

エ 評価の工夫

(ｱ) 児童生徒の意欲を喚起し，一人一人を生かす相互評価

や自己評価等，多面的で多様な評価方法の工夫・改善

(ｲ) 観点別学習状況評価規準に基づく指導と評価の一体化

(ｳ) 学力向上取組状況調査結果の活用（「学力定着シート

」を小中連携により活用 ）

○観点別学習状況の評価規準の活

用，見直し

○一単位時間における基礎的内容

の定着確認（ポストテスト）

○「大崎町学力定着シート」の教

育課程への位置付け

オ 学校図書館等の整備活用及び読書指導の充実

(ｱ) 自主的・自発的な学習を支援する学習情報センタ－と

しての機能化を図る図書資料等の整備・活用

(ｲ) 事務手，司書教諭等との連携や学校図書館の計画的利用

(ｳ) 読書の時間の設定や読み聞かせ等の実施による読書意

欲の向上（子ども読書の日の充実等〔毎月23日〕）

(ｴ) 親子読書会・読み聞かせボランティアによる活動や広

報活動等の充実，家庭との連携による読書活動の習慣化

○国語部会（作文審査会）

○学校事務手研修会

○図書館まつり

○読書感想文コンクール

（「伝記文」読書の推奨）

カ 家庭教育力の向上

(ｱ) 「おおらか・さわやか・きわやかな大崎っ子10か条」

及び「親10か条」の啓発・推進

(ｲ) 家庭学習強調週間の定着と充実

(ｳ) 家庭学習時間確保と質的向上

(ｴ) 携帯電話・スマートフォン・通信機器等に関する指導

方針に基づく適正な利用の推進

○全児童生徒・全家庭配布

○「家庭学習60/90運動」，「大崎

町家庭学習の手引」

○町PTA連絡協議会と連携

大隅地域PTA連絡会提言

「守ります！９時オフ」の推進



(2) 調和のとれた児童生徒の育成

ア 人権教育の推進

(ｱ) 同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい認識

と理解を深める研修及び全教育活動を通した人権教育の

推進

(ｲ) 児童生徒の発達段階に応じた人権尊重の指導の推進

(ｳ) 人権尊重の精神に基づき人権教育の視点に立った学習

指導の計画的・継続的実践

(ｴ) 資質向上を図るための人権同和教育に関する研修会へ

の積極的参加

イ 保健体育の充実

(ｱ) 児童生徒の健康づくりへの意欲と安全意識の高揚

(ｲ) 児童生徒の主体的な運動活動等，実践活動の推進

(ｳ) 「一校一運動」の推進

(ｴ) 体力・運動能力調査による一人一人の実態把握とその

活用を図った継続的な体力向上への取り組み

(ｵ) 生涯スポーツを志向する体育学習指導の展開及び指導

法の改善・充実（体力向上推進事業推進校指定）

(ｶ) 心の健康教育及びエイズを含む性に関する指導等保健

学習の充実と計画的・継続的実践（養護教諭等との連携

）

(ｷ) 日常の保健指導の徹底と保健教育の充実

(ｸ) 学校保健委員会，児童生徒保健委員会の充実

(ｹ) 安全教育及び安全管理の徹底

(ｺ) 防災教育推進事業をとおした防災組織づくりや避難訓

練等の実施

(ｻ) 各種健康診断に基づく適切な事後指導及び自己管理能

力の育成，特にう歯治療率の向上

(ｼ) 生涯を見とおした口腔健康教育の推進

a フッ化洗口事業（町内全小学校）

b う歯治療率の向上

(ｽ) 給食委員会の充実と給食指導の徹底，給食施設・設備

管理の徹底（ノロウイルス対策等）

(ｾ) 不審者等に対する安全対策の推進と危機管理マニュア

ルの活用，見直し

(ｿ) スクールガードによる登下校時における安全確保

(ﾀ) 学校，ＰＴＡ，警察，道路管理者，教育委員会合同に

よる「通学路合同安全点検」

○町人権同和教育担当者研修会

○町教職員人権同和教育研修会

○町職員人権同和教育研修会

○おおさき人権フェスタ

○小学校体育担当者会

○小学校陸上記録会

○チャレンジかごしまへの参加

○体力・運動能力調査

○校内研修

○大崎小 推進指定校：H30

○小・中体連活動との連携・協

力

○養護教諭を活用した TT 指導

○学校保健委員会

○町養護教諭部会

○町給食担当者会

○学校安全計画の策定

○外部機関と連携した避難訓練

（地震，津波，火災，風水害，

不審者対策）

○給食施設・設備点検

○アレルギー対策委員会

○地域ぐるみ学校安全体制推進事

業 （スクールガード・リーダー）

○通学路合同点検



ウ 食に関する指導の充実

(ｱ) 望ましい食習慣や食の管理能力の育成

(ｲ) 生産・体験活動の推進と食に関する指導法の確立

○栄養教諭の活用

授業及び家庭教育学級等

エ 道徳指導の充実

(ｱ) 全教育活動における道徳的実践の推進と豊かな体験活

動を生かした道徳教育の充実（道徳教育推進事業推進校

指定）

(ｲ) ボランティア活動や自然体験活動など豊かな体験活動

との関連を通した道徳の時間の指導法改善

(ｳ) 各教科・領域との関連を図った総合単元的な道徳の時

間の指導法の研究

(ｴ) 基本的生活習慣の確立や望ましい人間関係の育成など

道徳性を備えた児童生徒の育成のための，学校・家庭・

地域社会の連携の強化

○全体計画・年間指導計画の完全

実施と実態に応じた改善

○ゲストティチャーの活用

○ＰＴＡとの連携・協力

○心の教育の日の設定

（道徳一斉授業参観日）

○地区道徳教育研修会への参加

オ 生徒指導の充実

(ｱ) 校長のリーダーシップのもと全職員が一体となった

生徒指導体制の確立

(ｲ) 全教育活動を通じた，いじめ防止に対する指導（「い

じめをしない・させない・許さない」校内体制）

(ｳ) 温かい人間関係や信頼関係を基盤とした，一人一人に

居場所があり，支持的風土のある学級経営の充実

(ｴ) 生命の尊重に関する指導の全体計画・各教科等におけ

る指導計画の作成及び計画的な実践

(ｵ) カウンセリング技法の向上を図り，諸教育相談活動の

充実と個に応じた適切な指導によるいじめ，不登校及び

問題行動等の早期発見と早期対応

(ｶ) 不登校・不登校傾向児童生徒への教育相談体制の充実

や校内個別支援体制の確立

(ｷ) 自然体験活動やボランティア活動等の感性豊かな児童

生徒の育成をめざす体験学習の充実と積極的推進

(ｸ) 生きがいと自主性を培う児童・生徒会活動の活性化等

による特別活動の充実

(ｹ) 幼・保・小・中連携による生徒指導態勢の確立及び町

全体を網羅する地域ネットワークづくり

○町生徒指導主任研修会及び生活

指導研究協議会

○町生徒指導主任等研修会

○町生活指導研究協議会

○町校外生活指導連絡会

○いじめ防止基本方針

○いじめ問題対策連絡協議会

○いじめアンケート，相談箱

○電話・来所による教育相談

○町教育相談員の活用

○養護教諭の活用

○集団宿泊学習

○ボランティア活動推進

○青少年赤十字加盟促進

○青少年健全育成町民会議

○スクールカウンセラーの配置，

活用

○町PTA連絡協議会との連携

○関係機関等との連携



(3) 特色ある学校づくり

カ 進路指導の充実

(ｱ) 望ましい職業観や目的意識をもった児童生徒を育成す

る系統的・継続的な生き方指導の充実

(ｲ) 中学校における体験入学等啓発的体験活動の推進及び

教育相談，進路相談の計画的な実施

(ｳ) 進路指導資料の整理及びその活用

(ｴ) 小学校におけるキャリア教育の推進

○啓発的体験活動

○年間指導 計画の策定

○進路相談，体験入学

○中学校職場体験学習

○職場めぐりの推進

○鹿児島大学法文学部との連携

重 点 項 目 主 な 事 業 ・ 備 考

ア 学校経営の充実

(ｱ) 郷土に根ざし，社会に開かれた教育活動の展開

(ｲ) 特色と風格を備え活力ある開かれた学校の創造

(ｳ) 学校の教育課題の明確な把握と教育目標の具現化を目

指した学年，学級経営の有機的展開及び具体的実践

(ｴ) 校務分掌組織の機能化と指導態勢の確立による全教職

員による校務の機能的遂行

(ｵ) 学校からの積極的な情報発信による開かれた学校づく

りの推進

(ｶ) コミュニティ・スクール（学校運営協議会）による学

校と地域が連携した児童生徒の健全育成

(ｷ) 大崎町学校参観週間の充実

(ｸ) 学校における自己点検・自己評価等の推進と結果の公

表

(ｹ) 学習指導要領の趣旨を踏まえ，学校や地域の実態，児

童生徒の特性等を考慮した，社会に開かれた教育課程の編成

・実施・評価

(ｺ) 郷土の自然を生かした環境教育など郷土素材の見直し

と教材化の促進及び郷土教育全体計画の改善

○町校長研修会・町教頭研修会

○教頭・教務主任等合同研修会

○管理職合同研修会

○教育委員会学校訪問

○町教務主任等研修会

○学校便り，学校ホームページ・

新聞投稿等

○学校運営協議会合同研修会

○学校参観週間（11/1～11/7）

○町教育振興懇談会

○郷土教育のための資料収集

イ 教育内容・方法の多様化・弾力化

(ｱ) 体験的な学習を重視し，教育内容・方法の多様化・弾

力化を指向し，個を生かす教育実践の一層の充実

(ｲ) 習熟の程度に応じた指導など個に応じた教育内容・方

法の多様化・弾力化

(ｳ) 地域人材の教育活動への積極的な活用

(ｴ) ＡＬＴや外国語学習支援員による小学校段階からの国

際理解教育・外国語教育の充実

(ｵ) 教材・教具の開発，コンピュ－タ等の教育機器の効果

的な活用による学習指導法の改善

○校内研究授業の推進

○おおさき学校応援団

○鹿児島大学法文学部出前授業

○年間を見通したＡＬＴ等の積極

的活用

○デジタル教科用図書活用実践事

業



(4)教職員の資質向上

(5)教育環境の整備・充実

ウ 特別支援教育

(ｱ) 特別支援教育に対する正しい理解と啓発，適切な就学

指導

(ｲ) 障がいの状態及び特性に応じた適切な教育の一層の推

進

(ｳ) 個別支援計画・個別指導計画に基づく継続的な支援

○町教育支援委員会

○大崎町特別支援連携協議会

○特別支援教育担当者研修会

○特別支援教育支援員の配置

エ へき地・小規模校教育の充実

(ｱ) へき地・小規模校のよさを生かした教育の活性化によ

る児童生徒の自主性の育成と学力向上

(ｲ) 複式及び少人数指導法の研究

○小・中連携研究会

重 点 項 目 主 な 事 業 ・ 備 考

ア 教職員研修の充実

(ｱ) 小・中連携研究会の授業を通した研修の充実による学

習指導の改善・充実（大隅終末ベーシック）

(ｲ) 研究主題解決のための実証的な校内研修の推進

(ｳ) 基礎学力定着のための指導内容の精選と指導法の研究

イ 教育研究の充実

(ｱ) 研究成果を踏まえた年次的累積的研究の推進

(ｲ) 教育研究機関への出張研修，公開研究会等への積極的

参加

(ｳ) 各種経験者年次別研修の効果的な実施

(ｴ) 個人研修の充実

○小・中連携研究会

○校内研修

○県内外研修視察補助

○講師招聘の推進

○県総合教育センター短期研修講

座，研究公開への積極的参加

○教職員指導力向上研修会

○地区教育実践記録・論文応募

重 点 項 目 主 な 事 業 ・ 備 考

ア 教育環境・施設設備の充実

(ｱ) 学校環境緑化の計画的推進

(ｲ) 教材備品の適正な管理，計画的整備と活用促進

(ｳ) 校内・校外の施設設備の安全点検と迅速な補修

(ｴ) 環境教育の全体計画作成と計画的指導の推進・充実

○計画的な備品購入・廃棄

イ コンピュ－タ等の教育機器の効果的な活用

教育内容・方法の多様化や技術の高度化，情報化の進展に

対応した施設設備の効果的な活用

○電子黒板配置事業

○教育機器の点検・整備

○学校パソコン等の整備・更新

ウ 学校安全体制の充実

学校安全ボランティア，学校応援団等を活用した学校の防

犯体制の確立

○スクールガードリーダー

○学校応援団

エ 校舎・屋内運動場等の計画的な整備 ○大規模改造事業



藤井教育長

質問はありませんか。

溝口委員

中学校の現在の２年生が１年生の時に比べて今回の１年生の定着度調査の成績を

見ますと、学びの共同体ですかね。その成果が現れているということでしょうか。

藤井教育長

学びの共同体は始めた頃はこれで学力が上がるんだろうかと不安でしたが，結局

は子ども達の結果を見ると成果となって出ていると思っています。

藤井教育長

他に質問はありませんか。

全委員

なし

【可 決】

７ 委員から提出された動議の討論等

なし

８ その他

・大崎町議会３月定例会一般質問について（教育委員会関係）

オ 教育委員会における業務改善

本町教育行政及び学校の特色を生かし，充実を図りながら

推進する業務改善

(ｱ) 学校閉庁日の設定

(ｲ) 適切な労働時間の管理

(ｳ) 教職員のための教育相談

(ｴ) 快適な業務環境の整備

(ｵ) 教材作成及び準備業務の負担軽減

a 小学校外国語活動及び小学校外国語科の教材の共有

(ｶ) 各種会合の精選・統合等

(ｷ) 校内研修の負担軽減と実践的指導力を高めるための合

同研修会の実施

a 合同職員研修の実施（希望校のみ対象）

b 実践的指導力を高める研修の充実（希望者対象）

○ 8月13日～15日

○ストレスチェックの実施及び教

育相談員の配置

○全学校普通教室及び職員室等へ

の空調設備及びＬＥＤ照明設備

○打合せ資料及び授業使用教材

○合同図画作品審査会

○合同作文合評会

○デジタル教科書活用法研修

○教職員のための社会科見学



９ 翌月の行事等

４月 ６日（土） ビーチバレー九州サーキット大崎大会

～７日（日）

４月 ８日（月） 小・中学校入学式

４月１２日（金） 転入・新規採用職員宣誓式及び歓迎会

・宣誓式 中央公民館大ホール 15 時 30 分～

・歓迎会 あすぱる大崎 18 時 30 分～

４月１５日（月） 県教育行政説明会 県庁

４月２５日（木） 定例教育委員会 15 時 30 分～

10 閉 会


