
令和３年８月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年８月 25 日（水）

15 時 30 分から 16 時 40 分まで

○場 所 教育長室

○出席者

教育長 藤井 光興

教育長職務代理者 溝口 信男

教育委員 二見 いすず

教育委員 吉田 博文

教育委員 小野 まゆみ

○関係者

管理課長 上野 明仁

社会教育課長 宮本 修一

管理課庶務係長 井元 享一朗



○議事日程

１ 開会

２ 前回会議録の承認

３ 委員の報告

４ 教育長行政報告

５ 報告

６ 議案

(1) 議案第１号 大崎町教育委員会外部評価報告書について

７ 委員から提出された動議の討論等

８ その他

９ 翌月の行事等

10 閉会



○議決事項

議案番号 件名 審議の状況 採決次第

議案第１号 大崎町教育委員会外部評価報告書につ

いて

特記事項なし 原案可決



○会議要旨

１ 開会

教育長 ただいまから，８月定例会を始めます。

２ 前回会議録の承認

教育長 異議なく承認

３ 委員の報告

溝口委員 ８月２日（月）に開催されました，市町村教育委員会委員研修会に

参加してまいりました。研修会は，今年度は午前と午後に分かれて実

施され，今回は午前の部に出席いたしました。

研修内容につきましては，１点目に教育委員会制度の概要につい

て，２点目に学校における業務改善アクションプランの改善につい

て，３点目に教育の情報化の推進について，４点目に特別支援教育の

推進について，以上の４点の喫緊の課題等について，それぞれ各所管

からの行政説明がありました。最後に，いじめ問題・不登校対策につ

いて全体協議がなされたところです。

研修会冒頭の県教育長あいさつの中では，３点のことについて話が

あり，１点目にいじめ問題や子供達の安全な登下校の事も含めて，安

全安心な教育環境の確保のことについて述べられておりました。いじ

め問題については，いじめ問題対策連絡協議会のことやガイドライン

に沿った対応をしてほしいということのお話でした。２点目には，確

かな学力の定着のことについて挙げられ，それぞれの学習学力調査結

果を分析して学力向上に繋げてほしいという旨の話でありました。３

点目は，教職員の不祥事防止について触れられ，近年この不祥事の発

生頻度が増加傾向にあるため服務規律の徹底を呼び掛けていること

について話がありました。

最後のいじめ問題・不登校対策に関する全体協議では，数箇所の市

町村から意見等が出されましたが，いじめ問題については，子供にこ

の問題について気付かせることがとても大事でないかという意見が

ありました。また，不登校対策については，それぞれの家庭内の問題

にどのように入り込んで対策をとっていくかということがとても難

しいことであるため，行政各関係部署と連携して民生委員などと協力

し対応していくこと必要であるとの話がありました。

また，今回のこの研修における協議の進め方は，司会が進行する方

式で行われましたが，出席者の積極的な意見も少なかったように思わ



二見委員

小野委員

吉田委員

れたので，時間制限もある中でのかいであったのですが，今後は，パ

ネルディスカッション方式で進めるほうが活発な意見も出てよい研

修になるのではと感じました。

私も，８月２日（月）に開催されました市町村教育委員会委員研修

に参加しました。午前中のみの短時間での研修でありましたが，短い

時間で集中して開催するのも中々良かったのかなと思いました。

研修の後半では，各自治体の不登校に関する意見や取組みの紹介が

ありました。その中で，不登校問題については，教育委員会のみで対

応することは難しいため，福祉等の現場との連携，横のつながりが大

事であるという意見がありました。また，取組みの紹介では，子供達

が話せなかったり，また，大人達が聞き出せない子供の悩みや心の叫

びを，タブレットを活用して拾い上げて対応するという事例報告や，

夏休み中に，各中学校の代表の生徒達が集まって，この問題に対して

自分達で考えたり相談したりして，またそのことをそれぞれの学校に

持ち帰って自分達で考えさせて，問題に気付かせるという取り組みの

報告がありとても印象に残りました。

私も，８月２日（月）に開催されました市町村教育委員会委員研修

に今回初めて参加いたしました。今回の研修で教育委員会の各種制度

等について，学べることが沢山ありましたので，今後の活動に役立て

ていきたいと思います。

今回研修を受けた中で，それぞれ各地域や地区においても，いじめ

の問題はあるんだなあと感じたところでした。各自治体の取り組み事

例において，地域との連携を密にするためにラジオ体操を実施して，

参加した子供に積極的に声掛けをするようにしている取組みの報告

がありましたが，大崎町内においても，集落に加入していない家庭の

子供達も多数おりますが，やはり集落や子供会に加入して，地域全体

で連携して，子供達を育てていくことが大切なことだなあと感じると

ころでした。

８月２日（月）の市町村教育委員会委員研修については，今回都合

により参加することができませんでしたので，いただいた研修会資料

を読み込んで，色々質問させていただきたいと思います。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告



８月３日（火）に，今回で 10 回目となる学力向上セミナーの開校式

がありました。今年度も，新型コロナウイルス感染症対策として，大

崎中学校を会場として８月６日までの４日間で実施し，約 60 名程度

の生徒が参加いたしました。

今年度は，８月 10 日（火）から 16 日（月）までの間で学校閉庁を

行いました。この学校閉庁期間中は，各学校長等の管理職にも休みを

とってもらい，地域学校協働活動の一環として，各地域の方々の協力

をもらいながら，社会教育課と私も一緒に各学校や周辺の巡回などを

行いました。地域の方々の協力もあって，今回も特に問題等もなく実

施することができて大変よかったなあと感じております。

８月 12 日（木）には，大崎町教育委員会外部評価委員会の最終回が

行われました。毎回２時間の計５回開催していただき，外部評価委員

の方々からとても貴重な意見をいただいたところであります。内容に

ついては，後ほど報告したいと思います。

８月 24 日（火）には，公民分館長会が開催されまして，この会の中

で地域学校協働活動推進委員会のことについて，分館長の方々へ再度

説明を行い了解をいただいたところです。

今月も新型コロナウイルス感染症の影響によって，様々な行事等が

中止になりましたが，先ほどの公民分館長会でも報告をしたところで

すが，今年度の町民体育祭及び町文化祭については，中止となりまし

たことを委員の皆様にもお知らせしておきます。

８月の主な行政報告は以上です。

５ 報告

（今回はなし）

６ 議案

管理課長

教育長

(1) 議案第１号 大崎町教育委員会外部評価報告書について

①大崎町教育委員会委員活動状況について

資料に基づき説明

何か質問はございませんか。

（なしとの発言）



管理課長

教育長

管理課長

教育長

管理課長

教育長

社会教育課長

教育長

社会教育課長

②学力向上推進事業について

資料に基づき説明

何か質問はございませんか。

（なしとの発言）

③幼・保・小・中連携推進事業について

資料に基づき説明

何か質問はございませんか。

（なしとの発言）

④教職員資質向上事業について

資料に基づき説明

何か質問はございませんか。

（なしとの発言）

⑤人権教育の充実について

資料に基づき説明

何か質問はございませんか。

（なしとの発言）

⑥青少年活動推進事業

資料に基づき説明



教育長

小野委員

教育長

溝口委員

社会教育課長

教育長

教育長

何か質問はございませんか。

評価の最後に記載のある集落の加入・未加入の問題について，集落

に加入していない家庭の子供達が，公民分館の運動会等に平等に参加

できていない等の問題もあることを見聞きすることがあります。町

（行政）は，もう少し真剣にこの問題解決に向けて考えたほうがいい

と思います。

毎年の学校での運動会でのことですが，小学校の運動会で集落に加

入している子供達は，各地区の集落テントに入ることができ保護者も

そこから応援できますが，集落未加入世帯の家庭は，各地区のテント

に入らずに，校舎の下などの日陰に場所をとって観覧してにいるよう

な状況を目にしたりします。各校区毎に，このような集落の加入未加

入問題による影響はあるのではと思います。

私が知ってる事例では，集落から集落の子供会に補助金を支出して

いるところで，集落未加入の家庭の子供が，公民分館行事などの子供

会活動に一緒に参加した時に，集落加入している家庭の子供達と同様

に参加賞などの対応しようとした際に，集落会費も納めていないので

同様に扱うべきではないという声があったりするということを聞き

ます。各地区の公民分館長や集落会長さん，現に子供のいる世帯の

方々は，理解があり何も言わないのですが，それ以外の集落の会員か

らこのような批判が出たりするようです。

先にあった公民分館長の会議の中において，町民体育祭等の行事に

集落未加入の家庭の子供達が各地区の代表として参加してくれる場

合においても，参加してくれた子供には，参加賞などの商品は渡して

いるとのことでありました。

この集落問題については，行政における大きな課題でありますの

で，町長部局において，今後もこの問題における様々な方策を考えて

いくと思います。

以上でありますが，原案可決することにご異議ありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第１号は原案可決といたします。



７ 委員から提出された動議の討論等

発言がないので，動議はないものとします。

８ その他

小野委員

二見委員

教育長

大崎町の子供達について

先日，前々年度まで大崎中学校に在籍されていた先生とやり取りを

したことがあったのですが，その先生から，「大崎中学校の生徒たち

は，何事にも一生懸命頑張るすごい力を持った生徒達が多くて，大崎

中学校で教師として在籍していた日々はとても充実しておりました」

との言葉をいただいたところでしたので報告いたします。

２学期に向けて気になる子供達への対応について

夏休み明けは，不安定になる子供達が多くなるという報道などを目

にしますので，各学校において気になる子供達に対して，先生方から

フォローをしていただけたらといいかなあと思います。

新型コロナウイルス感染症との兼ね合いもありますが，状況を見な

がら対応していけたらと思います。

他にありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 ９月１日から９月 27 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，８月定例会を終了いたします。

以上


