
令和３年９月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年９月 27 日（月）

15 時 30 分から 16 時 30 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

(1) 報告第 19 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第３号）

に係る議案に関する町長への申し出）について

(2) 報告第 20 号 大崎町地域協働活動本部推進委員の委嘱について

６ 議案

７ 委員から提出された動議の討論等

８ その他

(1) 大崎町議会９月定例会の一般質問について（教育委員会関係）

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

なし



○会議要旨

１ 開会

教育長 ただいまから，９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

二見委員

小野委員

吉田委員

特にありません。

特にありません。

今月は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，各種行事が縮小

されて実施されることとなってとても残念でした。また，９月 23 日

に，大崎中学校においてタブレットの持ち帰りテストが行われたと聞

いたところですが，その結果はどうだったのかまた教えていただきた

いと思います。

昨日９月 26 日は，私の子供が通っている小学校の運動会がありま

して，一保護者として参加してまいりました。内容については，全体

的に競技数も限られて，時間帯も午前中のみの開催時間で実施された

というところは昨年度と同じでしたが，今年度は，各家庭から参加で

きる人数を２名までとする人数制限も行われて実施されたところで

した。そのような限られた時間や競技の中でも，子供たちはいつも通

り元気に競技に臨んでいる様子でしたので，運動会を満喫することは

できたのかなと感じたところです。来年度の６年生の子供たちについ

ては，例年通りの運動会を経験してもらって中学校に進んでいっても

らいたいと思いました。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

８月 30 日（月）に，町校長研修会を行いました。

まず，校長先生としての指導力や資格について話を行い，夏休みが

終わりこれから２学期が始まるため，新型コロナウイルス感染症対策

については，油断をせずにマスクの着用，三密，子供の健康観察等，



感染症予防対策を徹底するようにお願いしたところです。

また，２学期に実施される各行事についての対応のお願いと，夏休

み明けで自殺やいじめに関する問題が懸念されますので，各学校の学

校長も含めた先生方には，子供たちの様子をしっかり観察するように

努めてもらい，いじめや自殺等の問題についてしっかり把握するよう

にお願いをしたところです。

また，全国学力・学習状況調査の結果についてですが，小学校につ

いては，町内小学校全体で，全国及び県平均を上回ったということと，

中学校の数学については，県平均を上回り全国平均並みでありました

が，国語については，全国及び県平均に届かなかったという結果であ

りした。また，１月には，県の定着度調査が控えておりますので，そ

れに向けて，授業改善，各種演習問題等取り組んでもらいたいとお願

いしました。

次に，コミュニティスクール（学校運営協議会）と，今年度から社

会教育課が主管となり活動が始まる地域学校協働活動について説明

を行いました。コミュニティスクールは「地域とともにある学校づく

り」，地域学校協働活動は「学校を核とした地域づくり」をそれぞれ目

指して進めてまいりますが，来月の 10 月９日第２土曜日に，地域学校

協働活動の推進委員会と学校運営協議会代表者会を，午前中でそれぞ

れ開催する計画となっておりますので，そのことについて事前に説明

を行ったところでした。各学校の地域学校協働活動の推進委員につい

ては，今回，各学校運営協議会の代表者と同じ方に委嘱しましたので

連携をとって活動できるのではと考えているところです。

また，ＧＩＧＡスクール構想により整備されたＩＣＴを活用した学

習活動については，各学校でどんどん進めていただきたいということ

と，来年度，小学校おいて教科担任制が始まりますが教職員の増員は

ないため，各学校において計画を作っておくようにお願いしたところ

でした。

また，教職員の不祥事発生防止のことと，教職員も地域の行事等に

は積極的に参加するようにお願いをしたところでした。

９月１日から学期初めの登校指導を行いました。大崎小学校から中

沖小学校までを７日間かけて訪問し，午前７時から８時までの時間帯

で実施したところです。登校指導をについては，子供たちの登校する

様子を見ることができますし，また，挨拶運動，先生方，各学校の様

子を見ることができるため継続しているところです。各学期毎の登校

指導を始めてから，今回最終日の中沖小学校の訪問で，224 回目の登

校指導となったところでした。

９月 16 日，議会の一般質問が行われました。今回は４名の議員の方

から質問がありまして，後ほど各課長から質問の詳細な内容につきま



して説明いたしますが，教育委員会の新型コロナウイルス感染症への

対応について，ＩＣＴ活用について，生理の貧困，文化財の保護，学

校給食の地産地消のことについてなどの質問があったところです

９月 17 日，大隅教育事務所と合同で大丸小学校の学校訪問があり

ましたが，今回は，新型コロナウイルス感染症対策で，教育事務所及

び教育委員会も参加人数を減らして行いました。大丸小学校はよく頑

張っており，教育事務所の指導課長からもお褒めの言葉をいただいた

ところでした。

９月 19 日，持留小学校の運動会と大崎中学校体育大会があり，町

長，管理課長，指導主事と４名で参観いたしました。最初に大崎中学

校の開会式から参加しましたが，いつも通り生徒たちはしっかりした

態度臨んでおり立派な体育大会だったと思います。大崎中学校の体育

大会の様子を途中まで参観してから持留小学校へ移動しました。持留

小学校の運動会は，大崎中学校に比べ参加している保護者は少なかっ

たのですが，とても締まったすばらしい運動会でした。

９月 21 日，成人式の検討会が行われ，来年１月５日の成人式をどう

するか協議いたしましたが，後ほど社会教育課長から説明していただ

きます。

９月 25 日，鹿屋体育大学の創立 40 周年記念式典に町長と出席いた

しました。参加者は県内のみの方で 180 名位の人数でしたが，学長，

鹿屋市長，県教育長のあいさつがあり，その後，オリンピック金メダ

リストの元水泳選手柴田亜衣さんの講演会に参加いたしました。オン

ラインで 40 分位の講演でしたが，「目標を持つことの大事さ」という

演題でまとまったとてもいい講演でした。

９月 26 日，大崎，菱田，中沖，野方小学校の運動会を参観いたしま

した。最初に野方小学校の開会式から参加いたしましたが，児童の態

度がとても素晴らしかったのが印象的でした。中沖小学校では，サイ

コロを使い競技種目を決めるという面白い工夫も取り入れており，と

ても面白い取り組みだなと思いました。菱田小学校では，地域の伝統

芸能「銭太鼓踊り」を見ることができました。本年度も，新型コロナ

ウイルス感染症予防のため開催されない町民体育祭などの場で，町民

の皆さんに公開してほしいと思うほどとても素晴らしい演舞でした。

大崎小の運動会は，子供たちがスタッフとして参加し，みんなで運営

しておりとても素晴らしかったです。

９月の主な行政報告は以上です。



５ 報告

管理課長

社会教育課長

(1) 報告第 19 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第

３号）に係る議案に関する町長への申し出）につい

て

(2) 報告第 20 号 大崎町地域協働活動本部推進委員の委嘱について

資料に基づき説明

資料に基づき説明

６ 議案

（今回はなし）

７ 委員から提出された動議の討論等

教育長 発言がないので，動議はないものとします。

８ その他

溝口委員

教育長

いじめによる自殺について

タブレット端末の持ち帰りに関連して，昨年東京都町田市で発生し

た小学生のタブレット端末を使用したいじめによる自殺が報道され

社会問題となっておりましたが，いじめによる自殺について，今後，

本町における対応策というのはどのように考えているのか教えてほ

しい。

まず，タブレット端末の学校における利用状況については，大崎中

学校において，先日の９月 23 日から４日間で持ち帰りのテストを行

ったところです。また，各種行事等で学校を訪問してみると，いろい

ろな授業等にタブレットやＩＣＴ機器を活用している学校もありま

すが，先生方の中でもＩＣＴ機器をどんどん活用して授業に取り入れ

る先生もいれば，まだそこまで活用できていない先生もいる状況です

ので，議会における一般質問での答弁においても，現在は試行錯誤し

ながらＩＣＴ機器等を活用した学習環境づくりを進めている状況で

あり，今学期末までには学校と家庭を繋いだ学習ができるようにした

いと説明したところです。溝口委員がおっしゃられるように，地域に



小野委員

教育長

二見委員

二見委員

教育長

二見委員

管理課長

よってはＩＣＴ機器等を使用したいじめの問題なども発生してきて

いるところですが，大崎町においては，まだそこまでタブレット端末

を活用した学習活動が進んでいない状況でありますので，今後，その

ようないじめ問題が発生することのないよう通知等も発出しており，

管理職の研修会等でも直接指導していきたいと考えております。

中学校の持ち帰りテストのアンケート結果はどうだったのですか・

まだ結果の集計は上がってきておりません。

溝口委員の質問に関連して，学校訪問に伺ったときにいじめの発生

件数や内容について伺うと，解決済みですとの回答がありましたが，

全国の報道等を見ますと，一旦解決済みとされていた案件が本当はそ

うではなかったという事案があったりするので，その問題が本当に解

決できているのかその後のフォローが大切だと思います。

防災無線による新型コロナウイルス感染症に対する注意喚起の放

送について

大崎中学校の生徒会による新型コロナウイルス感染症の注意喚起

の放送については，とてもよかったと思っておりますが，その放送の

中で，なぜ放送した生徒の名前を言わないのですか。

これまでも，夏休み等の夕方に，防災無線を使って放送している各

学校の子供たちによる帰宅放送でも名前は言っておりません。今回も

教育委員会と生徒会からのお願いということで放送いたしましたが，

町の防災行政無線を使った放送となりますので，個人名まで放送では

入れておりません。

放送を聞いていて誰が言っているのか分かったほうが，信頼度もあ

り心にも響きますし，また，名前をいうことで責任の所在も出てきま

すので，名前を言わないのであれば合成音声でもいいのではないかな

と思いました。

一般質問について

まず，学校教育に関連するものについて，一人目は，新型コロナウ



社会教育課長

管理課長

教育長

イルス感染症に関連するもので，新学期の対策と今後の対応はどのよ

うに考えているのかという質問でした。

二人目についても，新型コロナウイルス感染症に関連するもので，

登校できない児童生徒へのＩＣＴを活用した学習指導はできないか

という質問でした。

三人目は，生理の貧困について，学校の現状はどうなっているのか

というものと，各学校のトイレに生理用品の常備することはできない

かという質問でありました。

四人目も，新型コロナウイルス感染症に関連するもので，コロナ禍

の学校教育の認識と今後の対応についての質問でした。

社会教育に関連するものについては，文化振興に関連するもので，

文化行政推進事業の指針内容・方向性についてということと，文化財

の保護と活用について，文化振興拠点である中央公民館の老朽化対策

はどうなっているのかという３点についての質問でありました。

学校給食に関連するものについて，学校給食の目的，また目的の達

成状況はどうかというものと，給食のメニュー及び主食の割合はどの

ようになっているかという質問があったところです。

他にありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 10 月１日から 10 月 25 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，９月定例会を終了いたします。

以上


