
令和４年４月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和４年４月 25 日（月）

15 時 30 分から 16 時 45 分まで

○場 所 教育長室

○出席者

教育長 穗園 正幸

教育長職務代理者 口 信男

教育委員 二見 いすず

教育委員 小野 まゆみ

教育委員 吉田 博文

○関係者

管理課長 岡留 和幸

社会教育課長 鎌田 洋一

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

報告第１号 大崎町立学校校医等の委嘱について

報告第２号 大崎町学校運営協議会委員の委嘱について

報告第３号 大崎町青少年・一般海外派遣事業実行委員会委員の委嘱について

報告第４号 大崎町学校開放運営協議会委員及び学校開放管理指導員の委嘱に

ついて

報告第５号 大崎町家庭教育学級主事の委嘱について

報告第６号 公民分館長の委嘱について

６ 議案

議案第１号 令和４年度大崎町教育行政の重点施策の一部を変更することの決定

について

議案第２号 大崎町奨学生選考委員会委員の委嘱について

議案第３号 大崎町文化財保護審議会委員の委嘱について

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

議案第２号

議案第３号

令和４年度大崎町教育行政の重点施策

の一部を変更することの決定について

大崎町奨学生選考委員会委員の委嘱に

ついて

大崎町文化財保護審議会委員の委嘱に

ついて

特記事項なし

特記事項なし

特記事項なし

原案可決

原案可決

原案可決



○会議要旨

１ 開会

教育長 ただいまから，４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

口委員 ４月６日，令和４年度大崎小学校入学式に出席した。会場は，色と

りどりの花できれいに設営されていた。新型コロナウイルス感染症対

策のため在校生の出席はなく，参列する保護者を２名以内に制限し，

来賓は，町長，町議会議長，ＰＴＡ会長，学校運営協議会長，大崎公

民分館長の方々であった。今年度 55 名の新入生は，学校長や来賓のあ

いさつの間も，そわそわすることなく非常に落ち着いていたのが印象

的だった。また，新たに転入された教頭先生の発案で，入学式のしお

りが，例年のＡ３サイズ３枚折の様式から，Ａ４サイズ１枚の必要最

小限の内容が集約されたものに変更されており，年度初めの繁忙期を

考えると資料作りも大変な作業であるのでいい工夫だなと思った。

４月 11 日，曽於市役所大隅支所において，曽於市，志布志市，大崎

町の２市１町で構成される曽於地区教育振興会の令和３年度会計監

査に出席した。預金通帳や領収書などの帳簿類は，照合しやすいよう

明快によく整理されていた。内容については，県民体育大会が中止に

なったことなどが要因で残高が 690 万円程度となり，その残額調整に

ついては，令和４年度の２市１町の負担金において調整するとのこと

であった。

４月 12 日，令和４年度大崎町青少年・一般海外研修派遣事業の実行

委員会に出席した。ここ２年間はコロナ禍により実施できていない状

況であるが，今年度も新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み，安全

な派遣研修は難しいとの見通しから中止する結論となった。また，本

事業は，アメリカ合衆国のシアトル市を研修地としており，町から２

分の１の経費が助成されるものの，個人負担額が 33 万円と高額なこ

とが要因となり応募を躊躇する方もいる現状があるため，研修希望者

誰もが応募しやすいように，研修地や必要経費の見直しも含めて今後

検討していくとのことであった。



二見委員

小野委員

吉田委員

４月６日，持留小学校の入学式に参加した。今年度２名の新入生は，

とても緊張した面持ちであったが，校長先生や来賓の方々のあいさつ

もよく聞いて立派な態度で臨んでいた。

４月 11 日，大崎町に新たに転入された先生方の宣誓式がありまし

たが，先生方が変わることでそれぞれの学校の雰囲気もどのように変

わってくるか，これからの学校訪問を楽しみにしているところです。

４月６日に，菱田小学校の入学式に参加した。きれいなプランター

で飾られた花道に 11 名の新入生が入場してきたが，とても堂々とし

ており大変素晴らしかった。告辞をした際には，新入生の子供たちが

しっかりした態度で一生懸命話を聞いており，参列した保護者も，来

賓の方々のあいさつを真剣に聞かれており，これからの子供の成長の

ために一生懸命に頑張ってくれるだろうと頼もしく感じた。また，新

入生が戸惑うことなく式に臨めるように，至る所で先生方の配慮がな

されていた。校長先生のあいさつの中で，菱田小学校の直近で改修さ

れて年度の話があったが，改修間もない他校の建物と比べると，体育

館等の建物の老朽化を感じた。

４月６日，野方小学校の入学式に参加した。野方小学校は，全校生

徒 60 から 70 名程度の学校であるが，今年度は 18 名の新入生が入学

し，校長先生の話では，来年度も多い見込みであるとのことで学校に

益々活気が出てくるのではと思った。また，子供たちの通学時間と自

分の出勤時間が同じ時間帯であるため，毎朝子供たちの通学状況を見

ていると，最初の１，２週間は保護者と一緒に登校しているところを

目にしていたが，徐々に慣れてきた様子で最近は地域の子供たちと一

緒に登校しているようである。

また，野方小学校の前任の教頭先生が，一年間かけて一生懸命花を

育てていただいており，学校全体がたくさんプランターの花に囲まれ

ております。今後も子供たちのためにぜひ続けていていただきたいと

思います。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

４月１日，町長から教育長の辞令。新任校長，教頭への辞令交付。

４月１日と４日に，関係各機関への新任のあいさつ回りを行った。

４月５日，大隅スポーツ交流拠点プロジェクト実行委員会に参加。

本委員会は，ビーチスポーツの拠点づくり，スポーツタウン大崎を実



現のための実行委員会で，令和３年度の事業報告・決算，令和４年度

の事業計画・予算等が協議された。

４月６日，大崎小学校の立哨・挨拶指導を行ったが，子供たちは立

ち止まってしっかりあいさつができており安心した。また，ＰＴＡの

多くの方々も立哨活動に参加しており，地域の子供を地域で育てると

いう気風があることを感じた。

同日，大丸小学校，大崎中学校の入学式に参加し告辞を行った。大

丸小学校は，在校生の参加はなく新入生は 13 名であった。副町長，Ｐ

ＴＡ会長・公民分館長の来賓の方々も参列され祝っていただいた。

大崎中学校は午後から開催されたが，来賓は町長，町議会議長，Ｐ

ＴＡ会長等の方々に参列いただいた。また，在校生は代表の２名のみ

参加していたが，その生徒たちの日本語と英語によるスピーチが大変

素晴らしかった。

４月７日，町監査委員へ新任のあいさつ。

４月８日，町議会広報委員会，厚生調査委員会へ新任のあいさつ。

同日，町校長研修会に出席。校長としての心構え，本町の教育施策，

服務規律の厳正確保のお願い等を行った。

４月 11 日，町転入・新規採用職員宣誓式を行った。23 名の先生方

の参加をいただき，服務の宣誓，抱負，転入職員代表の校長先生のあ

いさつ等を聞きながら頼もしく感じた。今回転入された教職員と一緒

に，町内 887 名の児童生徒を教え育てていく決意を新たにした。

４月 12 日，志布志地区の金融機関の防犯協議会，防犯協会，そお鹿

児島農協から，新入学児童への防犯啓発文具・パネルの贈呈があった。

４月 13 日に大丸小学校，14 日に持留小，大崎中学校，15 日に菱田

小学校，19 日に中沖小学校，20 日に野方小学校の立哨・挨拶指導を行

った。すべての学校において，あいさつはよくできていた。前からの

課題である送り迎えの子供たちも多くみられたが，体力づくりのため

少しでも手前で降ろしてもらい歩いて登校するよう継続して家庭と

連携し啓発してきたい。

４月 14 日，町教頭研修会に出席。教頭としての心構え，本町の教育

施策等について話した。

同日，学校開放運営協議会・家庭教育学級主事説明会に出席。社会

体育の分野で校区の方々に施設を開放する事業に関するお願いや，保

護者と連携し家庭教育の向上を図るための啓発，説明をお願いした。

４月 17 日，九州ビーチバレーリーグ’22 開幕戦㏌おおさきを開催。

コロナ禍で参加が危惧されたが，遠くは福岡・熊本県，県内から総勢

18 チームが参戦した。来年度の国体に向けてビーチバレーの機運を高

めていきたい。

４月 18 日，県教育行政説明会に管理課長と出席。県教育委員会事務



局各課の課長より各施策，また，知事部局から文化振興課，青少年男

女平等参画課の方々から関連施策の説明があった。

４月 22 日，地区教育長会議に指導主事と出席。大隅教育事務所長か

ら大隅地区の教育行政の施策説明，地区の最重点課題である「確かな

学力の定着」と，重点課題の「不登校改善」，「体力運動能力の向上」，

「地域家庭の教育力の向上」について説明があった。

同日夜，町スポーツ推進委員会が開催され辞令交付を行う。また，

２名の委員の方に，10 年以上の方に表彰される鹿児島県スポーツ推進

委員功労者表彰を伝達した。

４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１号 大崎町立学校校医等の委嘱について

（２）報告第２号 大崎町学校運営協議会委員の委嘱について

（３）報告第３号 大崎町青少年・一般海外派遣事業実行委員会委員の委嘱

について

（４）報告第４号 大崎町学校開放運営協議会委員及び学校開放管理指導員

の委嘱について

（５）報告第５号 大崎町家庭教育学級主事の委嘱について

（６）報告第６号 公民分館長の委嘱について

資料に基づき説明

資料に基づき説明

６ 議案

管理課長

教育長

教育長

教育長

（１）議案第１号 令和４年度大崎町教育行政の重点施策の一部を変

更することの決定について

資料に基づき説明

補足説明

質問はありませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）



教育長

管理課長

教育長

教育長

教育長

社会教育課長

教育長

教育長

教育長

異議がないので，議案第１号は原案可決とする。

（２）議案第２号 大崎町奨学生選考委員会委員の委嘱について

資料に基づき説明

質問はありませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第２号は原案可決とする。

（３）議案第３号 大崎町文化財保護審議会委員の委嘱について

資料に基づき説明

質問はありませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第３号は原案可決とする。

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

教育長

（１）大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則について

資料に基づき規則内容の説明



教育長

教育長

教育長

二見委員

管理課長

教育長

質問はありませんか。

（２）教育長だよりの発行について

職員とコミュニケーションをとる時間が限られているため，教育長

だよりを作成し各職員へメールで配信している。現在第２号まで配信

している。今後も自分の訴えたいこと，説明したいこと等を伝えるた

めに不定期で配信していきたい。

質問はありませんか。

（３）食材等の値上げに伴う給食への影響について

最近の報道で，４月からの食材値上げに伴い給食の献立作成に苦労

している栄養教諭の話があった。食材等の値上げに伴い，大崎町の子

供たちの給食が今後も変わりなく提供されるのか。

給食費については，ふるさと納税を活用し，今年度さらに個人負担

額を減らす予算措置を行い保護者の方の負担軽減に繋がっている。給

食については，食材だけでなく燃料費等の経費も高騰しているところ

であるが，それに伴い学校給食の材料を縮小してはならないため，今

後も子供の給食に影響がないように努めていく。

質問はありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 ５月１日から５月 30 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，４月定例会を終了いたします。

以上


