
令和４年 10 月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和４年 10 月 26 日（水）

15 時 30 分から 16 時 20 分まで

○場 所 応接室

○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 25 号 区域外の就学について

報告第 26 号 青少年活動事業「ふるさと学寮」について

報告第 27 号 大崎町「文化祭」について

報告第 28 号 大崎町「図書館まつり」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

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，10 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

二見委員

小野委員

10 月２日，日曜日の早朝に実施された「持留小学校ＰＴＡ奉仕作

業」に参加した。当日は，保護者や児童，地域の方々が大勢参加され

ており，全員で草刈り作業を中心に実施された。かねてから，校内は，

草刈り作業が行き届き，いつも綺麗に整備されているが，10 月 13 日

の開催された持留小学校の研究公開を前に，学校内がより綺麗になっ

ていた。

10 月 12 日に，持留小学校の全校読書という催しに参加した。更生

保護女性会「更ちゃんの会」の方々が２冊読み聞かせをされた後に，

児童一人ずつ読書標語を発表し，その後，縦割り班で先生方が準備さ

れた様々な絵が描いてあるカードを使ったお話を作るゲーム（アニマ

シオン）を見せていただき，１時間あっという間の楽しい時間を過ご

させていただいた。

10 月 11 日から 13 日にかけて，鹿児島県中小企業団体中央会女性部

会７名で，青森県で開催されたフォーラムに参加した。その会の中に

おいて，大崎町と同じように過疎化の進んでいる地域の取組事例が報

告された。内容としては，子どもたちがどのようにしたらこの地域に

また戻ってくるかということを考えた取組みを重点的にされており，

商店街では，毎週子どもたちを集めたイベントを開催しているという

ことであった。大崎町においても，このような子どもの集まるイベン

ト等を開催することが必要なのではと感じた。

10 月 14 日，大崎中学校の総合学習の授業に参加した。その中で，

１年生の子どもたちによる商品作りの企画が進められており，各グル

ープに分かれて，それぞれコンセプトも考えられたいろいろなデザイ

ンが上がってきた。これらのすばらしい作品の中から，商品化するこ

とができたらと考えている。



吉田委員 10 月６日，ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅で開催さ

れた，第 71 回大崎町小学校陸上記録会を参観した。昨年度は，新型コ

ロナウイルス感染対策による学校別開催で実施されたということで

あったが，今年度は，町内小学生が一堂に集まって開催され，また，

参観エリアが仕切られてはいたが，保護者も記録会の様子をみること

ができるようにされていた。コロナ禍において，中々このようなスポ

ーツイベント等は再開することができない中で，今回，運動会とはま

た違う他校の児童とのコミュニケーションや競い合いをすることが

できて，子どもたちにとって貴重な日だったのではと思った。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

10 月２日，中沖小学校及び菱田小学校の運動会に参加。中沖小学校

では，地域種目や親子リレーもあり大変賑わっていた。菱田小学校で

は，大崎音頭や銭太鼓などの郷土芸能が披露され，郷土色が根付いて

いるなと感じた。

10 月３日～４日，校長中間面談を実施。各校長の自己申告に基づい

た現状の取組状況について説明していただき，前期の業績・能力評価

のフィードバックを行った。

10 月３日，大崎中学校研究授業。新規採用の教諭による授業。

10 月４日，大崎中学校学校運営協議会に参加。12 月 10 日の土曜授

業の日に，地域の方々の協力の下開催されるキャリア教育事業の実施

に向けた協議が行われた。

10 月６日，第 71 回大崎町小学校陸上記録会を開催。３年ぶりに各

校５・６年生合同で実施した。子どもたちにとって，非常に素晴らし

い施設で競技することができ，また，いずれ中学校で一緒になる他校

の児童と親睦を図るいい機会となったと思う。

同日，県庁において，人事に関する大隅地区教育長研修会に出席。

10 月７日，決算審査特別委員会執行部挨拶。

10 月９日，歴史探学会おおさきにおいて講話。

10 月 13 日，持留小学校研究公開。大隅地区内から，30～40 名程度

の教諭が参加。

10 月 14 日，志布志市のサッカー大会に参加し，大崎町で練習をお

こなっていたクラブ「南葛ＦＣ」が表敬訪問。

10 月 16 日，福岡県行橋市ビーチサッカー大会視察。



10 月 18 日，小・中一貫教育，コミュニティスクールフォーラムに

参加。現在，中学校において活発に活動されているコミュニティスク

ール活動を，小学校へどのように拡充していくかが今後の課題。

10 月 21 日，鹿児島県教育委員会来庁。人的状況調査があった。

10 月 25 日，鹿児島県教育長会。県教委事務局への質疑等。

10 月 26 日，教育委員会定例会。

※以下，今月の今後の行事予定

10 月 27 日，鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会研修会。部活動

地域移行に関する研修。

10 月 28 日，大崎中学校文化祭。

10 月 29 日，愛生会運動会。

10 月 31 日～11 月１日，曽於地区教育振興会管外研修。長崎市・熊

本市等。

10 月の主な行政報告は以上です。

５ 報告

管理課長

教育長

社会教育課長

教育長

（１）報告第 25 号 区域外の就学について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

（２）報告第 26 号 青少年活動事業「ふるさと学寮」について

（３）報告第 27 号 大崎町「文化祭」について

（４）報告第 28 号 大崎町「図書館まつり」について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

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

教育長

教育長

（１）読書週間について

10 月 27 日から 11 月９日までが全国秋の読書週間。本年度の全国学

力・学習状況調査における「読書は好きですか」の問いに対して，小

学６年生は県平均に，中学３年生は全国，県平均共に下回る結果とな

っている。読書習慣を身に着けることについて力を入れていきたい。

何か質疑はありませんか

９ 翌月の行事等

管理課長 10 月 31 日から 11 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，10 月定例会を終了いたします。

以上


