
令和２年度第２回定例会会議録

令和２年５月 26 日

大崎町教育委員会



○日 時 令和２年５月 26 日（火）

15 時 30 分から 16 時 25 分まで

○場 所 中央公民館第一会議室

○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 林 さつき

教育委員 二 見 いすず

教育委員 福 島 慎 吾

○関係者

管理課長 上 野 明 仁

社会教育課長 今 吉 孝 志

管理課課長補佐 西 竹 信 也



○議事日程

１ 開会

２ 委員の報告

３ 教育長行政報告

４ 報告

(1) 報告第９号 大崎町学校運営協議会委員の委嘱について

(2) 報告第 10 号 大崎町奨学生選考委員会委員の委嘱について

(3) 報告第 11 号 大崎町教育委員会外部評価委員会委員の委嘱について

(4) 報告第 12 号 スクールガード・リーダーの委嘱について

５ 議事

(1) 議案第１号 令和２年度大崎町奨学生の決定について

６ 委員から提出された動議の討論等

７ その他

８ 翌月の行事等

９ 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 令和２年度大崎町奨学生の決定につい

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，５月定例会を始めます。

２ 委員の報告

溝口委員

福島委員

林委員

新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が昨日全面解除になり，県

内では５月 11 日から学校再開されましたが，高校では公立・私立共

に分散登校やオンライン授業がなされようです。私事になりますが，

高校生の孫二人も一日おきの分散登校やオンライン授業を受けてい

ました。登校しない日は８時半過ぎからのショートホームルームにリ

モート出席し，国語・数学・英語の一日３教科のオンライン授業，専

門教科のリモート講義などを受けておりました。オンライン授業を実

際に目の当たりにしたのは初めてでしたが，普段の授業と変わらなく

先生の質問に答えたり，生徒同士で話し合い活動をしたりしているの

を横からみていてオンライン授業の良さを感じたところでした。オン

ライン授業によって休校中は気分的にダラダラとなりがちですが，オ

ンライン授業があると子どもに緊張感が生まれて一日を有意義に過

ごしていたようです。また，分からない問題は先生にメールで質問出

来ていました。オンライン授業には全員に端末機を行き渡せることや

通信環境の整備など大きい課題がありますが，一人の孫は通信料の理

由でオンラインの双方向型から片方型の講義中心の授業に学校側が

途中から変更したとのことでした。また，オンラインで長時間画面を

見つめていると目が疲れるなど，健康面でも少し心配な点があるよう

に言われています。諸外国と比較して日本はＩＴ化が社会のあるゆる

面で遅れていることが，今回の新型コロナウイルス感染症から露呈し

てしまいましたが，今後は，学校関係も様々な災害が発生しても対応

できるようにオンライン化を進めておくべきだなあと感じたところ

でした。

特にありません。

今回の新型コロナウイルス拡大の影響により小中学校が休校とな

ったことに伴いまして、子ども達の生活に制限が入り，今まで体験し

たことのない恐怖を感じたと思います。学校のこと，友達のこと，ス

ポーツのこと，部活動，スポーッ少年団のことなど，不安で寂しい思

いをしたのではないかと心を痛めました。５月 11 日から学校が再開

され，子ども達や保護者の方々も安堵されたことと思います。今，野



二見委員

方小学校の校庭にも子ども達の元気な姿を見ることができています。

今日の朝７時 55 分にグラウンドを通って見ますと，先生と児童がラ

ンニングをしていたり，長縄跳びで体力づくりをしている光景を見る

ことができまして少しずつですが，学校に活気が戻ってきたのかなと

感じたところでした。今回の感染症対策により行事の削減や中止など

教育長先生をはじめ，管理課，社会教育課のそれぞれに大変なご尽力

をされたことに改めて感謝の気持ちを申し上げます。

朝夕，子ども達の登下校の元気な声が聞こえるようになったという

のは，やはりうれしいなあという思いと，感染症を防ぐために最大の

努力をして学校運営をしていらっしゃると思うんですが，休校だった

期間を夏休みに振り返るというようなことが今後あるのかどうなの

かということが少し気になるところです。

３ 教育長行政報告

教育長 ５月の報告については，コロナ関係でほとんどの行事が中止や延期

となりました。４月 16 日にコロナウイルスによる政府の緊急事態宣

言の発令があり，県知事の学校施設の使用制限の要請を受けて４月 22

日から５月６日まで臨時休校となったところであります。途中，４月

30 日は登校日とした。そこで，４月 27 日の教育委員会定例会は中止

としたところであります。５月５日，政府の緊急事態宣言が継続とな

りましたが，町内は７日と８日は給食実施の登校日としていたために

臨時登校日で子ども達はいつもどおり登校したところであります。県

知事から５月 10 日まで臨時休校とする旨の通知がありましたが，５

月 11 日から学校を再開したところであります。現在，学校では最大

限の予防措置をして授業を再開しています。大崎小・中については児

童生徒数が 30 名を超す学級があり，２メートル程度の間隔を空ける

ことが難しいことから武道館や技術室を使い，１学級を２学級に分け

て授業をしています。大崎小も１年生と６年生が多いため二クラスに

分かれて授業をしているところです。



４ 報告

管理課長

(1) 報告第９号 大崎町学校運営協議会委員の委嘱について

(2) 報告第 10 号 大崎町奨学生選考委員会委員の委嘱について

(3) 報告第 11 号 大崎町教育委員会外部評価委員会委員の委嘱につ

いて

(4) 報告第 12 号 スクールガード・リーダーの委嘱について

資料に基づき説明

５ 議事

管理課長

教育長

(1) 議案第１号 令和２年度大崎町奨学生の決定について

資料に基づき説明

原案可決と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。

６ 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。

７ その他

社会教育課長

社会教育課長

教育長

第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」

デモンストレーションスポーツ「ドッジボール」の中止について報告

６月 21 日に予定していましたドッジボール大会については中止と

なりましたのでご報告いたします。

第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」

について報告

現在まで何も決定していない状況です。

今後の行事について

各学校の運動会については，１学期に実施する予定のものが２学期

へ延期され，９月に計画されている。昼食のことなどを考えると三密

が避けられないとのことから今後，校長会で協議いたしますが町内は

全て規模を縮小して午前中開催となりそうです。



溝口委員

教育長

溝口委員

社会教育課長

教育長

溝口委員

教育長

町の行事では，陸上記録会と音楽発表会があるが，まだ決定してい

ない状況である。新しい生活様式というものが出ているが，音楽発表

会は中央公民館で開催するため充分な感覚をとることが難しい状況

であり開催は難しいのではないかと考えている。曽於市や志布志市，

鹿屋市などそれぞれ中止が決定しているところや決定していないと

ころがある。６月中には決定したいと思っているところである。

運動会について今朝の新聞等に規模を縮小したといった記事が出

ていたと思う。

学校行事については，教育委員会では判断できないが県内はそのよ

うな方向になると思われます。新しい生活様式を良く見てみると，今

後の感染状況によっては変更しますと書いてある。９月の段階でこれ

が消えることもあると思います。

各学校のホームページの更新について

過去の外部評価委員からもあったと思うが，学校のホームページが

更新されていないようである。業務多忙だと思うので更新ができない

のであれば，もう少し簡単なホームページにしたらどうか。

パソコン操作に詳しい先生がいる時は更新作業も活発に行います

が，その先生が異動でいなくなると更新されなくなるといったことが

あるようである。

７月の教育委員会定例会について

今年は教科書採択の年であるが，教科書採択協議会が今行われてお

り７月 30 日頃に決定する予定になっている。教科書の会社が決定す

ると各市町の教育委員会は承認しなければならないことになってい

るが，７月 22 日の定例会後に再度臨時の教育委員会を開催する必要

が出てくるので，８月上旬に定例会を延期して臨時会と併せて開催す

るということに出来ないか。

７月定例会を８月に行ったということでいいのではないか。議事録

を７月定例会とすればいいのではないかと思うが。

委員のみなさん都合はよろしいですか。



会議録署名人

教育長

委 員

委 員

委 員

委 員

福島委員

二見委員

教育長

林委員

教育長

なるべく早く決めていただければ仕事の都合が付けられる。

授業の夏休みへの振り替え予定について

休校が長く続いたこともあって，３月の定例会時にも夏休みを少し

短くしてというようなことが可能性としてあるとしていたがどうか。

教育委員会としては７月末まで登校し，８月も最後の週から登校し

なければならないのではないかという気持ちもあったが，今後，県教

委と職員団体の交渉があり決まっていくだろうと思っている。大隅地

区では鹿屋市を中心に９市町で揃える方向で検討する予定にしてい

る。

学校再開後の児童生徒の様子について

学校が始まり，子ども達の健康状態や様子はどうか。

特に問題はないと聞いている。

８ 翌月の行事等

管理課長 ５月 27 日から６月 24 日までの行事を資料に基づき報告

９ 閉会

教育長 以上で，５月定例会を終了いたします。

以上


