
令和３年２月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年２月 25 日（木）

15 時 30 分から 16 時 10 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 福 島 慎 吾

教育委員 林 さつき

教育委員 二 見 いすず

○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 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 37 号 区域外就学について

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

な し



○会議要旨

１ 開会

教育長 ただいまから，２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

福島委員

林委員

二見委員

特に報告はございませんが，図書館協議会が今月 18 日に予定され

ましたけれども書面による開催ということになりました。詳しくは改

めて報告させていただきたいと思います。

特にありません。

特にありません。

私も報告することはありませんが，実は県下一周駅伝で今回は応援

に出ないようにということだったんですが，どういう巡り合わせかた

またま交通規制に掛かってしまいまして，12 人の選手全員自分の車の

横を通っていくということになってしまいまして，ちょうど曽於が地

元入りでトップだったんですよね。本当に応援が出来ていたらどんな

に盛り上がっただろうと思いながら窓を開けずに拍手を送ることで

したけれども，来年こそはそれぞれの催しが開催できたらいいなと思

うことでした。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

１月 31 日は県地区対抗女子駅伝大会がありました。大崎町から選

手として菱田小学校の先生が名前が挙がっていましたが，実力的には

私は出れると思っていましたが今回は出場できませんでした。来年は

走ってくれると思っております。本人は残念がっておりましたが来年

は頑張ってくれると思います。

２月 16 日は県下一周駅伝の大崎通過でした。皆さんもご存じのと

おり 14 年ぶりに曽於は日間優勝をしましたけれども良かったなと思



っていますが，ただ選手層が薄いせいか前日と５日目は最下位という

形でＣクラスに落ちてしまいましたけれども来年は又頑張ってくれ

ると思います。昨日，志布志市の新教育長と駅伝の監督が来ましたの

で激励をしたところでした。この県下一周駅伝については中沖小学校

の先生が３回，本当は１日目と４日目に出場する予定だったんです

が，２日目も走ってくれまして３回走ったことになりましたけど，そ

れぞれの区間の記録を見てみますとだいたい 12 人中７位ぐらいで走

っていました。今年が４回目の出場だったそうです。

17 日，最後の校長研修会でした。私の教育長の任期が 12 月までで

したが，再任されたということで原点に帰るということで話しをしま

した。私が就任した当時，一番問題になっていたのが大崎中の統合問

題，これが一番大きな課題でした。あと校舎改修も大きな問題でした。

大崎中，大崎小，大丸小，野方小，中沖小，あと菱田小も残っていま

すが予算の関係で出来ませんでした。管理職住宅については民間の力

を借りて全ての管理職住宅をつくりましたのでこれも解決したなあ

と思います。空調関係も問題になっていましたが，これも上手い具合

に別途の事業で導入できました。ＩＣＴ関係も遅れていましたけどこ

れもコロナ関係で急遽整備できましたので大崎町の大きなハード面

については解決出来たのかなあと自分では思っているところです。ソ

フト面ですが，大崎町の学力向上は大きな問題でした。生徒指導の問

題も大変な問題でした。体力向上も家庭学習とありましたが，学力向

上については学習定着度調査の結果が出ましたのでここで発表いた

しますが，６小学校の平均は地区の平均，県の平均ともに全て国語，

社会，算数，理科とも超えているところです。ですので大崎の定着度

の結果については地区内では２番目か３番目ぐらいかなと思ってい

るところです。今回，地区も県も平均を超えていますので良かったの

かなあと思っています。ある学校がちょっと落ちましたけどこれから

盛り返してくれると思っています。中学校の方は１年生が国語と社会

と数学については地区平均にも県平均にも達しませんでした。ただ理

科と英語については地区平均も県平均も超えています。それから２年

生については国語だけ地区平均と県平均を超えてなくて，あとは社

会，数学，理科，英語とも地区平均と県平均を超えていますので中学

校２年生は頑張ってくれたなあと思っているところです。今度は 17

日に別のテストがありますので良い結果を出してくれたら良いなあ

と思っていますが，やはり先程も言いましたとおり家庭学習が問題で

家で勉強をしていない。学校の頑張りで結果が出ていますけど家庭学

習が大きな課題だなあと思っているところです。それから生徒指導関

係は８年ぐらい前から考えますと教師への暴力行為とか不登校も 18

人と多かったですけど現在は４人ぐらいに減っていますので生徒指



導関係は良くなってきているなあと思っています。体力向上は最初か

ら言っていますけど，とにかく車で送り迎えが多いということで前よ

りは減っているような気がしますけど相も変わらず送り迎えがいま

すので体力についてはダウンしているのかなあと思っております。部

活動やスポーツ少年団への加入も少なくなってきているのも要因の

ひとつかなと思っています。そういうことでソフト面についてはまだ

まだ努力しないといけない課題がたくさん残っておりますので原点

に帰るということで校長研修会で話しをしたところでした。それから

校長先生方に言いましたのは「結果を問題にしなければ学校経営では

ない」ということで校長先生方には学力テストの結果についてはしっ

かり問題にして，なぜこのような結果になったのか考えてほしいとい

うことで話しをしました。コロナ対策については大崎小の校長先生か

ら話しをしていただきましたが，私もその話しを聞いて細かいことが

大変だったんだなと思いましたけど他の校長先生方も勉強になった

とのことで，もし自分の学校で発生した場合は大崎小の実践を元にし

ながら対応してもらいたいなあと思っているところです。男女混合名

簿の問題ですが 30 年前まではどちらかというと県教委も曖昧なとこ

ろだったんですが，今時代が変わってまして男女混合になってきまし

た。ですから今県教委に言っているのは小中学校で男女混合名簿の使

用を 80％に持っていこうと，高校は 100％と言っているらしいですの

で時代が変わったなあということを感じています。卒業式や入学式を

見ましたらどこの学校も男女が入れ混じって出てきますね。昔は男女

別々でしたが，この辺りも改善して行くのかなと思っているところで

す。最後に校長先生方もたくさんの方が異動されるでしょうから感謝

をし，これから又頑張っていただきたいということで話しをしたとこ

ろでした。

24 日，人権・同和教育担当者会がありましたが，この日に志布志市

の教育長が交代しました。１月の定例会の日に前の教育長が来られま

したが，来月で任期が切れるということで挨拶に来られました。今度

教育長になられた福田教育長は４年前に志布志市の学校教育課長を

されていました。志布志市の学校教育課長を２年しまして，２年間鹿

児島市の大竜小学校の校長をして，その後鹿児島市内の幼稚園長をし

まして今回声がかかって教育長ということになりました。大学の後輩

でもあるんですが，昔から知っていまして大崎町の先生方を田上小学

校に送った時に田上小学校の教頭をされていましたので彼にもお世

話になったことがありました。

２月の行政報告は以上です。



５ 報告

管理課長

(1) 報告第 37 号 区域外就学について

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

学力定着度調査結果について

昨年の第二次総合計画の効果検証資料というのをいただいたんで

すが，その中で学力の方は中学校は向上してきているんですけど，小

学校が下降ぎみだということで書いてありましたので，どんな要因な

のかお尋ねしようかと思っていたんですが，先程説明がありましたの

で理解できました。中学校は国語だけが平均に達しなかった要因は分

かっているでしょうか。

定着度調査は小学校が５年生，中学校は１，２年生となっています。

４月にある文科省の学力テストは小学校が６年生，中学校は３年生が

受けます。はっきりとは分からない部分もありますが，学年によって

やはり少し差がでる年があります。子ども達が悪かったではなくて悪

かったなりに学校として何を対策をしたのか，そこが大事だという話

を校長会の時に話しをしたところです。今年はコロナ関係もあったの

で悪い結果が出るのではないかということは予想はしていました。中

学生は家での学習が足りてないと思っています。以前よりは成績が上

がってきているのは間違いないと思いますが，これから少しずつ上が

ってくると思います。ただ以前から言っていますが，大隅地区は成績

が良くないです。県内８地区の中で一番下です。県内８地区でどこが

一番良いと思いますか。一番良いのは鹿児島郡だったと思います。私

も以外でしたが，鹿児島市は４番目です。それから熊毛だったと思い



溝口委員

教育長

溝口委員

管理課長

管理課長

ます。あと昔は大隅地区は５番目ぐらいだったんですが，最近では一

番下になっています。原因は何なのかと考えた場合に人事異動の関係

もあるとは思いますが，今年は 20 人ぐらい教員数が足りないと言わ

れています。大隅地区を希望する人がいないこともあると思います

が，そうなると大隅地区には新規採用者や期限付の先生がということ

になりますのでそうなると経験の差というのも出ると思っています。

絶対数が足りてないんですか。

そうですね。希望者も少ないですね。今でも探しているんですけど

教員免許を持っていたら臨時免許を取らせて学校の先生を配置する

ように考えています。もし，知り合いでいらっしゃいましたら紹介し

ていただければと思います。

教育委員の活動状況について

こういったコロナ渦の中で教育委員の活動といいますか，色々と折

衝があって出向けないというところで，非常に申し訳ないなと思って

いるんでけど他の市町村といいますか曽於市でも良いし志布志市で

も良いんですけど事務局の方にどういった活動しているか，私も連絡

先を聞いてないものですから聞いていただけないでしょうか。どうい

った活動をしているのか情報を聞いていただけないでしょうか。

分かりました。

卒業式及び入学式の出席割当について

資料に基づき説明

９ 翌月の行事等

管理課長 ３月１日から４月９日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，２月定例会を終了いたします。

以上


