
令和３年３月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年３月 24 日（水）

15 時 30 分から 16 時 45 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

社会教育課長補佐 鎌 田 洋 一

管理課長補佐 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 38 号 区域外就学について

(2) 報告第 39 号 臨時代理の報告（令和２年度一般会計補正予算（第７号）に

係る議案に関する町長への申し出）について

(3) 報告第 40 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計予算に係る議案に関す

る町長への申し出）について

(4) 報告第 41 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第１号）に

係る議案に関する町長への申し出）について

６ 議案

(1) 議案第４号 令和３年度大崎町教育行政の重点施策の決定について

７ 委員から提出された動議の討論等

８ その他

・大崎町議会３月定例会一般質問について（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

議案第４号 令和３年度大崎町教育行政の重点施策

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，３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 ３月１日の 13 時 30 分から第２回大崎町総合計画審議会が開催され

ましたので教育委員会から出席しました。向こう 2029 年度までの持

続可能な大崎町を実現していくための新たな指針として第３次大崎

町総合計画の策定作業が進められていますが，その２回目の審議会が

総合計画案の資料に基づいて協議がなされたところです。今月 29 日

に３回目の審議会が予定されていますが，４月中に最終案の取りまと

めを行う方向で進められております。

３月 22 日は，午前 10 時から令和２年度第２回大崎町社会福祉協議

会評議員会に出席しました。議題については，次期予算案などが全て

原案どおり承認されておりました。その中で東町長が挨拶されました

内容は昨年からのコロナ渦で介護関連の活動が滞っていたり小中学

校の卒業式など年度節目の行事も制限されたりメリハリや活気がな

くなっている状況。大崎町のコロナワクチンの接種については４月 26

日に 1000 回分のワクチンが入ってくる予定になっているようです。

このワクチンは老人福祉施設入所者の高齢の方を中心に接種予定と

のことでした。４月から接種クーポン券の配布を開始し，65 歳以上の

接種は７月いっぱいで終える方向との話しがありました。また，環境

問題では大崎町の資源リサイクル分別や資源循環型の活動内容が今

国会の衆議院環境委員会で取り上げられ町民や小中学生の取り組み

を公明党の江田康幸議員が環境大臣へ紹介してもらえたとのことで

す。小泉環境大臣も大崎町の取り組みを絶賛されとのことです。江田

議員が小泉環境大臣に「大崎町へ是非訪問して貰って大崎町の小中学

生を褒めてください。」と付け加えられた話しがあったそうです。町

長から今後に向けて大崎方式を発信して行きたい旨の話しがありま

した。

本日３月 24 日は，大崎小学校の卒業式に出席しました。コロナ渦

で来場者が制限された会場はいっぱいの美しい草花が飾られて卒業

式の雰囲気が出ていました。三密を避けるため在校生の出席はなく来



福島委員

林委員

二見委員

賓はＰＴＡ会長，学校運営協議会長，大崎公民分館長だけでした。ま

た，君が代斉唱や校歌斉唱などは事前に録音されたものを流したり在

校生や卒業生のお別れの言葉も映像を流すなどの工夫がなされてコ

ロナ対策をしっかり講じられた卒業式でした。会場の保護者の方々も

物静かでマナーも良く卒業生 38 名は規律正しく清々しい態度や姿勢

で臨んでおり引き締まった非常に素晴らしい卒業式でした。

本日，持留小学校の卒業式に参加させていただきました。今年は１

名の卒業式だったんですが，出席者は在校生 21 人全員と卒業生の家

族，来賓は分館長，ＰＴＡ会長，そして教育委員から自分の３名でし

た。国歌，校歌の斉唱は省略され簡素化された卒業式でしたが，１人

でお別れの挨拶をした卒業生は普段は内気な子だと聞いていたんで

すが，芯がすごく通っていて殆ど原稿を見ることなく立派なお別れの

挨拶をされてました。ステージの横にプロジェクターが置いてありま

して，在校生 21 人からのメッセージが 1 人 1 人流されてとても心温

まる卒業式ですごく良かったなあという印象でした。

私の方からも卒業式のことについてご報告させていただきます。私

は大丸小学校の卒業式に出席いたしました。穏やかな心地の良い日差

しに包まれて体育館にはどこからか菜の花の香りが入ってきてすご

く落ち着いた環境の中で卒業生を送ることができました。今回はコロ

ナ関係で在校生の出席はなく，保護者そして公民分館長さんと私の来

賓の出席だけでした。10 名の卒業生は大丸小学校が自由服なんです

が，卒業式にはしっかりした正装で背筋をしっかり伸ばし，卒業証書

をいただくときにはマスクを外して，席に着くとマスクを着けるとい

う決まりをきっちりとしていまして，すばらしいなというのを感じた

ところでした。お別れの言葉では在校生がいないものですから私たち

の来賓の方まで「色々ありがとうございました」と言って挨拶をして

くれました。それにもグッと来るところがありました。４月からは中

学生なんだなあと，どんな立派な中学生になるんだろうと微笑ましく

思うところでした。とても気持ちの良い 10 名の卒業生でした。

私は中沖小学校の卒業式に出席いたしました。中沖小学校は９人の

卒業生で在校生は高学年のみんなが参加しておりました。20 名ぐらい

だったと思います。卒業証書を受け取る時にはマスクを外して，将来

の夢と中学校に入ってからの目標を 1人ずつ待っている間に卒業証書

を皆さんに見せて発表していました。みんな元気いっぱいの発表がで

きていました。非常に印象的だったのは，保護者の皆さんに 1人ずつ

「お父さんありがとう」「お母さんありがとう」と伝えることになっ



ていまして，保護者の皆さんも立ち上がって感謝の言葉を聞いていま

した。もうひとつ最後の最後にサプライズがありまして，それでは退

場という時に先導をなさる先生が動こうとした瞬間に卒業生が「先

生，私たちは先生と過ごした１年間はとっても楽しかったです。あり

がとうございました。」ということを子ども達が先生に呼びかけたも

のですから先生はびっくりして言葉がで出なくて，しばらくしてから

「私も楽しかったよ」と言って感動のなかで退場して行くという姿を

見てとってもすばらしかったです。小規模校ならではの非常に和やか

な雰囲気で歌も歌いました。お別れの言葉も卒業生と在校生が交わし

ましたし，どちらも１曲ずつ歌を歌いました。マスクを着けてはいま

したのでそれほど大きな声ではなかったんですが，練習が良く行き届

いているなというのを感じました。本当に感動的な卒業式でした。そ

の場に居合わすことができてとても幸せでした。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

２月 28 日，ジャパンアスリート・ゲームズ イン オオサキが開

催されましたので行って参りました。来賓が５，６人でしたが，全国

から有名な選手が来て 100ｍや 110ｍハードル，高跳び，幅跳びなど

の競技を行っていました。目の前で彼らの走りを見ましたが，やはり

凄いですね。陸上の大会を間近で見ることが今までなかったものです

から走り高跳びでバーを自動で移動するというのを知りませんでし

た。鹿児島南高校の先生に色々聞いたんですが，珍しいものを見せて

もらいました。増田明美さんが来られていましたので少し話しをしま

したが，テレビで見るようにいつもの感じで話していただきました。

こうして毎年開催されれば大崎にとっては非常に良いことだなあと

思いながら見ることでした。

３月２日は，鹿児島大学の法文学部の酒井ゼミの先生と院生が５名

来られました。以前，社会教育課に話しを聞きに行っていましたが，

教育長の話しも聞きたいということで再度来られました。色んなこと

を２時間ぐらいかけて質問されて色々なことを学生さんが感じて帰

られたみたいです。後で酒井先生からメールが送ってきまして詳しく

書いていましたが，学生さん達が大崎についての印象が色々書いてあ

りまして外国人技能実習生の話しを聞いた時に，実習生が町で生活す

るうえで要望を町はどのように聞いているのだろうかということが

気になったということや住民の方にインタビューした時に住民の方

が大崎町のことを「過疎的」とか「雰囲気的に残念」とか「積極性が



ない」と言ったことが印象的だったと書いてありました。それから，

「住人であっても地域の方とふれあう機会がなく参加しない」という

意見もあったということでした。外国人技能実習生については，あく

まで労働力であるという認識を改める必要性を再度感じたと書いて

ありましたので労働力だけではなくて外国人と日本人の交流といい

ますか，大崎町の住民との交流が大事なのではないのかなと大学生達

が感じたということが書いてありました。それから，大崎町で 20 年

間働いているという方に大崎町はどうですかと話しを聞いたところ

「パッとしない町」と答えられてショックを受けたと書いてありまし

た。そういう方もいらっしゃるんでしょう。それから，教育長に聞い

た話と社会教育課の職員との社会教育に対する捉え方が全然違って

大きなギャップを感じたと書いてあります。その他にも社会教育課の

職員に聞いたことなのか分かりませんが，「大人を対象にするのが社

会教育課で子どもを対象にするのは管理課だ」と言ったと書いてあり

ました。そのことについては疑問に感じたと社会教育は子どもから大

人まで連携することが大事なのではないかということが書いてあり

ました。そのとおりですよね。

10 日は議会の一般質問がございました。今回，３人の議員から質問

がありました。後ほど課長から報告があると思いますが，その中に先

程溝口委員さんがおっしゃいましたスクールバスの件がありまして，

大崎町のスクールバスの単価が高すぎるのではないかという質問で

した。溝口委員がおっしゃったこととは今回の質問は関係ないんです

が，スクールバスを昼間に使わない時は私は恐らく会社は使っている

と思いますが，会社は昼間朝夕スクールバスを走らせていますが，空

いている車を昼間に使う訳ではないとのことを言っておられるので

はないかと思っております。後ほど課長から報告があると思いますの

でお聞きください。

大崎中学校の卒業式が 16 日にありました。来賓は私とＰＴＡ会長

とコミュニティ・スクールの会長の３名だけでした。いつもどおりき

っちりした卒業式でした。

18 日は，チャレンジ鹿児島学校賞ということで大崎中に指導課長が

来られまして県内 180 校が参加しているんだそうですが，180 校の中

で大崎中学校の１年生から３年生のクラスの中に，だいたい８番から

11 番目ぐらいに入っているということで学校賞は大崎中を大隅から

選んだということで来られたんですが，良く頑張ったということで褒

められて帰られました。

22 日は異動発表でしたが，異動発表については先日内示の前にお伝

えしておりますのでそのとおりでした。大きな問題もなく発表できた

のかなと思っております。



今日は野方小学校の卒業式に参りました。野方小は卒業生が 10 名

で在校生はおりませんでしたが，保護者と来賓は３名だけの卒業式で

した。コロナ対策で校歌も歌わずに少し寂しかったですが，良い卒業

式が出来たなあと思ったところでした。今回，恐田校長と杉先生が退

職だったものですから県の教育委員会から感謝状が来ていましたの

で感謝状を渡すということで行きましたが，例年であれば県庁の講堂

で県の教育長が退職者の方々に感謝状を渡します。去年と今年はコロ

ナ関係で出来ないということで各市町村教育委員会で感謝状を預か

っていたんですが，本人達には事前に連絡せずに今日持って行きまし

て授与しましたので校長も涙を流されていました。これまでの教育の

成果といいますか，色んな思いがあったのだろうと思ったところでし

た。併せて町の教育委員会も大崎町で退職される校長先生に対して町

長名と教育長名で感謝状を渡していましたが，それについても同じ場

所で渡して帰って参りました。

後はこの後，修了式と離任式が行われると思います。

３月の行政報告は以上です。

５ 報告

管理課長

社会教育課長

補佐

(1) 報告第 38 号 区域外就学について

(2) 報告第 39 号 臨時代理の報告（令和２年度一般会計補正予算（第

７号）に係る議案に関する町長への申し出）について

(3) 報告第 40 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計予算に係る

議案に関する町長への申し出）について

(4) 報告第 41 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第

１号）に係る議案に関する町長への申し出）について

資料に基づき説明

資料に基づき説明

６ 議案

教育長

(1) 議案第４号 令和３年度大崎町教育行政の重点施策の決定につ

いて

資料に基づき説明



教育長

溝口委員

教育長

溝口委員

教育長

教育長

質問はありませんか。

総合計画の打合せの時に出たんですが，今後，総合計画の方にもこ

ういった教育の関連の項目がありますが，今すぐにというのは無理だ

と思いますので，そちらの方とも整合性をとっていただければ良いの

かなと思います。最終案がどのようにまとめられるか分かりません

が，小中学生の遺跡の問題についても，やはり立派な遺跡がある訳で

すから子ども達が知らないとか，そういうのも拡げて行かなければい

けないといったことを含めて総合計画の方にも盛り込んであるよう

ですので整合性をとっていただければと思います。

総合計画については，再度資料を見てみたいと思います。

まだ，まとまっていないようですので来年なり次回で良いと思いま

す。

他にありませんか。

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４号は原案可決といたします。

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

社会教育課長

補佐

管理課長

教育長

溝口委員

大崎町議会３月定例会一般質問について（教育委員会関係）

資料に基づき説明

資料に基づき説明

何か質問はありませんか。

スクールバスの経費の部分は，車両の償却とかそういう経費しかな

いのでその辺を比較されれば出てくると思います。



管理課長

溝口委員

教育長

細かく計算はしてありまして説明はしているんですが，その積算自

体が大崎町は高いのではないかとおっしゃっておりまして，今後も説

明して参りたいと思います。

積算も他市町村のデータをいただいて比較するしかないですね。

他にありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 ４月１日から４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，３月定例会を終了いたします。

以上


