
令和３年４月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年４月 26 日（月）

15 時 30 分から 16 時 15 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 二 見 いすず

教育委員 吉 田 博 文

○関係者

管理課長 上 野 明 仁

社会教育課長 宮 本 修 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

(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 大崎町文化財保護審議会委員の委嘱について

(6) 報告第６号 大崎町家庭教育学級主事の委嘱について

(7) 報告第７号 就学させる学校の指定の変更について

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，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

溝口委員

福島委員

４月６日に，中沖小学校の入学式に出席しました。当日は天気もよ

く，会場には花満開のプランターが飾られて入学式の雰囲気を感じま

した。コロナ禍で，来賓も中沖分館代表・ＰＴＡ会長など数名と，在

校生は５・６年生と人数制限や式次第にも配慮されていました。今年

は女子２名・男子３名，計５名の新入生でした。特に，式辞などの「お

めでとうございます」の言葉に，元気な大きい声で「ありがとうござ

います」と答えて，式が終わるまでそわそわすることなく礼儀正しく，

素晴らしい入学式でした。

４月９日は，大崎町転入・新規採用職員宣誓式に出席しました。新

鮮な気持ちで転入して下さった先生や新規採用の先生方が宣誓式に

臨み，式辞や歓迎の挨拶を聞きながら改めて身の引き締まる思いがし

ました。先生方には，子供目線で真剣に子供に向き合ってほしいなあ

と思いました。

４月 14 日は，曽於地区教育振興会会計監査が志布志市役所本庁志

布志支所４階会議室で開催されましたので出席しました。冒頭，教育

長室にて福田教育長先生と面会しました。曽於市川畑氏，志布志市松

原氏各々の教育長職務代理者の３名で令和２年度の会計監査を実施

しましたが，例年通り会計帳簿は明瞭に適切に表示されていました。

４月 22 日は，第３次大崎町総合計画第４回審議会に出席しました。

今回は，これまでの総合計画案審議を踏まえ，修正した部分や提言・

要望等の答申書について，最終総括の審議がなされました。最終案の

結論が得られたことから，当日町長に第３次大崎町総合計画案を答申

されることになりました。

４月９日の大崎町転入・新規採用職員宣誓式に参加させていただき

ました。31 名の新しい先生方が来られて，まず最初にリサイクルの町

大崎のビデオ鑑賞があり，これからリサイクル分別が大変だなと自覚

を持ったたのかなと思いました。宣誓式では，新規採用の大崎小学校



二見委員

吉田委員

の仮屋先生が宣誓され，また，新規採用の大崎中学校の稲葉先生が抱

負を述べて，二人とも緊張しながらも力強い抱負，宣誓をされていま

した。最後に，転入者代表挨拶として，中沖小学校の校長先生が，地

域のために役に立ちたいというすごく頼もしい言葉を発せられたこ

とがとても印象的でした。

私は，４月６日に，大丸小学校の入学式に出席しました。８人の新

入生の皆さんは本当に立派でした。姿勢がよくて，わき見をする６年

生もいなくて本当に立派で，保護者席にいる方々の眼差しが子供たち

に注がれているのがとてもよくわかって，とてもいい雰囲気の入学式

でした。

４月より林委員に代わりまして，教育委員を拝命いたしました吉田

と申します。今後ともよろしくお願いします。私は，４月６日に，持

留小学校の入学式に参加させていただきました。今年度の新入生は７

名で，２年生以上の先輩方は 21 名ということで，一番人数の多い学

年になるということでした。この 21 名の先輩たちと教職員が，これ

から１年生と一緒にやっていくんだという暖かい雰囲気の感じらた

入学式でした。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

３月 29 日に，ＩＣＴ支援員の黒松さんと打合せを行いました。月

に数回各学校へ行ってもらいますが，ＧＩＧＡスクール構想により機

器は整備されましたが，これからの先生方への研修が大変となります

ので，うまく活用できるようになればと考えております。

４月１日に，新任校長への辞令交付を行いました。新任の校長先生

は，大崎小学校の下吉校長先生と，菱田小学校の福森校長先生が始め

ての校長になるということで，本来は県で辞令交付を行うところです

が，新型コロナ感染症予防の観点から，今回は各教育委員会で行うこ

とになりまして来てもらって辞令交付を行ったところでした。

４月９日は，教育事務所長の学校訪問がありまして，例年新しく来

られた管理職の先生がいる各学校を訪問するものですが，野方小，中

沖小，菱田小，大崎小，大丸小と訪問していただきました。各学校校

長室で顔合わせをして挨拶して回られました。また，今年は，教育事

務所の管理課長も代わられましたので，管理課職員の宮崎さんと３名

で訪問されておりました。



また，９日は，宣誓式も行いました。昨年は，コロナの関係で開催

できなかったのですが，今年はいい宣誓式ができてよかったなあと思

うところでした。先生方の自己紹介の様子を見ながら，いい職員が入

ってきてくれたと安心したところでした。

４月 12 日，新しいＡＬＴのトーマスが挨拶に来られました。イギ

リス出身の 31 歳，３月までは沖永良部の知名町の居た方で，大崎町

は２箇所目ということでとても明るいＡＬＴでした。またいつかお会

いできたらいいなと思うところです。

４月 16 日，ＳＤＧｓ推進協議会の来庁についてですが，その協議

会の中に合作という会社が入ってますが，そこの代表者の斉藤さんと

か女性の方３名，オンラインで東京から参加した１名の計５名から，

町長，私，副町長に面会があり，あいさつをいただきました。合作と

いう面白い名前だなと思いましたが，この会社は斉藤さんが今回立ち

上げられた会社で，大崎町でいろいろ進めていかれるということで，

推進協議会の議長としてお会いしたところでした。この会社のメンバ

ーは，20 代から 30 代の若い方々で立ち上げられたもので，若い人た

ちの働き方も変わってきたなあ感じたところでした。

４月 19 日，教育行政説明会が開催されましたが，各市町村の参加

人数は２名までとなっておりましたので，教育行政説明会には管理課

長，社会教育課長の２名に参加していただき，人事連絡会については

私が出席いたしました。

４月 22 日，社会教育課と協議を行いました。ある町民の方からの

提言を受けまして，現在の生涯学習の現状について考えられるところ

があったようで，社会教育講座等の参加者が少ないということ，講師

の質が落ちているのではないかということ，講座が同好会化している

のではないかということ等についての提言がありました。今後，また

検討していかないといけないことかな考えるところでした。また，今

町内には，ミャンマー人やベトナム人等の外国人が多数来ております

が，その方々に日本語を教える講座ができないかという提案もあった

ところです。

令和３年度の「大崎町の教育」についてですが，力点の３番目と４

番目の項目が変更しております。大きく変わったところは，おおらか

の項目の家庭教育推進のところに特別やっていることなんですが，10

か条が２つとも入っております。また，さわやかのところに，歯と口

の県交推進事業のところにフッ化物洗口事業をいれました。きわやか

のところについては，持続可能なまちづくり事業ということで，大崎

学，リサイクルネイティブの育成，町史編纂等が入っておりますので

確認していただければと思います。



４月の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 大崎町文化財保護審議会委員の委嘱について

(6) 報告第６号 大崎町家庭教育学級主事の委嘱について

(7) 報告第７号 就学させる学校の指定の変更について

資料に基づき説明

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

教育長

溝口委員

教育委員会定例会の日程調整について

何か質問はありませんか。

管理課長より事前に連絡のあった定例会の年間日程についてです

が，１ヶ月前までに都合が悪くなった委員がでた場合は，日程の調整

をお願いしたいと思います。委員が欠けることは良くないので，やむ

を得ず直前で都合が悪くなった場合は仕方ありませんが，１ヶ月前頃

までに都合が悪い委員がでた場合は調整をお願いしていただくよう

お願いします。



管理課長

教育長

年間の日程については，会場予約する必要がありますので，事前に

定例会の年間予定を決めておりますが，調整できる場合は対応いたし

ます。

他にありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 ５月１日から５月 31 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


