
令和３年６月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和３年６月 24 日（木）

15 時 30 分から 16 時 30 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 二 見 いすず

教育委員 吉 田 博 文

教育委員 小 野 まゆみ

○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 11 号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第２号）に

係る議案に関する町長への申し出）について

(2) 報告第 12 号 大崎町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

(3) 報告第 13 号 大崎町社会教育委員の委嘱について

(4) 報告第 14 号 大崎町青少年活動事業実行委員会委員の委嘱について

(5) 報告第 15 号 大崎町立図書館協議会委員の委嘱について

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，６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

二見委員

５月 30 日（日）に開催の「大丸小学校運動会」を観覧しました。

当日は，天気にも恵まれ時折日差しが強く，コロナ感染予防と熱中症

対策を講じた午前中のみの運動会でした。子供たちの走る一生懸命さ

と親子競技する楽しさがとてもよく感じられました。地域の方との

「棒踊り」は毎年後継されて，風情がありすばらしいなあと思います。

気になった点としては，閉会式中に大部分の集落のテントの片づけが

始まりましたが，最後まで子供たちの閉会式の姿を見届けた方がいい

のかなあと感じました。

学校訪問の日程に基づいて，５月 31 日（月）に野方小学校，６月

７日（月）に菱田小学校，６月 14 日（月）中沖小学校，６月 23 日（水）

に持留小学校の４校を訪問しました。２年ぶりの学校訪問となりまし

たが，顔見知りの校長先生をはじめ教職員の先生方が異動されて，新

しい顔ぶれの先生方に触れて，新鮮さを感じる学校訪問となりまし

た。特に感じたことや印象に残ったこととして，まず，校舎改修で教

室内が非常に明るく綺麗となっておりました。全ての学校が校舎内外

共に良く整備されて，清々しい学校の雰囲気を以前より一段と感じま

した。訪問冒頭の，校長・教頭先生の学校経営目標や教育活動の説明

を受けましたが，それぞれの学校の取組むべき主要課題が，明確に簡

潔に良く整理されていて，それぞれの学校の特色ある教育活動方針が

非常に分かり易く理解できました。以前に比べて問題点分析や目標管

理がしっかりされているなあと強く感じました。持留小学校のタブレ

ットを利用した授業については，一部の保護者から聞いていました

が，タブレットを手馴れた操作で学習している子供の姿は，立派で興

味深く授業参観することができました

溝口委員からもお話がありましたが，２年ぶりに学校訪問に参りま

して，子供たちの元気な様子を直に見ることが出来て本当によかった

なあと思っています。訪問した学校の中で，３校の新しく転入された



吉田委員

校長先生のお話を伺うと，大崎町，大崎町の子供たちを愛して下さる

であろうという感触がとても感じられてうれしい限りでした。そし

て，どの学校も学力向上を目指していて，具体的にその内容を説明し

てくださったのですが，それぞれの学校の特徴を生かして，学校を挙

げて，管理職の先生や教職員の皆様も，空いてる時間で子供たちを一

人ひとり見ようという姿勢が感じられて本当にすばらしいなあ思っ

たところです。いつも思うことですが，大崎町の子供たちは，幸せだ

なあと改めて思ったところです。

私の報告は，大丸小学校の運動会と，今回初めて参加いたしました

学校訪問についてです。

まず，運動会については，６年生にとっては最後の運動会となりま

すので，先生方が子供たちにとって何とかいい思い出になるように，

一生懸命準備され運動会を作っているんだなあと感じました。

学校訪問については，今回２校の訪問に参加させていただきました

が，各学校で児童数や児童の特徴も違いますので，それぞれの学校の

校長，教頭先生が，問題や課題をよく捉えており，今後どのように取

組んでいくかという説明があり，それぞれの学校の経営の方針がよく

わかりました。また，昨日訪問した持留小学校についてですが，校長

先生が他の先生方を，「スタッフ」と呼ばれておりまして，単なる管

理職と教職員という関係ではなく，全職員で学校を盛り立てていく雰

囲気が感じとれました。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

５月 26 日に地域学校協働活動の内容について，各学校長への説明

会を行いました。内容については，後ほど説明いたします。

同日，幼稚園・保育園・小学校連携推進委員会を開催いたしました。

本会議は，数年前から毎年１回行っているものですが，子供の教育は，

小学校から始めるのは遅いため，幼稚園や保育園と連携して教育をし

ていく必要があることから始まった活動です。当日は，町内７校の幼

稚園，保育園の担当者に参加してもらい，小学校担当者と情報を共有

することができ，大変良い会ができたと思っております。

６月２日に，災害発生の警戒レベル４発令時の学校の対応につい

て，校長協会長と教育委員会，町防災担当とで協議を行ないました。

この内容についても，後ほど説明いたします。

６月４日，冨士屋製菓㈲さんから町内の学校への，熱中症対策とし



て塩飴の寄贈がありましたので，その寄贈式に参加いたしました。

６月 11 日，小中連携研究会があり，今回は大崎中学校と６小学校

をオンラインで結んで実施したものでありました。中学校の４つの授

業風景を，各学校にオンラインで流して研究してもらう内容でした

が，その中で音声が流れない等のトラブル等もありましたが，電子黒

板やタブレット等のＩＣＴ機器を活用した授業となっており，大変良

い研究会が開催できたなあと考えております。

今後の予定で６月 27 日（日）に，Ｂ＆Ｇカヌー贈呈式がある予定

となっておりますが，今回，ＮＰＯ法人わんぱーくが海洋少年団を結

成いたしまして，Ｂ＆Ｇ財団からカヌーを８艇贈呈されることになり

まして，その贈呈式が大崎小学校で実施されるため参加する予定で

す。

６月の主な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 11号 臨時代理の報告（令和３年度一般会計補正予算（第

２号）に係る議案に関する町長への申し出）につ

いて

(2) 報告第 12号 大崎町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱

について

(3) 報告第 13 号 大崎町社会教育委員の委嘱について

(4) 報告第 14号 大崎町青少年活動事業実行委員会委員の委嘱につ

いて

(5) 報告第 15 号 大崎町立図書館協議会委員の委嘱について

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

二見委員

町立図書館の新刊書購入の選考について

新刊書を購入する際の選考は，どのようにしているのか。選考委員



社会教育課長

二見委員

社会教育課長

教育長

会等あるのか。新刊書のリクエストボックス等の設置は検討できない

か。

購入する新刊本の選書についてですが，図書館流通センターという

会社が毎週提供する新刊本情報を基に，図書館職員で選考したり，町

民から直接要望があった場合に，個別に対応するような方法で選考し

ております。

口頭で要望を受け付けるのではなく，リクエストの箱等を設置する

ことで，町民の皆様の関心も高くなるのではないかと思います。

リクエストボックス等の設置によって，住民からの要望等を幅広く

情報収集することにも繋がると思われますので，今後設置について検

討していきたいと思います。

他にありませんか。

８ その他

管理課長

社会教育課長

一般質問について

一人目は，少子化問題の質問に関連したもので，リサイクル未来創

生奨学金制度について，住民へどのように周知を行っているかという

質問でした。

二人目は，リサイクル未来創生奨学金制度の進捗状況について，奨

学金制度を利用している状況等についての質問がありました。

３人目は，ＳＤＧｓについて，どのように教育現場へ反映させてい

るのかという質問でした。

かごしま地域学校協働活動について

社会教育課で令和３年度から取組んでいる事業で，「学校を核とし

た地域づくり」を目指して，地域と学校が相互に連携・協働する体制

整備を推進するために，今年度，社会教育課内に地域学校協働本部と

いう組織を立ち上げて，地域と学校を繋ぐコーディネーター役として

地域学校協働活動推進員を１名配置し進めているところです。活動内

容としては，学校が実施する様々な行事に必要な人材を，コーディネ

ーターが地域学校協働本部の中から送りだすというもので，地域と学

校が協働して事業運営をしていく取り組みとなります。現在，既に動



教育長

教育長

き出している学校運営協議会（コミュニティスクール）と事業内容が

重複しているところもありますが，できるところから取組んでいると

ころであります。

自然災害等に伴う臨時休業等の判断について

令和３年５月 20 日から避難情報の発令方法等が変更となり，避難

勧告が廃止され，避難指示に一本化されたことに伴い，町内に避難指

示が発令された場合には，町内の学校は「休校」とすることを学校へ

通知しました。

他にありませんか。

９ 翌月の行事等

管理課長 ６月 28 日から７月 27 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，６月定例会を終了いたします。

以上


