
令和４年８月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和４年８月 25 日（木）

15 時 30 分から 16 時 50 分まで

○場 所 教育長室

○出席者

教育長 穗園 正幸

教育長職務代理者 口 信男

教育委員 二見 いすず

教育委員 小野 まゆみ

教育委員 吉田 博文

○関係者

管理課長 岡留 和幸

社会教育課長 鎌田 洋一

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

報告第 23 号 区域外就学に伴う就学させる学校の指定の変更について

６ 議案

議案第７号 大崎町教育委員会外部評価報告書について

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

議案第７号 大崎町教育委員会外部評価報告書につ

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，８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

口委員

二見委員

小野委員

吉田委員

７月 31 日日曜日に実施された町衛生自治会主催の「大崎町全集落

内ボランティア清掃作業」に参加したが，今回の参加者は少人数であ

った。依然として空き缶や弁当の食べ殻が散乱していた。今後,看板の

設置等何らかの対策を行う必要があると考えている。

８月 23 日火曜日，町保健福祉課主催の民生委員推薦会に出席した。

今年の 12 月に民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期満了に伴

う再任推薦と，欠員補充のための推薦について協議が為された。町の

民生委員定数 43 名に対して充足数 41 名と，主任児童委員の定数３名

に対し充足数２名の方々については，適格要件を満たしており再任の

推薦が全会一致で同意された。残りの不足している民生委員２名と主

任児童委員１名については，12 月までに委員定数を満たすために適任

者を探していきたいとのことであった。事務局によると，近年の高齢

化と過疎化により，民生委員を引き受けてくださる方が少なく苦慮し

ているとのことであった。

今回は，特に報告事項はありません。

大崎中学校から９月 27 日，10 月 14 日，10 月 18 日の総合的な学習

の中で，１年生の郷土学習ということで授業をしてほしいと依頼があ

ったので，食育とＳＤＧｓを踏まえて授業を行う予定です。

先程，溝口委員からも報告があった，先日の地域一斉の清掃活動に

私も参加した。夏休み期間中ということもあり，地域の小学生や保育

園児も多数参加しており，このような活動を通して，ＳＤＧｓの良い

取り組みとして子どもたちにいい影響が与えられたのではと思った。



４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

８月１日，出校日（野方小学校，大崎中学校を除く５校が実施）

同日，特別支援教育支援員研修会あいさつ。

同日，管理職任用標準試験学習会において受験対策等の講話。

８月２日～５日，学力アップセミナーを開催。今年度は国語，数学，

英語の３教科を実施。中学校３年生の 54 名が参加。

8月４日，サマーアドベンチャーが２泊３日で実施され，出発式で

あいさつ。11 名参加。韓国岳登山，キャンプとなどの活動があった。

８月７日，くにの松原ビーチスポーツフェスタ開催。ビーチバレー，

ビーチフットサルと今年度初めてビーチＲＵＮという競技も実施。鰻

のかば焼き等，協賛企業から多くの商品等が提供された。

８月 12 日～17 日，学校閉庁日。教育委員会管理課において花の水

やり等の対応を行った。

８月 17 日，郷土愛を育む歴史探検隊を開催。小学生７名参加し，古

墳，神社，史跡等の見学を行った。

８月 18 日，キッズセミナー2022 を開催。鹿児島県立博物館の中峯

学芸主事による昆虫やクイズ，地域おこし協力隊の元氏による異文化

クイズ等の体験活動を行った。

８月 19 日，町の学校管理職合同研修会を開催。鹿児島市谷山北公民

館長の寺園伸二氏を講師でお招きし，「最後は人だ。管理職に期待する

こと」を演題として講演いただいた。

８月 23 日，民生委員推薦会に参加。

８月 24 日，文部科学省に要望してた大崎町の地方教育アドバイザ

ーとして任命された２名の文部科学省の方々が来町。今後町の教育行

政について指導助言いただく予定。

８月 25 日，町の総合教育会議に出席。

８月の主な行政報告は以上です。

５ 報告

管理課長

（１）報告第 23 号 区域外就学に伴う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



教育長 質疑はありませんか。

６ 議案

管理課長

社会教育課長

教育長

二見委員

社会教育課長

教育長

口委員

管理課長

（１）議案第７号 大崎町教育委員会外部評価報告書について

・大崎町教育振興基本計画施策体系図

・教育委員会委員活動状況の評価について

・主要事業の評価について

（管理課関係）

①「確かな学力」の定着

②生徒指導の充実

③体力・運動能力の充実

資料に基づき説明

（社会教育課関係）

①子ども読書活動の推進

②地域文化活動の充実と文化財（有形・無形）保存伝承

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

子ども読書活動の推進に関連して，今年度予算化されていない「ブ

ックスタート事業」について，来年度はどのように考えているか。

来年度予算については，再度事業化できるよう検討していきます。

他にございませんか。

生徒指導の充実における外部評価の意見において，「19 人増えてい

る。また，不登校の人数も少なくない。一層の取り組みが必要である。」

と評価意見があるが，いじめについては，件数ではなく早い段階でど

のように対応するかが大切であると思うが。

いじめについては，件数ではなく，この問題についてどのように対

応するかが大切であると，外部評価委員の方々には，外部評価委員会



教育長

の冒頭の事業説明の中で説明している。

他にございませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第７号は原案可決とする。

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

口委員

教育長

管理課長

（１）曽於市立学校における倒木による事故について

皆さんご存じのように，曽於市において非常に残念な事故があった

が，先日の新聞記事において曽於市教育委員会の幹部職員のコメント

が掲載されており，「優先すべきは人名。実態は子どものための校庭と

いうよりも，樹木のための校庭になっていないか。」と提起されている

記事があったが，大崎町の学校においても樹木を植えていく計画もあ

ると思うが，今後の管理等も含めて，我々も一緒に考えていきたいと

思う。

今回の事故を受けて，文部科学省及び県からも通知があり管理課に

おいて対応している。

今回の事故発生後，学校のリフレッシュウィーク期間中に，管理課

において各学校の樹木の状況を目視による確認した。しかしながら，

樹木の状況や危険性の把握については専門的な知識が必要であるこ

とから，造園業者等の専門業者に依頼し各学校の状況把握し，緊急性

のあるものについては財政当局と協議し緊急性のあるものについて

伐採等対応している。今後も，緊急に対応する必要がある際に，早急

に対応できる予算措置について要求する計画である。



二見委員

教育長

小野委員

管理課長

社会教育課長

（２）夏休み明けの新学期に向けて心が不安定になる子供たちへの対

応について

報道などでも度々出ているが，夏休みから新学期に入るときに，子

どもたちが非常に心が不安定になるということが言われるが，報道が

溢れるほどに子どもたちがそのことについて考えることが増えてく

る，きっかけになってしまう可能性があるので，もう一度校長先生，

教頭先生はじめ先生方に，きめ細やかに子どもたちの様子を見てもら

うことをお願いしたい。

この件については，新学期前の校長研修会で話をする予定です。文

部科学省からも，学校の児童生徒や先生方への大臣メッセージが届い

ているところである。新学期に向けてきめ細やかな指導ができるよう

校長先生方にお願いしていきたい。

（３）学校関連施設の管理について

先日，管理課長及び管理課職員が廃校した学校草の草刈りをされて

いる様子を見かけた。コミュニティスクールや地域の方々に協力をお

願いすることなどはできないのか。

大きな作業等については，シルバー人材センターへの委託や地元の

ボランティアの方に協力していただくこともあるところである。細か

い作業等については，学校管理係において対応しており，限られた予

算であるので，職員において対応可能な部分については，対応してい

る状況である。

（４）町民体育祭の中止について

今年度の町民体育祭については，新型コロナウイルス感染症の状況

を鑑み中止することとなった。また，来年度につきましても，国体が

開催されることから町民体育祭は中止となります。

９ 翌月の行事等

管理課長 ９月１日から９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，８月定例会を終了いたします。

以上


