
令和４年 11 月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和４年 11 月 24 日（木）

15 時 30 分から 16 時 15 分まで

○場 所 応接室

○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 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 29 号 臨時代理の報告（令和４年度一般会計補正予算（第４号）に

係る議案に関する町長への申し出）について

報告第 30 号 「人権フェスタ 2022」について

報告第 31 号 「大崎町スポーツ少年団交歓大会」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，11 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 10 月 31 日（月）から 11 月１日（火）にかけて開催された，市町村

教育委員会研究協議会に参加した。久しぶりの管外研修となり，曽於

市・志布志市の教育長，教育委員の多くの方々が新しいメンバーとな

られており，これまでの雰囲気と違う面持ちであった。

研修内容は，文科省の行政説明に続いて基調講演，パネルディスカ

ッションがあった。パネルディスカッションでは，全国的な人口減少

による少子高齢，過疎化の進行と共に，地域教育力が低下し，子供た

ちの地域における社会性の基礎となるべきものの学びが失われてき

ており，それを克服するための「ふるさと教育」による地域再生の必

要性と取り組みについて，大分県玖珠町の梶原教育長，長崎県五島市

の村上教育長による実践報告が行われた。それぞれの地域で抱える課

題には，共通する部分が全体的に多いことを実感し，深く研究し取り

組まれていると感じた。数々の取り組みを進める中で，子供たち対し

て地域にしかできない教育，学校にしかできない教育，家庭にしかで

きない教育をよく理解する必要性を再認識したことと，それぞれの違

いを認め合う雰囲気が大切であり，「すべては子供たちのために」を念

頭に，地域の課題を「地域」・「学校」「家庭」が一緒になり解決してい

くことが必要だと再認識した。

その後の懇親会では，曽於市・志布志市の教育委員の方々と学校訪

問やその他の活動状況について意見交換することができ，有意義な懇

親会となった。

11 月４日（金）は，菱田小学校・中沖小学校・持留小学校の３校を

学校訪問した。すべての学校で元気よく挨拶してくれる児童や，春の

学校訪問時からすると，一段と落ち着いて学習する子供たちの授業風

景が特に印象に残った。

持留小学校では，全校児童が「地域とのふれあい活動」として，地

域の方々11 名と校庭でグラウンドゴルフに挑戦しており，児童も地域



吉田委員

の方々も楽しんでいた。高齢の方々が多く，子供たちから元気をもら

えると話されていた。

学校参観週間の 11 月２日（水）に，野方小学校を学校訪問した。春

の訪問時からすると，１年生も大変落ち着いた様子で，半年経過した

ことでここまで成長されたんだと感じた。

11 月４日（金），のがたっ子フェスタ（学習発表会）を参観した。野

方校区の郷土芸能である棒踊りを，保存会の方々と練習を重ねて今回

披露されたもので，地域の方々と触れ合う機会が少なくなっている中

でいい機会となったのではと感じた。

大崎町文化祭については，舞台発表には行けなかったが，展示作品

等を見に行ったところであった。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

10 月 31 日から 11 月１日にかけ，長崎，熊本方面への曽於地区教育

協議会の管外研修に参加。

11 月１日から７日まで，地域が育む「かごしまの教育」県民週間に

伴う学校訪問。２日に小学校４校と大崎中学校，４日に小学校２校を

訪問。子どもたちの落ち着いた学習風景と，どの学校も設営が充実し

ていた。

11 月３日，町文化祭（舞台発表）を３年ぶりに開催。参加者の笑顔

等を伺うことができ開催してよかったと感じた。今後は，学校の子ど

もたちによる，文化に関する取り組みなども披露できるようにしてい

きたい。

11 月５日，中沖秋祭り。夏祭りの延期に伴う開催。子どもたちが企

画した様々な出店があり主体的な活動となっておりとてもよかった。

11 月８日，大崎町ＳＤＧｓ推進協議会のイベント「ＯＳＡＫＩＮＩ

ＤＡＹ」に参加。量り売り体験，協議会の活動内容報告，基調講演等

があった。

11 月９日，県庁にて人事異動連絡会。来年度人事に関する説明。

11 月 10 日，中沖小楠声会コンサート鑑賞。鹿児島大学の合唱団Ｏ

Ｂの方々40 名が来てくださり，中沖小の子どもたちと童謡を歌うなど

交流された。

11 月 11 日，大隅地区教育長等情報交換会。４市５町の教育長と市

の学校教育課長との情報交換を行った。

11 月 12 日，大丸小学校の学習発表会を参観。密を避けるため３部



構成で開催された。

同日午後，幸励者ふれあい交流会。文化祭と同様に，持留小学校の

子どもによる鹿児島弁の劇を披露した。

11 月 13 日，町職員採用２次試験に出席。

11 月 15 日，町戦没者等追悼式

11 月 16 日，脱炭素に向けた説明会に出席。職員提案の発表等。

11 月 17 日，町教頭研修会

同日，人権教育推進学校訪問。県人権同和教育課長等が大丸小及び

大崎中を訪問し，人権教育の推進状況について質疑応答。

11 月 22 日，大隅地区教育長会議，地区・町校長研修会に出席。県

費教職員等の人事異動に関する研修会。

11 月 23 日，ふれあいフェスタ。ウォーキング大会に参加。

11 月 24 日，教育委員会定例会開催。

※以下，今月の今後の行事予定

11 月 28 日 町自殺対策協議会委・研修会

11 月 29 日 県租税教育研究会

11 月 30 日～12 月２日 県レクレーション協会代表者会議及び文部

科学省地方教育アドバイザー協議

11 月の主な行政報告は以上です。

５ 報告

管理課長

教育長

社会教育課長

教育長

口委員

（１）報告第 29 号 臨時代理の報告（令和４年度一般会計補正予算

（ 第４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

質疑はありませんか。

（２）報告第 30 号 「人権フェスタ 2022」について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

コロナ対策による入場制限はあるか。



社会教育課長

社会教育課長

教育長

今回は入場制限はありません。

（３）報告第 31 号 「大崎町スポーツ少年団交歓大会」について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

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

口委員

教育長

教育長

（１）鹿児島県優秀教職員表彰について

今回新聞報道にもあった，鹿児島県優秀教職員表彰とはどのような

ものか。

大崎中学校教職員一同に対するもので，主にコミュニティスクール

での取組みや環境保全活動，生徒の主体的なＳＤＧｓ学習活動などが

高く評価されたことによる表彰となっております。

何か質疑はありませんか

９ 翌月の行事等

管理課長 12 月１日から 12 月 28 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，11 月定例会を終了いたします。

以上


