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令和元年第９回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和元年９月１９日(木) 

場所 水俣市公民館分館 １階 会議室Ｃ 

会議種類 定例会 

出席委員 平尾 雅述   委員 

山田 誠次   委員 

本田 恵津子  委員 

教育長 小島 泰治 

欠席委員 堀  浄信   委員 

事務局出席者 前田 裕美   教育次長 

岩井 浩昭   教育総務課長 

島田 竜守   生涯学習課長  

緒方 卓也   スポーツ振興課長 

中村 和宏   指導主事 

小路 幹雄   教育総務課総務係長 

白坂 優季   教育総務課総務係参事 

山内 達大郎  教育総務課総務係主査（協議第３号説明時在席） 

大﨑 伸也   教育総務課学務係長（〃） 

三宅 翔子   教育総務課学務係主査（〃） 

久木田美和子  教育総務課学校給食センター所長（〃） 

金子 大将   教育総務課学校給食センター主事（〃） 

署名者 平尾 雅述   委員 

山田 誠次   委員 

本田 恵津子  委員 

小島 泰治   教育長 

傍聴者 無 

開会宣言 午後１時３０分 

 

 １  非公開とする審議事項 

１） 協議第２号を非公開とすることについて 教育総務課 

   

 ２  報告 

１） 教育長報告  

２） 各課報告  

 ① ９月議会について 

 

 

② 第７４回県民体育祭について 

教育総務課 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

スポーツ振興課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 水俣市子育てのための施設等利用給付に関する規則の制定について 教育総務課 
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 ② 水俣市文化会館指定管理者募集方針の策定について 生涯学習課 

 
③ 水俣市体育施設（総合体育館本館外８施設）指定管理者募集方針の

策定について 
スポーツ振興課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和元年１０月の教育委員会定例会の開催日程について 教育総務課 

 ② 学校教育活動の現状について 教育総務課 

 ③ 平成３０年度の点検・評価について（教育総務課） 教育総務課 

   

４ その他  

１） １０月の行事予定について 教育総務課 

２） 教育委員会議事録の市ホームページでの公表について 教育総務課 

３） 
アテネ・北京オリンピック銅メダリスト中村礼子さんの水泳教室につ

いて 
スポーツ振興課 

 

非公開とする審議事項 

 

【案件】 協議第２号を非公開とすることについて 

【説明】 

岩井 浩昭  

教育総務課長 

個人情報等を含むため、協議第２号は非公開を提案します。 

各委員 はい。 

【採決】 承認 

  

報告事項  

  

教育長報告 

小島泰治教育長 

 

朝夕、幾分涼しくなりましたけども、日中はまだまだ暑い日が続いていま

す。今多くの小学校で運動会の練習が行われており、これから、運動会が実

施されます。また、市制施行７０周年の記念行事もあり、出ていただく機会

も多くなりますがよろしくお願いします。 

今回は、３点報告します。 

１点目は、空調設備の設置工事についてです。これについては、当初予算で

承認いただき、夏休みに重点的に工事を進めてきました。おかげさまで、袋

小、湯出小以外の学校については、２学期初めから昨日までの間に何とか試

運転ができるようになりました。袋小、湯出小については、少しでも早く試

運転できるように努力していただいているところですが、もうしばらくかか

りそうです。工期が１０月末日までとなっていますので、それまでには間違

いなく完了する予定です。空調設備の使用にあたっては、教育委員会では運

用の指針を定めていますので、今後は、これにのっとって運用していただく

ことになります。 

２点目は、議会について報告します。明日で議会が閉会しますが、一般質問

が、１０～１２日の３日間ありました。後で担当課長から詳しく説明します
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が、教育委員会関係は４本でした。私からは、その中の髙岡朱美議員の質問

について詳しく説明します。内容は、放課後学習支援についてでした。シル

バー人材センターの事業として緑東校区と光明童園の子どもたちを対象に放

課後おさらい教室が実施されていました。本年６月に突然中止となったわけ

ですが、髙岡朱美議員の最終的な質問としては、本事業の効果もあり、保護

者からの強い要望もあるので財源の不足分を市で補えないのか、あるいは、

別の方法で市として取り組む考えはないのかということでした。答弁です

が、事業が中止になった理由は、「財源の不足」ではなく「財源の問題」と

聞いているので、財源の不足分を市で補うことによってどうにかなるもので

はないこと。また、別の方法で市として取り組む考えはないのかということ

については、市としては、公平性の観点から、特定の地域や校区を対象とし

た事業はできないものと考えていると答えました。なお、教育委員会では、

水俣市内の全小中学校において、学力向上対策事業の一環として、放課後の

時間を活用し、児童生徒に基礎・基本の定着を図ることを目的に放課後補充

教室を実施しているので、今後は、この放課後補充教室をさらに充実してい

きたいと答えました。 

３点目は、臨採等の確保についてです。臨採等の確保については、依然と苦

戦している状況です。県も臨時免許状の発行を緩和してきている状況で、水

俣市でも中学校免許保持者に小学校の臨時免許状をいただき小学校に１人入

れたところです。今のところ、担任は補充しているが、小学校４人、支援員

が２人足りない状況です。私たちも努力していますが、心当たりの方がいた

ら紹介してください。 

平尾 雅述委員 空調設備が壊れた時の保険とか、切り替えの時期が一度にくるかと思います

がそのあたりはどうなっていますか。 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

数年間はメーカー保証があるかと思いますが、将来、老朽化に伴い故障した

ときは、状況に応じて、予算措置を行い、修繕や交換等をしていかないとい

けないと思っています。 

本田 恵津子委員 支援員が不足しているということですが、支援員も小学校や中学校の免許が

いるのですか。 

小島泰治教育長 支援員の免許等の資格は不要です。 

山田 誠次委員 希望者に対して説明会をされたらどうですか。 

小島泰治教育長 ある程度の人数を採用すればいいかもしれませんが、空きが２人とかなの

で。ただ、その件も検討してみます。 

  

各課報告  

報告第 1号 ９月議会について 

 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙資料をもとに説明） 

補正予算について、専決処分については、現年発生単独災害復旧事業として

第二中学校体育館の雨漏り修繕の工事費用を計上しています。あとは、扶養

親族の変更に伴う一般職の給与費の補正と１０月からの幼児保育の無償化に

伴う事業の実施のための予算を計上しています。歳入でも幼児教育の無償化

につきまして、国・県からの交付金、補助がありますので、この分を計上し

ています。予算については以上ですが、条例の一部改正がありまして、前回

の定例会で説明を行った第一中学校の学校林の処分に伴う条例の改正です。

一般質問関係では、髙岡議員については先ほど教育長から説明があったとお

りですが、木戸議員から通学路の安全対策について質問がありました。特に

二小、二中の通学路の永尾サッシ前の交差点、丸島通りの栄橋交差点の安全
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島田 竜守 

生涯学習課長 

 

 

 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

対策についての質問がありましたが、内容については資料のとおりです。ま

た、永尾サッシ前の交差点に信号を設置してほしいという質問があり、警察

に確認しましたが、交差する道路の幅員が狭く、信号設置は難しいという答

弁を行っています。 

債務負担行為の補正をしています。文化会館の管理委託料についてですが、

文化会館については指定管理者制度を利用しており、水俣市振興公社が指定

管理者になっています。その期限が令和元年度をもって終わることになりま

すが、その後の５年間も指定管理者制度を利用するために、債務負担行為を

あげています。 

一般会計の補正予算について、歳入についてスポーツ振興くじ助成金につい

て減額補正しています。移動式のバスケットゴールの購入で、スポーツ振興

くじの助成金を予定していましたが、今年度はその助成金を取ることができ

なかったので減額しています。歳出は、８月の人事異動による増員のための

一般職給与費の増額補正と、体育施設管理運営費として、先ほどの移動式バ

スケットゴールの助成金がつかず、購入できなくなったことに伴う減額と旧

深川小学校体育館の屋根の改修工事、総合体育館の屋内プールの浄化装置の

修理費があります。また、債務負担行為の補正ですが、総合体育館のほか８

つの社会体育施設の指定管理者を募集しますが、そのための債務負担行為を

あげています。一般質問については岩村議員からグリーンスポーツみなまた

に対して質問がありました。回答は資料にありますように、庁内検討会での

協議内容結果を答えています。杉迫議員からはオリンピック・パラリンピッ

ク関連について質問がありました。パラリンピックの聖火リレーの誘致はで

きないのかということに対しては、競技開催都市である東京都、静岡県、千

葉県、埼玉県に決定しているため、誘致はできない旨を答えています。 

平尾 雅述委員 グリーンスポーツについてですが、木も茂っていて、車で入っていくのも難

しくなっていますよね。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

少し片づけているのですが、道路は普通の車では入っていけないです。水道

が使えないのでトイレも使えないです。そういう状態ですので、早急にどう

するかということを検討しているところです。 

平尾 雅述委員 市の施設なのですね。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

はい。土地は国から借りていて、返却となると今ある構造物、建物はもちろ

ん浄化槽、水道配管等すべてを撤去して、その後、植林となってきますと、

数千万円、もしかしたら億に届くような費用がかかるかもしれません。そこ

が一番厳しい点です。 

山田 誠次委員 借料はどうなっていますか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

年間約９万円払っています。 

  

報告第２号 第７４回県民体育祭について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（内容については資料をもとに説明） 

結果については資料のとおりですが、水俣市は総合１５位でした。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市子育てのための施設等利用給付に関する規則の制定について 
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岩井 浩昭 

教育総務課長 

（内容については資料をもとに説明） 

令和元年１０月から幼児保育の無償化が実施されることに伴い、子ども・子

育て支援法の一部を改正する法律において、子育てのための施設等利用給付

が創設されることとなったため、水俣市として必要な事項を定めるもので

す。規則の案については主管課が福祉課となっており、福祉課が案を作成

し、水俣市と教育委員会と合同で規則を制定するという形となっています。 

山田 誠次委員 市に入ってくる額と出ていく額は同じですね。 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

施設等の利用給付については、国、県、市でそれぞれ３分の１ずつになって

いますが、今年度に限り、臨時の特例法という形で国がすべて予算を出して

います。 

【採決】 承認 

  

本田 恵津子委員 議第２号、３号は私に関係することなので、退席させていただきます。 

（本田委員退室）  

  

議第２号 水俣市文化会館指定管理者募集方針の策定について 

島田 竜守 

生涯学習課長 

 

（内容については資料をもとに説明） 

現在、水俣市文化会館の管理については、指定管理者制度を利用していま

す。平成１８年度から４回に渡って水俣市振興公社が請け負っています。令

和元年度をもって今回の指定期間が終了するため、新たに令和２年度から令

和６年度までの指定管理者を募集する必要がありますので、募集方針を策定

するものです。方針等については資料に記載していますが、これまでの内容

と大きな変更はありません。これらの内容について今回の議会で債務負担行

為をあげて、予算の裏付けもしながら準備しています。１０月に募集をか

け、１１月、１２月に一次審査を行い、その後、選定委員会で審査します。

最終的に議会にかけて確定となります。 

平尾 雅述委員 基準価格は消費税の増税を見込んでの額になっているのですか。 

島田 竜守 

生涯学習課長 

 

次年度からになりますので、消費税の増税も見込んでの額です。 

【採決】 承認 

  

議第３号 水俣市体育施設（総合体育館本館外８施設）指定管理者募集方針の策定につ

いて 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（内容については資料をもとに説明） 

スポーツ振興課の指定管理の流れについては生涯学習課と同じです。違うの

は対象施設が、総合体育館を含めて９施設と指定期間が３か年であることで

す。現在は体育施設も振興公社に指定管理をお願いしています。 

山田 誠次委員 指定期間が違うのはどうしてですか。 

島田 竜守 

生涯学習課長 

 

一般的には３年が通例ですが、文化会館というのは中の機材が専門的な機材

が多くあり、それに対応できる職員が必要となりますが、短期間ではその職

員が集まりにくい点が１つです。また文化会館の事業については、自主文化

事業的な要素を踏まえてやっていただくのですが、３年間というスパンでは

いろいろな分野を呼ぶというような計画が立てにくい状況がありますので５

年間にしています。 
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【採決】 承認 

  

（本田委員入室）  

  

協議事項  

協議第１号 令和元年１０月の教育委員会定例会の開催日程について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

先月の定例会で決めさせていただきましたが、１０月につきましては、１８

日（金）、午前９時半から公民館分館１階会議室Ｃで開催を考えています。 

各委員 了承 

  

協議第２号 学校教育活動の現状について 

中村和宏指導主事 （報告の概要） 

①８月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②８月の児童生徒事故・非行報告について 

③その他の報告について 

 非公開 

  

協議第３号 平成３０年度の点検・評価について（教育総務課） 

 平成３０年度教育委員会重要政策実施状況評価表をもとに各担当から説明 

① 安全・安心な学校施設の整備・充実  山内達大郎主査 

② 学力向上対策事業          大﨑伸也学務係長 

③ いじめ、虐待、不登校児童対策事業  中村和宏指導主事 

④ 環境教育の推進           三宅翔子主査 

⑤ 給食センターにおける食育・地産地消推進事業  久木田美和子学校給食

センター所長 

 ① 安全・安心な学校施設の整備・充実 

平尾 雅述委員 照明器具の耐震化とはどういったものですか。 

山内 達大郎主査 震災の際の落下事故をもとに補強対策が完了していないものが該当します

が、これに関してはすべて完了済みです。 

平尾 雅述委員 トイレ改修についてですが、怪我や障害を抱えた児童・生徒等が利用しやす

いとありますが、これは新たに作るということですか。 

山内 達大郎主査 改修に関しては、多目的トイレの設置も併せてしていますので、その設置に

より障害のある子どもたちでも使いやすい環境を整備しています。 

平尾 雅述委員 多目的トイレは LGBTの対応でもいいことだと思います。 

山田 誠次委員 非構造部材の耐震化について必要だと思われる所のうち、今どの程度終わっ

ていますか。 

山内 達大郎主査 国で耐震化が必要とされたものについては、今年度の夏休みをもってすべて

完了したところです。外壁関係は一度改修しても経年劣化が出てきますの

で、劣化の状況に応じて順次進めているという状況にあります。 

 ② 学力向上対策事業 

本田 恵津子委員 点検評価委員の意見にある国語や英語は地方のハンディキャップが大きいと

あるのはどうしてですか。 
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中村和宏指導主事 点検評価の場でのお話の中で、どうしても地方に行くと塾等が少なく、学校

外で学習する機会が少なく、学力に差が出る要因になっているのではない

か、その中で県平均を上回る項目がありましたので、水俣の小中学生は頑

張っていますね、という意味合いでお話がありました。 

 ③ いじめ、虐待、不登校児童対策事業 

山田 誠次委員 虐待と聞いて、家庭での虐待がまず思い浮かばれるのですが、校内での先生

から、部活動の指導者からの虐待が焦点なのか、家庭での虐待を早期発見す

るとかが主な意味合いなのか、確認させてください。 

中村和宏指導主事 どちらかと言えば、家庭での虐待を想定しています。昨年度アンケートを

とってはどうかとアンケート案を作成したのですが、学校にアンケートをお

ろす部分で難しい部分があり実施できませんでした。今年度はまず、保護者

の意識を高めてもらう、児童生徒にもし虐待を受けた時にはこういう相談窓

口があるということを知らせていこうということで、保護者への通知、子ど

もたちへの相談窓口の周知を狙った働きかけを計画しているところです。 

山田 誠次委員 いじめ、不登校児童対策事業に虐待を含めるのはどうなのかなと思いまし

た。総合計画にあるのでしょうが、今後は虐待については、いろいろな関係

機関ともっと連携を深める必要があるので、学校、教育委員会も関係なくは

ないですが、どうなのかなと思いましたので確認させていただきました。 

平尾 雅述委員 点検評価委員の意見に共感する部分があるのですが、校長の権限を拡大した

いというのはどういう意味なのでしょうか。 

白坂 優季参事 点検評価の場で、虐待があったときに、学校から教育委員会に報告し、教育

委員会から警察に報告し、と順を追って報告していたら緊急を要する場合、

間に合わないこともあるのではないか、そういうときには教育委員会を飛ば

して、学校がすぐに行動できるようなことも考えていたほうがいいのではな

いか、というお話が出ていましたので、こういう表現になったかと思いま

す。 

平尾 雅述委員 学校ですべてをカバーするのは負担感があるのではないかと思います。学校

がすべてを負うのではなく、組織的な手だてとしてのこの４つの取り組みな

のかなと思います。 

 ④ 環境教育の推進 

山田 誠次委員 環境学習資料集の県内小中学校、関係教育機関等に送付とありますが、県内

小中学校以外の関係機関とはどういったところがありますか。 

三宅 翔子主査 環境省、熊本県の教育関係の部署、市内の水俣病資料館、公民館、図書館な

どがあります。県内の教育事務所や本市の市議等にも送付しています。 

 ⑤ 給食センターにおける食育・地産地消推進事業 

平尾 雅述委員 食に関する指導はクラス単位が中心ですか。 

久木田 美和子 

給食センター所長 

規模の大きな学校はクラス単位、小さい学校は学年ごとや複数学年をまとめ

てやったりしています。大きな学校でも、クラスをまとめていただいたりも

しています。 

平尾 雅述委員 地場産食材納入品目の目標の４０品目の内、足りないあとの３品目は何です

か。 

久木田 美和子 

給食センター所長 

なんでも大丈夫です。 

本田 恵津子委員 食に関する指導で栄養教諭の時間的制約があり、学校に出向く回数はこれ以

上増やせないということでしたが、学校が給食センターに直接出向いていく
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ということになるのですか。 

久木田 美和子 

給食センター所長 

両方あります。学校で、授業の一環として指導するところもありますし、社

会科見学のように給食センターを実際に見てみようと来ていただくこともあ

ります。 

山田 誠次委員 食に関する指導については前年度より増えた印象がありますがどうですか。 

久木田 美和子 

給食センター所長 

前年度は４２回でしたので増えています。 

山田 誠次委員 地産地消の推進で新たな生産者、納入物の掘り起こしにはつながらなかった

と反省がありましたが、安全性の担保の面がネックになったのですか、それ

とも品目がないということでしたか。 

久木田 美和子 

給食センター所長 

品目は何品目も出していただく方もいらっしゃるし、１品目のみという方も

いらっしゃいます。昨年は積極的なアプローチができませんでした。今年度

は各生産者の方に年間を通じてどういう食材を出せるかのアンケートをとっ

ています。それをもとに、生産者の集まりを開いて、自分たちの食材がどの

ように使われているかを知っていただくためにも、実際に給食を食べていた

だく懇談会をしようと計画中です。その際に、その生産者たちのネットワー

クで、ほかにこういう人がいる等の情報が聞ければいいなと思っています。

食材を納めていただくにしても、サイズ等の規格もありますので、懇談会で

意見交換ができればと思っています。 

  

その他  

その他１ １０月の行事予定について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

【資料に基づき説明】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

その他２ 教育委員会議事録の市ホームページでの公表について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

教育委員会の議事録について、現在仮庁舎２階の閲覧コーナーにあります

ファイルに綴じて、市民の方が自由に閲覧できるような形をとっています。

議事録については文部科学省から、議事録の作成、公表が努力義務になった

ことを踏まえ、原則として議事録を作成し、ホームページ等を活用して公表

することが強く求められる、と通知が来ています。昨年９月１日現在の文部

科学省の調査によりますと全国の市町村の４１．３％がホームページのみで

公開、９．１％がホームページと冊子、ファイル等での公開を行っていると

いうことで、合わせて５０．４％の市町村がすでにホームページで公開をさ

れています。今回、なぜ議事録をホームページで公開しないのですか、と外

部から御意見がありまして、今月分からこの議事録を水俣市でのホームペー

ジでも公開したいと思っています。 

  

その他３ アテネ・北京オリンピック銅メダリスト中村礼子さんの水泳教室について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

５月に日本体育大学と協定を結びましたが、その初めての事業となります。

受講する子どもたちは水泳協会を通じて決まっていますが、観覧は自由です

のでお時間がありましたら見学に来られてください。 

  

閉会宣言 午後３時５０分 
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