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令和２年第１回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年１月２４日(金) 

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 

白坂 優季   教育総務課総務係参事 

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 令和２年水俣市成人式について 生涯学習課 

 ② 水俣市文化会館の指定管理候補者について 生涯学習課 

 ③ 水俣市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 生涯学習課 

 ④ 第７０回熊日三太郎駅伝競走大会の結果について スポーツ振興課 

 ⑤ 水俣市体育施設（総合体育館本館外７施設）の指定管理候補者につ

いて 

スポーツ振興課 

 ⑥ 水俣市スポーツキッズサポーター基金事業及びスポーツ振興基金事

業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

スポーツ振興課 

   

   

３  議事 

１） 審議事項  
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 ① 令和２年度水俣市教育委員会事業構想等について 教育総務課 

 ② 水俣市検査規程の一部を改正する訓令の制定について 教育総務課 

 ③ 自閉症啓発デー２０２０in水俣芦北に係る名義後援について 教育総務課 

 ④ 水俣市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 生涯学習課 

 
⑤ みなまた競り舟大会実行委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制

定について 
スポーツ振興課 

 
⑥ 市民体育祭実行委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制定につい

て 
スポーツ振興課 

 
⑦ 水俣市臨時職員の任用等に関する要綱等を廃止する訓令の制定につ

いて 
教育総務課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和２年２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 

   

４ その他  

１） ２月の行事予定について 教育総務課 

２） 東京２０２０オリンピック聖火リレーついて スポーツ振興 

 

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 

皆さんこんにちは。遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします。 

各学校では、１月８日に始業式がありましたが、この冬休み、事故等の報告

もなく、どの学校も順調に３学期がスタートしました。後で、担当から説明

があると思いますが三太郎駅伝大会、成人式と大変お世話になりました。 

昨年の話を５点します。 

①念願の空調設備の設置についてですが、業者の数、物が準備できるのか懸

念材料もありましたが全小中学校に単年度で設置することができました。 

②文化会館空調設備改修工事ですが、使用開始が遅れましたが、９月からで

きるようになりました。 

③ブロック塀の撤去・フェンス設置については、対策を講じなければならな

い箇所はすべて終わりました。 
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④働き方改革については、校務支援ソフトの導入、留守番電話を設置しまし

た。 

⑤小学校の運動部活動社会体育移行についても、完全移行することができま

した。 

今年ですが、国が示しております一人一台学習者用端末の整備に向けた取組

等を行っていきたいと思っております。何より、学力向上には力を入れて取

り組んでいきたいと思っています。その様な取組の中で、そぎ落とせる部分

は、しっかりとそぎ落としして、先生方の負担軽減につなげて働き方改革に

努めていきたいと思っております。 

今年の大きなイベントとして、５月６日（水）にここ水俣で聖火リレーが行

われます。水俣駅前をスタートして親水護岸がゴールとなり天草につないで

いきます。水俣市関係で松井優奈さんと宮崎容一さんが走者に決定していま

す。ただ、現段階では、誰が水俣を走るのかを含め、誰がどこを走るのか

は、まだ発表になっておりませんので、あくまでも走者に決定しているとい

う情報になります。もう一つ、あまり学校とは関係ありませんが、サップに

ついてです。昨年は、西日本大会が水俣でありましたが、今年は、１０月１

０日（土）、１１日（日）に全日本大会が「湯の児海水浴場」で開催されま

す。 

  

各課報告  

報告第 1号 令和２年水俣市成人式について 

島田 竜守 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

１月１２日に成人式を開催しました。新成人２５５人中、当日の参加者は２

０５人で８０％ほどの参加をいただきました。式の内容は、お祝いの言葉、

新成人の抱負、保護者への花束贈呈、お世話になった先生方からのビデオレ

ターなどで、大きな問題もなく無事に日程を終えることができました。 

平尾 雅述委員 成人式の年齢は、これからもずっと二十歳でいくのですか。 

島田 竜守 

生涯学習課長 

今後どのようにするかは、まだ国からの指針も出ておらず決定はしておりま

せんが、二十歳という区切りがいいでのではないかと話しております。全国

的にもほとんどのところが二十歳を対象として、名称も成人式ではなく二十

歳のお祝いをする会などになっていくようです。 

  

報告第２号 水俣市文化会館の指定管理候補者について 

島田 竜守 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

昨年１２月に指定管理者の審査委員会を作りまして、その中で２業者から申

請があり、どちらが適当かを審査委員会で審査し、最終的に水俣市振興公社

が妥当という報告をいただきました。 

  

報告第３号 水俣市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

島田 竜守 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

以前、この規則改正について報告しておりましたが、行政の担当から指摘が

あり、内容を一部変更しておりますので報告します。減免の許可の変更や取

消に関して、２つの様式を用意していたものを１本化したものに変更してい

ます。施行期日も規則の公布日から施行としていたものを令和２年４月１日

から施行としています。 

平尾 雅述委員 金額についてですが、端数が出ているのは消費税の関係ですか。 
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島田 竜守 

生涯学習課長 

消費税の改正に伴い、昔からあった金額をベースに変更していますので、以

前から端数があった部分については今回も端数が生じています。現在は１０

円単位になっていますが、将来的に１００円単位にしたほうがいいとなれば

見直していきます。 

  

報告第４号 第７０回熊日三太郎駅伝競走大会の結果について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

成人式と同じ日程となり御迷惑をおかけしたかもしれません。今年は市役所

旧庁舎の工事に伴い、文化会館前からのスタートになりました。１市２町の

持ち回りで主管していますが、来年度は水俣市が主管となります。成績につ

きましては資料のとおりですが、一般・高校の部では水俣Ａが優勝で、中学

校の部では水俣Ａは３位という結果でした。 

  

報告第５号 水俣市体育施設（総合体育館本館外７施設）の指定管理候補者について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

公益財団法人水俣市振興公社１社からの申し込みがありました。選考を行っ

た結果、これまでも体育施設について管理していただいていましたが、問題

もなかったので、指定管理候補者として議会に提案したいと思います。指定

期間は３年間です。 

  

報告第６号 水俣市スポーツキッズサポーター基金事業及びスポーツ振興基金事業実施要

綱の一部を改正する要綱の制定について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

大会出場奨励金について、九州大会、全国大会、国際大会と分けているので

すが、中には申し込めば出場できるような大会もあるようで、全国大会と言

えるのか分からないものが出てきました。そこで、例えば、予選はなくても

標準記録を突破している、協会の推薦がある等の大会出場資格を確認できる

書類を出してもらうことを追加しています。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 令和２年度水俣市教育委員会事業構想等について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

 

（別紙資料をもとに説明） 

内容については前回の定例会で説明しています。今回は審議事項ということ

で正式に審議をお願いしたいと思います。第６次水俣市総合計画等との整合

性を図りながら事業構想、実践構想の見直しをしています。内容については

前回の説明と変更はありません。 

小島泰治教育長 今回は、御意見があれば述べていただいて、修正できる部分は修正して、そ

れを決定事項として、次回示すということですね。何か御意見等はあります

か。 

山田 誠次委員 タイミングが間に合わないかもしれませんが、意見として聞いてください。

学校教育に関連した構想に、確かな学力の育成、豊かな心の育成等４つ挙げ

てありますが、表現が難しいですが、教職員の質の向上というのがどこかに



5 

言葉として明記できないかと思いました。学力の育成は大事ですが、先生た

ちの質の向上の結果としてここにある４つは表れてくるものだと思うので、

教職員の質の向上というものを、教育委員会が支えながら図っていくという

ことをどこかに示してほしいと思いました。全体的な流れを見るとそういう

内容であると理解できるのですが、言葉として打ち出してほしいという印象

を持ちましたので意見として述べさせていただきました。 

小島泰治教育長 教育総務課の実践構想の学務係の欄に書いてあることですね。確かな学力の

育成のところにある、授業の工夫改善、これがすなわち先生たちの資質向上

ということになりますが、言葉として教師の資質向上があったほうがいいと

いう御意見ですね。 

山田 誠次委員 そうです。教育委員会としてやることの大きなテーマとして位置付けてほし

いなと思います。現在ももちろんやっているのですが、改めて意識付けるた

めにも言葉に出したほうがいいのではないかと思いました。 

小島泰治教育長 分かりました。今回は一応承認していただいて、工夫できる部分は工夫して

いきたいと思います。他に何かありませんか。 

平尾 雅述委員 学力はもちろん学校でつけなければならないものですが、その根底にあるの

が豊かな心の育成であり、それが主になる部分であって、それは学校だけで

行う部分ではなく、家庭や地域や保護者という部分もあるのでそういう含み

おきがあればと思います。学校教育の中で①確かな学力の育成と②豊かな心

の育成の順番の入れ替えは無理かもしれませんが、土台にあるのは豊かな心

だと思います。 

小島泰治教育長 教育事務所はどちらを先に挙げていましたか。豊かな心が先ではなかったで

すか。 

前田 裕美 

教育次長 

豊かな心が先だったと思います。 

平尾 雅述委員 ただこの構想を見るとそれがどこに当てはまるかと言えば、家庭とかいろい

ろな部分に関わってくるので限定が難しいと思います。しかし、そういうの

がないと、子どもたちの学力をつけるにしても、学校に来ないことには話に

ならないし、先生方にも先生方だけで悩むのではなく、家庭や地域、関係機

関と連携したり、呼びかけではないですがバックアップを率先してやってい

くような形であればと思います。 

小島泰治教育長 次回の定例会の資料配布の際に今日の御意見を検討して修正できる部分は修

正して、資料として配布します。他には何かないですか。 

山田 誠次委員 補足ですが、確かな学力の育成にあります家庭学習の習慣化は教育委員会の

構想ではなく、学校の目標でもいいのではないかと思います。先生方の働き

方改革とか先生方が研修を受ける際のバックアップとか、もっと大きなこと

を教育委員会はしていただければと思います。 

小島泰治教育長 他に何かありませんか。今回はこれで一応承認していただいてよろしいです

か。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市検査規程の一部を改正する訓令の制定について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

（別紙資料をもとに説明） 

検査規程の大本となる水俣市の財務規則の見直しが予定されており、財務規

則を廃止し、予算事務規則、契約規則、会計事務規則の３つに分けて整備さ

れるようになっています、それに伴い本案のように検査規程の一部を改正す
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るものです。市長部局とほかの行政委員会との合同での訓令で文章作成は市

の総務課が行っています。検査方法等の変更はないのですが、検査規程のも

ととなる財務規則が改正されるということで、引用している規則の条文を変

更しています。令和２年４月１日からの施行となっています。 

【採決】 承認 

  

議第３号 自閉症啓発デー２０２０in水俣芦北に係る名義後援について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

（別紙資料をもとに説明） 

熊本県南部発達障がい者支援センターわるつからの申請です。発達障害に関

する理解を深めるために実施されます。４月１１日の１０時からもやい直し

センターで開催され、参加費は無料です。 

【採決】 承認 

  

議第４号 水俣市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

島田 竜守 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

申請書類の一部修正になります。公民館の申請許可のこれまでの様式には、

貸し付けする機材の中にパソコン機器が入っていますが、現状では貸し出す

パソコンがないため、様式からパソコンを削除し、実際に使われているホワ

イトボードを載せています。 

【採決】 承認 

  

議第５号 みなまた競り舟大会実行委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制定につい

て 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

水俣競り舟大会実行委員会設置要綱を定めたときに３年間という時限を設け

ていましたが、今後も実行委員会形式で取り組んでいきますので、時限をと

り、大会を実施する年度の末日までという形に一部改正しています。 

【採決】 承認 

  

議第６号 市民体育祭実行委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

名称変更です。今年度は市制施行７０周年記念ということで、市民スポーツ

祭りという名称で大会を行いました。この大会名を今後も継続して使ってい

くことになりましたので、名称の変更をしています。 

【採決】 承認 

  

議第７号 水俣市臨時職員の任用等に関する要綱等を廃止する訓令の制定について 

岩井 浩昭 

教育総務課長 

（別紙資料をもとに説明） 

地方公務員法の一部改正に伴い４月から会計年度任用職員制度が始まりま

す。今まで臨時職員、時間制職員、一般職の非常勤職員、特別職の非常勤職

員と非正規の職員に対して、身分や任用の方法がそれぞれの種類ごとにばら

ばらであったものを１つに統一することになります。そのため、市の総務課

で新しく規則を制定することになりましたので、現在ある要綱については廃

止することになっています。４月１日からの施行です。 
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【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年２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 

２月２０日（木）、午後１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。また、この日は、定例会後の午後３時半から、市の総合教育会議が

市役所仮庁舎２階の第一会議室で開催する予定となっていますので併せてよ

ろしくお願いします。 

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） 

①１２月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②１２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 

山田 誠次委員 いじめ事案一覧表の発見のきっかけがアンケートとありますが、このアン

ケートは全小中学校で行われたものですね。以前ならば、ちょっとしたから

かいであったものが、現在はそういったこともなかなか自分では解決できず

に大きな悩みとなってしまうこともあるようなので、このようにアンケート

をとって早く発見して対応していただくことで、何事もなく過ごしていける

ことにつながると思うのでこまめに調べていって対応していただくことがと

ても大事だと改めて思いました。 

  

その他  

その他１ ２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 東京２０２０オリンピック聖火リレーについて 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

スタートが水俣駅前、ゴールが恋路島となっており、それぞれ盛り上げるよ

うなセレモニーがあります。教育委員の皆様にも御案内をすることになりま

すのでよろしくお願いします。 

  

小島泰治教育長 その他で何かありませんか。 

前田 裕美 

教育次長 

お願いになりますが、６月の段階で６人臨採の先生が足りませんでした。１

０月の段階であと２人というところまできましたが、今現在、出産や休職の

先生がおられて６人足りない状況です。新年度も厳しい状況かと思いますの

で、紹介いただける方がいたらお知らせください。 

  

閉会宣言 午後２時４０分 
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