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令和２年第６回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年６月２２日(月) 

場所 水俣市公民館分館 ３階子ども自立支援室 

会議種類 定例会 

出席委員 平尾 雅述   委員 

堀  浄信   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 無 

事務局出席者 前田 裕美   教育次長 

赤司 和弘   教育総務課長 

梅下 彰    生涯学習課長  

緒方 卓也   スポーツ振興課長 

福山 達郎   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 

署名者 平尾 雅述   委員 

堀  浄信   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 ６月議会について 教育総務課 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

 ② 中学生の「税についての作文」募集に係る後援承認について 教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 水俣市地方創生ＳＤＧｓ推進本部設置規程の一部を改正する訓令の

制定について 

教育総務課 

 ② 水俣市新庁舎建設庁内検討会議設置要綱の一部を改正する要綱の制 教育総務課 
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定について 

 ③ 第１４回蘇峰先生顕彰会に係る共催承認について 生涯学習課 

 
④ 水俣市体育施設等使用料減免規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

スポーツ振興課 

 
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 市民スポーツ祭り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 市民駅伝競走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 

 
⑧ 水俣市競り舟大会検討委員会設置要綱を廃止する要綱の制定につい

て 

スポーツ振興課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和２年７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） ７月の行事予定について 教育総務課 

２） ３年生スポーツ交流会について 教育総務課 

 

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】 

赤司 和弘 

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 

６月も下旬となり、大雨が心配される季節になりました。さて、６月１日か

ら学校が本格的に再開しましたが、子供たちが元気よく登校する姿が見ら

れ、学校では、元気な声も聞かれるようになったと各学校から報告を受けて

います。今のところ大きな混乱もなく教育活動が行われているようです。慣

らし登校で準備を進めた成果だと思います。ただ、対面やグループでの話し

合いができない中、先生方は、学びあいの授業に苦慮されているみたいで

す。 

今回は、３点報告します。 

１点目、夏休みの短縮についてです。休校による授業時数不足を解消するた
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め、夏休みの短縮を検討しておりましたが、結論から言うと８月６日～８月

２３日の１８日間としました。事前に各学校に調査を行った結果、もう少し

長くても解消できるという回答が多かったのですが、今後の大雨や台風等に

よる休校も考慮して、若干短く設定したところです。また、芦北町、津奈木

町は、８月７日(金)終業式、８月２４日始業式と夏休み期間を１６日と設定

されました。水俣市も同じにすることにより理解が得られやすいと考えたと

ころですが、水俣市では土曜授業を実施していますので、１６日間にその分

として２日を加えて１８日間としたところです。 

２点目、ＧＩＧＡスクール構想、いわゆる児童生徒に一人一台のタブレット

端末を整備するという事業についてです。当初は、本年度から令和５年度ま

でに段階的に整備する予定でしたが、国の方針の前倒しにより、本年度中に

小１～中３までの全学年に整備することとなりました。１９日に閉会した６

月議会において予算も認められましたので、今後、本格的に取り組みを進め

ていきます。 

３点目、イベント関係についてお知らせします。前回、県、郡市の中体連大

会は中止となったとの報告をしましたが、秋の中体連陸上大会も中止となり

ました。 

最後に、前回の教育委員会で、私が、「消毒液については、次亜塩素酸水を

各小中学校に配付している。」と説明したところ、堀委員から「次亜塩素酸

水は、コロナに効かないという話を聞いたのですが、確認されたほうが良い

と思います。」という発言があり、私が「大きな間違いはないと思いますが

確認してみます。」とお答えしました。確認しましたのでその回答をしま

す。まず、そもそも学校に配付したのは、「次亜塩素酸ナトリウム」であっ

て「次亜塩素酸水」ではありませんでした。お詫びして訂正します。文科省

からの資料によると、「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は別物

であり、物の表面の消毒には、消毒用エタノールや０．０５％の次亜塩素酸

ナトリウム消毒液を使用するとなっています。また、「次亜塩素酸水」の新

型コロナウイルスに対する効果は、検証試験が継続中であり、現時点では、

まだ結論が出ていないということでした。 

報告は以上です。 

  

各課報告  

報告第１号 ６月議会について 

 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

（別添資料をもとに説明） 

教育総務課 

◆令和元年度及び令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・小中学校空調設備設置工事等 

・新型コロナ対策の消毒液等購入 

・臨時休校中の学校給食中止による違約金負担 

・ＧＩＧＡスクール構想 

・人件費 

生涯学習課 

◆令和元年度及び令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・文化会館施設整備事業 

・移動図書館「そほう号」の購入等 

・人件費 

・発掘調査測量等業務 

・蘇峰蘆花生家駐車場関係 

◆水俣市文化会館外壁等改修工事に係る請負契約の締結 
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緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

 

 

 

 

赤司 和弘 

教育総務課長 

スポーツ振興課 

◆令和元年度及び令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・総合体育館改修事業 

・総合体育館温水プール天井改修工事 

・人件費 

 

◆一般質問（教育委員会関係） 

質問者４名分の内容については資料のとおり 

堀  浄信委員 ＧＩＧＡスクールに対して水俣市としての支出はあるのですか、ＧＩＧＡと

はどういう意味なのでしょうか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

歳出の財源内訳にあります一般財源の 43,998千円が市の負担分にあたります

が、国の説明としては、児童生徒 3人に 1人分の端末については、地方交付

税等で措置がなされています。ＧＩＧＡについては調べて後程お答えしま

す。 

平尾 雅述委員 タブレット端末の使い道については今年度中に策定することになるのです

か。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

使い道として考えられるのは、子どもたちが自分の考えをまとめたり、共同

で学習をするときにそれぞれが作った資料を共有したり、先生が授業の進み

具合を確認するなどです。授業の振り返りや動画の共有もできるようになっ

ています。今後使い方に関して研修等をしながら検討していきます。 

平尾 雅述委員 画面の見過ぎで目の健康に悪影響が出ないようにということも反映されれば

いいと思います。 

山田 誠次委員 学校が休業中にオンライン授業ができるように、家への持ち帰りもできると

いうことでしょうか。また今年は夏休みも短縮となり授業の進め方に先生方

も苦労があると思うのですが、そのような中にタブレットを使用しないとい

けないというプレッシャーがかかったり、操作の説明に時間がかかったり、

使える子は使えるが、使えない子は全く使えず、余計に授業がつまらなく

なってしまうということが心配です。運用の話ですが、本当に役に立つよう

なことから進めていただければと思います。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

まだ水俣では導入が済んでいないので、まずは導入を急ぐということを優先

しています。自宅に持ち帰ってのオンライン授業への対応も当然視野には入

れていますが、まずは機器を導入して、授業で使える形を整えることと、家

庭でのネット環境も関係しますので、合わせてその調査も現在行っていると

ころです。 

  

報告第２号 中学生の「税についての作文」募集に係る後援承認について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

八代税務署管内納税貯蓄組合連合会からの申請です。共催予定団体として、

芦北町、津奈木町等の教育委員会も予定されています。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市地方創生ＳＤＧｓ推進本部設置規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて 
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赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

下水道課と水道局の統合により、下水道課長が上下水道総務課長に変更に

なったことと、スポーツ振興課長が追加される改正になります。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市新庁舎建設庁内検討会議設置要綱の一部を改正する要綱の制定につい

て 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

機構改革に伴い、新庁舎建設課長が都市計画課長へ、総合政策部新庁舎建設

課が産業建設部都市計画課へと変更となります。 

【採決】 承認 

  

議第３号 第１４回蘇峰先生顕彰会に係る共催承認について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

水俣市蘇峰会の会長からの申請です。内容については、資料のとおりです

が、新型コロナウイルス感染症の動向によっては変更があり得るとのことで

す。 

【採決】 承認 

  

小島泰治教育長 議第４号から議第７号までは一括して審議したいと思います。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

議第４号から議第７号については、改正内容はすべて同じです。水俣市体育

協会が水俣市スポーツ協会へと名称が変更になったことに伴う改正です。 

【採決】 承認 

  

議第８号 水俣市競り舟大会検討委員会設置要綱を廃止する要綱の制定について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

競り舟の新艇を作るときに立ち上げた検討委員会で、すでに目的を達成して

おり、現在、検討委員会はありませんので廃止するものです。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年７月の教育委員会定例会の開催日程について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

７月１７日（金）、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。 

各委員 了承 

  

協議第２号 学校教育活動の現状について 

福山達郎指導主事 （報告の概要） 

①５月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②５月の児童生徒事故・非行報告について 



6 

③その他の報告について 

 非公開 

  

その他  

その他１ ７月の行事予定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

コロナウイルスの関係で行事が縮小・中止となっています。 

平尾 雅述委員 担当者会の中止は、その話し合いはもう必要ないということでしょうか。 

小島泰治教育長 会によっていろいろ違うのですが、書面で行ったり、電話連絡であったりと

簡略化されて、必要最小限だけの開催になっていると思います。 

  

小島泰治教育長 先程、回答を保留にしていましたＧＩＧＡスクールのＧＩＧＡの説明をしま

す。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

ＧＩＧＡは Global and Innovation Gateway for Allの頭文字を取ってＧＩ

ＧＡという略称になっています。意味は一人一台端末を整備して、大容量通

信並びにネットワーク整備を行い、個別最適化した学びを実現させる構想と

いうことです。 

  

その他２ ３年生スポーツ交流会について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

主催は芦北水俣郡市中学校体育連盟です。中体連の県大会、芦北水俣郡市大

会が中止となったことにより、３年生のこれまでの頑張りを発表できる機会

がなくなってしまい、代替案としてこのような交流会を検討されているそう

です。参加には保護者の同意が必要ですが、今後の感染状況によっては中止

となる場合もあるそうです。 

平尾 雅述委員 雨の場合は中止ですか。 

小島泰治教育長 それは私たちでは分からないところです。 

山田 誠次委員 開催は確定ですか。 

小島泰治教育長 ほぼ確定ですが、種目によっては、開催できるかまだ分からないところもあ

ります。 

  

小島泰治教育長 それではここには記載はないですが、学校訪問について教育次長から説明が

あります。 

前田 裕美 

教育次長 

（別添資料をもとに説明） 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で教育事務所の総合訪問が中止

となりました。当市の学校訪問についても検討してきた結果、学校に負担を

かけない内容で実施することにしました。内容は校長ヒアリング、授業参

観、諸表簿点検に絞っています。委員の皆様には都合がつきましたら授業参

観に参加していただければと考えています。実施時期は 2学期を予定してい

ます。 

山田 誠次委員 授業参観は大きな学校も全クラスを 1時間で見る形ですか、1時間で見られる

範囲を見て回る形ですか。また市内全ての小中学校が対象ですか。 

前田 裕美 一応全クラスを見てもらう形です。例年、学校ごとに総合訪問と経営訪問と
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教育次長 分けていますが、今年度はすべて同じ形式で訪問したいと思います。 

  

小島泰治教育長 今日の議事はすべて終了しましたが、その他で何かありますか。 

本田 恵津子委員 小中学校のプールの授業はどうなりましたか。 

前田 裕美 

教育次長 

プールの水の中についての安全は大丈夫とのことで、各学校で条件がそろえ

ば実施していいとスポーツ庁から通知が来ています。一番問題になるのは、

更衣の時に密にならないかですが、体育館のステージなど広い場所を用意し

てすでに水泳の授業をしている学校もあります。水俣市は全学校で水泳の授

業を行う予定です。 

小島泰治教育長 他に何かありませんか。 

平尾 雅述委員 子どもたちが学校とは別に入っているスポーツクラブについてですが、練習

を見ていると、密の状態になっているのが気になります。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

こちらからお願いしているのは、それぞれの種目の協会の指示を守るように

ということと、無駄な密を避けていただくということを一番お願いしていま

す。 

山田 誠次委員 小学生の社会体育について、そのお願いがどの程度保護者に伝わっているの

かと心配になる部分があります。もう一度、まだ油断ができない状態である

ことを周知してもらったほうがいいと思います。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

通知を再度出します。 

小島泰治教育長 他に何かありませんか。 

平尾 雅述委員 ＳＤＧｓについてですが、推進本部が設置されていますが、市として具体的

に何かしているのですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

今回の改正は、機構改革による規程の改正でしたが、今後の実際の進め方や

考えについては事務局に確認し報告させていただきます。 

  

閉会宣言 午後２時４０分 
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