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令和２年第７回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年７月１７日(金) 

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 

本田 恵津子  委員 

教育長 小島 泰治 

欠席委員 山田 誠次   委員 

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  

福山 達郎   指導主事 

小路 幹雄   教育総務課主幹 

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 

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 九州・沖縄映画感想画コンテスト２０２０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 水俣市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制

定及び水俣市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針

の策定について 

教育総務課 

 
② 令和２年度（２０２０年度）民俗学講座「熊本の行事・祭りと農

耕」に係る共催承認について 

生涯学習課 

 
③ 公開講座「コロナ禍との闘い、ウイルスとの共生：アフターコロナ

の生き方、社会のあり様を見据えて」に係る後援承認について 
生涯学習課 
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２） 協議事項  

 ① 令和２年８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） ８月の行事予定について 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 

皆さんこんにちは。まず初めに、令和２年７月豪雨によって犠牲になられた

方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げま

す。 

今回は、２点報告をします。 

１点目は、大雨対応等についてです。７月３日（金）から降り始めた大雨に

より、当日の午後１０時２０分に土砂災害警戒情報が発令されました。午後

１１時に水俣市に対策本部が設置され、今日まで対応に当たってきておりま

す。令和２年７月豪雨と名付けられた今回の大雨により、この芦北管内でも

甚大な被害が発生し、多くの方々の命が奪われました。私も佐敷近辺の先生

方にお見舞いに行ってきましたが、被害の様子を目の当たりにして、改めて

自然の脅威を感じたところです。被災された皆様が、一日でも早く日常の生

活に戻ることを祈っております。水俣市の対応としましては、７月４日

（土）が土曜授業でしたので、市内一斉に休校にしました。また、７月６日

（月）、７日（火）の二日間も休校とし、８日（水）は、１時間の遅延登

校、９日（木）から通常に授業を行っております。水俣市内の小中学校の被

害の状況ですが、水俣一中の裏山と緑東中の裏山が崩れただけで大きな被害

はありませんでした。この二か所についても、応急処置を済ませ、今後工事

をする予定としております。 

２点目は、中体連夏季大会の代替大会として計画されていた「３年生スポー

ツ交流会」についてです。６月の教育委員会で１８、１９の土日、２５、２

６日の土日に実施する予定であると説明しておりましたが、今回の豪雨の影

響によりすべて中止となりました。 

報告は、以上です。 

堀  浄信委員 今回の休校で夏休みへの影響はありますか。 

小島泰治教育長 夏休みの短縮については校長先生方からも要望があっておりませんので、今
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のところ考えていません。２学期の台風等による休校等の状況によっては冬

休みの短縮も考えなければなりません。 

平尾 雅述委員 海抜の低いところに建っている学校で校長室が１階にあるところは、公文書

の保管について考えたほうがいいと思いました。 

小島泰治教育長 文書の方法について、２階に上げるのは難しいので、重要度の高いものを上

に積むなど考えないといけないと思います。 

堀  浄信委員 先生方の被害状況は大丈夫でしたか。 

小島泰治教育長 芦北在住の１９人の先生方が床上、床下浸水の被害にあっています。 

  

各課報告  

報告第１号 九州・沖縄映画感想画コンテスト２０２０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） 

昨年度も同様のコンテストの後援を承認していただいています。子どもたち

が映画を見て「感じたこと・学んだこと・印象に残ったこと」を絵に描いて

応募するコンテストです。 

平尾 雅述委員 映画館に出かけて鑑賞する必要があるのですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

レンタル等でも大丈夫のようです。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定及び水

俣市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針の策定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

水俣市教育委員会で定める規則につきましては、熊本県から示された条例、

規則の方針と同様の内容で制定しています。規則の第４条で、規則以外に必

要な事項については委員会が別に定めるとありますので、水俣市立学校の教

育職員の在校等時間の上限等に関する方針のほうで詳しく定めています。 

堀  浄信委員 産業医はどなたがされるのでしょうか。相談窓口は教育委員会の中に設ける

のでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

産業医は水俣市の産業医と同じ先生です。相談窓口は、学校から教育委員会

に相談をしていただき、その後市の総務課に相談する形になります。 

堀  浄信委員 時間外在校時間の上限を守らなかった際は、罰則はあるのでしょうか。 

小島泰治教育長 その点については、県がどのようにするのか注視しているところです。 

前田 裕美 

教育次長 

補足になりますが、４５時間以上の超過勤務者について、４、５月の臨時休

校が明けた６月で小学校 52.8％、中学校 65.2％で、全体でも６割を超える先

生方が現状として４５時間以上の超過勤務をしています。教育委員会として

は留守番電話を導入する等ハード面でできる限りのことをしていますし、各

学校でも一人一人意識を持って、自身の仕事のパターンを見直してもらう等

の努力をしていただいています。 

平尾 雅述委員 超過勤務者が多いのは部活のためかとも考えるのですが、今ある業務を必要
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最小限にしていかないと達成は無理かと思います。 

小島泰治教育長 達成に向けて努力していかないといけないと思います。地域における学校の

役割も検討する必要があると思います。 

平尾 雅述委員 職員にはもちろん説明すると思いますが、保護者にも規則の趣旨を説明し

て、親が担うべき役割まで学校に任せるようなことがないようにしないとい

けないと思います。 

小島泰治教育長 市のＰＴＡ連絡協議会でのあいさつでは、働き方改革についても話をさせて

いただいていますが、少しでも地域、保護者の皆さんにも啓発していかない

といけないと思っています。 

本田 恵津子委員 私も部活動が先生方にとって大きな負担になっているかと思います。小学校

の部活動が社会体育に移行して、それでもこれだけの超過勤務者がいるとい

うのは本当に業務が多いのだと感じます。中学校の部活もこれから時間をか

けて社会体育に移行していくかと思いますが、それ以外でも減らすべき業務

がたくさんあるのかと思います。今年は特に新型コロナウイルス対策で業務

が増えているかと思いますが、現状で負担はあるのでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

超過勤務の項目も調べていますが、一番多いのは教材研究です。その次が校

務文書の作成です。新型コロナウイルス対策として、１日１回は消毒する業

務が以前はなかった業務として今はあります。 

【採決】 承認 

  

議第２号 令和２年度（２０２０年度）民俗学講座「熊本の行事・祭りと農耕」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） 

熊本県博物館ネットワークセンターからの共催申請です。本年１０月から来

年３月までに６回にわたり熊本県を事例にした農耕、年中行事や祭りについ

て講演等を行うものです。 

【採決】 承認 

  

議第３号 公開講座「コロナ禍との闘い、ウイルスとの共生：アフターコロナの生き

方、社会のあり様を見据えて」に係る後援承認について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

熊本学園大学水俣学研究センターからの後援申請です。９月から１０月にか

けて５回にわたり、新型コロナについての公開講座を行うものです。 

平尾 雅述委員 この講座には、３密を避けるような人数制限はあるのですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

マスク着用、アルコール消毒の徹底を行う旨は資料に記載がありますが、人

数制限については確認をしていませんので、後援の承認がいただけた時点で

こちらから要望を出します。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年８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 

８月２８日（金）を予定していましたが、当日が９月議会の開会日と重なり

ましたので８月２４日から２７日の中で調整をさせてください。山田委員が

不在ですので、また改めて調整させていただきます。 
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各委員 調整について了承 

  

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） 

①６月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②６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 

  

その他  

その他１ ８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） 

資料には記載がありませんが、８月４日が水俣市議会の臨時議会の予定に

なっています。 

  

小島泰治教育長 それでは前回、お尋ねがありましたＳＤＧｓについて教育総務課長から説明

があります。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

前回、平尾委員から御質問がありましたＳＤＧｓの現在の状況について企画

課から資料をもらいました。現在の状況としては、昨年度末に国にＳＤＧｓ

未来都市の提案書を提出して、その選定過程であるとのことです。今年度の

会議等については、その選定結果を待ってからとのことです。 

  

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。 

堀  浄信委員 水俣高校の同窓会の役員をしていますが、少子化で生徒が少なくなっていま

す。市長も水俣高校への支援をしてくださっていますが、それと連携して水

俣市の教育委員会もできることは限られると思いますが、何かできたらいい

なと思ったところです。これは意見です。 

小島泰治教育長 御意見として承っておきます。他に何かありませんか。 

平尾 雅述委員 先ほどの議事で承認はしましたが、業務量の適切な管理等に関する規則に出

てくる上限は段階を追ってというのはできないのですか。 

前田 裕美 

教育次長 

今年の３月１日に水俣市の教育委員会で上限時間数の設定というのをさせて

いただいています。その中で、今後このような方針が出てくるだろうけれ

ど、その前に４月１日からこの時間を意識した勤務をしてくださいというこ

とで、数字的なものは各職員が知ってはいます。 

平尾 雅述委員 先生たちを守りたいという思いは伝わりますが、いきなりできないことをや

りなさいというより、柔軟性を持たせながらできないかと思います。 

小島泰治教育長 以前から８０時間という数字はありましたし、教員もそれを意識はしていた

と思います。 

  

閉会宣言 午後２時２０分 
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