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令和２年第８回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年８月２７日(木) 

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   教育総務課主幹 

白坂 優季   教育総務課総務係参事 

大﨑 伸也   教育総務課主幹（議第 1号説明時在席） 

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 ８月臨時議会について 教育総務課 

生涯学習課 

 ② 水俣市家計急変学生等支援事業実施要綱等の制定について 教育総務課 

 ③ 水俣市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要綱の制定につい

て 

教育総務課 

 ④ 共催を承認した「第１４回蘇峰先生顕彰会」の事業変更（中止）の

承認について 

生涯学習課 

   

３  議事 
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１） 審議事項  

 ① ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた計画等について 教育総務課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和２年９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） ９月の行事予定について 教育総務課 

２） 令和２年度水俣市民文化祭の中止について 生涯学習課 

３） 第５４回蘇峰筆塚顕彰書道展の中止について 生涯学習課 

４） 令和２年度公民館自主事業「市民教室」の中止について 生涯学習課 

５） 第４１回市民スポーツ祭りの中止について 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】 

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 

みなさんこんにちは。水俣市では、８月２４日（月）から２学期が始まりま

した。１８日間という短い期間の夏休みでしたが、各学校から事故等の報告

があっておりませんので、どの学校も無事に２学期を迎えられたと思いま

す。ただ、委員の皆様もすでにご存じだと思いますが、先週から、この水俣

保健所管内において新型コロナウイルス感染者が発生し、８月２２日には、

本市におきましても感染者が公表され、大変心配しているところです。教育

委員会では、感染拡大防止の観点から各小中学校長に次の３点を文書で指導

しました。 

一つ目は、「市町村立学校における新型コロナウイルス感染症に対応した持

続的な学校運営のためのガイドライン」という通知が県から来ましたが、校

長は、内容を十分に理解したうえで学校運営に当たること。また、職員・児

童生徒には、毎朝必ず検温及び健康状態の確認を行ったうえで、登校・出勤

するように指導すること。 

二つ目は、教育公務員としての適切な言動を心がけるよう指導すること。詳

しく言いますと、県がホームページで出している情報以外は、うわさであり

正確な情報以外を職員が軽々しく発信することのないよう指導すること。 
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三つ目は、今後も、職員や児童生徒等について、ＰＣＲ検査を受ける等の情

報があった場合には速やかに教育委員会まで連絡すること。 

以上３点です。 

なお、本市において感染者が発生したことにより総合体育館や公民館等の市

の施設は、８月２３日（日）から当面の間、閉鎖しております。ご迷惑をお

かけしますが、よろしくお願いします。報告は以上です。 

堀  浄信委員 学校は職員会議など会議が多いと思いますが、どのような形で開催している

のですか。学校ごとの判断ですか。オンラインの研修会とかあるのですか。 

小島泰治教育長 学校で「新しい生活様式」に従い開催していると思います。研修会について

は、施設が閉鎖しておりと苦慮していますが、中止したものもありますし、

場所を変えて開催するなど工夫しています。オンラインの研修会はネット

ワークが整っていないので現段階では難しいです。 

堀  浄信委員 意見なのですが、研修会に参加することで現状を打破できることもあるの

で、研修会に代わるものが何かあればと思います。 

  

各課報告  

報告第１号 ８月臨時議会について 

 

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２年度水俣市一般会計補正予算 

・救助活動用消耗品 

・災害応急復旧業務 

・小中学校ネットワーク整備工事 

・水俣市学生支援緊急給付金 

・新型コロナウイルス感染症対策用品 

生涯学習課 

◆令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・発掘調査測量等業務 

・図書消毒機購入 

  

報告第２号 水俣市家計急変学生等支援事業実施要綱等の制定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する大学生等に対し、引き

続き修学できるよう、「国の学生支援緊急給付金」の対象者に上乗せとして

給付金を支給するものです。 

堀  浄信委員 とてもいい取組みだと思います。他の市町村でも同様の取組みはあるので

しょうか。また人数はどれくらいを想定していますか。そして、意見として

ですが、水俣市の児童養護施設出身の子が大学に行っているのですが、この

場合、本人も保護者も水俣市外に住民票があり、この制度の対象となりませ

ん。今後は、特例で水俣市の児童養護施設を卒業した者も水俣出身というこ

とで認めてもらえればいいなと思いました。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

他市町村の状況については、近隣では芦北町、津奈木町があります。両町と

も金額に差はありますが、すべての大学生等を対象に支給しているようで

す。本市は本当に困窮されている学生に限定して支援すべきではないかとい

う観点からこのような仕組みとしています。他に、宇土市も国の制度に上乗

せした形で取り組む予定とお聞きしています。想定人数は６０人を想定して

います。 
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報告第３号 水俣市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付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） 

実用英語技能検定の受験機会を拡大し、生徒たちの目標に挑戦する主体的な

学びの育成と学習意欲、英語力の向上を図り、保護者の負担を軽減するとい

う目的のもと補助金を交付するものです。水俣市立の中学校に在学する中学

３年生の保護者を対象に、１人当たり検定料の３分の２以内の額となってい

ます。 

  

報告第４号 共催を承認した「第１４回蘇峰先生顕彰会」の事業変更（中止）の承認につ

いて 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

６月の定例会で共催承認をした「第１４回蘇峰先生顕彰会」について、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止をしたいという申し出がありま

した。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた計画等について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

ＧＩＧＡスクール構想の実現のために計画を策定するものです。県に提出し

ています「ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた計画等確認書」の確認項目

に、計画の取扱い等に関する事項で計画について総合教育会議や教育委員会

会議等に諮っている又は諮る予定があるか、とありこの項目に基づき今回提

案させていただきます。 

堀  浄信委員 資料にありますＩＣＴ支援員についてもう少し詳しく教えてください。プラ

スで職員を配置するのか、今いる職員がこれにあたるのか、業者にお願いす

るのか、イメージがあれば教えてください。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

すでに、業者が各学校に保守等で入っており、その方にいろいろな支援、サ

ポートをお願いしているところです。 

堀  浄信委員 ４校に 1人ということは何人かいるということですか。 

大﨑 伸也 

教育総務課主幹 

人数に関してですが、文科省の目標が４校に１人としています。現在業者に

保守業務等で各学校に入ってもらっていますが、今後業務の増大に伴い、業

者の中で増員をお願いする形になります。最終的には１１校に３人体制で巡

回してもらうよう考えています。 

堀  浄信委員 これに対して予算を組んでいくということですか。 

大﨑 伸也 

教育総務課主幹 

委託業務として対応します。 

山田 誠次委員 臨時休校の際に各家庭で利用できる環境を整えるとなっていますが、セキュ

リティの方法はどうなっていますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

各端末にセキュリティソフトを入れることを考えています。自宅に持ち帰る

ことも想定しており、通信環境が各家庭で違いがありますので、その格差を

解消していくことも課題としています。 
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山田 誠次委員 Windowsを入れるのか、Androidを入れるのかでまた違ってくるのかもしれま

せんが、何年かたつと旧式となってしまい利用できなくなるので、導入した

ら導入したで更新料も発生して大変だろうと思います。 

大﨑 伸也 

教育総務課主幹 

導入端末は iPadになります。セキュリティに関してもセキュリティソフト、

各種設定等を利用し、ＩＣＴ支援員に確認しながら文科省が定める基準をク

リアするようにします。更新時の費用に関しても危惧しているところで、全

国市長会等からも国に対して費用を補助してほしいと要望しています。 

平尾 雅述委員 パソコンを使うと授業もやりやすいのかなと思いますが、子どもたちがパソ

コンばかり使うと漢字や文字を書かなくなるなどプラス面、マイナス面があ

るので、対策を取って効果的に使ってもらえればと思います。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年９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 

９月１８日（金）、午後１時半から公民館分館３階子ども自立支援室で開催

したいと考えています。 

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） 

①７月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②７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 ９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） 

運動会について縮小等されて順次実施予定ですが、資料には記載がありませ

んが、９月６日に二中、１２日に一中、緑東中、１８日に袋中となっていま

す。また、学校訪問が９月３０日の葛渡小から順次実施予定となっていま

す。 

平尾 雅述委員 学校訪問についてですが、資料を先日いただきましたが、授業参観は大体何

時からでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

学校訪問は現在午前中だけでお願いしていますが、学校訪問の１週間前に指

導主事と打ち合わせをする予定です。授業参観は１校時になる学校と２校時

になる学校があるかと思いますが、委員さん方の御予定もありますので授業

参観だけは早めに確認をしてくださいと伝えていますので、分かり次第御連

絡したいと思います。 

  

小島泰治教育長 その他２からその他４までは一括して生涯学習課長からお願いします。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

水俣市民文化祭、蘇峰筆塚顕彰書道展、市民教室について、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり中止となりました。 
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その他５ 第４１回市民スポーツ祭りの中止について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

市民スポーツ祭りも新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました。 

平尾 雅述委員 スポーツの方も文化の方も、３密を防ぐための中止なのでしょうが、エコ

パークでサッカー大会が開催されているようですが、あれは自主的なもので

しょうか。陸上競技も大会があったかと聞いたのですが。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

サッカー大会については分からないのですが、陸上競技についてナイター陸

上は中止になっていることを確認しています。 

山田 誠次委員 サッカー大会はどの大会のことかは分かりませんが、クラブチームがチーム

を集めて大会を行ったのかもしれません。学校のほうは中体連の代替大会を

１日で短時間、無観客という形で行っています。エコパークからも１度に５

０人以上集まる催しはしないようお願いはしてあるようです。 

  

小島泰治教育長 他に何かありますか。 

本田 恵津子委員 中学校の部活動は今どうなっていますか。 

小島泰治教育長 新型コロナウイルスの影響で市総合体育館が使えない等、実施場所に不都合

な面もありますが、通常どおり行っています。 

本田 恵津子委員 各小中学校のグラウンドは使えるのですか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

部活動では使えますが、学校開放分は使えません。 

山田 誠次委員 小学校の社会体育は中止ですね。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

クラブに対しては自粛のお願いをしています。施設の利用ができませんので

必然的に活動できない状態です。 

小島泰治教育長 小学校のクラブに対しては自粛のお願いをしているが、施設がそもそも使用

できないという状況です。 

  

閉会宣言 午後２時４５分 
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