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令和２年第９回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年９月１８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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経済観光課） 

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 

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   教育総務課主幹（協議第３号説明時在席） 

岩下 一弘   教育総務課学校給食センター所長（協議第３号説明時在席） 

金子 大将   教育総務課学校給食センター主事（協議第３号説明時在席） 

宮本 珠美   生涯学習課社会教育推進係長（議第 1号説明時在席） 

元村 仁美   （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 ９月議会について 教育総務課 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

   

３  議事 
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１） 審議事項  

 ① 深川生涯学習センターの目的外使用許可について 生涯学習課 

 ② 水俣市立武道館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２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 令和元年度の点検・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） 水俣市立総合体育館温水プールの閉鎖について 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 

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。学校では、体育大会、運動会のシーズンとなりました。各学校、感染拡

大防止の観点から、半日にするなど工夫しておられます。すでに一中、二

中、緑東中が終わりました。今日は、袋中の予定でしたが、今年度は、どの

学校も雨や台風で、一中、二中が延期して、緑東中が体育館での実施となり

ました。また、今日の袋中も延期となったと聞いております。 

今回は、３点報告します。 

一点目は、台風１０号の被害についてです。台風１０号が９月６日（日）か

ら７日（月）にかけて吹き荒れましたが、特別警報級ということで、私たち

も教育委員会に泊まり込むなど、危機感を持って対応しましたが、水俣に近

づくにつれ勢力が弱まり、大きな被害もなく胸をなでおろしているところで

す。学校は、９月７日を全校臨時休校としました。学校の被害は、一小と一

中で倒木が３本あっただけで、すでに撤去済みです。 

二点目は、冬休みの短縮の検討についてです。７月豪雨と今回の台風と立て

続けに臨時休校にしましたので、年度内に指導しなければならない内容をす

べて終われるか、懸念しているところです。現在、各学校には、時数計算や

指導すべき内容が終わるか調べてもらっています。今後、その情報を集約

し、冬休みを短縮するかしないかを１０月一杯には、決定したいと思ってお
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ります。 

三点目は、９月議会についてです。９月議会が８月２８日に開会しまして、

本来なら１６日に閉会する予定でしたが、台風の影響により日程が若干変更

となり、１６、１７日に一般質問、本日が閉会となりました。補正予算等に

ついては、担当課長から後程詳しく説明しますが、一般質問は、二日間で６

人、持ち時間が一人４０分と、６月議会に引き続き短縮した形で行われまし

た。今回、教育委員会には、一つも質問がありませんでした。今日、閉会で

したが、教育委員の任命ということで、堀委員の任期が９月一杯となってお

りましたが、本日、全会一致で再任が同意されました。堀委員には、またよ

ろしくお願いします。 

報告は、以上ですが、９月末から学校訪問が始まりますのでよろしくお願い

します。 

各課報告  

報告第１号 ９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 

 

 

 

 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（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 

・地方公務員共済組合負担金 

・一小ＡＢ棟・緑東中トイレ改修工事 

・共同テレビアンテナ更新工事負担金 

・補習等のための支援員配置事業補助金 

◆教育委員の任命について 

市議会の同意を得て、堀委員の任命が決定 

◆一般質問（教育委員会関係） 

資料のとおり 

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 

・県営土地改良事業発掘調査負担金 

・国宝重要文化財等保存・活用事業国庫補助金 

・埋蔵文化財発掘調査委託金 

スポーツ振興課 

◆令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・普通旅費、費用弁償（大会中止に伴い３月補正予算で減額予定） 

・産業廃棄物収集処分手数料 

・水道配管工事他 

・県民の未来につなぐ森づくり補助金 

平尾 雅述委員 グリーンスポーツの整備ということは、グリーンスポーツを使えるようにす

るということですか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

そうです。今のままだと施設が使えない状態ですので整備します。 

山田 誠次委員 埋蔵文化財の発掘とは、どういったものが埋蔵されているのですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

４月に試掘をしているのですが、矢じり、矢じりの材料となる黒曜石が出て

おり、詳しい発掘をこれからするという形です。 

  

議事  
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審議事項  

議第１号 深川生涯学習センターの目的外使用について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

やさい工房ぷらるーとから深川生涯学習センターの目的外使用の許可申請が

ありました。 

平尾 雅述委員 生産を拡大して、今後販売の拡大をするということですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

今の段階では、試験運用を行うということです。今回の申請が教育関係の団

体ではない業種からの申請であったため、議題に挙げています。 

堀  浄信委員 確認なのですが、御本人から教育委員会に申請が出て、水俣市長からまた教

育員会に依頼があったということですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

４月、５月頃にまず相談があり、これに類する事業に対しては経済観光課も

対応しておりますので、併せてそちらにも相談があったそうです。そのため

このような形になっています。 

小島泰治教育長 経済観光課からも担当が来ていますので、説明をお願いします。 

元村 仁美 

経済振興室次長 

こちらの事業所は、平成３０年から水俣で植物工場の取組みをされており、

植物工場での生産の方法が、安価でいろいろなところに広げられる方式で

す。事業所での試験運用のために場所の借用をするものですが、今後この方

法がうまくいくようであれば、地域の農家にも広げていくことができ、それ

が産業支援にもつながるということで、こちらからも依頼をさせていただく

ことになりました。 

堀  浄信委員 意見ですが、子どもたちが工場を見学したり、主催者の方に学校で話をして

もらうなどができれば、子どもたちが農業に興味を持ってもらうためにもい

いなと思いました。 

山田 誠次委員 使用期間が１年間になっていますが、更新して継続していく形になるので

しょうか。また、今回のように、特例として市長が依頼を出すのはいいこと

ではないかと個人的には思います。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

使用期間については、更新をしていくことになります。 

本田 恵津子委員 いい試みだと思います。いろいろな産業を子どもたちが実際に見たり、体験

することはいいことだと思うので、教育とは違う分野からの申請ですが、教

育にも関わることもぜひ今後もやっていただき、雇用を生み出すことにもつ

ながればいいと思います。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市立武道館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 

（別添資料をもとに説明） 

水俣市立武道館の来年度からの指定管理者を募集するための方針の策定で

す。指定期間は令和３年４月１日から令和６年３月３１日までです。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年１０月の教育委員会定例会の開催日程について 

赤司 和弘 １０月１６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
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教育総務課長 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） 

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 

堀  浄信委員 ＳＳＷが配置されてしばらくたちますが、前にも話をしていましたが、ＳＳ

Ｗの方たちから一度直接話を聞きたいなと思っています。できれば配置を厚

くできればいいと思いますが、予算を増やすためにも、何かしら活動をア

ピールできるような場があればいいと思います。 

小島泰治教育長 検討してまいります。 

平尾 雅述委員 いじめ、不登校等については、詳しく調査をしたり、手厚く対応しているの

だと思いますが、例えばＬＧＢＴの生徒の把握はされているのでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

ＬＧＢＴに限定しての調査は行っていませんが、昨年度の人権フォーラムで

もそれについての講演がありました。職員の意識も高く、校内研修で扱って

いる学校もあります。そのことで悩んでいる子も少なくないと思いますの

で、教育委員会としても人権教育に入れて取組んでいきたいと思います。 

  

協議第３号 令和元年度の点検・評価について（教育総務課） 

 令和元年度教育委員会重要政策事業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（確かな学び・豊かな心・健やかな体を育む学校づく

り）：大﨑伸也主幹 

③ いじめ、虐待、不登校児童対策事業（誰もが楽しく学べる教育環境づく

り）：大﨑伸也主幹 

④ 給食センターにおける食育・地産地消推進事業：岩下一弘学校給食セン

ター所長 

 ① 安全・安心な学校施設の整備・充実 

堀  浄信委員 空調に関して、維持費、メンテナンスに計画性はあるのでしょうか。 

山内 達大郎主査 維持、メンテナンスについては、まず運用指針を作成し学校に配布していま

す。省エネ、環境負荷の配慮、取組みについて詳細に示したものになりま

す。しかし、エアコンの一番の設置目的は子どもたちの体調面でありますの

で、学校に判断していただきながら必要な時に使ってもらうようマニュアル

に示してあります。 

堀  浄信委員 意見になりますが、エアコンを買い替える際は、かなりの金額になると思い

ます。そのときに国からの補助金があればいいのですが、今後を見据えて計

画が必要になるかと思います。そこが少し心配になりました。 

 ② 学力向上対策事業（確かな学び・豊かな心・健やかな体を育む学校づく

り） 

堀  浄信委員 この事業に限らず全体的な意見なのですが、もう少し目標を具体的にして、

何をもって達成したのか、何が達成できなかったのかを明確にしないと、今
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後の方向性の決定や評価をすることは難しいと思います。 

本田 恵津子委員 ＩＣＴを活用した授業をするにあたって、文科省からガイドラインがでてい

るのでしょうか。端末を長時間見ることにより、目の障害が出たり等影響が

あると思います。使用時間は何分以内で、というようなガイドラインはある

のでしょうか。学校に任せるということでしょうか。 

大﨑 伸也主幹 文科省が推進しているということで、その点ではガイドラインがいろいろあ

るのですが、使用限度等に対するガイドラインのような資料は今手元にない

ため、後から調べたいと思います。 

本田 恵津子委員 使用することによるメリットもありますが、子どもたちの体に与える影響も

ありますので、導入してからでは遅いのかと思います。個人差もあって難し

いと思いますが、健康を維持しつつ、ＩＣＴを活用して授業を楽しくできる

ようなガイドラインが水俣市独自でもいいのであればと思います。 

山田 誠次委員 世界的な流れですが、モラルがついていっていない状態で、技術が先行し

て、問題が出てきてからその対応を考えるという流れがずっと続いていま

す。導入したから使うのではなく、何のために使うのかをはっきりさせ、そ

れが教育の現場でどれだけの価値があるのかを天秤にかけながら、どのよう

に使えばいいのかというガイドラインを定めて使うべきだと思います。少な

くても水俣での意識の統一は大事なのかと思います。 

前田 裕美 

教育次長 

先ほどの本田委員の御意見へのお答えになるか分かりませんが、画面を見続

けることの問題はゲームが出てきたころからあり、学校保健の中で、これく

らいの時間にしましょう等決めてあるものもあります。子どもの心と体の健

康のバランスを取りながら、というのは非常に大事な視点だと思います。山

田委員からも貴重な御提案がいろいろあったのですが、授業のなかで、場面

場面で効果的に使う形になっていくかと思います。例えば、新しい教科書に

はＱＲコードがついており、早く進んだ子はＱＲコードを読み取って自分で

先へ進んでいくという使い方になっていくと思います。何のために使うのか

を天秤にかけて、という貴重な御意見もいただきましたので、そういう点を

抑えながら進めていけたらと思います。 

 ③ いじめ、虐待、不登校児童対策事業（誰もが楽しく学べる教育環境づく

り） 

堀  浄信委員 先ほどと同じで、どこをもって評価していくのか難しいと思いますが、この

場合は、ＳＳＷを配置できた、ネットワークをどれだけ構築した等わかりや

すい達成目標があったほうがいいのかと思いました。そして、子どもたちの

虐待、不登校、いじめはすべて絡みますので、別物としてとらえないように

しないといけないと改めて思いました。これから予防と周知をどうしていく

のかが大事だと思うので、昨年の自立支援事業で虐待防止部会が企画した

「児童虐待に関するアンケート」が実現されなかったことは、すごく残念だ

と思っています。不登校の人たちに対する選択肢として、ＳＳＷの配置も含

めて子どもたちが選べる社会資源を増やさなければと思います。予防と防止

も大切ですが、子どもたちが楽しく生活できる社会づくりが大切だと思いま

す。 

平尾 雅述委員 自立支援事業の連絡協議会は全体会が年２回、個別に１～３回と回数的にこ

れが精一杯かと思うのですが、子どもたちへの対応がいろいろあって、全体

的な流れでみるのか、個々に対応していくのかは難しいと思います。中学校

ブロックでやることにより子どもたちの成長も見ることもできるし、先生方

も大変だと思いますが、先生方自身も力をつけてほしいなという面もありま

す。学校には限界もあるので、関係機関、相談員の力を借りてみんなでやっ

ていく体制づくりも必要と思います。 
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山田 誠次委員 自立支援という言葉に対して違和感があるのですが、文科省が自立支援とい

う言葉を用いているのでしょうか。定義もあるのですか。もし分かれば教え

てください。 

前田 裕美 

教育次長 

定義については今ここでお答えすることはできないので、後程お伝えしよう

と思います。水俣市の自立支援事業というのは、平成２５年に文科省からの

自立支援事業の委託を受けて始まりました。 

山田 誠次委員 文科省がその言葉を使ったのですね。分かりました、それで十分です。 

 ④ 給食センターにおける食育・地産地消推進事業 

堀  浄信委員 使用食材４０品目のうち、達成は何品目だったのかと、４０品目はどういう

ものか教えてください。 

岩下 一弘 

給食センター所長 

４０品目につきましては、第２次環境基本計画に掲げていますが見直しがあ

り、第３次環境基本計画の中ではこの数字はあがっていません。具体的な品

目については、例えば甘夏ジュースやウインナー、玉ねぎ等で、１５生産者

から３１品目を納入していただいています。 

堀  浄信委員 これは来年、達成できそうなのでしょうか。 

岩下 一弘 

給食センター所長 

農水部門と連携を取りながら、努力していきます。 

本田 恵津子委員 給食センターでは、年間でどれくらいの品目を全体で使用されるのですか。 

岩下 一弘 

給食センター所長 

今は資料がありませんので、後日回答させていただきます。 

平尾 雅述委員 残菜は何パーセントくらいですか。 

岩下 一弘 

給食センター所長 

各校ばらつきがありますが、一番低いところで、0.2％で、高いところは

26.7％です。一人当たりの残菜量については、一番低いところは 0.5ｇ、高い

ところは 16.3ｇです。 

山田 誠次委員 献立表は毎月、生徒一人一人と学校にも同じものがクラスごとに配布される

ということですよね。それ以上の、内容をもっと詳しく書いたものが学校に

配付されるということはないのでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

アレルギー対応の子につきましては、より詳しいその子だけの献立表が配付

されますが、一般の子たちには学校に掲示するものと同じ献立表になりま

す。 

山田 誠次委員 担任の先生が把握するための特別なものはないのですね。 

前田 裕美 

教育次長 

アレルギーの子がいる学級にはあります。 

  

その他  

その他１ １０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） 

８日の葦北郡・水俣市中学校英語暗唱大会については中止の連絡がありまし

た。２８日、２９日から修学旅行の予定が入っています。 

堀  浄信委員 修学旅行は実施されるのですね。 

前田 裕美 

教育次長 

日程変更した学校はありますが、中止する学校はありません。バスの台数を

増やしたり、直前までどうなるか分かりませんので、代替案として県内の

ルートの提案を頼んでいる学校もあり、実施するための工夫をされている状
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況です。資料にある２９日の修学旅行が４校合同になっていますが、湯出小

が新型コロナウイルス感染症の対応を考えた結果、今年度は単独で実施する

ということで、２９日に修学旅行があるのは３校になります。 

  

その他２ 水俣市立総合体育館温水プールの閉鎖について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

総合体育館の温水プールについては、天井の耐震化、照明のＬＥＤ化工事の

ため９月２９日（火）から来年２月末まで閉鎖になります。 

  

小島泰治教育長 最後に、変形労働制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 

働き方改革の推進をするために、変形労働時間制の規則等の制定についてで

きるだけ進めておくように、という通知がきています。今後、国や県から文

書が届きましたら水俣市も制定し、教育委員会に諮らせていただきたいと

思っています。 

平尾 雅述委員 変形というのはどういうものですか。 

前田 裕美 

教育次長 

夏休み期間中は、勤務時間を短くできるのであれば短くし、他の期間を長く

する等です。 

堀  浄信委員 １年単位で、というのは初めて見ました。夏休みは休ませるから、今月は頑

張ってくださいという感じがして心配です。 

山田 誠次委員 ただ、１日や週の上限は決めるのですよね。制限なく働いてもらうというこ

とではないと思います。 

  

閉会宣言 午後３時１０分 
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