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令和２年第１０回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年１０月１６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

宮本 珠美   生涯学習課社会教育推進係長（協議第３号説明時在席） 

竹田 耕岳   生涯学習課文化振興室主事（協議第３号説明時在席） 

松元 草也   生涯学習課図書館次長（協議第３号説明時在席） 

本田 真一   生涯学習課公民館長（協議第３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  

 なし  

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 第４８回熊本県中学校保健体育研究発表大会（芦北水俣大会）に係

る後援承認について 

教育総務課 
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２） 協議事項  

 ① 令和２年１１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（生涯学習課・スポーツ振興課） 教育総務課 

   

４ その他  

１） １１月の行事予定について 教育総務課 

２） 第７１回熊日三太郎駅伝競走大会の中止について 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 

今日は、５点報告します。 

１点目は、学校訪問についてです。学校訪問については、すでに５校終了し

ましたが、コロナ禍にあって例年と違った形態で実施しております。委員の

皆様には、授業参観のみで、お気づき等を話していただく時間もなく大変申

し訳なく思っております。もし、特にということがあれば、私か次長に言っ

ていただければ、校長に伝えますのでよろしくお願いします。 

２点目は、不祥事防止についてです。このところ加害も被害もありますが交

通事故、また、児童生徒の事故が相次いで起こっています。幸い、大事には

いたっておりませんが。ヒヤリハットの法則もあり、とても心配しておりま

す。各校長には、校長会議において危機感をもってしっかりと対応するよう

指導しました。また、初動が、後々の対応に影響するので、最初の対応を

しっかりとするようお願いしました。 

３点目は、袋小学校正門前の火災についてです。１０月７日夕方、袋小学校

正門前の農地で火災がありました。私も次長と駆け付けました。幸い袋小、

中に人的、物的被害はありませんでした。余談ですが、その時、宮崎教頭先

生の校長先生への報告とかを聞いていたのですが、的確な報告で素晴らしい

なと思ったところです。私達が行くまでに、残っている子どもの避難や、職

員の車の移動、電話番の指示、保護者への連絡の指示など適切になされたこ

とと思いました。 

４点目は、中学校駅伝競走大会についてです。昨日、Ｂ＆Ｇ周回コースで管

内の中学校駅伝競走大会がありました。女子は、優勝 津奈木中、二位 水

俣二中、男子は、優勝 水俣一中、二位 津奈木中でした。男女とも二位ま

でが県大会に出場することとなります。女子の二中の県大会出場は、本当に
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久しぶりではないかと思います。男子は、最終区で水俣一中が一位を走る津

奈木中を逆転しての勝利でした。 

５点目は、冬休みの短縮についてです。１０月校長会議に年度内に指導すべ

き事項が終了するのか各学校の状況を持ち寄っていただきました。その結

果、どの学校も大丈夫ということでしたので、冬休みは、今のところ予定ど

おりとすることにしました。また、１２月２８日を学校閉庁とすることも変

更ありません。 

報告は、以上です。 

堀  浄信委員 現在、熊本県の新型コロナウイルス感染症のリスクレベルが４ですが、中学

校の駅伝大会も予定通りされており、学校活動の制約はないのでしょうか。 

小島泰治教育長 リスクレベルが４になったからということはなく、新しい生活様式に則り、

という状況です。 

  

各課報告  

小島泰治教育長 今回は、各課報告はありません。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 第４８回熊本県中学校保健体育研究発表大会（芦北水俣大会）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） 

令和２年１１月２７日に芦北町民総合センターしろやまスカイドームを会場

に、公開授業や研究発表及び特別公演を通し、研究を深め、今後の保健体育

の充実・発展に資することを目的に開催されます。芦北町、津奈木町の教育

委員会も後援予定となっています。 

山田 誠次委員 公開授業はその学校に行って行うものですか。 

小島泰治教育長 このように申請があっているのですが、誌上発表という形に変わっていま

す。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年１１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 

１１月２０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） 

①９月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②９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 
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 非公開 

堀  浄信委員 不登校の子どもたちの状況として、新型コロナウイルス感染症の関係で様態

が見えなくなってしまい、より潜在化、深刻化していると言われています。

より先生方にもアンテナをはっていただくようお願いしたいと思います。 

  

協議第３号 令和元年度の点検・評価について（生涯学習課・スポーツ振興課） 

 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 

⑤ 人権教育推進事業：宮本珠美係長 

⑥ 文化会館自主文化事業：竹田耕岳主事 

⑦ 図書館創作活動事業：松元草也次長 

⑧ 公民館自主事業：本田真一館長 

⑨ 生涯スポーツ活動及び競技スポーツ活動の推進：緒方卓也課長 

 ⑤ 人権教育推進事業 

堀  浄信委員 この活動の周知方法はどのようにされていますか。 

宮本 珠美係長 中学生のヒューマンライツ・セミナーに関しては、実施報告書を作成し参加

者、各学校に配布しています。学校によっては文化祭で取り上げているとこ

ろもあるようです。 

堀  浄信委員 外部評価にあるヒューマンライツ・セミナーの参加要請人数の割り当ては、

私としては反対です。強制ではなく、自分から行きたいと思わないと意味が

なく、先ほどの周知にも繋がるのですが、インターネット等で「行ってよ

かった」というような意見を共有して、私も行こうとなるのが本来の形であ

ると思います。いい活動ですので、自発的な参加に繋がるサイクルができる

と良いと思いました。 

山田 誠次委員 昨年も同じことを言ったかと思いますが、この事業のなかに職員の研修が入

ることに少し違和感を持つのですが、そのあたりをもう一度考えてもらえた

らと思います。また、中学生の参加者確保が難しくなっているという現状に

ついて、子どもの数自体が減っているから参加希望者も減っているのか等、

なぜ減っているのかということを分析することも大事なのかなと感じまし

た。そしてこれも昨年言ったと思うのですが、ヒューマンライツ・セミナー

はとても良い取組だと思うので、その効果がどの程度表れているか、子ども

たちの心に残っているのかをフォローアップというか、どのように子どもた

ちに根付いていったのかを確かめて市民に伝えられたら、この事業の位置づ

けも高まるのかと思います。 

平尾 雅述委員 自分が中学校にいたこともあり、参加人数の確保には一苦労していた記憶が

あります。部活や受験などいろいろな要素があり、事業の回数もありすべて

に参加するのは難しいかと思います。中学校の実情にあった在り方も大切だ

と思うので中学校の意見も聞いて、どういうことができるのかということを

検討されてはどうかと思います。今後、新型コロナウイルス感染症を見据え

た事業の在り方とかはもう検討されているのでしょうか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

現在はそこまでの話し合いはまだしていません。 

宮本 珠美係長 今年、事業が中止になった理由は新型コロナウイルス感染症の影響ももちろ

んですが、夏休み期間が短くなったことにより日程が確保できなかったとい

う点もあります。 

 ⑥ 文化会館自主文化事業 

本田 恵津子委員 質問ですが、宝くじ文化公演の活用は毎年受けられるのものなのですか。 
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竹田 耕岳主事 申請の流れは、県内で募集があり、県で選ばれた市町村が本部に推薦され、

その中で実施できるところが決まります。市制何周年、開館何周年という節

目があるところや、災害が起きてリフレッシュを提供したいというようなと

ころが選ばれやすい傾向があるようです。来年度実施させてほしいと県には

申請しているところです。 

堀  浄信委員 文化会館の稼働率はどうなっているのでしょうか。意見になるのですが、保

育園のお遊戯会とか学校の文化祭とか身近に使ってもらえるように施設を活

かしていければと思います。 

竹田 耕岳主事 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で利用制限がある状況です。市の

事業、外部のイベントにしても収容率が半分となると実施が難しいというこ

とで、今年度は特に利用が伸びていない、申し込みがない状態です。今回の

事業とは関係ないですが、市民文化祭でも施設を利用していますので、ア

ピールできればと思っています。 

平尾 雅述委員 水俣でも音楽で生計を立てている人は多いのですが、苦しい状況のようで

す。Go Toキャンペーンではないですが、芸術関係でもそういうものがあれば

ありがたいと思います。今言われたように観客の収容数に制約があって厳し

いかと思いますが、できるだけたくさんいろいろなことをやってもらえれば

と思いました。 

山田 誠次委員 分かれば教えてほしいのですが、休日や夜間に使用すると人件費とか別途か

かるのでしょうか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

文化会館の運営に関しては指定管理者をお願いしています。開館業務はその

指定管理の範囲に入っていますので、経費が別途かかることはありません。

ただ、空調等は時間あたりの使用料がかかってきます。 

山田 誠次委員 文化会館は格式高いというか、簡単には使えないイメージがあります。本物

の芸術家たちに来てもらう機会は年に何回かあると思うのですが、会場の音

響がいいと聞いていますので、生演奏でなくてもＣＤでも利用して、クラッ

シック等をいい音で聴きましょうというようなことができれば、と思ってお

尋ねしたところです。また、事業を考えられる際に、こういうことを狙って

これを選びましたというようなことがあると思います。事務的な情報だけで

なく、選んだ人の思いも積極的に伝えて、見たことはないかもしれませんが

すごくいいものですよ、見に来ませんか、と担当の思いを含めて市民に訴え

ていけば、反応も変わってくるのではないかと思いました。 

 ⑦ 図書館創作活動事業 

平尾 雅述委員 以前にも一度お尋ねしたことがあるかと思うのですが、作品集が各学校に配

布されるとのことでしたが、そのあたりの活用に関してはどうなっています

か。募集して入賞した人たちだけが表に出ている感じで、学校で読み聞かせ

をしていると思うのですが、そこで紹介をするとか、広がりが欲しいと感じ

ました。 

山田 誠次委員 感想になりますが、予算の割にすごく健闘されていると思います。 

本田 恵津子委員 創作童話大賞の賞の数はいくつあるのですか。 

松元 草也次長 大賞、優秀賞、佳作の３つに分けています。 

前田 裕美 

教育次長 

補足になりますが、学校での活用ということでは、各学校の司書や読書活動

推進員の方たちがそういうコーナーを作って下さっている学校も少なくない

と思います。創作童話大賞の製本された本を置いたり、入賞はしていない作

品でも推進員の方が活字にして冊子のようにして下さって、子どもたちに紹

介している学校もあります。推進員の方にもかなりお世話になって、学校に

は浸透していっていると思います。 
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 ⑧ 公民館自主事業 

平尾 雅述委員 市民教室の内容というのは、講師がいるか等を検討しながら数を決めるので

すか。 

本田 真一館長 前年度のものを参考にまず予算を要求し、予算の範囲内で決定しています。 

平尾 雅述委員 今、はやっている eスポーツみたいなものは考えられませんか。 

本田 真一館長 去年、一昨年でしたらヨガとかいろいろはやっていたのですが、ヨガにして

もパン作り、お菓子作り等若い人たちが受講できるようなものを考えたので

すが、近隣に講師になれる方がいない状況でした。現在２１教室ですが、で

きればもっと増やしたいと思っているところです。 

堀  浄信委員 こども教室が特に興味があるのですが、周知はどのような方法をとっていま

すか。 

本田 真一館長 市報に載せたり、夏休みですので、学童クラブにも声掛けをしたりしていま

す。参加者は学童の方たちが多いです。 

堀  浄信委員 学童の子が多いというのは子どもたちの居場所がないということを表してい

るのかなと思います。２～３年前に視察したところで、寺小屋塾という、子

どもたちに勉強をボランティアで教える人が登録して、行き場がない子や、

塾に行けないような子も登録して通うという、すごく盛り上がっている地域

がありました。共助ではないですが、高齢の方も子どもたちと接して生きが

いを感じます。１００名以上がこども教室に集まるということはそれだけ

ニーズが隠れていることだと思うし、それはいじめや虐待や不登校の解消に

も繋がると思います。公民館でもこういうことができればと思いました。 

 ⑨ 生涯スポーツ活動及び競技スポーツ活動の推進 

堀  浄信委員 キッズサポーター基金について、どういう団体が活用したとか、こういう実

績がありました、という周知はどのような形でされていますか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

子どもたちがどういう大会に出場して、どういう奨励金を出したという一覧

をホームページに載せています。市報には、奨励金を渡したときの紹介を毎

回載せています。また、クラブに活動奨励金を一律で交付していますが、そ

のクラブの紹介や、寄附をいただいた企業名等も市報やホームページに載せ

ています。 

堀  浄信委員 寄附をした人が寄附をして良かったと思うには、寄附を受けた人からのお礼

であったり生の声を聞くことだと思います。今は新型コロナウイルス感染症

の影響もあって難しいと思いますが、そのような生の声の周知もインター

ネット等をうまく活用していければと思います。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

寄附をしていただいた方と奨励金をもらった子どもたちの交流会を考えてい

たのですが、新型コロナウイルス感染症の影響でできませんでした。 

本田 恵津子委員 質問ですが、事業の概要に記載のある「市民からの要望が最も多い」という

のは、どのような手段で情報を収集しているのでしょうか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

意見箱に入っているものになります。 

  

その他  

その他１ １１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） 

資料にはありませんが、１５日に袋中の文化祭が予定されていましたが、１
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３日に文化祭ではないですが代替の校内行事を予定されていると聞いていま

す。 

平尾 雅述委員 修学旅行の内容は例年通りですか。 

前田 裕美 

教育次長 

１１校のうち、日程変更を６月から１月に変更した学校が１校で、他の学校

の日程は同じように計画を立てられています。内容としましては、湯出小、

葛渡小、久木野小、水東小は４校連合で今までは行っていましたが、湯出小

だけは今回は新型コロナウイルスの感染予防から単独で県内を回る形になり

ました。他の学校の旅行の内容は例年通りです。 

  

その他２ 第７１回熊日三太郎駅伝競走大会の中止について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

来年１月の三太郎駅伝は、７月の豪雨災害の被害により芦北町のコースの一

部が崩落し、復旧できないことから中止になりました。中止は三太郎駅伝が

始まって以来、初めてとなります。 

  

閉会宣言 午後３時００分 
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