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令和２年第１２回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年１２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 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 

小路 幹雄   教育総務課主幹 

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） 議第 1号及び協議第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 １２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 令和３年水俣市成人式について 生涯学習課 

 ③ 水俣市立武道館の指定管理候補者について スポーツ振興課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 令和３年度水俣市奨学生内定者の決定について 教育総務課 
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２） 協議事項  

 ① 令和３年１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） １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】 議第１号及び協議第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、議第１号及び協議第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 

今年もあと２週間を切りました。今年を振り返りますと、学校では、異例の

長期の臨時休校、行事の内容変更や中止、その他にも様々な対応に迫られま

した。本当にコロナに翻弄された一年となりました。早く終息してくれない

かと祈るばかりです。 

今日は、報告を２点します。 

まず、一点目ですが、新型コロナウイルス感染症についてです。 

水俣市においても感染症患者の発生が確認されていますが、今のところ、水

俣市内の小中学校では、児童・生徒、職員に感染者は発生しておりません。

水俣市では、市の施設を１２日から当面の間、閉館しております。ご迷惑を

おかけしますが、ご理解をよろしくお願いします。先日校長会議がありまし

たので、次の３点について指導しました。一点目は、引き続き、感染防止に

取り組むこと。特に、手洗いと、マスクの着用を徹底すること。二点目は、

通知文をしっかりと見て、最新の情報に則って適切な対応をすること。三点

目は、人権尊重と個人情報の保護に最大限の配慮をすること。児童生徒に

は、発達段階に応じて適切な指導をすること。教職員には、市や県が発信す

る正確な情報をもとにした言動に心がけるよう指導すること。 

大きな二点目ですが、市議会についてです。 

１２月議会の一般質問が８日～１０日の３日間ありました。今回１１人の方

が質問に立たれ、教育委員会関係は、９本ありました。その中の７本につい

て、私が答弁しました。一次質問については、６ページから載せていますの

で後ほどご覧ください。主な質問内容を紹介します。田中議員は、「コロナ

禍における学校現場の状況について」という項目の中で、上限方針設定が出

されたが、その後の働き方改革について主に３点質問されました。一点目

は、「独自のアンケートでは、４５時間以上の超過勤務者が減っていないが

どう思うか」という質問でした。「教育委員会の調査では減っている。」と
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答えました。二点目は、「勤務時間の正確な記録がなされていない。指導の

強化が必要ではないか。」という質問でした。「虚偽の申告がなされたとい

いう報告はあっていない。今後も正しくなされるよう学校訪問等で指導して

いく。」と答えました。三点目は、「持ち帰り業務については、検討し、対

策を立てることが必要ではないか。」という質問でした。「業務内容を見直

し、持ち帰り業務の縮減を推進する。」と答えました。もう一つ、「学校給

食の安全性と地産地消の推進について」質問されましたが、資料で確認をお

願いします。平岡議員は、「小学校運動部活動の社会体育移行後の課題につ

いて」という項目の中で、最終的には、２点質問されました。一点目は、

「社会体育移行後２年目となり、現状を把握するための手立てを講ずること

ができないか。」という質問でした。「すでにクラブチームの活動内容を定

期的に把握しており、個別の細かい相談や要望にも適宜対応しています。」

と答えました。二点目は、「水俣の子どもたちが住んでいる地域や経済的な

理由で格差なくスポーツができる機会が得られるようにと思っているが、教

育委員会としての考えを」という質問でした。「基本的に社会体育活動と学

校教育活動は違うが、移行時には、子どもたちの活動の場が広がるよう全力

で取り組みました。また、経済的な負担軽減についても活動奨励金の交付、

体育施設の使用料減免に取り組むなど、最大限取り組んでいる。」と答えま

した。髙岡議員は、「学校給食に提供される食材の安全確保と対策につい

て」という項目で「小麦から、グリホサートという農薬が検出された。全部

米飯にしてはどうか。」というご質問でした。「検出された量は、国が定め

る残留基準値３０ｐｐｍに対して、０．０３～０．０８ｐｐｍとごく少量と

なっている。児童生徒の嗜好や献立等の課題もあるので、整理して検討して

いく。」と答えました。桑原議員と杉迫議員からは、ＧＩＧＡスクール構想

と学校ＩＣＴ化についての質問がありました。桑原議員からは、最終的に

「何を目的としてどのように進めていくのか」との質問でした。「導入する

ことが目的ではなく、ＩＣＴ機器の活用によって、子供たちの学びを深め、

何よりも学力向上につなげていく。また、働き方改革にもつなげていきた

い。」と答えました。杉迫議員は、「インクルーシブ教育に応用してほし

い。」という質問でした。「インクルーシブ教育も視野に入れながら取り組

んでいく。」と答えました。最後に木戸議員ですが、大きく３点ありまし

た。一点目は、「小規模特認校は、スクールバスが活用できれば、申込者が

増えるのではないか。」という趣旨でした。「路線、台数等の運行状況や公

平性の観点からスクールバスの活用は、困難である。」と答えました。二点

目は、標準服等についてでしたが、資料で確認ください。三点目は、いじめ

に関して、「いじめについては、市に対策部署を設けてはどうか」との質問

でした。これについては市長が、「法の主旨に照らし合わせて、子どもを守

るという視点から対応に努めていく。」と答えられました。一般質問につい

ては以上ですが、山田委員の任期が明日までとなっておりましたが、昨日の

閉会日に山田委員の再任が承認されました。先ほど市長から辞令交付があっ

たところです。山田委員には、またよろしくお願いします。 

報告は以上です。  

山田 誠次委員 農薬が検出されたのはどこでの話しでしょうか。 

小島泰治教育長 「農民」という新聞で発表されたものです。 

  

各課報告  

報告第 1号 １２月議会について 

 

赤司 和弘 

（別添資料をもとに説明） 

教育総務課 
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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 

◆令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・電子黒板購入費 

・修学旅行キャンセル料等追加費用補助金 

・（債務負担行為補正）検便検査手数料 

◆財産の取得について 

市議会の議決を得て、ＧＩＧＡスクール用端末を取得することが決定 

◆教育委員会委員の任命について 

市議会の同意を得て、山田委員の任命が決定 

◆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 

・薩摩街道発掘調査業務委託料 

・センサー式蛇口設置工事（図書館） 

◆工事請負契約の変更について 

水俣市文化会館外壁等改修請負契約の契約金額の変更を決定 

スポーツ振興課 

◆令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・水俣市スポーツ推進委員協議会運営費補助金 

・総合体育館空調設備更新工事 

堀  浄信委員 電子黒板購入、ＧＩＧＡスクール用端末取得等本格的に動き出しますが、先

日、図書館の新刊コーナーで熊本市教育委員会のことが書いてある本を見か

けました。緊急事態宣言が出された時に子どもたちにタブレットを配付して

オンラインで授業等を実施したことなどが書いてありました。また、タブ

レット等には安全に使えるようにフィルタリング等で制限をかけてゼロリス

クを求めてしまいますが、同市では逆転の発想で子どもたちや学校現場への

信頼関係のもと制限をかけずにみんなが使いやすいようにしてあるとのこと

でした。先行している同教育委員会等を参考にするなど、より良い活用をし

ていただければと思います。 

山田 誠次委員 薩摩街道発掘調査業務委託料は、すべて市が負担するのですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

すべて市の単独費です。 

山田 誠次委員 総合体育館空調設備更新工事についてですが、室外機はどこに設置してあり

ますか。水俣川が氾濫した場合でも浸水しない場所にありますか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

室外機は屋上にあります。 

本田 恵津子委員 総合体育館の空調設備についてですが、アリーナに設置する予定はありませ

んか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

設置するためには莫大な費用がかかるため、財源を確保できないことには難

しいです。 

  

報告第２号 令和３年水俣市成人式について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 

（別添資料をもとに説明） 

令和３年１月１０日に水俣市文化会館で開催予定です。対象者は２０８人

で、昨年だと約８０％の方が参加されていますが、今の状況ではどの程度参

加されるかわかりません。また、式典の内容を縮小し、時間も短縮します。

安心して参加していただけるように様々な新型コロナウイルス感染症対策を
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講じて開催する予定です。 

平尾 雅述委員 検温は混雑しませんか。体温計はたくさんありますか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

スタッフの人数を例年より多めに配置して対応することとしておりますし、

体温計もたくさんあります。 

  

報告第３号 水俣市立武道館の指定管理候補者について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

指定期間は令和３年４月１日から３年間です。選定委員会の結果、指定管理

候補者を公益財団法人水俣市振興公社に決定しました。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 令和３年度水俣市奨学生内定者の決定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

（氏名非公開） 

貸付型３名、給付型３名の合計６件の内定者を提案させていただいておりま

す。１１月３０日に選考委員会を開催し、貸付型に４件、給付型に５件の申

請がありましたが、収入、成績等の基準による選考の結果、先に述べました

内定者のとおりとなっております。参考として貸付型及び給付型の継続者の

人数を記載しております。 

平尾 雅述委員 貸付型が終了した方々の返済状況はどうですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

滞りなく返済していただいております。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和３年１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 

１月２２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 

前田 裕美 

教育次長 

（報告の概要） 

①１１月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②１１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 １月の行事予定について 
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赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

  

閉会宣言 午後２時２５分 
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