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令和３年第１回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年１月２２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 

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 

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 教育委員会事務局職員の人事異動について 教育総務課 

 ② 水俣市小中学校修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱の制定につ

いて 

教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 水俣市学校施設等長寿命化計画の素案について 教育総務課 

 ② 水俣市いじめ防止基本方針の一部改正について 教育総務課 

 
③ 水俣市立小中学校職員旧姓使用取扱要綱の一部を改正する要綱の制

定について 
教育総務課 
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２） 協議事項  

 ① 令和３年２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３年度水俣市教育委員会事業構想等について 教育総務課 

   

４ その他  

１） ２月の行事予定について 教育総務課 

２） 令和３年水俣市成人式の中止について 生涯学習課 

３） 令和２年度スポーツ功労等表彰受賞者合同祝賀会の中止について 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 

皆さんこんにちは。遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします。 

今回は、５点報告します。 

１点目は、令和３年水俣市成人式についてです。ご存じのように新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から１２月２８日に中止としました。市長も私

たちも「一生に一度のことだから」と大変悩みましたが、生命と健康を守る

ことを最優先と考え、本当に苦渋の判断となりましたが、「中止」としまし

た。「延期」もいたしません。その後の対応についてですが、１月９日

（土）から１１日（月）の３連休の間、文化会館と公民館にお祝いの看板を

立て、撮影スポットを設置しました。開催する予定日であった１０日の１０

時半から１５時までに限って、広報係が写真撮影をしてくれましたが、その

間、約６０人の新成人が訪れました。本当におおよそですが６割は、女性で

した。この時間以外に訪れた新成人や、エコパーク等に集まった新成人もい

るようで、それらの方も入れると今年の対象者２０８人の半分近くの方が自

分たちなりに思い出づくりをしたものと思われます。帰り際に、付き添いの

お母さんたちから「お世話になりました。」という言葉をかけていただきあ

りがたく思いました。今、記念ＤＶＤの編集を急ピッチで進めていますので

順調に行けば、１月中には、送付できるのではないかと思っております。 

２点目は、学校給食の中止についてです。１月１８日（月）朝、学校給食セ

ンターの調理補助員のご家族のＰＣＲ検査結果の陽性が判明し、この調理補
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助員の方も濃厚接触者の疑いがあると判断しました。この調理補助員の方

は、速やかに自宅に帰りましたが、児童・生徒、職員の安全を最優先に考

え、２０日までの給食の提供を急遽中止しました。保護者には、午前中に学

校を通じてお知らせしたところです。１９日にこの調理補助員の方の陰性が

確認できましたので、保健所と相談し、念のため２０日（水）にセンターの

消毒を行い、２１日（木）から給食の提供を再開しました。保護者の皆様に

は、大変ご迷惑をおかけしました。 

３点目は、市有施設の休館についてです。市有施設の休館の期間について

は、市の感染者の発生状況から判断しておりましたが、１月１３日に熊本県

知事から１月１４日から２月７日までの「熊本県独自の緊急事態宣言」が発

令されましたことに伴い、市有施設の休館を２月７日まで延長しました。な

お、屋外施設については、感染者の発生状況によっては、少し早く利用でき

るかもしれません。市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、生

命と健康を守ることを最優先と考えての判断ですのでご理解いただきたいと

思います。市有施設の休館状況については、水俣市ＨＰで公開しております

ので、随時ご確認いただければと思います。 

４点目は、二小修学旅行の中止です。１月２８、２９日に長崎方面への修学

旅行を計画しておりましたが、県独自の緊急事態宣言等が出されたこと等を

考慮し、子供たちの安全安心を最優先に考え中止となりました。すでにキャ

ンセル料が発生しておりますが、これについては、水俣市で補助をいたしま

す。今後の対応については、感染状況等を見ながら修学旅行の代替行事を検

討されている状況です。 

５点目は、３月７日に開催予定だった市民駅伝の中止です。ついこの前まで

区間数や、コース等を変更して開催する予定でしたが、県独自の緊急事態宣

言が出たこともあり、感染拡大防止の観点から中止することに決定いたしま

した。 

報告は以上です。 

平尾 雅述委員 エコパークは県の管轄だと思うのですが、管理は市がしているのでしょう

か。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

エコパークは市では管理をしておらず、熊本県が指定管理者制度でハートリ

ンク水俣というところを指定しています。 

平尾 雅述委員 エコパークでグラウンドゴルフをしにたくさんの人が集まっているので気に

なりました。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

市有施設は独自の基準で閉鎖していますが、県有施設は時短ではあります

が、大体開いていると思います。 

堀  浄信委員 それぞれ決断は大変だったと思います。成人式や給食の中止に対して、市民

や保護者の方からの苦情等の連絡はありましたか。 

小島泰治教育長 成人式については、中止という判断を簡単にしてほしくないという意見があ

りました。給食については、学校に１つ２つはあったようですが、教育委員

会には苦情等は入っていません。図書館は、以前は貸出・返却の対応で１５

分は開館していましたが、現在はそれもしていませんので、なぜしないのか

という意見がありました。ただ緊急事態宣言も出ましたので、ご理解してい

ただくしかないと思います。 

堀  浄信委員 学校で夕方以降に生徒や保護者のＰＣＲ検査の結果が陽性になった場合の連

絡体制については、学校判断でそれぞれ動いていくのか、夜間であっても教

育委員会に連絡があって動いていくのか、どうなっていますか。 

小島泰治教育長 ＰＣＲ検査を受けたということ自体もですが、いつ結果が出るのかというこ

とも教育委員会に連絡が入ってきます。陽性になったことを想定してある程
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度動いています。 

  

各課報告  

報告第 1号 教育委員会事務局職員の人事異動について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

  

報告第２号 水俣市小中学校修学旅行キャンセル料等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） 

水俣第二小学校の修学旅行がキャンセルとなり、キャンセル料が２０％程発

生しておりますが、市から補助できるようになっています。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市学校施設等長寿命化計画の素案について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

今年度中に学校施設等長寿命化計画を策定することとしていますが、パブ

リック・コメントに付して、計画の内容について市民から意見を求めようと

するものです。計画期間は令和２年から令和３７年です。従来の建替え中心

の整備方法を見直し、経費の抑制と平準化に取り組む必要があるとしていま

す。従来型から、必要な改修を行いながら長く使っていく長寿命化型に切り

替えることになります。この計画は３６年間の長期間の計画となりますの

で、当初は６年、以降は１０年ごとにＰＤＣＡサイクルによる見直しをして

いきます。このような内容で市民から意見を求める予定です。 

堀  浄信委員 長寿命化計画というのは、文科省から作成するように指示があったものなの

か、水俣市で始めたものなのか、元々の始まりを教えてください。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

様式等も含めてある程度国から形を示されていまして、国全体としても従来

型よりも、今あるものを改修しながら長く使うという方針です。市としても

同じ方針で進んでいるところです。 

平尾 雅述委員 将来的に学校再編成の検討が再度なされる可能性があると記載があります

が、１０年ごとに見直す内容に再編成についても含まれているのでしょう

か。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

ここにありますＰＤＣＡサイクルについては、あくまで施設上の計画の見直

しであり、再編成の時期を想定しているものではありません。再編成の検討

が再度なされて、形が決定した場合、この計画も見直す必要はあると思いま

す。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市いじめ防止基本方針の一部改正について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

いじめ防止対策推進法第２８条による調査は、学校又は学校の設置者と規定

されていますが、本市の基本方針では学校の調査のみの記載となっていまし
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たので、学校の設置者による調査も盛り込むものです。 

平尾 雅述委員 学校で調査したものについて、委員会も調査が必要と認めたときに調査する

ということですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

学校が調査したものについて、教育委員会が特に必要と認めて独自に調査す

るということが可能性としては大きいかと思います。ただ、学校の調査を待

たずに委員会が調査をするケースも場合によってあるかとは思います。基本

的には学校の調査に市教委が協力するという流れですが、今まではできな

かった学校主体の調査とは別の調査も委員会で行えるようにするということ

です。 

【採決】 承認 

  

議第３号 水俣市立小中学校職員旧姓使用取扱要綱の一部を改正する要綱の制定につい

て 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

令和２年１１月１日付けで熊本県立学校職員旧姓使用取扱要綱が一部改正さ

れたことに伴い、本市の小中学校職員旧姓使用取扱要綱の一部を同様に改正

し、制定するものです。改正の主な内容は、旧姓を使用することができる文

書等の対象の拡大になります。 

平尾 雅述委員 こういう要望が多いということですか。 

前田 裕美 

教育次長 

現在の状況から言いますと本市には該当者はいません。しかし、全国的には

ＬＧＢＴなども含めていろいろな配慮も必要ですし、より開かれた社会とい

う意味で範囲が広がっていっています。 

平尾 雅述委員 旧姓を使用すれば、ずっと旧姓をほとんどのことに使っていくということで

すか。 

前田 裕美 

教育次長 

旧姓届を提出し、それを中止したいときは中止の届を提出することになりま

す。 

山田 誠次委員 これは旧姓、これは新しい姓で、と選んで使うものですか、それとも旧姓使

用の届出を出した以上は、使えるものに対してはすべて旧姓を使うことにな

るのでしょうか。例えば、履歴書には旧姓を書いて、宣誓書には新しい姓で

書いて、ということがありえるのでしょうか。 

前田 裕美 

教育次長 

そこまではまだ確認はしていませんが、旧姓使用届には、旧姓を使用する項

目を選ぶような欄はありません。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和３年２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 

２月１９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。また、総合教育会議の日程についてですが、同日の

午後４時から仮庁舎で開催予定としています。 

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） 
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①１２月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②１２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 これからの時代、不登校の子どもが増えて、多様性も求められている中で、

転校という選択肢を選び、状況が好転することは素晴らしいことだと、まず

は校長先生にも思ってもらいたいと思います。大人の立場では、どうしても

転校させてしまった、恥ずかしいことだ、となってしまいますが、子どもた

ちにもそれが伝わりますし、先生方にも自分の力不足だと思わせてしまいま

す。何よりも子どもたちを中心として、その子が学校にしっかり行けている

ことを喜んで、子どもたちが選択できる社会資源が増えたという感覚で、共

有していけたらいいと思います。 

  

協議第３号 令和３年度水俣市教育委員会事業構想等について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

令和２年度の構想を基に見直す点を見直し、令和３年度の構想案とするもの

です。本日は御意見を頂く協議とさせていただきます。 

堀  浄信委員 コミュニティ・スクール、土曜授業、学校版地域人材リストの活用の件は関

連していくと思いますが、何年か前は水俣市の教育委員会でも力を入れてい

たと思うのですが、最近はどうなっているのか分からない点があるので、こ

れから作成していくうえで、これをどう評価して改善していくのかを共有し

ていければと思います。土曜授業は周りからも注目されて取り組んできたと

思いますが、実際、学校現場ではどうなのか、子どもへの効果や先生方が

困っている点はどうなのか。学校版地域人材リストは最近見えてこないので

どうなっているのかな、と思いました。 

小島泰治教育長 土曜授業については学校現場からも見直す時期に来ているのではと意見があ

り、来年度アンケート等をとって総括をして再来年度のことを考えていきた

いと思っています。 

平尾 雅述委員 全体的なことなのですが、コロナ禍で交流とかがやりにくい時期ですが、コ

ロナが終息するまで、制約をプラスに変えていくような学校教育の在り方を

考えていかないといけないかと思います。例えば「地域を担う人づくり支

援」とかは来年度実施できるのかと疑問に感じました。 

山田 誠次委員 今年 1年間いろいろあって感じたのが、学校においては先生たちの授業力の

向上もとても大事ですが、それに加えて子どもたちの心の方に思いを寄せる

ような部分での資質向上もこれからは必要になってくるのかと思います。い

じめとかについてもですが、学校の中で、このくらいなら内々で済ませよう

かなという部分もあるのかと思いました。先ほどの堀委員のお話でもありま

したが、少し前なら転校したことについて元の学校の先生たちが失敗してし

まったように感じてしまうことがあったかもしれませんが、今ではそういう

ことではなくて、それで子どもが伸び伸びと今を過ごせるのであればそれは

大成功の方法であったということです。内実はよく分かりませんが、これく

らいなら報告しないで済ませておこうということがあれば、後々大変なこと

になるかもしれませんので、隠すのではなく報告するようにしてほしいで

す。 

本田 恵津子委員 小学校運動部活動の社会体育の定着についてですが、現状、定着しつつある

のか、まだ課題があるのか教えてください。また今後近いうちに、中学校も

社会体育に移行する予定があるのかを教えてください。 
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緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

小学校の社会体育はだいぶ定着してきたと思います。大きな課題もないで

す。ただコロナの影響で活動があまりできていない部分はあるかと思いま

す。中学校の方は話がもう出てきています。ただ、小学校と中学校ではやり

方が小学校のままということではないかと思います。詳しくはまだ分かって

いません。 

小島泰治教育長 移行にあたっては丁寧に対応しましたので、そこまで大きな課題はないかと

思います。ただ、小学校運動部活動と社会体育と我々からしたら違いがある

のですが、そこをなかなか分かってもらえていないのかと思います。その考

えが定着してくればいいと思います。 

  

その他  

その他１ ２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） 

資料に記載はありませんが、１９日の定例教育委員会のあと１６時から総合

教育会議を開催しますのでよろしくお願いします。 

平尾 雅述委員 まだ決まっていないかもしれませんが、３月の式典関係の対応はどうなりま

すか。 

小島泰治教育長 まだ案なのですが、現在の状況では、昨年度の卒業式、今年度の入学式と同

程度での開催にしないと厳しいかなと考えています。２月の校長会で最終的

には決定したいと思います。 

  

その他２ 令和３年水俣市成人式の中止について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

成人式の中止に伴い、１月９日から１１日にかけて「成人おめでとう」と書

かれた看板を置いた記念撮影スポットを設置しました。例年の成人式で、式

典後に新成人が集まって写真を撮り合うような雰囲気は出ていたかと思いま

す。祝辞やお世話になった先生方のお祝いの言葉を収録したＤＶＤを作成し

て１月下旬には送付できたらと進めています。 

堀  浄信委員 ＤＶＤ送付はとてもよかったと思います。予算上の収支はどうなりますか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

郵便料等足りない部分は流用で対応します。 

山田 誠次委員 成人式の中止は仕方なかったと思います。本人たちからすると、帰省はする

なと言われているが成人式は実施される、自分は欠席で我慢しなさい、とな

ると迷いも出るでしょうし、中止と決まれば帰省もしない、と悩まないで済

むので中止は残念でしたが、帰省しないことの決断の助けにもなって気持ち

の整理もできたかと思います。 

  

その他３ 令和２年度スポーツ功労等表彰受賞者合同祝賀会の中止について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止になりました。受賞者に関

しては資料に記載されていますので御確認ください。 

  

閉会宣言 午後２時５０分 
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