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令和３年第３回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年３月１９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） 議第２号から議第４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 ３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 

１） 審議事項  

 
① 水俣市教育委員会事務局職員職名規則の一部を改正する規則の制定

について 
教育総務課 

 ② 水俣市文化財保護審議会委員の委嘱について 生涯学習課 

 ③ 水俣市地域学校協働活動推進員の委嘱について 生涯学習課 

 ④ 水俣市スポーツ推進委員の委嘱について スポーツ振興課 
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 ⑤ 令和３年度教育委員会後援承認に係る臨時代理について 
生涯学習課 

スポーツ振興課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和３年度水俣市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） 教職員の勤務時間について 教育次長 

２） 令和３年度入学式の出席者変更について 教育総務課 

３） 徳富蘇峰・蘆花生家、蘇峰記念館の長期休館について 生涯学習課 

４） 
水俣市公民館分館施設の貸館業務の利用休止（体育室を除く）につい

て 
生涯学習課 

５） 新そほう号のお披露目式について 生涯学習課 

６） グリーンスポーツみなまたの利用について スポーツ振興課 

７） 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 

８） 年度末、年度初めの教育委員出席行事について 教育総務課 

９） 令和３年度（２０２１年度）芦北教育事務所行事予定表等について 教育総務課 

   

 

非公開とする審議事項 

 

【案件】 議第２号から議第４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２号から議第４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 

皆さんこんにちは。今年度も残すところあと２週間を切りました。中学校の

卒業式はお世話になりました。私は水俣一中に参加しました。新型コロナウ

イルス感染拡大防止の観点から、昨年に引き続き、来賓なしでの式でした

が、心のこもった式でありました。今後の式の在り方についてはコロナ禍で

の式の在り方を基準に考えていってよいのではないかと思いました。２３日

の小学校の卒業式は大変お世話になります。卒業式で、何か気づかれたこと

があれば、後からでも教えていただければと思います。 

今回は、報告は３点です。 

１点目は、議会です。今回は、教育委員会関係は、資料に記載のとおり５人
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の方から質問がありました。詳しくは、後ほど担当課長が説明いたします。

私事ですが、この４月１日で１期目３年が終了します。１８日の議会最終日

に私の再任について議会から同意をいただきました。あと３年、中学一年生

になった気持ちで頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

２点目は、自主文化事業「絵本のじかんだよ」の実施についてです。３月６

日（土）にオフロスキーで有名な小林顕作さんをお招きして実施しました。 

コロナ禍にあって、実施の有無については、かなり迷いましたが、判断をぎ

りぎりまで先延ばしして、最終的には実施に踏み切ったところです。もちろ

ん、感染症対策には十分に配慮しました。正直に言って、参加者が極端に少

ないのではと心配しましたが、当日は、約２８０人の参加がありました。７

４人の方からアンケートが集まりましたが、「公演内容はいかがでした

か？」の質問に対して、大変満足が６５人、満足が９人でした。また、感想

にも「コロナでなかなかこういう公演も中止となっていた中、子どもたちと

楽しい時間を過ごせたことにとても感謝です。」や「絵本の読み方、勉強に

なりました。」「大人もすごく楽しかったです。」などがあり、満足いただ

けたものと思います。ファミリー向けの公演は、久々でしたが、実施して良

かったと思っています。ただ、広報の在り方や座席の配置については、課題

が見られましたので今後の実施に当たっては、改善していきたいと思ってい

ます。 

３点目は、次年度の入学式や辞令交付式の在り方についてです。入学式につ

いては、卒業式同様、新入生、保護者、職員、必要最小限の在校生の参加で

実施することに決めました。先ほども言いましたが、教育委員会告示は行い

ますのでよろしくお願いします。また、水俣市辞令交付式等はすべて中止し

ます。具体的には、 

〇水俣市管内転入者辞令交付式 

〇臨時的任用者等辞令交付式 

〇管外転入者・昇任者受入式 

〇小中学校用務員辞令交付式 

〇水俣市特別支援教育支援員委嘱状交付式 を中止します。 

教育委員の皆さんに出席いただくものもあったのですが、御理解いただきま

すようお願いします。ただ、後ほど担当が説明しますが、４月１日の市役所

関係の辞令交付式は行いますのでよろしくお願いします。 

最後に教職員人事異動について、本日が本人内示日となっております。公表

は、新聞発表後に行います。 

報告は以上です。 

山田 誠次委員 「絵本のじかんだよ」にはうちの園でもお別れ遠足の代わりに参加させてい

ただいて、子どもたち、保護者たちの反応もとてもよかったです。 

堀  浄信委員 うちの施設からも参加させていただいてお世話になりました。主催は教育委

員会だと思うのですが、費用はどうなっていいますか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

県立劇場とのタイアップ事業です。３月６日が水俣市、３月７日が長洲町で

の開催でした。費用は６０数万円でした。 

  

各課報告  

報告第１号 ３月議会について 

 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 

 

（別添資料をもとに説明） 

教育総務課 

・令和３年度水俣市一般会計予算 

・令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・一般質問…教育総務課分の質問者は３名 
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・教育長の任命について…小島教育長が再任 

平尾 雅述委員 学校林があるのは久木野小学校だけですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

条例では、葛渡小学校、湯出小学校になります。 

平尾 雅述委員 学校施設での売電はどこがありますか。以前袋中学校にいたときに設備があ

りましたが、どうなっているのかと思っていました。昼間発電した分を学校

でも使っているのですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

大体の学校には売電収入があります。発電した余剰分を売っています。発電

した分を部分的に使用しています。詳しくは調べて後程説明します。 

山田 誠次委員 予算について２割減額したというのは新型コロナ感染症で国レベルの財政抑

制の影響がきているということですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

新型コロナ感染症の影響も今後の税収等に出てくるかとは思いますが、財政

課から予算編成方針が示され、財政調整基金が減ってきているなかで、新庁

舎建て替え等の大型プロジェクトも進めていかないといけないので、教育費

だけでなく市全体の予算を圧縮していくとなっています。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

生涯学習課 

・水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正

する条例の制定について…社会教育委員の報酬の見直し 

・令和３年度水俣市一般会計予算 

・令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・一般質問…生涯学習課分の質問者は１名 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

スポーツ振興課 

・令和３年度水俣市一般会計予算 

・令和２年度水俣市一般会計補正予算 

・指定管理者の指定について…武道館の指定管理者は（公財）水俣市振興公

社 

・一般質問…スポーツ振興課分の質問者は１名 

山田 誠次委員 新年度予算についてですが、ほかの行事は減額であるのに競り舟大会の開催

経費が増えているのはどうしてですか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

３年に１回、船底塗料を塗る作業が必要ですので増えています。 

  

赤司 和弘 

教育総務課長 

先ほどの学校の太陽光発電についてですが、学校で使う電気には低圧と高圧

があり、高圧は空調などに使うのですが、太陽光で発電した電気というのは

基本的に照明等に使う低圧のものに使い、余った分を売電して収入を得てい

ます。予算上電気代を支払っていますが、太陽光発電で賄えない空調等の電

力になります。また、教育委員会に関連して、水俣市教育に関する事務の職

務権限の特例に関する条例の制定についても可決されていることも報告させ

ていただきます。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市教育委員会事務局職員職名規則の一部を改正する規則の制定について 
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赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

「参事」という職名を「主任」に改める改正が行われたことに伴い、関係規

則を整備する必要があるため制定するものです。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市文化財保護審議会委員の委嘱について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

水俣市文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、水俣市文化財保護審議会条

例第３条第２項の規定により委嘱しようとするものです。 

 非公開 

【採決】 承認 

  

議第３号 水俣市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

水俣市地域学校協働活動推進員の任期満了に伴い、水俣市地域学校協働活動

推進員設置要綱第３条により委嘱しようとするものです。１年更新となって

います。 

 非公開 

【採決】 承認 

  

議第４号 水俣市スポーツ推進委員の委嘱について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

水俣市スポーツ推進委員の任期満了に伴い委嘱しようとするものです。 

 非公開 

【採決】 承認 

  

議第５号 令和３年度教育委員会後援承認に係る臨時代理について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

例年と同じ内容で承認をいただいている分を一覧にあげています。文化振興

室で１３件、社会教育推進係で４件あります。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

毎年後援をお願いしている内容をあげています。 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和３年度水俣市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 

（別添資料をもとに説明） 

年間計画として提案させていただきます。日程等は資料のとおりです。４月

については、４月２３日金曜日を予定しています。 

各委員 了承 

  

協議第２号 学校教育活動の現状について 
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福山達郎指導主事 （報告の概要） 

①２月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②２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 各学校に自立支援室について説明するようなパンフレットや各学校に出向い

て説明するような機会はありますか。 

福山達郎指導主事 年度当初の校長会議で要項と手続きの資料を配布して、学校には校長先生を

通じて説明していただいています。 

堀  浄信委員 校長先生に説明することももちろん一番大事なところですが、不登校の対応

をされる先生とやりとりをされることも大事かと思います。意見になります

が、連携を深めるためにも、できたら学校に出向いて説明する機会をもって

いただくことも検討していただけるとありがたいです。 

小島泰治教育長 学校訪問で全職員を前に話をする機会が年に１回はありますので、検討して

みようと思います。 

平尾 雅述委員 不登校になったきっかけについて、年を経て言えることもあると思います

が、子どもがその当時感じていたこと、悩んでいたこと、してほしかったこ

となどのデータがあれば、子どもたちの抱えている問題に対して、子どもた

ちの目線でできることもあるかと感じます。大人では気づけない何かがある

と思います。追跡調査ではないですが、なぜそのときそういうことになった

のかを聞く機会があればいいなと思います。 

堀  浄信委員 私たちの施設で、保護者の気持ちを聞くような集いがありますが、そういう

場に学校の先生方や教育委員会の職員が来て意見交換ができればいいなと思

いました。 

山田 誠次委員 いじめ、不登校をできるだけ防ぎたいと思いますが、校則等にしてもある程

度は必要かと思います。例えば、中１ギャップをなくそうという取り組みも

悪いとは言いませんが、あまりにも全体的に壁を取り払って、皆に合うよう

な仕組みにしてトラブルをなくそうという方向に行きすぎるのも危ないかと

思います。ある程度の壁などは成長のためには必要な部分もあるので、そう

いう部分を残しつつ、適応できなかった時に個別に手を差し伸べていくよう

な両方の対応が大切かと思いました。 

  

その他  

その他１ 教職員の勤務時間について 

前田 裕美 

教育次長 

（別添資料をもとに説明） 

昨年から調査が始まりましたが、水俣市の全職員の３４．９％が４５時間以

上勤務をしている状態ですが、昨年と比べて減ってきている状況です。８０

時間以上勤務の調査は以前からありましたが、平成２９年度では平均で月３

４人が８０時間以上の超過勤務をしていましたが、直近の結果の令和３年２

月で初めて０人になりました。まだ十分ではありませんが、働き方改革が少

しずつ進んでいるかと考えられます。 

山田 誠次委員 朝６時半頃にはもう学校に来ている先生がいるようですが、毎朝早朝に出て

いく必要があるのかと不思議に思います。 

小島泰治教育長 最初に登校してくる子どもより早く学校に行き、受け入れ態勢を作らないと

いけないと思いますが、６時半頃にくる子どもはいないですから、習慣みた

いなものと思います。どうしても始業前、終業後など子どもたち、保護者対
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応がない時間帯が集中して自分の仕事ができる時間帯になりますので。 

  

その他２ 令和３年度入学式の出席者変更について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

  

その他３ 徳富蘇峰・蘆花生家、蘇峰記念館の長期休館について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

徳富蘇峰・蘆花生家について、修繕を図るため約 1年間の長期休館を考えて

います。蘇峰記念館については、市の新庁舎の建替えで危険な部分もありま

すので同じく休館とする予定です。 

  

その他４ 水俣市公民館分館施設の貸館業務の利用休止（体育室を除く）について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

これまで公民館分館は指定管理をお願いしていましたが、令和３年度から公

民館本館の直営という形になります。それに伴い分館の事務室は不在とな

り、体育館だけはこれまで通り利用可能ですが他は利用できなくなります。 

堀  浄信委員 これは財源の縮小のためという流れからですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

それも一部含まれています。 

  

その他５ 新そほう号のお披露目式について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

３月２日１３時半から袋小学校でお披露目式を開催しました。新そほう号は

約９８０万円で新規に作り替えた形になっています。１年生の児童に出席し

ていただきました。 

  

その他６ グリーンスポーツみなまたの利用について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

グリーンスポーツみなまたは利用できない状況でしたが、今年度熊本県の補

助金を使いトイレ、水道の改修を終えますので、４月１日から利用再開とな

ります。ただし管理人が常駐していないので、当面はキャンプ等での使用は

できません。日中の日帰りでの利用となります。 

堀  浄信委員 利用再開の広報はどうなっていますか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

広報誌、ホームページには掲載します。また遠足、自然観察などで学校の利

用が多いですので、教育委員会を通して学校にも連絡します。 

山田 誠次委員 申し込み先はスポーツ振興課ですか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

はい。 

本田 恵津子委員 無料ですか。 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

無料です。 

  

その他７ 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 （別添資料をもとに説明） 
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教育総務課長 前回お話していたように機構改革でスポーツに関する事務が市長事務部局に

移ることになりましたので、スポーツ振興課の部分がなくなっています。 

  

その他８ 年度末、年度初めの教育委員出席行事について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

  

その他９ 令和３年度（２０２１年度）芦北教育事務所行事予定表等について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

  

小島泰治教育長 その他何かありますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

教育委員会臨時会の日程調整をさせてください。３月２２日、２３日で開催

できればと考えていますが、２２日の１３時半から開催として大丈夫でしょ

うか。場所は公民館分館３階子ども自立支援室を考えています。 

各委員 了承 

  

小島泰治教育長 他には何かありませんか。 

平尾 雅述委員 環境センターで、昔の水俣川はどこを流れていたのかを調べるときに資料が

なくて調べようがないとなってしまうのですが、そういう以前の川の流れと

か干拓や塩田などについての資料はないのでしょうか。地図等はありません

か。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

塩田に関しては写真をどこかで見た記憶があります。川の流れは、昔の流れ

があったところに看板等はあるのですが古くなっているので、来年度考えよ

うとなっているところでした。地図に関しては見たことがありません。委員

会にそういった資料があるか確認をしてみます。 

  

閉会宣言 午後４時００分 

 


