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令和３年第６回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年６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 坂本 禎一   教育次長 

赤司 和弘   教育総務課長 

梅下 彰    生涯学習課長  

福山 達郎   教育総務課指導主事 

田上 朋史   教育総務課総務係長 

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 ６月議会について 教育総務課 

生涯学習課 

 ② 水俣市立小中学校における学校保健特別対策事業助成金交付要綱の

制定について 

教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 「海を学ぶ体験教室」に係る後援承認について 教育総務課 

 
② 公益財団法人水俣市振興公社もやい直し事業「もやい＆おれんじシ

アター」に係る共催承認について 
生涯学習課 

 ③ 熊本県文化財保護協会令和３年度第９回文化財研修会に係る共催承 生涯学習課 
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認について 

 ④ 映画「MINAMATA－ミナマタ－」水俣上映会に係る後援承認について 生涯学習課 

 ⑤ 第６６回熊本母親大会に係る後援承認について 教育総務課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和３年７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） ７月の行事予定について 教育総務課 

 

１ 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 

  

２ 報告事項  

１）教育長報告  

小島泰治教育長 ６月も下旬となりました。テレビをつければ、毎日のようにワクチン接種

の話題が流れていますが、いよいよ、ワクチン接種が始まりました。熊本県

の感染者も減少傾向にあります。しかし、未だに予断を許さない状況です。 

基本的な感染防止対策としてマスクの着用、こまめな手洗いの徹底及び症

状がある場合には仕事を休んで受診することが重要と言われていますので、

各学校に指導しているところです。 

また、熱中症が心配される季節となりました。マスクの着用については、

気を遣うところですが、県などからの通知文により、予防に向けて適切に対

応するよう指導しております。通知文の内容を簡潔に説明しますと、「熱中

症発症のリスクが高い季節、今の季節ですが、運動時は身体へのリスクを考

慮し、マスク着用の必要はない。」「熱中症発症のリスクが低い季節は、呼

気が激しくなる運動の場合等を除いて、できる限りマスクを着用させるこ

と。」とされています。 

 

今回は、４点報告します。 

１点目は、県立高校入試の期日の前倒しについてです。 

６月１日（火）、県教育委員会は、本年度の高校入試期日を１週間前倒し

すると発表しました。具体的には、後期入試の期日が２月２４、２５日、合

格発表が３月７日（月）となりました。 

２点目は、中学校の卒業式の期日についてです。中学校の卒業式の期日

は、管内で統一して３月１３日（日）としておりましたが、県立高校合格発
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表が一週間前倒しになったことによって、教育長会と中学校長会で見直しを

検討しているところです。６月中には決定したいと考えておりますが、３月

６日（日）になる可能性が高いかと思います。決定しましたら改めて報告し

ます。 

  

３点目は、葦北水俣郡市中学校総合体育大会の開催についてです。いわゆ

る中体連大会夏季大会ですが、昨年度は、中止となりました。 

本年度は、種目によって若干の違いはありますが、入場人数の制限や検温

等の感染対策を講じたうえで実施されます。 

期日は、明日の土曜１９日、日曜２０日、来週の土曜２６日の三日間と

なっています。 

 

４点目は、管内オープン授業研修についてです。 

コロナ禍にあって、開催が危ぶまれましたが、本年度、第一回目を昨日、

芦北町立湯浦中学校で実施し、山口邦仁子（やまぐちくみこ）先生の中学２

年国語の授業を参観しました。その後の授業研究会では「芦北管内統一事項

（授業づくり）」の趣旨等について理解していただきました。授業では、ま

とめにより、本時で何を学ぶのかがよく分かるものとなっていました。ま

た、定着の時間もしっかりと確保されていました。生徒たちも学習訓練がよ

くできており、学ぶものが多い授業でした。参観された先生方から、各学校

に広まってくれればと期待しています。例年は、教育委員さん方にもご案内

があるところですが、コロナ禍のため、規模を縮小して開催しており、教育

委員の皆様にはご案内しておりません。ご了承ください。 

２回目は、水東小学校の山本裕美先生が１０月２１日に国語の授業を公開

されます。それまでには、コロナも落ち着き、通常の規模でできればと思い

ます。 

  

報告は以上です。 

堀 浄信委員  県立高校入試が前倒しになった理由は何ですか。 

小島泰治教育長  簡潔に説明すれば、１次試験をコロナ等の理由により受験できなくなった

際の再試験が２次募集と重なってしまうケースが予想されるため、それを避

けるための期間をとる必要があるからとのことです。我々も報道で知ったと

ころですが、事前に通知があればと思ったところでした。 

堀 浄信委員  ３月６日が中学校の卒業式になるかもしれないとのことですが、市民駅伝

と重複しますので、その辺の兼ね合いがありますね。 

  

２）各課報告  

報告第１号 ６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 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課及び生涯学習課 

 

小島泰治教育長 何か質問はございますか。 

各委員 なし。 

  

報告第２号 水俣市立小中学校における学校保健特別対策事業助成金交付要綱の制定に

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） 

教育総務課 

小島教泰治育長  何かご質問はございますか。 

山田 誠次委員  要綱中の金額の設定について教えてください。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 国の補助金の基準に基づき設定しました。 

  

３ 議事  

小島泰治教育長  今回は、議事５件が全て、後援や共催の承認についてですので、別紙のと

おり教育委員会の後援要領を配布しております。そちらの説明を行った後に

議事に入りたいと思います。 

（配布資料をもとに説明） 

  

１）審議事項  

議第１号 「海を学ぶ体験教室」に係る後援承認について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

小島泰治教育長 何か質問はございますか。 

各委員 なし。 

【採決】 承認 

  

議第２号 公益財団法人水俣市振興公社もやい直し事業「もやい＆おれんじシア

ター」に係る共催承認について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

小島泰治教育長  何かご質問はありますか。 

平尾 雅述委員  文化会館の利用とのことですが、コロナ禍でもあり、利用制限はあります

か。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 定員の約半分ということで設定しています。４００名強ですね。 

【採決】 承認 

  

議第３号 熊本県文化財保護協会令和３年度第９回文化財研修会に係る共催承認につ

いて 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

小島泰治教育長  何かご質問はありますか。 

山田 誠次委員  研修会という名目では、限られた人たちの勉強会という感じもしますが、

その辺はどうですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 広く市民の方々にも呼び掛けて募集を行うとのことでした。 
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【採決】 承認 

  

議第４号 映画「MINAMATA－ミナマタ－」水俣上映会に係る後援承認について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

小島泰治教育長  何がご質問はありますか。 

平尾 雅述委員  この映画はフィクションだと記載されていますが、事前に約２分間の動画

を確認させていただいた感じでは、過激な部分も確認されました。大人が見

る分には歴史を学ぶという点もあるかとは思いますが、教育的な面で考える

と、小学生や幼児も対象ということで、どうかなという感じもしました。 

堀 浄信委員  この映画の実行委員会は、名義後援を求めているのか、それとも文化会館

の会場使用料減免を求めているのか、どちらですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 名義後援です。 

山田 誠次委員  映画の内容云々ではなく、この映画の上映会を行うという事業自体につい

て、後援要領に従うと、教育委員会の後援に該当しないのかなと思いまし

た。難しいところではありますが、そういう印象です。 

堀 浄信委員 水俣市は後援する方向ですか。 

小島泰治教育長  市長部局において判断されることであり、現時点では分かりません。後援

要領の内容も市長部局と教育委員会では違いますので、判断が分かれる場合

もあるとは思います。我々教育委員会としては、教育委員会の要領に従い決

定すればよいと思います。 

本田恵津子委員 予告の動画を見た限りでは、暴力的なシーンは少し入っていたかなという

印象でしたが、ただ、全体的にそれがどの程度なのかが分からないし、でき

れば事前に全て見ることができればいいなと思いました。今の時点では判断

が難しいです。 

単なる映画なのか、歴史に基づいた学ぶための映画なのか、内容が分から

ない状態では何とも判断がつきかねます。 

小島泰治教育長  私も、判断するための材料が足りないと思います。みなさんも判断ができ

ない状態だと思います。ＰＲ動画だけでは、この映画を推奨するにあたり、

その自信もありません。 

平尾 雅述委員  各学校においては、水俣病に関する教育を一生懸命行っている中にあっ

て、今、この映画を子供たちに見せた時に、どんなインパクトがあるのか想

像できません。全て見ないと何とも言えないのですが。 

山田 誠次委員  基本的に、このような申請がなされた場合は、どう考えたらいいのでしょ

うか。何もなければ受けるのか、積極的な必要性を認めなければならないの

か、どうなんでしょうか。映画は、タイトルや宣伝だけでは、本当の中身が

分からないので、日本中で多くの方々が観覧済みで、それを地元の方々にも

見ていただきたいから後援を行うというのではなく、まだ誰も見ていない状

態で、有名人が出演しており、地元が舞台だから教育委員会が後援すべきだ

というのは、少し難しいのかなと思います。 

小島泰治教育長  文部科学省や熊本県教育委員会が認めたものであれば、我々としても中身

を全て見なくても安心できる部分がありますが、今確認できるのがＰＲの動

画だけですので、判断がつきかねる状況です。 

 また、何もなければ認めるべきかということに関して、要領に基づけば、
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「特に教育委員会が認めるもの」となっており、教育委員会から積極的にこ

れは見るべきですと判断される場合に承認することになると思います。 

本田恵津子委員  各学校の水俣病の授業の中では、ユージンスミス氏は取り上げられてます

か。子供たちはユージンスミス氏を知っているのかなと思いまして。 

福山達郎指導主事  授業で取り上げたことはないと思います。 

堀 浄信委員  今の時点では判断材料がないし、中学校などの授業でこれを見せますと言

えるのか、それが後援を行う場合に大事なことだと思います。 

 結論としては、教育委員会として後援を行うにあたっての判断材料が欠け

ているというところではないでしょうか。 

小島泰治教育長  これまでの議論をまとめますと、市民を対象としたものではあるが、教育

の振興に寄与するかという部分で、現時点では判断できないということにな

ると思います。 

 そして、ＰＲ動画の中に過激なシーンがあったので、小中学生に見せるも

のとして推奨はできないなと思いました。 

【採決】 不承認 

  

議第５号 第６６回熊本母親大会に係る後援承認について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

小島泰治教育長 事務局としては、本件は、広く水俣市民を対象としたものと判断するのは

難しいということでした。何か質問はございますか。 

各委員 なし。 

【採決】 不承認 

  

協議第１号 令和３年７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 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

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） 

①５月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②その他の報告について 

 非公開 

  

４ その他  

１） ７月の行事予定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

  

閉会宣言 午後２時４５分 

 


