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令和３年第１０回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年１０月１５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 なし 

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 

草野 徹也   生涯学習課文化振興室長  （協議第３号説明時在席） 

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   生涯学習課図書館長    （協議第３号説明時在席） 

松尾 裕二   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  

  なし。  
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２） 協議事項  

 ① 令和３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２年度の点検・評価について（教育総務課） 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 

   

 

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 １０月も中旬となりました。  

熊本県は、１０月１４日（木）までを「医療を守る行動強化期間」として

いましたが、昨日で終了しました。コロナの感染者もこのところ１桁とかな

り減少してきました。このまま収束してくれればと思います。 

「医療を守る行動強化期間」の終了に伴い、県教育委員会から学校生活の

在り方について通知が来ておりますが、今までと大きな変化はありません。 

各学校には、先ほど校長会議がありましたので、油断せず、引き続き対策

を徹底するようお願いしたところです。 

今日は、２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、１０月からは、予定どおり実施しております。た

だ、コロナ禍にあって例年と違った形態で実施していますので、少し整理を

しておきたいと思います。 

Ａ訪問、いわゆる総合訪問とＢ訪問については、委員の皆様と校長先生の

面談の場がありますので、気づき等を直接話されてください。 

Ｃ訪問については、校長との面談は、私だけとなりますので授業参観の後

に気づき等を私にお話しいただければ、私からまとめてお話ししますのでよ

ろしくお願いします。 

２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、優勝が水俣二中、二位が津奈木中、男子は、優勝が津奈木中、二位が水

俣二中でした。男女とも二位までが県大会に出場することとなりますので、

水俣からは、男女ともに水俣二中が出場することになりました。 

１１月１２日に県大会がありますが、健闘を祈りたいと思います。 

報告は、以上です。 
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２）各課報告  

 報告事項なし 

  

３ 議事  

１）審議事項  

 議題なし 

  

協議第１号 令和３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 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

※１１月定例会開始時間の変更について説明。 

小島泰治教育長 １時３０分の開会は厳しいと思われます。２時半または３時になると思わ

れますが、よろしいでしょうか。 

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   

教育総務課指導主

事 

（報告の概要） 

① ９月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ９月の児童生徒事故・非行報告について 

③ その他 

 ≪非公開≫ 

  

協議第３号 令和２年度の点検・評価について（生涯学習課） 

 令和２年度教育委員会重要政策事業実施状況評価表に基づき、各担当者か

ら説明 

 ① 人権教育推進事業 

宮本 珠美 

生涯学習課社会教

育推進係長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 ご質問などございませんでしょうか。 

堀 浄信委員 人権だよりはすごくいいなと思いました。市報と一緒に配ったり、市の

ホームページでダウンロードできるようにすることはできますか。 

宮本 珠美 

生涯学習課社会教

育推進係長 

人権教育指導委員が中心となり作成していますが、作成に時間がかかって

いますので、締め切りに間に合わないなど、その辺が少し心配です。 

内容についても、作成当初は、この書き方では私は気分を害したとかその

ような話もありましたので、広く市民の方々にお知らせするには注意しなけ

ればいけない部分があると思っています。その辺が完全にクリアできていな

い現状では、とりあえず職員向けとして配布してみて、改善点などを精査の

上、市報等で広く周知できればなと考えています。 

また、ページ数も多く、上手くまとめていく必要もあるため、検討中とい
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うところです。 

堀 浄信委員 人権というのは個別性が高いので、どんな表現であったとしても、意見を

言うときには言われます。それらも含めて考えていくことが大事ですね。拝

見した感じでは、公表してもいいのかなとは思いました。 

人権問題は意識の問題なので、しつこくやっていくしかないです。ねちっ

こいしつこさは嫌われますが、真剣なしつこさは感謝されます。素晴らしい

資料ですので、ぜひ前向きに取り組んでほしいと思います。 

山田 誠次委員  私も素晴らしい取組みが始まったなと思いました。ネタ切れするかもしれ

ませんし、毎月配布するのは大変だと思いますが、とてもいい取組みだと思

います。 

 人権は社会情勢の中で捉えられがちですが、身近な家族とか我が子とかに

対するものもあり、それらがうまくいってないこともあると思います。 

 表向きは人権活動をされているのに、家族に対しては封建的で高圧的とい

うこともあるようです。学校の先生も、教え子ということで、我が子のよう

に考えるあまりに、言葉が強くなりすぎて、油断して傷つけてしまうことも

あるのかなと思います。 

 先生方も人権研修等は受けられていると思いますが、自分の生徒たち、そ

して職員同士に対してもしっかり対応すべきかと思います。言いづらいこと

ですが、職員同士でも年功序列の意識が強いと感じることもあるので、意識

改革が必要です。本音と建て前があるでしょうが、本気で変えていくための

意識が必要だと思います。 

平尾 雅述委員  何かしなければならないけど予算がないときにどうするかですが、今言わ

れた通り身近な問題を取り上げたり、世界的な流れで１１月の人権月間など

に合わせて発行することもできると思います。その結果として色々な意見を

言われることもあるかもしれませんが、それは意識が高いということでもあ

りますから、色々な意見が出ることを覚悟のうえで配布してもいいかと思い

ます。 

本田 恵津子委員  私もすごくいい資料だと思いました。つい言ってしまいがちな一言など、

資料を見て改めて気づかされました。全部配布しなくても、市報の中でコラ

ムとして小出しにしてもいいのではないでしょうか。 

 ＳＤＧｓについても、いまだに分かりづらいので、そこと絡めて取り上げ

てもいいかと思います。 

堀 浄信委員  ネタの話として、参考になればと思いますが、水俣市にも高齢者福祉、障

がい者福祉、児童福祉等の様々な福祉施設があります。保育園もそうです

が、福祉関係者のみなさんは、人権について一家言をお持ちですので、イン

タビュー形式でどんどん訪問されればネタは尽きないのかなと思います。 

宮本 珠美 

生涯学習課社会教

育推進係長 

 まだ記事には記載していませんが、保護司の方々に犯罪に関する加害者及

び被害者の観点での人権の話を聞いてまとめようかなと検討しています。 

堀 浄信委員  それはいいですね。その話は私も協力します。 

平尾 雅述委員  人権というと敷居が高い感じがしますので、読んで温かくなるような話、

熊日新聞にも掲載されているような話など、読む人がいいなと思ってくれる

ような記事を載せていくといいですね。 

山田 誠次委員  学校でも子供たちに人権に関する作文を書いてもらうことがあると思いま

すが、それらの優秀作を載せてもいいかもですね。 

  

 ② 文化会館自主文化事業 
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竹田 耕岳 

生涯学習課文化振

興室主事 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 ご質問などございませんでしょうか。 

堀 浄信委員  コロナ禍で苦慮されたんだと思います。行政としてリスクレベルに応じた

対応をされているという理解でよろしいですか。 

竹田 耕岳 

生涯学習課文化振

興室主事 

 はい。ただ、ガイドラインも演目により変わります。コンサートなのか、

歌を歌うものなのか、どうしても手探りでやりながら、随時、危険性の情報

などにアンテナを張って、ガイドラインに沿って行うことが一番安全だとの

考えのもと、それらに基づき実施しているから安全ですので参加してくださ

いという形で取り組んでいます。 

堀 浄信委員  財政が厳しいときは、まず最初に文化事業が削られますが、人はパンのみ

で生きているわけではありません。一度削減されると、再度戻すことは難し

くなるので、ぜひ、子供たちのためにも頑張っていただきたいと思います。 

本田 恵津子委員  事業の評価の項目で、改善を望む声をいただいたと記載してありますが、

具体的にどのような内容ですか。 

竹田 耕岳 

生涯学習課文化振

興室主事 

 市内の保育園・幼稚園から団体でお越しいただいた際に、団体で密になっ

ているとの声をいただくこともあります。そのような時、こちらとしては感

染症対策もきちんと守れていますよと説明できればいいのですが、説明する

機会がなかったときは、もやもやとした気持ちを持たれたままお帰りになら

れることもあるかと思いますので、どうしたらその部分を伝えることができ

るか、改善できればいいなと感じております。 

本田 恵津子委員  対策は取っているが事前の説明に改善の余地があるということですね。 

竹田 耕岳 

生涯学習課文化振

興室主事 

 事前の説明、特に伝え方によって感じ方が違うのかなと思いました。 

本田 恵津子委員 県立劇場の予算に絡めてと書いてありますが、これにより予算が削減され

たりするのですか。 

竹田 耕岳 

生涯学習課文化振

興室主事 

 「絵本の時間だよ」が、県立劇場の演目の一つであり、委託事業の半額を

県立劇場が負担してくれるため、その分、市の支出が抑えられることになり

ます。その分でチケット代金を下げて市民の方々に還元するとか、色々と幅

が出てきますので、今後とも国や県の事業をキャッチして、活用していきた

いと思います。これは財政難じゃなくてもやらなければならないと思いま

す。 

 今年度の事業は１月と２月に予定しておりますが、１月分は県立劇場の

ネットワークを活用した事業となります。２月実施分は宝くじの助成事業に

なりますが、アナと雪の女王のテーマソングを歌っていたＭａｙ Ｊさんが来

てくれるので、なかなか見たり聞いたりすることができないものを届けるこ

とができるのかなと思います。 

山田 誠次委員  私も、唯一開催できた方には参加させていただきました。うちの園として

団体で参加したわけではありませんが、卒園児のお別れ遠足の代わりとして

参加しました。遠足も行けない時期だったので助かりました。 

 子供向けのイベントで、参加者が集まるんだろうかと心配された部分も

あったかと思います。 

 補助事業の掘り起こし、活用はとても大事なことです。行政は財政事情が

厳しいときは、削減の方向にしか向かわないように思いますが、歳入を増や
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す取組みは大事で、できることを探していくことを頑張っていただきたいと

思います。  

平尾 雅述委員  青島広志の音楽会は個人的に楽しみにしていたので、中止となり残念でし

た。芸術に関しては赤字になることも覚悟しなければならないと思います

が、どれだけ予算を抑えることができて、実施できるかですね。そして、１

年に１回、実施することで文化の向上にもなりますし、音楽を聴く機会は大

事にしてほしいと思います。私も中学校で教えていたから分かりますが、子

供にとっては、クラシックを聞きたいと思う時に聞いておかないと、もう聞

かなくなるんですよね。だいたい、中学２年生から３年生の時期が多いの

で、その辺のタイミングも図りながら、内容を先生方に伝えていくべきです

ね。今後も少ない予算の中で工夫しながら実施していくことと思いますの

で、頑張ってほしいなと思います。 

  

 ③ 図書館創作活動 

松元 草也 

生涯学習課図書館

長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 ご質問などございませんでしょうか。 

堀 浄信委員 コロナ禍の中でなかなか難しいなと思います。今年度はどのような状況で

しょうか。 

松元 草也 

生涯学習課図書館

長 

 今年度事業はオンラインでの実施を考えております。まず、８月２６日の

創作童話ワークショップについては、オンラインで実施予定としておりまし

たところ、コロナの関係で実施できなかったのですが、これは中止ではなく

延期といたしました。講師の本木先生とはオンラインで２回、打ち合わせを

行いました。１０月または１１月に、コロナが落ち着いてきたら実施しま

しょうということで準備を進めております。 

堀 浄信委員  水俣の図書館事業はずっと頑張ってらっしゃると思いますので、今後とも

期待しています。以前は、保育園や幼稚園に対して絵本のプレゼントを行っ

ていたと思うのですが、今はやっていないのですか。 

松元 草也 

生涯学習課図書館

長 

 セカンドブック事業ですが、本年度もさせていただく予定です。 

平尾 雅述委員  昨年度の創作童話事業は、全体的に全て中止だったんですか。 

松元 草也 

生涯学習課図書館

長 

 本木先生とも打ち合わせの上で、創作童話ワークショップと創作童話大賞

をセットで実施できないのであれば、中止とするということになりました。 

平尾 雅述委員  図書館に本や絵本がたくさんあると思いますが、ＤＶＤの貸し出しはどう

いう状況ですか。 

松元 草也 

生涯学習課図書館

長 

 貸し出しは行っておりますが、全体としては少なく、書籍を優先している

ところです。 

 本年度も、図書館祭りなどのイベントはコロナの関係で厳しい状況です

が、なんとか実施できるようにと検討しております。図書館で不要となった

本を皆さんに無料でお渡しする古本市やスタンプラリーなどできる範囲で図

書館を利用していただいている状況です。 
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 ④ 公民館自主事業 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 ご質問などございませんでしょうか。 

山田 誠次委員  令和２年度は、各種講座や市民教室を一度も実施できなかったということ

ですか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 そうなります。 

平尾 雅述委員  本年度はどうですか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 ９月からの市民教室の開講を１０月からとして延期し、１０月から３月ま

で月に２回、合計１２回ということで実施しております。 

平尾 雅述委員  受講生はどんな感じですか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 コロナ対策として人数制限を行っており、１４教室で延べ１２０名程度の

参加をいただいております。 

山田 誠次委員  これは今年度の話ですが、緊急事態宣言が発出されている間は、施設の利

用自体が制限されていて、また、利用できたとしても人数制限がされていた

りもしたと思います。市民教室については、例えばコーラスなら口を開くか

ら注意が必要だけど、逆に書道なら黙ってマスクをして行えば大丈夫だと

か、あれは良くてこれはダメだとか、そういうことでの利用者の反発も予想

されますが、利用者の代表者同士での会議を開催し、多くの意見を集めてみ

んなが納得できることを探して、少しずつでもできることをやっていくとい

うのが大事かなと思います。 

 施設自体が利用できないのならしょうがないけど、講座の内容次第で実施

できる、あるいはできないという基準などはありますか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 それぞれの講座の内容、使う教室の種類により、これくらいの人数で行え

ば大丈夫だとか、その辺を考慮の上、例年よりも少ない人数にはなりました

が、講座の内容に見合った形で参加者を募集させていただきました。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 つい最近、開講式を行った講座がありますが、開講式の際にはコロナ対策

の注意事項を説明し、用心していただくようにしているところです。 

平尾 雅述委員  公民館で実施する講座は、公民館内で行うものばかりですか。例えば郊外

に出ていくとか、そういうのはありませんか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 全て公民館内で行うものです。 

平尾 雅述委員  熊本県環境センターでは、市外から多くの申し込みをいただいていて、菊

池の方からも講座で５０名以上の高齢者の方々がいらっしゃいます。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

 公民館利用者は、熊本県内及び伊佐、出水地区限定としており、また、２

週間以内に感染者が出た地域からのご参加は控えていただいております。 

本田 恵津子委員  コロナの状況次第で、オンラインで実施するなど、高齢者にとっては難し
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い部分があると思いますが、講座の開催を継続できるような対策は考えてお

いた方がいいと思います。例えば書道なら家で書いて提出だけとし、添削は

オンラインで行うとか。案外、オンラインを活用すると、参加者数が増えた

りすることもあるかもしれませんので。 

 こういう教室は、開催されるのであれば待っている人がいて、開催されな

いとなると何もしなくなってしまうので、ぜひ、継続するための方策を考え

てほしいなと思います。 

 それと、点検評価委員が最後に書いていらっしゃる指導者の育成について

は、私も強く感じます。指導者も高齢化していますので、世代交代が必要な

分野もあると思います。この講座なら何年後かに交代するとか、世代交代の

時期を見計らう必要があるのかなと思います。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 コロナ禍として、やり方を変えた部分もあり、例えば料理の講座の場合、

人数を少なめにし、例年なら作った後に食べて帰っていたところを、今年度

はそれはせず、持ち帰っていただくこととしました。 

 それと、世代交代については、今後、アンケートを実施して検討していく

必要があると思います。 

堀 浄信委員  公民館は、いつ建設されたんですか。公民館の施設整備についても、サー

マルタブレットと洗面台の自動水栓化だけですか。 

松尾 裕二 

生涯学習課公民館

長 

サーマルタブレットと洗面台の自動水栓化はコロナ対策として行うもので

す。施設の改修については、老朽化が進んでおりますので、随時、改修を

行っているところです。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 昨年度は、玄関のひさしの部分が捲れていたため、補修工事を行いまし

た。それ以外にもブラインドなどの小さな部分をいくつか改修しておりま

す。舞台装置の照明の交換も行いました。 

平尾 雅述委員  施設の問題として、コロナ対策として空気の入替えがありますが、短時間

でやるのは難しいという話でした。しかし、最新型のエアコンでは、室内の

温度を保ちながら入れ替えることができるとも聞きます。長期的に見てその

ような設備の入替えを行うことは、コロナ対策としても必要かなと思いまし

た。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 コロナ対策としてドアや窓を開けたりすることをお願いしております。今

の時期は開放したままでも実施できますが、寒くなった時でも全部は閉めな

いようにとお願いしています。  

赤司 和弘 

教育総務課長 

 公民館の建設年度については、後ほど回答させていただきます。 

  

４ 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 

（配布資料をもとに説明） 

教育総務課 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

 １０月２１日（木）に水東小学校でオープン授業を行うと伝えておりまし

たが、コロナ禍のため、教育委員様方へのご案内は控えさせていただきまし

たのでご理解を頂けたらと思います。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 総合教育会議については、再調整の結果、１１月２２日（月）の午後とし

て実施させていただきます。よろしくお願いいたします。 

小島泰治教育長  その他、全体を通して何かありませんか。 
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山田 誠次委員  先ほどの人権について、福祉課で松本周子先生の講座がオンラインで実施

されました。平日の日中の開催で、通常ならうちの職員も参加できなかった

ところですが、オンラインだったため、参加することができました。 

 会場に集まることも大事ですけど、コロナ禍の在り方として、事業所向け

に日中の講座をオンラインで行うことは価値があるなと感じました。  

堀 浄信委員  ユーチューブにアップしておいて、ＵＲＬを提供しておけばいつでも見れ

るようにというやり方も増えています。 

 最近はＺｏｏｍでの会議が増えてきて、逆に忙しくなった感じです。 

  

閉会宣言 午後２時３０分 

 


