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令和４年第５回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和４年５月２６日(木) 

場所 水俣市役所１階多目的室 

会議種類 定例会 

出席委員 平尾 雅述   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 堀  浄信   委員 

事務局出席者 設楽 聡    教育課長 

榮永 哲久   教育課学校教育室長 

草野 徹也   教育課生涯学習室長 

森  安広   教育課指導主事 

田上 朋史   教育課学校教育室次長 

森山 結    教育課学校教育室主事 

署名者 平尾 雅述   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、議第３号及び協議第２号を非公開とすることについて 学校教育室 

   

 ２  報告 

１） 教育長報告  

２） 報告事項  

 ① 「第３４回鹿児島県子ども芸術祭典」に係る後援承認について 生涯学習室 

 ② 「子育てセミナー」に係る後援承認について 生涯学習室 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 「令和４年度国民体育大会第４２回九州ブロック大会」の共催に

ついて 
学校教育室 

 ② 水俣市奨学生選考委員会委員の委嘱について 学校教育室 

 ③ 水俣市社会教育委員の委嘱について 生涯学習室 

 ④ 「第５５回徳富蘇峰筆塚顕彰書道展」の共催について 生涯学習室 

２） 協議事項  

 ① 令和４年６月の教育委員会定例会の開催日程について 学校教育室 
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 ② 学校教育活動の現状について 学校教育室 

   

４ その他  

１） 令和４年６月の行事予定について 学校教育室 

 

１ 非公開とする審議事項 

 

【案件】 議第２号、議第３号及び協議第２号を非公開とすることについて 

【説明】 

榮永 哲久 

学校教育室長 

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 皆さんこんにちは。今日は、３点報告します。 

１点目は、各学校の行事の状況についてです。 

まず、運動会、体育大会の状況です。２１日は、一中と袋中が体育大会を

予定されていましたが、２０日（金）から雨が降り、私は、丁度よい状態に

なるのかなと思っていましたが、思いのほか雨が降りまして、グランドコン

ディションが悪いということで、一中は、日曜日に延期、袋中は、土曜日の

午後から実施されました。 

２９日（日）には、水東小学校の運動会が実施される予定となっていま

す。 

２点目は、コロナ関係で、同居家族に濃厚接触者及び濃厚接触の可能性が

ある者がいる児童生徒の出席の取扱いについてです。 

今まで、同居家族に濃厚接触者及び濃厚接触の可能性がある者がいる児童

生徒の出席の取扱いについては、保護者に対して感染拡大防止の観点から登

校を控えていただくようお願いしてきたところです。 

このことについては、文科省から「特段登校を控えることを求める必要は

なく、児童生徒等の健やかな学びを保障する観点からは慎重に検討する必要

があります。」との通知文が来ましたので、今回、同居家族に濃厚接触者及

び濃厚接触の可能性があるものがいる児童生徒の出席の取扱いについて、同

居家族及び児童生徒に風邪症状がない場合は、登校しても構わないこととし

て取り扱うこととしました。 

もちろん、保護者が登校に不安を持っており、保護者から休ませたいとの

相談があった場合には、県の基準でも示してありますが「出席停止」として

取り扱うことができます。 

３点目は、校長と教育委員の懇話会についてです。 

１６（月）、１７日（火）とお世話になりました。私は、懇話会でも質問

したのですが、学力向上、特に提言書に係る具体的実践事項の各学校での取

組について、一年間、継続して聞いていこうと思っています。 

委員の皆様も、この懇話会の情報を学校訪問等で見る際の視点等にしてい
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ただき、助言等をしていただければと思います。 

報告は以上です。 

平尾 雅述委員 一中と袋中の体育大会は半日での実施でしたか。 

小島 泰治教育長 第一中学校は、２１日（土）に半日の土曜授業として実施する予定でした

が、雨の影響で翌日に順延となったため、土曜日に授業を行い、２３日

（月）に振り替える形で２２日（日）に行いました。 

袋中学校は、土曜授業としてではなく土曜日に体育大会の実施を計画して

いたため、１８日（水）に事前振替を行って実施されました。 

平尾 雅述委員 今年度の学校訪問の日程は決まっていますか。 

小島 泰治教育長 現在調整中ですが、昨年度とほぼ同様になると思います。 

  

２）各課報告  

報告第１号 「第３４回鹿児島県子ども芸術祭典」に係る後援承認について 

草野 徹也 

生涯学習室長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

小島 泰治教育長  何か質問はございますか。 

山田 誠次委員 申請書を拝見しましたが、出水子ども劇場の代表者は、水俣の方ですか。 

草野 徹也 

生涯学習室長 

 申請書に記載してあるのは、代表ではなく事務局長だと思われます。 

小島 泰治教育長  水俣市教育委員会共催、協賛、後援及び推薦取扱要領によると、今回の件

は、第３条の基準で見たときに、第１号から第５号には当てはまらないもの

の、芸術文化振興基金助成事業の認定を受けているため、第６号で承認する

こととしました。その辺は整理しておきたいと思います。 

  

報告第２号 「子育てセミナー」に係る後援承認について 

草野 徹也 

生涯学習室長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

小島 泰治教育長  何か質問はございますか。 

この件も先ほどの件と同様、第６号での承認になりますが、文部科学省の

登録制度である「家庭教育支援チーム」の認定を受けているとのことであ

り、そのような対応とさせていただきました。 

平尾 雅述委員  後援承認自体は問題ないと思いますが、確認として、どのような活動をさ

れている団体ですか。 

草野 徹也 

生涯学習室長 

 家庭倫理を求めて研究活動を行われているグループで、定期的な会合や講

演活動等を行われています。 

平尾 雅述委員  早起き関係の活動などもされていらっしゃったと思います。 

草野 徹也 

生涯学習室長 

 それも活動の一つだと思います。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 「令和４年度国民体育大会第４２回九州ブロック大会」の共催について 
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榮永 哲久 

学校教育室長 

（配布資料をもとに説明） 

学校教育室 

（水俣市で８月に成年男子バレーボールが開催される予定であったが、設備

の関係により会場が他の自治体へ変更になったため、議題を取り下げること

とする。） 

小島 泰治教育長 ただ今説明した理由により、議題取下げとさせていただきます。 

  

議第２号 水俣市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（配布資料をもとに説明） 

学校教育室 

 ≪非公開≫ 

  

議第３号 水俣市社会教育委員の委嘱について 

草野 徹也 

生涯学習室長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

 ≪非公開≫ 

  

議第４号 「第５５回徳富蘇峰筆塚顕彰書道展」の共催について 

草野 徹也 

生涯学習室長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

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 

  

２）協議事項  

協議第１号 令和４年６月の教育委員会定例会の開催日程について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（配布資料をもとに説明） 

学校教育室 

・年間日程表からの変更説明 

６月１７日（金） →  ６月２４日（金） 

   ９月１６日（金） →  ９月２１日（水） 

  １２月１６日（金） → １２月２１日（水） 

小島 泰治教育長 何か質問はございますか。 

各委員 なし。 

  

協議第２号 学校教育活動の現状について 

森 安広 

教育課指導主事 

（報告の概要） 

① ４月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ４月の児童生徒事故・非行報告について 

③ その他 

 ≪非公開≫ 
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４ その他  

１） 令和４年６月の行事予定について 

森 安広 

教育課指導主事 

（配布資料をもとに説明） 

教育委員会 

小島 泰治教育長 何か質問はございますか。 

山田 誠次委員 市特別支援学級ふれあい交流会とはどのような会ですか。 

小島 泰治教育長 市内小中学校の生徒による顔合わせのためのお見知り遠足のような感じの

イベントです。 

  

２）  その他 

小島 泰治教育長 本日の議題は以上になりますが、その他に何かございませんか。 

各委員  なし。 

  

閉会宣言 午後２時１０分 

 


