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令和３年第７回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年７月１６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  

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 

 ② 水俣市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱の一部を改正する要綱につ

いて 

教育総務課 

 ③ 水俣市奨学生選考委員会委員の任命について 教育総務課 

 ④ 中学生の「税についての作文」に係る後援承認について 教育総務課 

 ⑤ 第５４回徳富蘇峰筆塚顕彰書道展に係る共催承認について 生涯学習課 

 ⑥ 令和３年度民俗学講座「熊本の祭り・行事と芸能」に係る後援承認

について 

生涯学習課 

   

３  議事 



2 

１） 審議事項  

 
① 公開講座「新型コロナウイルス感染症に翻弄される暮らしと社会」

に係る後援承認について 
生涯学習課 

 ② 「木嶋真優ヴァイオリンリサイタル」に係る後援の承認について 生涯学習課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和３年８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） ８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 ７月も中旬となり、１学期も残りわずかとなりました。九州南部は、１１

日に梅雨明けしたとの発表がありましたが、水俣市内小中学校において大雨

による被害がなく胸をなでおろしているところです。今のところ順調に夏休

みを迎えられそうです。  

今回は、３点報告します。 

１点目は、芦北水俣郡市中学校総合体育大会の成績についてです。今回

は、天候に恵まれ予定していた６月１９日、２０日、２６日の三日間で終了

しております。成績は、配付のとおりです。県大会出場校の県での活躍を期

待します。 

 

２点目は、夏休みの期間についてです。 

前回、「県立高校の合格発表が３月７日（月）と一週間前倒しとなりまし

た。そのため卒業式も一週間前倒しとし、３月６日（日）になる可能性が高

い」と説明しました。３月６日（日）は、市民駅伝が予定されているため、

現在調整中ですが、一応、卒業式は、３月６日（日）の方向で調整しており

ます。一週間前倒ししても何とか授業時数は確保できることが分かりました

ので、夏休みは予定どおり７月２１日から８月３１日までとします。 
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３点目は、教職員のワクチン接種についてです。 

高齢者の集団接種がもやい館であっていますが、その余剰ワクチンを小中

学校の水俣在住の教職員に優先的に接種するという取組があっています。接

種日は、２グループありますが、１グループ目は、１回目が７月３日、２回

目が２４日で３６人接種しています。２グループ目は、７月１０日と３１日

で３０人が接種しています。今のところ、他の方は、自分の番での接種とな

ります。 

報告は以上です。 

平尾 雅述委員  入試の願書を書く際、男女の記載欄はなくなる方向ですか。 

小島泰治教育長  それはまだ通知が来ておりませんが、しばらくしたら保護者の欄の記入方

法とか、それらと併せて連絡があるかもしれません。 

堀 浄信委員  ワクチン接種の副反応が出た場合、教職員や市の職員の方々の取扱いはど

うなっていますか。 

坂本禎一教育次長  特別休暇という取扱いになります。 

小島泰治教育長  接種時の副反応は、職務専念義務免除になります。 

堀 浄信委員  それは申請制度になりますか。 

白坂 優季参事  所属長に申請する形になります。 

  

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 

（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。 

  

報告第２号 水俣市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱の一部を改正する要綱について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

報告第３号 水俣市奨学生選考委員会委員の任命について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

報告第４号 中学生の「税についての作文」に係る後援承認について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 
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平尾 雅述委員 租税教室は行われていますか。 

小島泰治教育長 これまで同様、開催されています。 

  

報告第５号 第５４回徳富蘇峰筆塚顕彰書道展に係る共催承認について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

生涯学習課 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

平尾 雅述委員  審査委員はどうなっていますか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

 蘇峰会などで審査を行われると伺っております。 

  

報告第６号 令和３年度民俗学講座「熊本の祭り・行事と芸能」に係る後援承認につい

て 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別添資料をもとに説明） 

生涯学習課 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 公開講座「新型コロナウイルス感染症に翻弄される暮らしと社会」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 何か質問はございますか。 

平尾 雅述委員 参加者人数の制限はありますか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

そこは確認できていませんが、大人数ではないと思います。 

小島泰治教育長 この件は、昨年度も承認し、また、水俣市も承認するとのことですので、

教育委員会としても承認してもよろしいでしょうか。 

【採決】 承認 

  

議第２号 「木嶋真優ヴァイオリンリサイタル」に係る後援の承認について 

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。 

各委員  なし。 

【採決】 承認 
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協議第１号 令和３年８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 

年間計画で８月２６日として提案していましたが、９月議会の開会日がこ

の日になるかもしれないため、８月の定例教育委員会は、２５日の水曜日、

同じ時間で行わせていただきたく、御相談申し上げます。 

小島泰治教育長  それでは、８月２５日水曜日、午前１時半からとして、日程を変更してよ

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 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（報告の概要） 

① ６月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ６月の児童生徒事故・非行報告について 

③ その他 

 非公開 

  

４ その他  

１） ８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 

堀 浄信委員  以前、８月末に２学期が始まってた時期があったと記憶していますが、現

在は土曜授業があるから８月いっぱいはお休みということですか。 

小島泰治教育長  休みの期間は管理規則に基づいて定めてあります。水俣市は、土曜授業を

年間７回行う関係で、最低でも３×７＝２１時間は確保できますので、その

分は授業時数が増えることになります。授業時間が足りないようなら３年生

だけでも前倒しして月曜日から始めようかなとも思いましたが、その必要は

ないようなので、特に変更はありません。土曜授業をやらなかったら、少し

厳しいかなという感じです。 

本田 恵津子委員  中体連の県大会はいつ開催されますか。 

小島泰治教育長  後ほどお答えします。 

  

２） その他 

平尾 雅述委員  夏休みに入り、子供たちも今の状況では旅行に行く機会がないかなと思い

ます。そうなるとますます、ラインなどでスマホに触れる機会が増えそうで

すが、いい意味での使い方を指導しておくべきかと考えます。そういう機会

を作れないでしょうか。 

小島泰治教育長  本当に大事なことだとは思いますが、あと２日しかないので、現実的に難

しいですね。ただ、ＰＴＡで講師を招いて講習を行った実績はあるようで

す。また、「夏休みの暮らし」というプリントを配付する際、その中でも少

しは触れると思います。 
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山田 誠次委員  スマホ以外にも、ゲーム機等でネットにつないだり連絡を取ったりもでき

ます。タブレットやパソコンも含めてですね。 

  

閉会宣言 午後２時４５分 

 


