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令和４年第４回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和４年４月２２日(金) 

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 

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 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 

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 学校教育室 

   

 ２  報告 

１） 教育長報告  

２） 報告事項  

 ① 水俣市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 生涯学習室 

 ② 水俣市社会教育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

生涯学習室 

 ③ 水俣市学校給食共同調理場設置条例施行規則等の一部を改正する

規則の制定について 

学校教育室 

 ④ 水俣市教育委員会事務局の事務決裁及び文書並びに職員の服務に

関する規程等の一部を改正する訓令の制定について 

学校教育室 

 ⑤ 水俣市教育委員会公印規程等の一部を改正する告示の制定につい

て 

学校教育室 

 ⑥ 水俣市事務決裁規程等の一部を改正する訓令の制定について 学校教育室 

 ⑦ 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

の一部を改正する要綱の制定について 

学校教育室 
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 ⑧ 水俣市学校施設等長寿命化計画の一部改訂について 学校教育室 

 ⑨ 水俣市教育委員会事業構想等について 学校教育室 

 ⑩ 全九州高等学校男子春季ソフトボール大会に係る後援承認につい

て 

学校教育室 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 「第３９回熊本県少年少女空手道錬成大会」に係る名義後援につ

いて 
学校教育室 

   

２） 協議事項  

 ① 令和４年５月の教育委員会定例会の開催日程について 学校教育室 

 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５月の行事予定について 学校教育室 

２） 令和４年度葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会について 学校教育室 

３） 令和４年度会計年度任用職員について 学校教育室 

４） 令和４年度水俣市教育委員会事務局事務分掌について 学校教育室 

 

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】 

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。 

今年度もコロナ禍でのスタートとなりましたが、新年度が始まって、３週

間が過ぎました。 

市内の小中学校関係者にも陽性者が数名確認されましたが、まずは、全小

中学校での始業式と入学式が無事に終わり、安堵しているところです。 

今回は、３点報告します。 

１点目は、教育委員会の組織改革についてです。今まで教育委員会の中に

教育総務課と生涯学習課の２課を設けていましたが、今年度から教育課とし

て一つの課に統合し、その中に学校教育室と生涯学習室を設置しました。 
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また、次長職を廃止し、教育次長が取り扱っていた職務内容を執行するた

めに課長補佐を置きました。 

今後は、業務効率化を図りながら、また、今までの教育総務課と生涯学習

課を一つの課としたわけですので、まとまりのある教育委員会にしていきた

いと思います。 

２点目は、新型コロナ関係の臨時休校についてです。 

新年度に入りまして、水俣二中３年２組を４月１３日～１８日の間、水俣

二小５年２組を４月１５日～２１日の間、学級閉鎖としました。 

どちらも広がりを見せず、再開後は順調に教育活動が行われています。 

３点目は、学校関係者にコロナ陽性者が確認された時の対応の変更につい

てです。 

これまでは、学校関係者にコロナ陽性者が確認された場合には、保健所に

より濃厚接触者が特定され、その状況等により学級閉鎖等の有無を判断し、

必ず保護者に連絡していました。 

今回、県の方針が変更になりました。学校関係者にコロナ陽性者が確認さ

れた場合は、保健所による濃厚接触者の特定はなされず、また、自宅待機等

の行動制限も求められないということになりました。 

それでは、学校はどう対応するかというと、チェックリストをご覧くださ

い。各学校は、このチェックリストにより独自に濃厚接触者を特定し、その

状況により学級閉鎖等の有無を判断することとなります。また、濃厚接触者

に特定されても、自宅待機期間は５日間となりました。保護者への連絡は、

学級閉鎖等を行う場合のみとすることとしました。 

最後に、資料として教育課の事務分掌表を添付しておきましたので後程、

確認をお願いします。 

また、本年度も５月下旬に校長先生方との懇話会を実施します。後日、そ

のための可能日調査を行いますのでよろしくお願いします。 

報告は以上です。 

堀  浄信委員 コロナ関係で、私が所属する法人もそうですが、定期的に抗原検査を行っ

ています。学校においても必要かと思われますが、検査キットの確保に当

たって購入支援はありますか。 

小島 泰治教育長 小学校の先生に限っては、５月から４週間、毎週月曜日に抗原検査を行い

ますが、その分は県から検査キットをいただけます。中学生はワクチン接種

が進んでいる関係で、あまり感染の広がりが想定されませんが、小学生はま

だ進んでおりませんので、小学校での感染拡大を防ぐために、各先生方に

は、月曜日の朝、自宅で検査を行っていただきます。そこで万が一陽性に

なったとしても、無症状であれば、土日を挟みますから濃厚接触者数を減ら

すことができます。 

そういう理由で、小学校に対しては５月に行う４回分に関して、検査キッ

トをいただけます。中学校に関しては、今のところそのような措置はありま

せん。 

平尾 雅述委員 小学生のワクチン接種率はどれくらいですか。 

小島 泰治教育長 それに関しては、教育委員会としては把握していません。 

  

２）各課報告  

報告第１号 水俣市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

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。 
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各委員  なし。 

  

報告第２号 水俣市社会教育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

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。 

  

報告第３号 水俣市学校給食共同調理場設置条例施行規則等の一部を改正する規則の制

定について 

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 

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４号 水俣市教育委員会事務局の事務決裁及び文書並びに職員の服務に関する規

程等の一部を改正する訓令の制定について 

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 

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５号 水俣市教育委員会公印規程等の一部を改正する告示の制定について 

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 

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６号 水俣市事務決裁規程等の一部を改正する訓令の制定について 

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 

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７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一部を

改正する要綱の制定について 

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 

小島 泰治教育長  何か質問はございますか。 
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各委員  なし。 

  

報告第８号 水俣市学校施設等長寿命化計画の一部改訂について 

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 

小島 泰治教育長  何か質問はございますか。 

堀  浄信委員  学校施設の長寿命化は必要なことだと思いますが、その前に少子化が進ん

でいる状況も考えておくべきだと思います。水俣市も特にそのような状況に

ある中で、中長期的な視野に基づき、建物の前に学校再編や少人数学級制な

ど水俣の学校をどうして行くのか、その辺の流れをお聞かせいただければと

思います。 

小島 泰治教育長  学校再編ということであれば、児童生徒数の著しい現象等があった場合に

は検討するなどと定められていますので、そういう状況になれば考えたいと

思います。 

堀  浄信委員  第三中学校の体育館も、税金をかけて新しくしたら、すぐに閉校になりま

したので、すごくもったいないと思いました。なので、中長期的な計画がな

い中で建物を改修するのもどうなのかなと思いました。 

小島 泰治教育長  貴重な御意見として承らせていただきます。 

本田 恵津子委員 

 

 袋中学校のトイレについて、令和６年度に工事の予定となっていますが、

障がい者用を除けば和式しかありません。工事が行われるまでの間は、和式

の上に設置するポータブル形式での対応は検討できないでしょうか。 

小島 泰治教育長  公民館分館のトイレがそうでした。できるかどうか検討します。 

平尾 雅述委員 

 

 袋中学校の計画は、前回の計画から１年ずれましたが、これはなぜです

か。 

榮永 哲久 

学校教育室長 

 学校施設の改修に当たっては担当が優先順位を精査して計画を立てていま

すが、やはり今は二中体育館の屋根改修が最優先になります。 

平尾 雅述委員  二中体育館は、卒業式の時にも雨漏りしていたので、確かに優先的な対応

が必要だと思いますが、構造上の問題でそうなっているのですか。 

小島 泰治教育長  専門的なことは答えられませんが、屋根のＶ字型になっている部分などが

原因の一つだと思われますので、構造上の問題だと思われます。 

平尾 雅述委員  環境センターもそうでしたが、公共施設を建てるときは、外見的なことで

はなく、後々の管理のことまで考えて建てるべきですね。 

山田 誠次委員 

 

 第二中学校体育館の工事費は、１億くらいかかるようですが、国庫補助な

どはありますか。 

榮永 哲久 

学校教育室長 

 学校施設環境改善交付金として１／３の補助がありますが、その他の部分

については起債などにより対応することになります。 

  

報告第９号 水俣市教育委員会事業構想等について 

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 

小島 泰治教育長  何か質問はございますか。 

平尾 雅述委員  今回、何回も議論して事業構想を改訂しましたので、その思いや内容を各

学校にも理解してほしいですね。 
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小島 泰治教育長  校長会等でしっかり周知したいと思います。 

  

報告第１０号 全九州高等学校男子春季ソフトボール大会に係る後援承認について 

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 

小島 泰治教育長  何か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 「第３９回熊本県少年少女空手道錬成大会」に係る名義後援について 

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 

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５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 

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 ３月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ３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） 令和４年５月の行事予定について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（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。 

平尾 雅述委員 土曜授業は、規模を縮小しても内容は変わらないということで大丈夫です

か。 
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小島 泰治教育長 土曜授業はこれまで水俣科として捉えてきましたが、今まで７日だったの

を今年度は３日にし、運動会や文化祭などにも当てることができるように内

容の範囲を広げました。土曜授業を実施しなくても水俣科は実施できるとの

ことですし、土曜授業は過渡期であると考えています。 

平尾 雅述委員  コロナ禍として運動会は半日で実施の予定ですか。佐敷中学校は半日と聞

きましたが。 

小島 泰治教育長  今のところ把握しておりません。 

  

２）  令和４年度葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（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。 

  

３） 令和４年度会計年度任用職員について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（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。 

  

４）  令和４年度水俣市教育委員会事務局事務分掌について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（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。 

堀  浄信委員 機構改革により教育課となりましたが、それにより正規職員数の増減はあ

りましたか。 

小島 泰治教育長 旧生涯学習課については、１名減となっております。 

  

５）  その他 

小島 泰治教育長 本日の議題は全て終了しましたが、それ以外に何か質問はございますか。 

本田 恵津子委員  文部科学省の方針では、２０２３年度より中学校部活動の段階的な地域移

行が示されていますが、その辺は教育委員会として何か動きはありますか。 

小島 泰治教育長  そういう状況であることは存じ上げておりますが、まだ正式に通知が来て

いるわけではないので、特に何も決まっておりません。本日も、芦北教育事

務所で管内の教育長合同会議がありましたが、特に何も示されませんでし

た。 

本田 恵津子委員  示された内容を見てみると、土日は外部コーチ、平日は学校の先生が指導

ということが書いてあります。もしそうするのであれば、混乱も予想される

ので、しっかりと準備をするべきだと思いますが。 

小島 泰治教育長  先ほども申し上げましたが、正式に通知があっている話ではなく、何とも

申し上げることができません。ただ、小学校同様、中学校でも社会体育化が
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進めば、それは教職員の働き方改革につながると思います。土日だけ外部

コーチというのは、運用がなかなか難しいとは思います。 

本田 恵津子委員  小学校と違い、中学校の部活動ということになれば、引き受けてくれる

コーチを探すのも大変だと思います。 

小島 泰治教育長  私も難しい問題だと思います。 

森 安広 

教育課指導主事 

 小学校部活動社会体育化の際は、県からもそうやってくださいということ

で準備委員会を設立して移行手続きを行いました。おそらく、中学校につい

ても、今後、県からそのような話があると思います。まだ、それがいつにな

るのかは分かりませんが。 

小島 泰治教育長  ただ、中学校の部活動については、全国組織としての中体連があるから、

そこから変えていく必要があります。 

山田 誠次委員  聞いた話では、中体連の大会に、例えばサッカーの場合はクラブチームが

出場することも可能になるとのことでしたが。 

堀  浄信委員  学校単位ではなくてということですか。 

山田 誠次委員  よくは分からないのですが、中体連の大会にクラブチームが出場できるよ

うになるということでした。 

小島 泰治教育長 今は、中学校に部活がなく社会体育で活動している子であっても、中学校

から引率者がつけば、個人として出場できます。水泳とか柔道とか剣道と

か。ただ、今後は、クラブチームの名前で出場できるということです。 

堀  浄信委員  部活動自体が成り立たなくなってきていると感じます。特に野球について

は、とにかくびっくりするぐらい子どもが少なくなっています。この先どう

なるのか非常に心配です。 

小島 泰治教育長  そのために、合同チームを認めたり、クラブチームの参加を認めたりとい

うことですよね。 

堀  浄信委員  小学校部活動が社会体育化されてからの、良かった点、改善すべき点など

整理できればいいのですが、社会体育は教育委員会の管轄外になりましたよ

ね。その辺がどうだったのか気になります。 

森 安広 

教育課指導主事 

 二極化だと思います。全く運動に関わらない子が増えたことが気になりま

す。やる子はとことんやり、やらない子は全くやらないという感じです。そ

こに通学時の送り迎えも加わり、歩行量も減っているため、少し転んだだけ

で骨折する子もいます。何か考えなければならないとは思いますが。 

小島 泰治教育長  他に何かありますか。 

山田 誠次委員  不登校についてですが、我々はどうして学校に来なくなったのか、まずは

そこを考えがちですが、逆に、どうして学校に行きたいのか、そういう考え

方も大事かなと思います。 

 これからの時代の子どもたちは、何か理由がないと動かない部分がありま

すので、学校に行くことに対しての前向きな答えが用意されてないといけな

いような気がします。 

 それと、コロナや災害時など、各学校が臨時休校する場合、その情報をど

う流していくかが課題だと思います。単にクラス単位など関係者だけ知って

おけばよいのか、それとも市のホームページ等で広く市民に知らせるべきな

のか、そこがよく分からないのでお尋ねします。 

小島 泰治教育長  水俣市では、風水害時は、学校独自で判断するときと、市として全体的に

判断するときがあり、校長会でも議論して決めたりしますが、危機管理防災

課が、市のホームページで休校情報を出していると思います。防災無線でも
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休校情報を流していたと思います。 

山田 誠次委員  休校時に、子どもたちが町中にいて、なぜそんな時間に子どもたちがいる

のかとなったことがありました。だから、休校の情報は広く共有しておくべ

きなのかなと思いました。 

  

閉会宣言 午後３時００分 

  


