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令和３年第４回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年４月２３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） 議第３号及び協議第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 水俣市特定事業主行動計画の策定について 教育総務課 

 ② 水俣市庁舎機能移転庁内検討会議設置要綱について 教育総務課 

 ③ 水俣市学校施設等長寿命化計画の策定について 教育総務課 

 ④ 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 教育総務課 

 ⑤ 水俣市事務決裁規程等の一部を改正する訓令について 教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 水俣市教育委員会特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱を 教育総務課 
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廃止する要綱の制定について 

 ② 「第１７回熊本作業療法学会」に係る後援承認について 生涯学習課 

 ③ 教育委員会事務局職員の人事異動について 教育総務課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和３年５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） ５月の行事予定について 教育総務課 

２） 令和３年度葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会について 教育総務課 

３） 令和３年度会計年度任用職員（教育総務課）名簿について 教育総務課 

４） ＧＷに係る図書館の休館日の変更について 生涯学習課 

   

 

非公開とする審議事項 

 

【案件】 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】 

赤司 和弘 

教育総務課長 

個人情報等を含むため、議第３号及び協議第２号は非公開を提案します。 

各委員 はい。 

【採決】 承認 

  

報告事項  

  

教育長報告 

小島泰治教育長 

新年度が始まって３週間が過ぎました。各学校からは順調に新学期が始

まったと報告がありました。新型コロナウィルス感染症については、４月１

９日に熊本県のリスクレベルが１段階引き上げられ、特別警報となりまし

た。今日にも５に上がるのではということですが、レベル４に上がった時の

県の発表を簡潔にまとめると、年度末、年度当初の人の動きの増加から県外

に由来する感染が県内各地で拡大しているようです。また、熊本県にも第４

派が到達したと考えられ、今後、感染がさらに拡大していく可能性が十分に

あるとのことです。 

各学校にはこれまで同様に強い意識をもってマスクの着用、こまめな手洗

い、症状がある場合はすぐに休んで受診することをはじめとして基本的な感

染防止対策を徹底していくように指導しているところです。 

 

今回は３点報告します。 

１点目はコロナ禍での学校教育活動についてです。今申し上げました通り

感染防止対策を講じて、通常通り行っております。ただ、中学校の部活動に
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おける県外との練習試合は、当面、中止するように県から通知が来ておりま

す。また、修学旅行、運動会等の行事の在り方についても、文科省や県から

通知が来ておりますので、それに基づいて検討するように各学校に通知して

おります。 

 

２点目は、教育委員会関係の施設の状況ですが、図書館については３０分

程度の貸し出し、返却のみの開館を行っております。 

また、公民館本館と分館の体育室、文化会館については使用制限付きで開

館しております。分館での講座は中止しており、教育委員会事務局や保護司

会などが入っているだけという状況です。 

蘇峰記念館と生家については、コロナではなく改修工事のために一時休館

としております。 

 

３点目ですが、市長が３月の議会で令和３年の施政方針を述べました。校

長会と教頭等研修会で学校教育に関することを５点説明しましたので、その

内容について報告します。 

一つ目は教師の資質や授業力向上についてですが、私はこのことについて

は、特に力を入れていきたいと思っています。具体的にはＧＩＧＡスクール

構想によって一人１台のタブレット端末を導入しましたので、活用により学

力向上を図っていき、働き方改革にもつなげていただきたいと思います。 

 学力向上については、タブレットを漠然と活用するのではなく、どうすれ

ば子供の理解を助けて学力向上につながるのか、そういう視点をもって活用

するようにお願いしました。 

 教頭会においても、学力向上について何らかの取組みをしてもらいたいと

思います。 

 二つ目は教職員の働き方改革についてです。引き続き取り組んでいかなけ

ればならないと思いますが、学校には特に次の２点についてお願いしまし

た。 

 １点目は職員に正しく申告してくださいということです。２点目は業務内

容を見直して持ち帰り業務がないように業務の縮減を進めてくださいという

ことです。 

 施政方針の三つ目はコロナ対策についてです。先ほども説明しましたが、

気を緩めることなく対策に取り組んでいただいて、子供たちの学びを保障し

ていただくようにお願いしました。 

 四つ目はいじめ、不登校対策です。どちらも関係機関と連携の上、早めに

解決に導いてほしいとお願いしました。不登校については、先日、堀委員か

らもありましたが、自立支援教室の活用も視野に入れてくださいということ

です。 

いじめについては、各学校にいじめ防止基本方針がありますので、これに

則った取組みを徹底してくださいとお願いしました。特にいじめの早期発

見、いじめの定義の理解、組織的取組み、これをお願いしました。 

 五つ目は給食費の一部補助の継続についてです。一部補助があって今の金

額であるということを保護者の方々に、機会あるごとに周知してくださいと

お願いしたところです。 

 

報告は以上ですが、何かご質問ございますか。 

堀 浄信委員 コロナについて、連休中の県外での試合は無しとのことで、まだレベルが

分かっていない段階ではありますが、想定される大会等分かっていれば教え

てください。 

小島泰治教育長 レベル４の段階で県から通知されているのは、県外での練習試合は行わな

いということです。中体連の主催・共催試合については、大会前の健康管
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理、大会時の防止策、大会後の健康管理、これらを十分に行ったうえで実施

することは可能とのことでした。 

また、熊本県中体連の主催で勝ち上がり九州大会に行くとかの場合も同様

の取扱いになるということですが、今日、リスクレベルが５に上がった場合

はどうなるか分かりませんが、今言えるのはこれくらいです。 

山田 誠次委員 タブレットの件ですが、実際に導入された機種の能力、入っているソフト

に応じた使い方も考える必要があると思います。聞いた話ではワードもエク

セルも入っていないとのことで、使い方は各学校で考えることかもしれませ

んが、機能に応じてこういう使い方ができますよということもみんなで考え

て方向性を見つけていくことが、現場の先生方の負担も考えると必要かなと

思いました。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

タブレットにつきましては、iPadアイパッド端末ですので、ワード等とは

違うソフトが入っています。機能に応じての使い方など学力向上委員会にお

いて検討し、さらなる向上につなげていければと思います。 

ＩＣＴの業者にもサポートを委託しておりますので、必要な研修も進めて

いきたいと思います。 

小島泰治教育長 昨年度、学力向上委員会については、「こころ豊かに水俣」を作る部会

と、授業力向上部会の２つを立ち上げ、「こころ豊かに水俣」は完成しまし

たので、授業力向上部会の方では、タブレットを使った学力向上に特化した

研究を進めていきたいと思います。 

  

各課報告  

報告第１号 水俣市特定事業主行動計画の策定について 

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 

 

堀 浄信委員 ノー残業デーとありますが、具体的にどれくらいの頻度で実施しているの

か教えてください。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

定時退庁日を設定するなどですが、特定の日をノー残業デーと決めるとい

うところまでには至っておりません。以前は水曜日をノー残業デーとして実

施していた時もありました。今後、より具体的な取組みを考えていかなけれ

ばと思います。 

平尾 雅述委員 資料の最後に記載されている子育て支援の公共施設は、医療センターに設

置されている保育所のような施設ですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

医療センターの施設は院内保育所で、職員の子供さんを預かる施設です

が、資料記載の公共施設とは、市役所の窓口にもありますが、市の施設にベ

ビーベッドを設置したり、授乳室を整備したりすることを検討するという話

です。 

本田恵津子委員 最終ページ記載の公共施設には総合体育館も含まれると思いますが、現

在、整備されていない施設には、今後、順次、検討されるということでしょ

うか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

そうですね、そういったことを念頭に検討していければと思います。 

本田恵津子委員 総合体育館には、以前は使っていたんでしょうけど、今は使っていない広

いスペースもありますので。 
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報告第２号 水俣市庁舎機能移転庁内検討会議設置要綱について 

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 

 

平尾 雅述委員 質問ではありませんが、委員については女性を加えて、幅広い意見を取り

入れることができればと思いますが。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

専門的な経験が豊富ということで、教育総務課については技師の細谷の推

薦を考えています。 

  

報告第３号 水俣市学校施設等長寿命化計画の策定について 

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 

 

 （質問無し） 

  

報告第４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 

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 

 

山田 誠次委員 体育関係であっても、こういうことは今後も教育委員会が行うのでしょう

か。ポスター等に後援で教育委員会と記載されるイメージだと思いますが、

スポーツ交流課は対応しないんですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

水俣市に後援を依頼される場合があると思いますが、その場合はスポーツ

交流課が市長部局として対応します。教育委員会あての後援依頼であれば、

こちらで対応します。 

山田 誠次委員 主催する側がどちらに出すかという話ですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

どちらにも出されるケースが多いのかなと思っています。 

山田 誠次委員 例えば市の体育館を使用する大会の場合、施設利用申請の際に後援申請書

もスポーツ交流課に提出し、実際の後援については教育委員会ということで

少し矛盾したりしないかなと感じました。 

小島泰治教育長 後援の主体自体が水俣市と水俣市教育委員会では違いますから、スポーツ

交流課で受け付けても、教育委員会としての後援はこちらで行うということ

になります。 

山田 誠次委員 後援申請書を出す側としては、教育委員会だと思ってスポーツ交流課に提

出したけど、あれ、違うのかなとなるケースがあると思います。総合体育館

は教育委員会ではないと。教育委員会に言ったつもりでスポーツ交流課に提

出して、でも、スポーツ関係はもう市長部局に移ったんだよというのが大丈

夫なのかなと思いました。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

今回もスポーツ交流課で仮受付して、教育委員会に持ってこられています

ので、うまく連携してやっていきたいと思います。 

堀 浄信委員 教育委員会の施設として、市の体育施設は位置づけられていたわけですか
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ら、確かにおかしいと感じることもあると思います。 

小島泰治教育長 我々は整理できましたが、市民の皆さんから見れば、昨年まではこうだっ

たのにというところでしょうから、これから整理していければと思います。 

本田恵津子委員 この大会は、コロナ禍だが応援の規制はなされているんですか。 

小島泰治教育長 コロナ禍なので、なんらかの対策は施されていると思いますが、詳細は分

かりません。 

  

報告第５号 水俣市事務決裁規程等の一部を改正する訓令について 

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 

 

 （質問無し） 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市教育委員会特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱を廃止する

要綱の制定について 

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 

 

【採決】 承認 

  

議第２号 「第１７回熊本作業療法学会」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 

 

平尾 雅述委員 参加人数はどれくらいですか。 

梅下 彰 

生涯学習課長 

詳細は分かりません。 

【採決】 承認 

  

議第３号 教育委員会事務局職員の人事異動について 

 非公開 

【採決】 承認 

  

  

協議事項  

協議第１号 令和３年５月の教育委員会定例会の開催日程について 

赤司 和弘 （別添資料をもとに説明） 
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教育総務課長  

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） 

①３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 

堀 浄信委員 スクールソーシャルワーカーが令和３年度より１名減になると聞きました

が、今まで３名で活動してきて、昨年度の活動の総括はどうだったんでしょ

うか。私としては、福岡市の中学校のように、各中学校に１名配置できるの

が望ましいと思っています。不登校もいじめもそうだし、保護者との橋渡し

をするスクールソーシャルワークが学校には必要で、今後のニーズも調査し

ていかなければと思います。 

そのためにも、昨年度のそれぞれのスクールソーシャルワーカーの方の反

省点や今何が必要なのかなどを見ていきたいなと思います。 

また、うちの法人ですが「オリーブの木」という児童家庭支援センターで

も、不登校のご家庭の保護者さんにうちのソーシャルワーカーが関わってま

すので、スクールソーシャルワーカーとの連携も図っていきたいなと感じて

います。 

５月８日（土）にオリーブの木の保護者会がありますので、教育長に参加

いただき、保護者の声を知っていただけたらなというところです。 

とりあえず、昨年度、スクールソーシャルワーカーの方が、それぞれどの

ように学校との連携の中で課題を感じられていたのか、簡単な話でいいので

聞きたいなと思います。 

福山達郎指導主事  これまで、ケース会議でその都度、学校からの依頼に基づきスクールソー

シャルワーカーには出席してもらいました。不登校対策部会、不登校対策会

議など、各学校で不定期に行われるそのような会議にも参加できるように、

市の窓口と学校の担当者をつないで、連携していけるように令和３年度は計

画しています。 

小島泰治教育長 スクールソーシャルワーカーについては、３名の枠は確保してあります

が、人材として２名しかいないというところです。堀委員がお望みであれ

ば、勤務日に来ていただいて、お話を聞いてもらうことは可能です。 

山田 誠次委員 いじめ防止基本方針を拝見すると、いじめ防止は早期発見の時から始まっ

ているような印象を受けますので、本当に防止するという意識づけが薄いか

なと感じました。一番大事なことは火災と同じで火災自体を出さないことだ

と思います。学校の先生方がみんなで共通意識をもって、子供たちにどうい

う働きかけを行っていけばいいか考えていただければと思います。 

 道徳の時間もありますが、人によって考え方も違うため、今はいいか悪い

かを決められない、結論付けられないところがあり難しいなと感じます。 

 いじめだけでなく、世の中で生活していくにあたっての物事の基本的な考

え方について、共通認識をもって子供たちに伝えていけたら、今後、色々な

場面で活きていくのかなと思ってます。 

小島泰治教育長 山田委員ご指摘の通り、まず、いじめが発生しないことが大事ですので、

今後とも校長会等で周知していけたらと思います。 

堀 浄信委員 報告書は、数として県などに提出するものだと思いますが、事件、事故に

ついては内容が書いてあるが、いじめは昨年度、水俣市の教育委員会では大
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きな事案として上がりましたので、もしよければ学校から上がってくる報告

書を、事件、事故のように内容を記載していただけたら分かりやすいと思い

ます。教育委員としても把握しやすいです。今の資料では分かりにくくて、

もし可能なら対応していただけたらと思います。 

小島泰治教育長 検討させていただきます。 

堀 浄信委員 自立支援事業は今年度も実施されますか。 

福山達郎指導主事 予定しております。 

  

その他  

１） ５月の行事予定について 

山田 誠次委員 集団宿泊について、保護者の方から、この時期に実施するのは怖いという

意見がありますが、どうしても実施しなければならないですか。大勢で一泊

して過ごすのはどうなのかなと思います。 

小島泰治教育長 保護者の意見を聞きながら、実施する場合には感染防止対策を十分に実施

の上で行われると思います。リスクレベルが上がってきたので、また通知が

下りてくるかもしれませんが。 

修学旅行については、文科省も県も、保護者等と協議して、中止ではなく

第二小学校のように行き先を変えるとか、そういうニュアンスでした。 

  

２） 令和３年度葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

 （質問無し） 

  

３） 令和３年度会計年度任用職員（教育総務課）名簿について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

 

堀 浄信委員 支援員は、必要な人数に対して足りているのでしょうか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

学校から上がってきた数字には応えられていない状況です。予算を要求し

ていく中で議論もありまして、結果として平成２８年度の水準で２９名と

なっております。 

堀 浄信委員 予算の関係ですか、それとも人がいないということですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

査定により予算が２９名分となりました。 

小島泰治教育長 同規模の市町村と比べると、水俣市は約２倍の支援員数となっておりま

す。なので、各学校から上がってきた数字が妥当なのか精査して適正に配置

していく必要があるというのが、教育委員会としての使命だと考えていま

す。決して少ない数字ではないということです。 

堀 浄信委員 学校側からすると必要だということなんですかね。 

小島泰治教育長 どのレベルで必要ということなのかということです。当然のことながら、

学校側としては一人でも多くの支援員に来てもらえた方がいいでしょうか
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ら。しかし、無制限にというわけにはいきませんので。 

  

４） GWに係る図書館の休館日の変更について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（資料無し） 

 （質問無し） 

  

５） その他 

小島泰治教育長 その他として何か質問はありませんか。 

山田 誠次委員 体育施設の利用について、使用申請はスポーツ交流課だと思いますが、文

化的な活動で利用する際も、それで大丈夫ですか。教育関係で利用する際の

使用料減免もスポーツ交流課ということですか。それとも教育委員会が判断

するのか、そのへんが整理できていないので教えてください。 

小島泰治教育長 体育施設を所管する部署が減免を判断するので、スポーツ交流課というこ

とになります。 

  

閉会宣言 午後３時００分 

 


