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令和３年第１２回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年１２月１７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  

草野 徹也   生涯学習課文化振興室長 

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 

西村 太志   教育総務課学務係主査 

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１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 １２月議会について 教育総務課 

生涯学習課 

 ② 水俣市立小中学校タブレット端末使用規程の制定について 教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 令和４年度水俣市奨学生内定者の決定について 教育総務課 

 ② 新庁舎建設に伴う水俣市教育委員会事務局の移転について 教育総務課 

 
③ 教育財産（水俣第一小学校大運動場の一部・スクールバス車庫用地

の一部）の使用について 
教育総務課 
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 ④ 教育財産（水俣市文化会館駐車場）の使用について 生涯学習課 

 
⑤ 第１回水俣おれんじカップジュニアソフトテニス交流大会に係る後

援承認について 
教育総務課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和４年１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４年度水俣市教育委員会事業構想等について 
教育総務課 

生涯学習課 

   

４ その他  

１） 令和４年１月の行事予定について 教育総務課 

２） 令和４年水俣市成人式について 生涯学習課 

 

１ 非公開とする審議事項 

 

【案件】 議第１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１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 

  

２ 報告事項  

１）教育長報告  

小島泰治教育長 今年もあと２週間となりました。 

熊本県では、新型コロナウイルスの新たな感染者が１か月以上確認されて

いません。リスクレベルも０に下がっています。このまま収束しくれればと

願うばかりですが、オミクロン株の出現や年末年始の人の移動も気になると

ころです。学校には、引き続き対応を徹底するよう指導しています。 

さて、委員の皆様もすでに御存じのとおり、先週土曜日１１日に水俣市役

所新庁舎の落成式がありました。式典には、金子総務大臣、副知事等をはじ

め県内各市及び近隣自治体の首長、議長を含むおよそ１４０名の方々に御臨

席いただきました。また、午後の内覧会では、約４５０名の市民の方々に新

庁舎を御覧いただきました。 

今後、順次引っ越し作業を行いまして、仮庁舎の職員は２０日（月）か

ら、私たち教育委員会職員は、２７日（月）から新庁舎で業務を開始するこ

ととなっております。 

今日は、報告を４点します。 

まず、一点目ですが、１１月１９日（金）に行われた袋小学校の学校図書

館活用教育研究推進校発表会についてです。 

数名の教育委員様にも御参加いただいたので、内容は御存じの方もいらっ
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しゃいますが、私は謝辞で感想として次のようなことを話しました。 

〇児童が黙々とノートに書いているのが印象に残った。 

〇小中連携の視点が入っていた。 

〇読書活動推進員や司書と先生方の連携でどの学校の図書室も充実してき

た。 

〇このような取組によって豊かな心がきっと育つと思った。 

以上ですが、取組の成果が各学校に広まり、児童生徒に豊かな心が育って

くれればと思います。 

二点目は、ぐるぐるパン作りについてです。１１月２０日（土）午前中、

エコパークで実施しました。当日は、アウトドアインストラクターの杉本崇

さんを講師としてお願いし、親子でパン作りやネーチャーゲームを行いまし

た。昨年は雨だったのですが、今年は、天気も良くみんな自分が作ったパン

を食べ、満足して帰られました。これは、非常に人気が高く、当日はコロナ

禍でもあったことから２１人に絞って行いましたが、８８名の応募があり、

約４倍の倍率となっています。 

この事業は、市長を会長として、各学校のＰＴＡや校長先生、婦人会等の

メンバーからなる青少年育成市民会議で実施しています。教育委員会が事務

局となっていますので、今後も野外活動を通して親子で楽しめる、また他の

学校の異年齢のお友達と交流できるような催しを企画、提案していきたいと

思っています。 

三点目は、新しいＡＬＴの就任についてです。 

アシュリーさん、リンさんが退任され、ＡＬＴは不在となっていました

が、今回、新たにアメリカのオハイオ州からエリザベス、セイルさん、２５

歳女性の方が就任されました。先日、１１月１５日付けの辞令をお渡しし、

すでに業務を開始していただいています。基本的には、中学校４校を回って

いただき、小学校からも要望があれば、回っていただくこととしています。 

四点目は、２つあります。 

一つ目は、水俣市地域婦人会からの図書カードの寄贈についてです。この

寄贈は、少なくても１０年以上は続いているそうですが、今年も１５日

（水）に婦人会の方が図書館に来られ、図書館で活用くださいと寄贈された

そうです。 

二つ目は、水俣出身の森枝雄司さんから絵本の寄贈です。森枝さんは、絵

本、児童書のブックデザイナーの仕事をされています。（実際に絵本を使っ

て説明） 

こちらも毎年、寄贈いただいておりますが、今年も１５日（水）に寄贈い

ただきました。 

水俣市地域婦人会及び森枝雄司様には、この場をお借りして感謝を申し上

げ、図書館で有効に活用させていただきたいと思います。 

報告は、以上ですが、もう一点、追加で説明します。 

１月１５日（土）に、藤原道三の尺八の公演を開催します。前日の１月１

４日（金）には中学生向けの芸術劇場としても公演を行いますが、１５日は

一般向けになります。 

ぜひ、多くの皆様に御来場いただければと思います。 

今年最後の、また、この公民館分館で最後の教育委員会となりました。今

年一年間大変お世話になりました。来る年が良い年であることを願っており

ます。 

何か質問はありますか。 

平尾 雅述委員  ぐるぐるパン作りは、何名参加されましたか。 

小島泰治教育長  応募が８８名で、参加は２１名です。人気があるため、毎年、競争率が高

くなっています。 
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山田 誠次委員  抽選ですか。 

小島泰治教育長  はい、こちらで抽選しております。 

堀  浄信委員  参加費は無料ですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 材料費と保険料を含めて３００円です。 

本田 恵津子委員  場所はどこで行ったのですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 エコパークのナーサリーをお借りして行いました。室内でパンをこねて、

焼く時は室外で行いました。 

小島泰治教育長  棒にパン生地を巻き付けて、バーベキューのように焼く感じです。３０分

から４０分で焼きあがります。 

山田 誠次委員  藤原道山の公演会は、半分くらいの定員で行う予定ですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 現状、全席を定員として行うこともできますが、別日程で行うＭａｙ Ｊ．

のコンサートもまずは半分の席数を定員として募集する予定です。その後、

応募状況に応じて追加していくことで考えています。 

本田 恵津子委員  ＡＬＴは１名のみですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 あと１名、追加でお願いしています。 

  

２）各課報告  

報告第１号 １２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 

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  何か質問はありますか。 

平尾 雅述委員  岩阪議員の一般質問は、小中一貫教育を実施してほしいという内容でした

か。 

小島泰治教育長  最終的には、小中一貫教育に取り組んでほしいという御意向でした。 

山田 誠次委員  中高一貫教育を進めたいというニュアンスのお話はされてました。色々と

お調べになられているようです。今回の答弁内容を見て、今後の見通しが見

えた気がします。一気に中高一貫校へと進むのは難しい面があると思います

が、答弁の中でも良い面と難しい面が示されており、同感です。 

 ただ、校長先生等の管理職が異動になると、学校としての考え方や熱意も

変わりますので、今後の連携の在り方は、全体としてこうですよという形を

教育委員会に作っていただくとありがたいと思います。 

 子供たちにとっても、その成果を受け継ぐことができますので、そこはお

願いしたいところです。 

堀  浄信委員  小中一貫校として袋小中校区が出てますが、これは学校からの話で進んだ

のか、それとも教育委員会からだったのか、どちらでしたか。 

小島泰治教育長  袋に関しては、教育委員会でお願いしました。ただ、それは小中連携の実

践であり、小中一貫教育については、課題等の研究を行った段階であり、一

貫校として実施されたわけではないので、そこは分けて考えなければなりま

せん。連携をしていただいて、中一ギャップの解消という目標については、
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一定の成果がありました。 

 我々としては、小中連携をこれから充実させていきたいという思いを持っ

ていますが、小中一貫については、様々な課題がありますので、先行事例を

分析しながら慎重に判断することが必要だと考えます。 

堀  浄信委員  教育委員会としては、連携について主導したということですね。 

小島泰治教育長  そうなります。中学校区のブロックで幼保小中連携も行っておりますの

で、この連携を充実していきたいと思います。小中一貫教育となると９年間

を見通した教育課程を編成する必要もありますので、かなりの労力も想定さ

れます。 

平尾 雅述委員  教育総務費の無線ＬＡＮ整備について、これを進めることで、外側からの

アクセスによりキャッチされることはありませんか。以前は、ゲームをする

ために集まってくるみたいな話もありましたが、例えば、成績処理を行った

際にそのデータが盗み見られるとか。 

西村 太志 

教育総務課学務係

主査 

 フリーＷｉ－Ｆｉではなく、パスワードを入力しないとアクセスできない

タイプですので、そこは大丈夫だと考えています。 

  

報告第２号 水俣市立小中学校タブレット端末使用規程の制定について 

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 何か質問はございますか。 

本田 恵津子委員  タブレットを自宅に持ち帰った際に、破損あるいは紛失することもあると

思いますが、保険には入らないんですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 保険には入っておりません。破損の場合は、それが故意によるものかどう

かも勘案の上、費用負担を考える必要があります。 

坂本 禎一   

教育次長 

 保険料が高額になるため、継続して保険料を払うよりも、破損した際に修

理費を支払った方が安くなると考え、このような対応となりました。 

平尾 雅述委員  このタブレットは、例えば１年生なら６年生が終了するまでずっと同じ物

を使うんですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 そのように考えております。返却の際は、初期化する予定です。 

平尾 雅述委員  学校によって、独自にアプリを入れるのは大丈夫ですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 学習支援ソフトが導入されますので、全市的に運用していこうと考えてお

ります。ただ、学校によっては、先行して別のアプリを使用しているところ

もあります。今後、別のアプリを使用したいというケースがあれば、規程の

第６条に基づき申請していただく形になります。 

平尾 雅述委員  長期休みの際も、持ち帰りを想定していますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 平常時の家庭学習でも、学習支援ソフトを使用する予定です。長期休み中

においても想定しております。 

堀  浄信委員  第７条に災害時等の持ち帰りが記載してありますが、熊本市はセルラーモ

デルで購入したと聞いています。家にＷｉ－Ｆｉがない生徒が自宅待機しな

ければならない際の準備はどうされますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 インターネットを活用した使用になる場合は、Ｗｉ－Ｆｉルーターの貸し

出しも考える必要があります。先ほどの学習支援ソフトの持ち帰りについて
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は、オフラインで使用することも考えております。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 令和４年度水俣市奨学生内定者の決定について 

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 

 ≪非公開≫ 

  

議第２号 新庁舎建設に伴う水俣市教育委員会事務局の移転について 

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。 

【採決】 承認 

  

議第３号 教育財産（水俣第一小学校大運動場の一部・スクールバス車庫用地の一

部）の使用について 

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。 

山田 誠次委員 令和５年３月以降はどうなりますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

第一小学校の用地内ですが、駐車場としての状態を残し、どのように活用

するか、今後、検討します。 

【採決】 承認 

  

議第４号 教育財産（水俣市文化会館駐車場）の使用について 

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 現在、仮庁舎がある部分は文化会館の所有地で、先ほどの第一小学校の運

動場を駐車場にした部分と一体ということですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

現在もフェンスがありますが、別になります。 

本田 恵津子委員 仮庁舎解体工事後、文化会館の駐車場として使用できるようになり、大き

なイベントが開催される際は、第一小学校敷地分の駐車場も使用できます

か。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

そこはまだはっきりしないところですが、柔軟に対応しなければならない

のかなと思います。 

【採決】 承認 
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議第５号 第１回水俣おれんじカップジュニアソフトテニス交流大会に係る後援承認

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。 

平尾 雅述委員  テニスコートは全面、使用するのですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 １６面と記載してありますので、おそらく全面と思われます。 

【採決】 承認 

  

協議第１号 令和４年１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 

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 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（報告の概要） 

① １１月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② １１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４年度水俣市教育委員会事業構想等について 

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 

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  何か意見はありますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 学校教育実践構想中、新たな項目として「ＩＣＴの活用による学力向上」

を「２ 豊かな心の育成」の項目の一つとして加えるように説明しましたが、

これは「１ 確かな学力の育成」の項目の一つとすべきでしたので、訂正いた

します。 

小島泰治教育長  次年度の事業構想を作成するにあたり、委員の皆様の御意見を伺うという

趣旨ですので、よろしくお願いします。 

平尾 雅述委員  水俣市はＳＤＧｓに取り組んでいるので、事業構想内にもＳＤＧｓの文言

が見えるようになるといいなと思います。先ほどの外国人の母親いじめもそ

うだし、環境問題もそうです。全てＳＤＧｓ言葉として入っています。 

 それと、文化振興室の文化関係団体の活動支援についてですが、新しいこ

とを何かやるんですか。それとも現状維持ですか。 

梅下 彰     できるだけ現状に即した形で支援できればということですが、文化祭など
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生涯学習課長 への文化団体の参加などについても、参加しやすいような支援など考えたい

と思います。 

平尾 雅述委員  図書館を核とした市民読書活動の推進とありますが、正直、文言としてよ

く分からない感じがします。移動図書館にしても、どんな活動をしているの

かよく見えないです。これがスポーツなら、広報みなまたの別冊もあります

し、分かりやすいです。読書活動と言われたときに、やっていることがいま

いちよく分かりません。 

梅下 彰    

生涯学習課 

 広報みなまたにも図書関係のコーナーがありますが、もう少し掲載方法を

考えたいと思います。 

本田 恵津子委員  文化振興について、「市民の文化活動の支援と文化意識の向上」に変えた

とのことですが、以前はどういう文言でしたか。 

梅下 彰    

生涯学習課 

 「市民文化団体と人材の育成」です。 

本田 恵津子委員  目標が変わったんですか。 

梅下 彰    

生涯学習課 

 目標は同じです。表現を分かりやすくしました。 

本田 恵津子委員  そうであれば、先ほどの図書館の件も、分かりやすい表現に改めたらいい

のかなと思います。 

堀  浄信委員  不登校の子が増えていますが、全国的にコロナの影響で学校が休校にな

り、特に１年生の子たちにとっては、普通の学校活動を十分に経験しないま

まに２年生になり、大変な状況にあるというのが原因の一つであるようで

す。子供たちの居場所やつながりは集中的に支援する必要があると思います

し、今の時代はＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」というキーワードが全面

に出てこないといけないと思います。 

 地域福祉計画や社会福祉では、どこでもＳＤＧｓが全面に出ています。教

育委員会の事業構想としては、地域とともにある学校づくりとか、自立支援

の取組みの欄に入ってくるのかなと思います。 

 ある学校では、子供たちが朝食を食べてこないので、週に３回、地域の

方々が集まっておにぎりを作って食べさせてるところもあるそうです。 

 私の施設では、子ども食堂を作って、見守り強化事業という予算をいただ

いて、国が進めていますので、子供たちの居場所づくりに取り組んでいま

す。 

 ＳＤＧｓの観点から、誰一人取り残さない、子供たちに居場所があるよう

な状況を、学校教育と地域の連携というところで、民間団体との連携をさら

に広げていくような動きが必要だと思います。漠然としていますが、特にこ

のコロナ禍における閉塞感がある中で、越えていくために大事なことだと思

います。 

小島泰治教育長  他に何か意見はありますか。 

山田 誠次委員  項目の順番について、学力が一番初めにきて、次に心の育成となっていま

す。私は、心の育成が先だと思います。 

 昨日、熊日新聞で全国学力テストの順位に関する記事を読みました。教育

事務所単位で掲載されてましたが、小学校では、全国平均を上回っていると

ころが結構あったんですが、中学校になると極端に減ってました。県内で中

学校の全国平均を上回ったのは、菊池と山鹿の国語だけで、あとは全て全国

平均を下回ってました。小学校は半分以上が全国平均を上回っていたので、

これは何が原因なのかと思いました。 

 芦北管内については、残念ながら全国平均を上回ったのは一つもなかった

んですが、小中学校の差が低いことに気づきました。他の教育事務所管内
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は、中学の成績が下がっているところが多いけど、芦北管内は小中の差があ

まりないです。これは水俣芦北の一つの特徴かなと思いました。つまり、小

学校で勉強を頑張らせすぎても、中学校で下がるようでは実を結んでいない

ことになります。もちろん、無駄だとは言ってません。言い方が難しいです

が、特に小学校の間は、何が大切なのかをしっかり見極め、学力も大事です

が、それ以上に心の部分を育てるべきだと思います。そして、その後、自ら

勉強を頑張る子に育っていくようにしてあげるべきだと思います。小学校の

うちに、ただ機械的に点数を上げるような取組みを行っても、意味がないよ

うな気がしました。 

 教育委員会事業構想も、今回は変えるのが難しくても、その辺を大事にし

ていく意識を持って、子供たちを育ててほしいと思います。 

 勇気をもって、学力より心としていただけたらと期待します。 

 それと、文化関係も力を入れているのが良かったです。今の若い人は歴史

観が乏しく、昔のことは知らないという人が多いので、町の歴史なども大切

にしてほしいと思います。 

 最後に、以前も提案しましたが、教育委員会の独自のホームページを持っ

てほしいです。広報みなまたでも１ページくらい専用のページをもらうと

か、何かしらお知らせすることはありますので、仕事が増えることなので無

理は言いませんが、考えてもらえたらありがたいです。 

小島泰治教育長  芦北管内の学力ですが、小学校と中学校の差があまりありません。他市町

村の逆で、小学校は良くなかったんですが、中学校は良かったです。それ

が、少し中学校が下がってきたから、小学校と中学校の差がなくなってきま

した。 

 なぜ、中学校が良かったのか考えましたが、芦北管内は、現在、各学校と

も落ち着いています。それが学力を身に着ける素地になっているのかなと思

いました。そこに教員の指導力が加われば、さらに学力も上がると思いま

す。 

 学力と豊かな心、知・徳・体ですが、これは別に順番をつけているわけで

はありません。我々としては、知・徳・体のバランスの取れた内容として考

えていますので、御意見として承っておきます。 

堀  浄信委員  参考になればと思い紹介します。有名なマズローの 5大欲求というのがあ

ります。自己実現のために５段階あるということで、まず「生理的欲求」が

確保されないと次の段階に上がれないと。次に、ここにいていいんだと安心

できる「安全の欲求」がきます。その次が周囲との兼ね合いなどの「社会的

欲求」。そして、自分はみんなから評価されるという「承認欲求」。それら

が満たされて最後に「自己実現欲求」となります。 

 お腹がすいていて、今日どこに寝泊まりするか決まってなければ、何も頑

張れないと思います。 

 段階的に、まずは子供にとっては安心できる居場所がないといけないけ

ど、それが満たされていない子供が多いと思います。なので、この順番は、

特に学校の先生には分かっていただきたいなと思います。 

平尾 雅述委員  基本目標の中の、「新しい公共を担う人」、「新たな水俣文化を創造する

人材」とありますが、どういう意味なのかなと思いました。漠然としてい

て、特に新たな公共というのはそう思いました。今までも行ってきたけどさ

らに踏み込んで頑張るということですかね。 

小島泰治教育長  言葉の意味付けですよね。 

 それでは、これまでにいただいた御意見を参考に検討してまいります。 
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４ その他  

１） 令和４年１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  何か質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

２）  令和４年水俣市成人式について 

梅下 彰    

生涯学習課長  

（成人式の実施について説明） 

小島泰治教育長 何か質問はございますか。 

各委員 なし。 

  

３） その他 

小島泰治教育長 その他に何か質問はございますか。 

平尾 雅述委員  ２月の定例教育委員会について、自分は都合がつきそうにないので、報告

しておきます。 

小島泰治教育長  了解しました。後日、調整させていただきます。 

  

閉会宣言 午後３時００分 

 


