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令和４年第２回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和４年２月１７日(木) 

場所 水俣市役所３階会議室 

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 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 

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） 協議第３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 水俣市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要綱の一部を改

正する要綱について 

教育総務課 

 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 水俣市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に

関する規則の制定について 
教育総務課 

 ② 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 

   

２） 協議事項  

 ① 令和４年３月の教育委員会定例会の開催日程について 教育総務課 
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② 令和３年度小中学校卒業式、令和４年度小中学校入学式の出席に

ついて 
教育総務課 

 ③ 学校教育活動の現状について 教育総務課 

   

４ その他  

１） 令和４年３月の行事予定について 教育総務課 

２） 宝くじ文化公演「ＭａｙＪ.コンサート」について 生涯学習課 

 

１ 非公開とする審議事項 

 

【案件】 協議第３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３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。 

早いもので今年度も残すところ一月余りとなりました。 

昨夜は、少し雪が舞って寒い日が続いていますが、寒い中にも春の兆しを

感じているところです。今回は、８点報告します。 

１点目は、新型コロナ関係の臨時休校についてです。 

前回、緑東中の臨時休校について報告しました。その後について詳しくは

申し上げませんが、水俣一小が１月２８日（金）～１月３１日（月）、湯出

小が２月３（木）、４日（金）を臨時休校としています。 

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。 

また、本日、水俣二小の学校関係者に陽性が判明し、４年生を給食前に下

校させて明日を学年閉鎖としました。学校再開については、今後の状況を見

て判断します。 

２点目は、濃厚接触者の出席停止期間についてです。 

前回、オミクロン株の濃厚接触者の出席停止期間は、１０日間となりまし

たと報告しましたが、濃厚接触者の自粛期間が７日間となったことに伴い、

オミクロン株の濃厚接触者の出席停止期間も７日間となりました。 

３点目は、部活動についてです。 

２月１３日（日）まで部活動は原則中止としておりましたが、まん延防止

の期間が３月６日（日）まで延長したことにより、部活動も３月６日（日）

まで原則中止となりました。 

４点目は、二小修学旅行の延期です。 

２月３（木）、４日（金）の予定を２月２４日（木）、２５日（金）に延

期しておりましたが、現在の感染状況に鑑み３月７日（月）、８日（火）に

延期となりました。 

５点目は、卒業式についてです。 

今年度の卒業式の在り方については、２月１５日（火）の校長会議に案を
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示し、その後、校長会で協議していただき、学校規模により若干の違いはあ

りますが、おおよそこの案をもとに式の在り方を揃えていただいたところで

す。 

教育委員会の告示は、学校に出向いて行います。各学校への割振りは、後

から提案しますのでよろしくお願いします。 

なお、どこでマスクを外すかなどの細かい部分については、当日、卒業式

の前に打ち合わせていただきますようお願いします。 

来年度の入学式の在り方については、今後の状況を見て３月中旬には決定

したいと考えています。 

６点目は、教職員の人事異動についてです。 

芦北教育事務所での校長ヒアリングが３回行われますが、本年度最後の校

長ヒアリングが２月２１日（月）に行われます。昨年度が２２日でしたの

で、昨年度と同じくらいのペースで進んでいます。 

７点目は、次年度の土曜授業と２学期始業式についてです。 

２月１５日（火）の校長会議で土曜授業については、年間３回程度、学期

１回程度とすること、それに伴い授業時数確保のため２学期始業式を小中と

もに８月２９日（月）にすることを提案し、了承いただきましたので、次年

度はこれでいきたいと思います。  

８点目は、不登校のとらえ方についてです。 

この教育委員会においても、不登校のとらえ方については議論になってい

ましたので、各校長に次年度の学校経営方針を考えていただく際の参考とな

るように添付の資料を配布し説明しました。 

これは、不登校のとらえ方について県教育委員会に質問し、その回答をま

とめたものです。 

要点を説明しますと、まず、文科省からの通知文に次のように記載してあ

りました。 

「不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみ目標と

するのではなく、（途中省略）、児童生徒によっては、不登校の時期が休養

や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある（省略）」 

そこで、私たちは、これまで不登校の解消を目指して学校に登校させるこ

とを目的として取り組んできましたが、この通知文から、今後、不登校をど

のようにとらえて取り組んでいったらよいのか、と県義務教育課に質問しま

した。 

その回答ですが、ポイントを説明すると 

〇学校に登校すること自体は、児童生徒が社会的に自立する上で望ましい

一歩であると考えられる。しかしながら、児童生徒の一人一人に寄り添った

支援を行っていく中で、学校への登校が難しい場合は関係機関等を活用して

社会的自立を目指すことが必要であるとされている。 

〇今後、魅力あるよりよい学校づくりや、ＳＣ等の専門家と連携した支

援、不登校支援シートを活用した引継ぎなどによる不登校対策の充実はもと

より、児童生徒が多様な学びの場で社会的自立を目指すことができる支援を

一層推進していただくようお願いしたい。 

〇「不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るも

のとして捉え、不登校というだけで問題行動であると受け取られないように

配慮し、児意生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要である。」

と示されていることから、県教育委員会では、「不登校問題」という表現は

していない、ということでした。このことをもとに、各校長には、次年度の

経営方針を立て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  不登校に関する県からの文書は、各学校長は納得していますか。 

小島 泰治教育長  そうだと思います。 



4 

山田 誠次委員  新年度の学校経営案は、旧年度の校長が作成するのですか、それとも新年

度の校長ですか。異動などもあると思いますが。 

小島 泰治教育長  それぞれだと思いますが、新しい校長が大幅に見直すこともあると思いま

す。ただ、就任してすぐに新たな方針を策定するのは現実的ではないし、そ

ういうことができるのは２，３年経ってからだと思います。 

  

２）各課報告  

報告第１号 水俣市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付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 

（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  補助金の交付額は受験料の半額ですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 受験する級によって受験料も違いますので、補助額も違います。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 水俣市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規

則の制定について 

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。 

山田 誠次委員 負担金徴収の基準日が５月１日となっていますが、転入、転出の場合はど

うなりますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

５月２日以降に転入、入学があった場合には、その翌日の１０日後までに

手続きを行うこととされています。 

【採決】 承認 

  

議第２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 本日は、御質問や御意見をいただき、次回の定例教育委員会で正式に決定

したいと思います。何かございますか。 

平尾 雅述委員 事業構想の基本目標にＳＤＧｓの文言が盛り込まれましたが、「新しい公

共」など漠然とした表現もなくなり、すごく具体的で良くなったと思いま

す。ＳＤＧｓは２０３０年までの目標ですが、今回の基本目標は令和４年度

の教育委員会の目標として取り組んでほしいです。 

事業構想の実践構想について、文化財の保存管理が記載されていますが、

どこに何があるのか分かりません。郷土愛を醸成していくためには、市民へ
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の普及啓発が必要です。 

ＳＤＧｓと事業構想の関連資料は、すごく具体的に書いてあるのでいいと

思いました。環境センターでも次年度からＳＤＧｓも絡めた環境学習を考え

ていますが、まず、ＳＤＧｓの前にＥＳＤがあります。それを踏まえてのＳ

ＤＧｓであることを知っておく必要があるのかなと思います。ＳＤＧｓは理

念として目標が定めてありますが、大事なのはその実践です。教育的にＳＤ

Ｇｓを実践するためには４番と１７番が核になると思いますが、絵に描いた

餅にならないように、令和４年度は特に何と何に取り組むということも、み

んなで持っておいてほしいです。そこを達成できたかどうかが重要な問題に

なります。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

文化財の件ですが、新庁舎の１階に展示スペースがあるので、市報等での

啓発と併せて次年度から考えていきます。 

山田 誠次委員 基本目標にＳＤＧｓの考え方を取り入れてありますが、難しい部分もあり

ますね。しっかり読むと分かりますが、文章の流れ的に少し分かりづらい感

じもするので、少し検討してもらえればと思います。 

それと、スポーツが教育委員会から離れました。学校教育はこれまで通り

だと思いますが、ＳＤＧｓを推進するにあたっては、それに沿って市民の意

識も変わっていく必要があります。その意味で社会教育を行う生涯学習課が

より重要になります。２０３０年まで時間はそんなにありません。市民に対

するＳＤＧｓの啓発活動が大事になりますが、それは教育委員会の仕事では

なく全体的にＳＤＧｓを統括する部署が行うべきことだと思いますので、そ

の辺のパートナーシップを推進して、理想に近づくような取組を行ってほし

いと思います。 

そうなると事業構想は、手直しではなく何年かに一度、全く違うＳＤＧｓ

に沿った事業構想を作るべきかと思います。ＳＤＧｓの推進のためには、社

会教育や生涯教育をリードする人が必要ですが、市職員の場合は異動があり

ますので、別に誰かスペシャリストを配置できればと思います。社会教育と

生涯学習の重要性は今後ますます増していくので、難しいとは思いますが意

見として述べておきます。それに合わせて、参加者の確保が難しいと思いま

すが、市民が学ぶ機会の確保もお願いしたいです。大人に主体性と当事者意

識が欠けていると本当に感じます。今回の市長選挙、過去最低の投票率でし

たが、大人が他人任せになっていることの表れでもあるかと思いますし、意

識の格差が広がっていくことも懸念されます。市民が学びたいと思うような

場と雰囲気作りができるといいなと思います。 

コロナ禍でリモート学習の機会が増えましたが、その気になれば２００名

程度の参加者はすぐに確保できますので、コロナに関係なくその辺も考えて

もらえればと思います。 

それと、学習支援ソフトの導入についてですが、実際、どういうものなの

か我々も体験できれば内容が理解できますが、どうですか。 

福山 達郎   

教育総務課指導主

事 

次回、お試し版など、お示しできるように検討します。 

山田 誠次委員 総合教育会議の時に話そうと思いましたが、市のホームページでは、教育

委員会のページにたどり着きにくくなっています。 

そもそも教育委員会の欄がないので、特に事業構想など、せっかくいい物

ができたんですから、市民も見ることができるように検討してほしいです。 

本田 恵津子委員 基本目標の文章については、私も文章が長くて理解しにくいなと思いまし

た。文章を分けて簡潔に書いた方がいいと思います。ＳＤＧｓとの関連資料

は分かりやすくて良かったです。自分自身がまだＳＤＧｓを分かってないの
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で、現役で勉強している子供たちの方が詳しいと思いますので、大人向けの

勉強会などあればいいなと思います。 

小島 泰治教育長 水俣環境アカデミアでそのような講座が開催されていると思います。 

事業構想については、本日、皆様から頂いた御意見をもとに、３月定例会

で再度提案いたします。 

  

  

協議第１号 令和４年３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 令和３年度小中学校卒業式、令和４年度小中学校入学式の出席について 

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  袋小の卒業式と袋中の入学式の担当になっていますが、袋地区の場合は、

小学校卒業者と中学校入学者がほぼ同じですので、もしよろしければ御検討

願います。 

本田 恵津子委員  私が緑東中の担当になっていますが、交代します。 

小島 泰治教育長  それではよろしくお願いいたします。 

  

協議第３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 １月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② １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３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。 

平尾 雅述委員  教育委員会では３月３１日の退職者辞令交付式はありますか。あるような

ら時間と場所を教えて下さい。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 確認後、改めて連絡いたします。 

  

２）  宝くじ文化公演「ＭａｙＪ.コンサート」について 
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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 ２，０００円という低料金で文化的事業を経験できるのは素晴らしいの

で、今後も宝くじの助成事業は継続してほしいと思います。 

  

  

閉会宣言 午後３時００分 

 


