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令和４年第１回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和４年１月２８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 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 

宮本 珠美   生涯学習課社会教育推進係長 

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 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 

教育総務課 

 

 ② 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

名義後援の変更について 

教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 中学校合唱部・合同演奏会に係る後援承認について 教育総務課 

 ② 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について 生涯学習課 

 ③ 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 生涯学習課 
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２） 協議事項  

 ① 令和４年２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 土曜授業について 教育総務課 

   

４ その他  

１） 令和４年２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 

３） 
令和３年度水俣市文化会館自主文化事業「藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ」

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 皆さんこんにちは。 

昨日、県内で新たに１２８１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと

の発表がありました。３日連続で過去最多を更新しております。水俣でも４

人の発表がありました。このようなことから、県は、昨日リスクレベルを３

に引き上げました。 

さて、年が明けて、１月９日（日）に成人式、１月１５日（土）に藤原道

山＆ＳＩＮＳＫＥの公演を行いました。直前に水俣市内のコロナ陽性の確認

もあり、大変気をもんだころですが、さらに感染対策を講じて実施に踏み

切ったところです。後ほど担当課長から詳しく説明しますが、正直なところ

実施できてよかったなと思っています。 

今回は、新型コロナ関係について４点報告します。 

１点目は、緑東中の臨時休校についてです。 

１月２５日（火）に緑東中の学校関係者に陽性が判明しました。 

学校の対応として、２５日(火)の給食後、生徒、職員を下校させ、自宅待

機とし、２６日（水）～２８日（金）まで臨時休校としました。保護者に

は、生徒にお知らせの文書を配付し、周知しました。 

その後、学校では、保健所の指導により消毒を実施しております。 

昨日、１月２７日（木）に、保健所より「学校関係者に濃厚接触者なし」

との連絡がありましたので、保護者にメールでその旨をお知らせし、３１日

(月)から学校を再開します。 
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２つ目は、濃厚接触者の出席停止期間についてです。 

今までは、濃厚接触者の自宅待機期間は、２週間となっていましたが、オ

ミクロン株は１０日間となりましたので、学校においてもそれに伴いオミク

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。 

３点目は、部活動についてですが、県のリスクレベルが３に上がったこと

に伴い、２月１３日（日）まで部活動は原則中止となりました。 

４点目は、第二小学校修学旅行の延期です。 

２月３（木）及び４日（金）に長崎方面への修学旅行を計画しておりまし

たが、新型コロナウィルス感染症の感染状況等に鑑みて、２月２４（木）及

び２５日（金）に延期しました。場所は、県内を予定しています。すでに

キャンセル料が発生しておりますが、これについては、水俣市で補助をいた

します。 

報告は、以上です。 

堀 浄信委員  コロナ関係で第二小学校保護者へ一斉メールが来ましたが、先生の実名が

記載してありました。その先生のお子様が通っている保育園に陽性者が出た

とのことでしたが、クラスも限定されますし、実名はびっくりしました。連

絡が来ましたので、一応、私の施設内でも共有しましたが、実名はどうだろ

うと考えさせられました。 

坂本 禎一   

教育次長 

 第二小学校からは、出勤を控えさせる旨の報告は受けましたが、実名で保

護者に通知することは聞いていませんでした。 

小島泰治教育長  教職員は、場合によっては、濃厚接触の段階から保護者に知らせる必要性

はあると考えています。教職員が濃厚接触となる場合は、１０日間お休みす

ることになり、特にクラスの担任をされている場合は、影響が大きくなりま

す。 

しかし、児童生徒の場合は、もちろん名前は出さずにですが、陽性が確定

してから、学校関係者として慎重に配慮の上、各保護者に対して通知するこ

とになります。その際は、人権に配慮の上などと記載して、通知されている

と思います。 

堀 浄信委員  本当に難しい話で、何が正解かは分かりませんが、とにかく実名でしたの

でびっくりしました。 

山田 誠次委員  こういうメールを学校が出すときは、事前に教育委員会でチェックされま

すか。 

小島泰治教育長  事前に相談があるケースが多いと思いますが、そうではない場合もありま

す。 

山田 誠次委員  私の保育園の場合は、必ず事前に福祉課に確認してもらいます。 

堀 浄信委員  すぐにうわさも広がりますので、何らかの説明が必要になるでしょうね。 

小島泰治教育長  うわさが広がるのを止めることはできませんが、その情報を学校が出さな

いようにしないといけません。とにかく、教育委員会としては、教職員は、

場合によっては、濃厚接触の段階から情報を公開し、子供たちについては陽

性が確定してからとしております。担任が１０日間休みとなれば、どうして

も実名での発表にならざるを得ない部分があります。 

平尾 雅述委員  学校訪問の際、マスクの件も質問しました。いろいろな考え方があるよう

で、どうしても保護者任せの部分があるとのことでしたが。それと、コロナ

による中学校部活動の活動中止の件ですが、とくにサッカーのクラブチーム

は練習を継続しています。学校の部活動と社会体育は違いますが、どうせや

るなら一斉にやった方がいいと思います。 

小島泰治教育長  これまでにも説明しましたが、中学校部活動は教育委員会に権限がありま
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すので活動中止の命令が出せます。しかし、社会体育については、教育委員

会の権限外ですので、自粛のお願いしかできないのが現状です。 

平尾 雅述委員  エコパークでよくサッカーをしていますが、県外からの参加もあるようで

す。 

山田 誠次委員  袋校区では、社会体育ですが小学校のサッカーは、昨日より活動を中止し

ています。ただ、仕事として指導をされているクラブについては、生活が懸

かっている分、休みづらいのかなと思います。 

 大会については、保護者の方々も来ないようにということで実施していま

すが、選手に対しても休憩時にはソーシャルディスタンスで座るようにと

か、その辺はクラブ任せかなと思います。練習中の給水も距離をとって飲み

なさいと指導しています。 

  

２）各課報告  

報告第１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 

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  この補助金の内容を教えてください。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 消毒液、石鹸、衛生用品、遠隔授業用の備品、その他コロナ対策としての

物品等の購入費用です。設置型の体温計測機器などもあります。 

平尾 雅述委員  以前、政府が配布したマスクの在庫が余っているから、希望者に配布しま

すという話があり、希望者を募るとかなりの応募があったと聞きました。水

俣市では、配布を希望した学校はありましたか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 その件は、教育委員会では特に把握していません。 

  

報告第２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名義後援

の変更について 

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 

・新型コロナウィルス感染症の拡大状況に基づき、開催日を２月６日（日）

から３月２７日（日）に変更する。 

小島泰治教育長  何か質問はありますか。 

各委員  なし。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 中学校合唱部・合同演奏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。 
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各委員 なし。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

梅下 彰    

生涯学習課長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

・深川生涯学習センターの所管を産業建設部経済観光課へ変更し、企業支援

センター深川分室として転用する。 

小島泰治教育長 何か質問はございますか。 

平尾 雅述委員 別表中の冷暖房使用料は、なぜ削除するんですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

冷暖房は深川生涯学習センターのみの機能でしたので、今回の施設転用に

より項目を削除するものです。 

山田 誠次委員 転用先は、企業支援センターの深川分室と書いてありますが、これはもと

もとどこにある施設のことですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

企業支援センターは、産業団地内にあります。 

【採決】 承認 

  

議第３号 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

梅下 彰    

生涯学習課長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習課 

・水俣市公民館分館の所管を福祉環境部健康高齢課へ変更する。なお、公民

館分館体育室は、公民館体育室とし、教育委員会の所管とする。 

小島泰治教育長 何か質問はございますか。 

山田 誠次委員  公民館体育室は、体育施設ですが教育委員会に残るということですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 そうなります。 

本田 恵津子委員  体育室の利用者数は、どれくらいでしたか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 週に３団体が利用していました。今までは夜間のみの利用でしたが、今後

は午前９時から使用できますので、その他の団体の利用もあるかもしれませ

ん。 

堀 浄信委員  意見ですが、これを機会に利用者数を増やすための周知を行っていただけ

ればと思います。 

山田 誠次委員  施設の施錠は公民館の職員が行うのですか。 

梅下 彰    

生涯学習課長 

 現在、体育室にはトイレがないため、事前にトイレを済ませていただくこ

とも考慮の上、利用者には公民館に来てもらい、そこでカギを受け取り、施

設利用後、施錠及び電気の確認を行った上でカギを返却してもらう形で管理

しています。 

【採決】 承認 

  

協議第１号 令和４年２月の教育委員会定例会の開催日程について 
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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。 

堀 浄信委員 次回、２月１７日（木）は出席できないのでよろしくお願いします。 

  

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 １２月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② １２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 土曜授業について 

小島泰治教育長 （配布資料をもとに説明） 

 

水俣市においては、土曜授業を平成２６年度から実施してきました。当初

は、年間１０日（月１回）実施していましたが、現在は、７日の実施となっ

ています。 

内容は主に総合的な学習の時間における「水俣科」を実施しています。 

土曜授業については、見直す時期に来ているのではとのご意見をここ数年

いただいておりましたので、今回、今後の在り方について校長先生方からご

意見をお伺いしました。 

その結果として、土曜授業では、「水俣科」の取組を進めてきたわけです

が、通常の授業（教育活動）内で進めることが可能であり、いわゆる土曜に

しなくても実施できると全校長が回答されました。 

また、課題も多く、土曜授業の主な課題については、「当日の欠席者が多

い。」、「代休を長期休業期間中に取得する教諭が多く、結果的に年休の取

得が少なくなる。」などでした。 

なお、他市町村の土曜授業の実施状況について調べてみましたが、水俣と

同じように今後の在り方について検討しているところや、中止したり回数を

減らしたりしているところなどが多くあり、全体的に衰退傾向であることが

分かりました。 

そこで、校長会と相談し、次年度は３回程度に減らし、再来年度以降につ

いては、来年度の様子を見て検討することとなりました。 

実施の在り方については、まだ詰めなければならないところがあります

が、今日は、とりあえず、７回から３回程度に減らすということを御理解い

ただきたいと思いまして議題としたところです。 

なお、まだ検討中ですので、情報の取扱いについては御配慮をお願いしま

す。  

説明は以上になりますが、何か質問はございますか。 

堀 浄信委員 土曜授業はそろそろ見直すべきだと考えていましたので、基本的にはこの

案でいいと思います。土曜授業はあくまでも方法論であって、学校教育法第

１条で人格の形成が求められていますが、それを達成するための方法は変

わっていっていいと思います。 

ただ、主役が誰なのかははっきりしとくべきです。生徒の立場からする

と、廃止に反対する生徒はいないと思いますが、勝手に始めて勝手に終わる

のかということにもなります。せめて生徒の皆さんの意見も聞いた上で、決
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めるべきかもしれませんね。もし続けてほしいということになればそれも検

討すべきですし、子供の人権は大事にしなければなりませんので、何かしら

の形で子供たちに示して、少なくとも声を拾い上げようとする姿勢は必要だ

と思います。 

小島泰治教育長 全生徒にアンケートを行うのは難しいかもしれませんが、意見は聞くこと

ができればと思います。 

ただ、生徒の皆さんは土曜授業に対してあまり歓迎ではないような気がし

ます。現在、芦北町や津奈木町も土曜授業を行っていませんし、各種大会と

重なる部分もあるので、それらも考えた上で判断していく必要があると思い

ます。 

山田 誠次委員 今回の資料で網掛けしてある部分が変更になるということでいいですか。 

小島泰治教育長 変更になると決まっているわけではなく、まだ詰めきれていません。回数

は今の７回から３回程度、日課はこれまで７回で２１時間分だったのが、３

回になり９時間程度、つまり１２時間程度減ることで考えています。 

内容についても少し緩和しようと思います。 

平尾 雅述委員 土曜授業については、それ自体、デメリットが多いように記載してある

が、確かに子どもにとって、そして保護者にとってもそうだったのかもしれ

ませんね。スポーツの大会が開催される際は、大人数で休まれることもあり

ましたので。津奈木町では夏休みを早めに切り上げているようですが、そち

らの方がすっきりすると思います。 

小島泰治教育長 校長会の意見としては、いきなりゼロではなく少しずつ減らしていければ

ということでした。しかし、土曜授業を減らせば授業時数も減りますので、

減らした分、夏休みを減らすのか、その部分が調整できていません。夏休み

を減らすとその分だけ予算も増えますので。 

平尾 雅述委員 私も現役のころ、今の土曜授業は臨機応変な対応が行いにくく、やりにく

いなと感じてました。 

小島泰治教育長 土曜授業の趣旨として地域交流ということがありますが、土曜日にしかで

きないのなら、体育祭のようにその分を平日に振り替えればいいだけの話な

ので、土曜授業ではなく、土曜日の振替授業という形も可能なはずです。そ

ういった視点も持って取り組むべきだと思います。 

とりあえず、次年度はこの案で実施させていただければと思います。 

堀 浄信委員 土曜授業で出勤した場合は、長期休業期間中に休みが取れるんですか。 

小島泰治教育長 先生たちには夏休みが５日間ありますが、その他に研修会なども入れてい

くと、年休を取得する日が少なくなります。 

山田 誠次委員 土曜授業の実施日について、学校裁量とすると書いてありますが、今まで

もそうだったんですか。 

小島泰治教育長 いえ、今まではある程度決めてありました。ここを今、検討しているとこ

ろですが、学校裁量と言ってもある程度は統一しないと、特に小学校の場合

は社会体育活動との重複も発生すると思います。だからその辺を今から詰め

ていかなければなりません。 

山田 誠次委員 兄弟姉妹で、小中学校に分かれている場合は、できれば同じ日になる方が

いいですよね。 

小島泰治教育長 そうですね、今までは同じ日だったり違う日だったりでそれぞれでしたが

久木野小学校や緑東中学校などは授業参観等で違う日に設定したり、多少の

ばらつきはありました。 

ただ、それでも大体は教育委員会から指定していました。 



8 

山田 誠次委員 実際、３回に減らすと授業参観にあてるケースが多くなりそうですか。 

小島泰治教育長 今まで振替え処理として授業参観を土曜日に実施していたのを、土曜授業

として実施するのであれば、そこまでばらけることはないと思います。そこ

はこれからあと２か月で詰めていきます。 

  

４ その他  

１） 令和４年２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。 

本田 恵津子委員  卒業式の日程を教えてください。 

小島泰治教育長  中学校が３月６日、小学校が３月２３日です。 

  

２）  令和４年水俣市成人式について 

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。 

各委員 なし。 

  

３） 令和３年度水俣市文化会館自主文化事業「藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ」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。 

各委員 なし。 

  

４） 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、それ以外で何か質問はございますか。 

平尾 雅述委員  そろそろ次年度の準備に取り掛かるころと思いますが、各学校の制服につ

いて、ＬＧＢＴに配慮した対応がなされているところはありますか。例えば

女子でもズボンが履けるとか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 そういった対応は把握できていませんが、先日、第一中学校の学校評価の

際の質問でも出ていたと思います。今は学ランとセーラー服なので、難しい

部分はあるようです。 

小島泰治教育長  今の制服は、学校再編の際、水俣市内で転校してもリボンなどを変えるだ

けで安価に対応できるようにと、市内で統一して作成しました。 

平尾 雅述委員  二中の女子がズボンで登校していたと思いますが、確か学ランだったよう

な気がします。 

小島泰治教育長  実際に確認したわけではありませんが、今、そういう声は上がってきてま

すので、今後考えていかなければならないことだと思います。 

本田 恵津子委員  女子の制服はスラックスバージョンがあればいいなと思いますが、ＬＧＢ
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Ｔということだけではなく、動きやすさという観点からどうでしょうか。 

小島泰治教育長  我々が子供のころは、女性はスカートというイメージがあったんですが、

女性がスラックスというのも当然ありますからね。今のセーラー服の場合は

合わないかもしれないので、そうなるとそれに合う制服を検討することにな

ります。一応、学校再編の際、制服を検討する議論も行いましたので、再検

討するなら、各校ごとに代表者を決めるなどして議論していく必要がありま

す。 

小島泰治教育長  最後に一点、追加で報告です。今、市内施設を閉鎖していますが、今のと

ころ２月５日（土）までは確実に閉館します。２月６日（日）からどうする

かは２月２日（水）に判断します。今回の閉館は、県のリスクレベルが上

がったからではなく、水俣市の独自基準によるものです。 

 それと、土曜授業については、本日は課題を中心に説明しましたが、もち

ろん成果もありました。水俣科が充実して、水俣を誇りに思える子供たちが

増えてきました。これらは一番の成果として考えられると思います。 

  

閉会宣言 午後３時００分 

 


