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令和４年第１０回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和４年１０月２１日(金) 

場所 水俣市役所２階会議室 

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 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 

田畑 和彦   学校給食センター所長（協議第２号説明時在席） 

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 

細谷 大樹   教育課学校教育室技師（協議第２号説明時在席） 

中村 綾子   教育課生涯学習室主事（協議第２号説明時在席） 

浦  萌木   教育課生涯学習室主事（協議第２号説明時在席） 

松元 草也   図書館長      （協議第２号説明時在席） 

森  竜真   図書館主事     （協議第２号説明時在席） 

松尾 裕二   公民館長      （協議第２号説明時在席） 

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３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 水俣市職員ストレスチェック制度実施規程の一部を改正する訓令

の制定について 

学校教育室 

 ② 水俣演奏家協会第２８回定期演奏会に係る後援承認について 生涯学習室 

 ③ 第４８回熊本県書道連盟「巡回展」に係る後援承認について 生涯学習室 

   

３  議事 

１） 審議事項  
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① 水俣市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て 
学校教育室 

   

２） 協議事項  

 ① 令和４年１１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 令和３年度の点検・評価について 

学校教育室 

生涯学習室 

学校給食センター 

 ③ 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１１月の行事予定について 学校教育室 

２） その他  

 

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】 

榮永 哲久 

学校教育室長 

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  

１）教育長報告  

小島 泰治教育長 みなさんこんにちは。 

１０月も下旬となりましたが、朝夕は、少し冷え込むようになりました。 

学校関係者のコロナ陽性者数は、１０月に入り６人の報告がありました

が、ひと頃よりめっきりと減ってきており、２学期になって、学級閉鎖等は

行っていません。 

今まで、学校からの報告については、陽性者が出るたびに学年、氏名等を

委員会に報告してもらっていましたが、今週からは、週末に人数の報告をし

てもらうだけの方式に変更しました。従って、先ほど説明した陽性者の数６

人については、１４日までの数となります。 

ただ、学級閉鎖等の実施の有無については、今まで通り、校長と私で検討

して決定していきます。 

さて、９月、１０月は、スポーツの秋ということで、体育関係の様々な行

事があっております。 

まず、運動会・体育大会ですが、今年度の運動会が９日（日）に実施され

た一小を最後にすべて終わりました。２学期に実施された学校は、最初のこ

ろは少し暑かったですが天候に恵まれ、良い運動会、体育大会になったので

はないかと思います。コロナ禍にあって、半日の開催も定着してきたのでは

ないかと思いますが、コロナ禍にあっての様々な工夫が、収束したあとにも
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生かせるものがあるのではないかと思っています。  

次に県の中体連陸上競技大会ですが、１０月１日（土）にえがお健康スタ

ジアムで実施されました。私も応援に行きましたが、水俣勢では、水俣二中

の中村天茶君が２年１５００ｍで優勝、水俣一中の中村和輝君が代表走り高

跳びで３位に入っています。出場した生徒は、懸命に頑張っていました。来

年度は、この大会が７月下旬にあるとの情報が入っていますが、長年続いた

秋の大会が今年で最後ということで感慨深く思ったところです。 

次に、郡市駅伝大会ですが１０月１３日（木）にＢ＆Ｇの周回コースで実

施されました。結果は、女子が優勝津奈木中、二位水俣二中、男子が優勝水

俣二中、二位津奈木中でした。県大会が来月１１日（金）にありますが、男

女ともに水俣二中、津奈木中が出場することになりました。健闘を祈ってお

りますが、特に、今回、水俣二中男子は、大会新記録ということで活躍が期

待されます。 

また、緑東中も少ない生徒の中から選手を選抜し、他のチームにかなり離

されましたが、最後までしっかりと頑張っている姿が印象に残りました。 

１３日（木）の午後は、エコパークで、小体連陸上記録会がありました。

コロナ禍にあって３年ぶりの開催となりました。私も、久しぶりに小学生の

一生懸命な姿を見ることができました。 

このように、この９月、１０月、水俣市内の小中学生がしっかりと育って

いる様子をうかがうことができました。 

報告は以上です。何か質問はございますか。 

堀  浄信委員 運動会は半日開催が主となってきていますね。 

小島 泰治教育長 本年度は、各学校とも全て半日開催でした。コロナ後はどうなるか分かり

ませんが、保護者からも好評を得ているようです。 

堀  浄信委員  コロナ禍だから半日としているのだとは思いますが、働き方改革も影響し

ていますか。運動会だけでなく入学式や卒業式の簡素化もありますが。 

小島 泰治教育長  それもあると思います。特に式典関係は、歌の練習にかなりの時間がかか

るので、その部分を考えると働き方改革になっていると思われます。 

堀  浄信委員  歌は欲しいという感じもしますが。 

小島 泰治教育長  何でも働き方改革というのではなく、考えながらやっていくべきだと思い

ます。 

  

２）報告事項  

報告第１号 水俣市職員ストレスチェック制度実施規程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２号 水俣演奏家協会第２８回定期演奏会に係る後援承認について 

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。 
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報告第３号 第４８回熊本県書道連盟「巡回展」に係る後援承認について 

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。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 水俣市立小・中学校管理規則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。 

【採決】 承認 

  

２）協議事項  

協議第１号 令和４年１１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 令和３年度の点検・評価について 

 ① 安全・安心な学校施設の整備・充実 

細谷 大樹   

教育課学校教育室

技師 

（配布資料をもとに説明） 

学校教育室 

平尾 雅述委員  先日の学校訪問で、袋中のトイレを見ましたが、以前より改善されていま

した。ただ、職員用トイレは以前のままで、男女兼用もそのままでした。校

長室の床の破損部分もあるので対応が必要だと思います。 

 それと、最近、学校内に侵入した不審者が竹刀で子供をたたくという事件

がありましたが、その辺も常日頃の対策が必要だと思います。 

細谷 大樹   

教育課学校教育室

技師 

 袋中校長室の床については、今度の冬休みに対応予定です。トイレについ

ては、職員用トイレの環境が悪いこともあり、次年度、袋中を優先して対応

する予定です。 

不審者対策は、学校ごとに状況が違うので、各校と協議の上、決めていき

たいと考えています。 

本田 恵津子委員  旧三中は、体育館が利用できますが、グラウンドでもサッカーやグラウン

ドゴルフをやっています。旧校舎の壁がはがれて落下する危険性もあると思

いますが、バリケードだけで大丈夫ですか。校舎を解体することは考えてい
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ませんか。 

細谷 大樹   

教育課学校教育室

技師 

 現時点では建物が倒れることは考えられず、外壁も真下に落下するだけな

ので、バリケードでの対応で大丈夫だと思われます。校舎の解体について

は、多額の予算が必要となるため、今のところ予定はありません。 

山田 誠次委員  耐震化の部分で、実績値が１１分の８となっていますが、残りの３校につ

いては、改修計画はできていますか。 

細谷 大樹   

教育課学校教育室

技師 

 構造体部分に関しては、全校対応済です。外壁などの非構造部分に係る耐

震化については、あと３校残っています。計画は作成済です。 

山田 誠次委員  安全管理上、監視カメラは設置しないのですか。 

細谷 大樹   

教育課学校教育室

技師 

 今のところ設置していません。 

堀  浄信委員  この部分に関する質問ではないのですが、点検・評価はどのような方が、

どのような形式でされていますか。 

森山 結    

教育課学校教育室

主事 

 学識経験のある外部の方ということで、令和４年度から、坂本彰先生と山

本有三先生にお願いしています。外部評価は８月に実施いたしましたが、委

員の方々から各項目ごとにヒアリングを受け、今回の資料を作成しておりま

す。 

  

 ② 学力向上対策事業（確かな学び・豊かな心・健やかな体を育む学校づく

り） 

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 

平尾 雅述委員  非常に重要なことばかりだと感じました。オンラインでの取組が増えてい

ますが、今後もオンラインでやっていけるとの感触を得ていますか。メリッ

トとして、オンラインで先生方の出張が済むのであれば、移動時間を削減で

き、その分、授業時間が確保できると思います。 

榮永 哲久 

学校教育室長 

 確かに、研修会などはオンラインが増えています。以前、どれだけオンラ

インが増えたか調査しましたが、各校とも学校内でオンライン研修を受ける

ための場所の確保に課題があるようでした。複数の先生方が同時に研修を受

けるのも困難とのことでしたので、本年度、補正予算により学校内でのアク

セスポイントを増やすための措置を行いました。 

平尾 雅述委員  図書館教育の推進もいいと思いました。ＩＣＴもいいのですが、学校訪問

の際、図書室の棚に辞書や漢字検定などの本がほこりを被った状態になって

いるのを見ると、ＩＣＴだけじゃなく書籍を使った調べ学習の必要性を改め

て感じます。 

 それに、タブレットの見過ぎで視力の低下も著しいし、家庭内でものべつ

幕なしに使っているのが心配です。 

山田 誠次委員  成果や課題の項目を拝読し、少し違和感を覚えました。学力向上といいま

すが、意識を変えていかないと、付け焼刃の対処療法だけではどうかなと思

います。 

点検評価委員の意見に「教師の経験と子どもの努力が必要」とあります

が、いつまでがんばれがんばれと言うんでしょうか。何でもトップを目指し

てがんばれではなく、遅れている子がみんなに追いつくくらいの指導でいい

のではないでしょうか。そこまでがんばれがんばれでやる必要はないような



6 

気がします。 

以前は、学校教育改革プロジェクト会議に、我々も参加しておりました

が、あの場で発表される各先生方の研究発表内容は素晴らしいものがありま

す。しかし、実際の現場でどれだけ実施でき、他の先生に伝わり、全体の底

上げにつながっているのかは難しい部分があるのかなと感じています。 

小島 泰治教育長  御意見として承っておきます。 

堀  浄信委員  オンラインはＺｏｏｍで行うことが多いんですか。また、アカウントのホ

ストは各学校で実施する形ですか。 

榮永 哲久 

学校教育室長 

 そうなります。 

  

 ③ いじめ、虐待、不登校児童対策事業（誰もが楽しく学べる教育環境づく

り） 

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 

堀  浄信委員  事業費が２５６万円となっておりますが、何に使われましたか。 

榮永 哲久 

学校教育室長 

 主に報償費です。スクールソーシャルワーカー等の報酬に加え、消耗品費

等の需用費も少しあります。 

堀  浄信委員  子ども家庭庁の話ですが、子どもだけじゃなく家庭も巻き込んで包括的な

支援が必要だからそうなっています。水俣市にもその視点での機構改革など

が必要だと思います。ヤングケアラーの問題もそうです。 

私の法人で、１月２９日に「ひかりっこセミナー」を実施しますが、子ど

も家庭庁の担当をされている厚生労働省の方をお招きして、これからの児童

家庭福祉がどう変わっていくのか、お話をいただく予定です。 

お母さんたちなど、家庭の方々はもうすでに頑張っているから、頑張らな

くてもやっていける制度を作ろうという話です。価値観を変えていかないと

みんな救われないと思います。 

小島 泰治教育長   子ども家庭庁関係の組織づくりについては、福祉課が中心となって取り組

んでいると思います。 

本田 恵津子委員  いじめの件数について、令和２年度の４３件から７９件とかなり増えてい

ます。これでもまだ判明していないケースがあると思いますし、アンケート

をとっても書けていないのもあるのではないでしょうか。 

 いじめは、早期発見、早期対応に尽きると思いますが、先生方の認知につ

ながるような、スクールソーシャルワーカーからの助言などはあるのでしょ

うか。アンケートに上がってこない人を取りこぼさずに救ってあげられるよ

うな対応ができればと思います。 

小島 泰治教育長  セミナーではスクールソーシャルワーカーの講話を入れています。年度当

初、各学校において「いじめ防止基本方針」を、全教職員で読み合わせを行

うよう、絵に描いた餅にならないように校長会でもお願いしています。 

 いじめの定義をしっかりみんなが理解して、取り掛かれるように話をして

います。それと、先日、保護者についてもアンケートが必要だという意見を

いただきましたので、それも検討したいと考えています。 

平尾 雅述委員  保護者間のトラブルも増えています。子どもたちへの支援も必要ですが、

それと併せて保護者への支援も必要です。自分中心な方々が増えている今こ

そ、みんなで子どもを育てていくという意識を共有したいですね。 
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 ④ 給食センターにおける食育・地産地消推進事業 

田畑 和彦   

学校給食センター

所長 

配布資料をもとに説明） 

学校給食センター 

山田 誠次委員  アレルギー対応には苦労されていると思いますが、これまでに問題が発生

したことはありますか。提供時の手違いなども想定されるかと思いますの

で。 

田畑 和彦   

学校給食センター

所長 

 保護者からの申請書と、医師の診断書に基づき対応していますが、私が知

る限りトラブルはありません。 

平尾 雅述委員  コロナでできなかった事業もあるようですが、オンラインの実施も検討し

ていただければと思います。 

 他市の話ですが、今朝の新聞で給食が無料にという話を知りました。賛成

の方が多いとは思いますが、私は無料で給食を提供することには反対です。

急激な円安で給食に係る費用も上がっていると思いますし、そもそも無料で

食べさせるのはいかがなものでしょうか。 

小島 泰治教育長  給食費の件は、前回の教育委員会定例会でもお話ししました。広報みなま

たでも給食センターの取組や、月額１，０００円の補助などについても掲載

しました。 

本田 恵津子委員  地元生産者からの納入品目について、令和３年度は２１品目とのことです

が、その前年度はどれくらいでしたか。 

田畑 和彦   

学校給食センター

所長 

ほぼ同様です。 

本田 恵津子委員  今後、増やしていく予定はありますか。 

田畑 和彦   

学校給食センター

所長 

 いくつか話も来ていますので、必要事項を説明の上、対応していきたいと

思います。 

堀  浄信委員  私の法人では子ども食堂をやっているから分かるのですが、給食で救われ

ている子は、たくさんいると思います。特に長期休み中はそうです。給食セ

ンターの職員は、夏休み中などはお休みになると思いますが、その間、うち

の法人などで働いていただくようなことはできるのでしょうか。 

平尾 雅述委員  例えば本年度のように、８月中に２学期がスタートし、それで給食を提供

するということになれば、雇用の問題もあるのかなと思いました。様々な機

関と連携することにより、長期休暇中の雇用の確保なども考えなければいけ

ないのかなと思います 

小島 泰治教育長  会計年度任用職員である学校用務員、支援員、給食センター調理員の方

も、長期休暇中は、別のアルバイトをされている方もいらっしゃいます。 

平尾 雅述委員  近隣市町村では、長期休暇中においても、保険も含めて雇用を継続してい

るところがあるようです。 

小島 泰治教育長  そういう御指摘を受けることもありますので、８月中にも給食を提供する

ことが可能かどうか、財政当局とも話をしてみたいと思います。 

 教育課程の授業時数も増えておりますので、土曜授業を廃止してしまう

と、今までの９月１日スタートで賄うことはできません。 

山田 誠次委員  点検評価委員の御意見はすごくいいことが書いてありますので、各学校へ

も伝えてほしいと思います。アレルギー対応についても、何も問題が発生し
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ていないことを評価していいのかなと思います。 

 どうして事故が起きていないのか、そこを見ていいところを学んで次に生

かす取組を続けていけばいいと思います。 

小島 泰治教育長  評価結果については、後日、公表を行います。 

森山 結    

教育課学校教育室

主事 

 ホームページにも公表します。 

 過去の分についても見ていただくことは可能です。 

  

 ⑤ 青少年健全育成事業 

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 

平尾 雅述委員  食育・環境・スポーツなど、体験学習は大切だと思います。環境センター

でも環境学習に加え、ＳＵＰなどもやっています。予算がなければ、予算を

持っている団体との共催という形もあると思います。 

 あいさつ運動は、様々な方々に関わってもらえたらいいですね。点検委員

評価には効果がなかったと書いてありましたが、それなりの効果はあると思

います。 

本田 恵津子委員  あいさつ運動は市の職員も参加されていますか。 

草野 徹也   

生涯学習室長 

 生涯学習室の職員で参加しています。 

本田 恵津子委員  パン作りの参加状況ですが、コロナ前は何組くらい募集されていました

か。 

中村 綾子   

教育課生涯学習室

主事 

 令和元年度から開始した事業ですが、１回目は１２組で、今より少し多い

くらいでした。これくらいの規模で続けられたらなと思います。 

本田 恵津子委員  体験学習は大人になっても印象に残ると思いますので、人気行事というこ

とであれば、年に何回かに分けて実施できませんか。 

中村 綾子   

教育課生涯学習室

主事 

 そういう話も出ましたが、他のイベントもあるため、現在は１回として考

えています。 

山田 誠次委員  以前の非行防止的な意味合いも変わってきておりますので、青少年健全育

成という題名は、そろそろ明るい前向きな言葉へと見直した方がいいと思い

ます。 

草野 徹也   

生涯学習室長 

 他の自治体では、同様の内容ですが別の名称で実施している所もあるよう

ですので、今後、そのような話になれば、変更も検討したいと思います。 

  

 ⑥ 文化会館自主文化事業 

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 

山田 誠次委員  コロナ禍であっても、様々な機会を作っていただいていることに感謝した

いです。 

平尾 雅述委員  芸術の世界も今はコロナ不況です。財政的に厳しいのか、１回で５００万

円くらいかかりますので、オーケストラを呼んでくれる所も減っています。 

 尺八の公演には参加しましたが、非常に良かったと感じました。 
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草野 徹也   

生涯学習室長 

 今年度はできるだけ前倒しして事業をやろうと思っています。子ども劇場

を行いましたが、子どもたちの反応は良かったです。早めに事業を実施すれ

ば、コロナによる延期にも対応しやすいですから。今後は、２月に劇団四季

を予定しています。 

  

 ⑦ 図書館創作事業 

松元 草也   

図書館長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

平尾 雅述委員  本木先生は水俣市に思い入れが強い先生だと感じています。コロナ禍で思

うように事業が実施できていませんが、今後もつながりを大事にしていただ

きたいと思います。 

本田 恵津子委員  令和２年度も３年度も事業費が０円となっていますが、オンラインで実施

した場合は、費用は不要ですか。 

松元 草也   

図書館長 

 先生への報酬は必要になります。１回３万円で４回実施した場合、合計１

２万円になります。 

  

 ⑧ 公民館自主事業 

松尾 裕二   

公民館長 

（配布資料をもとに説明） 

生涯学習室 

平尾 雅述委員  市民教室の受講者９７０名中、男女の内訳はどうなっていますか。 

松尾 裕二   

公民館長 

 ほぼ女性です。 

平尾 雅述委員  男性は参加しにくいと思うので、特に料理などでお試し期間を設けること

はできませんか。それと、公民館の老朽化問題も気になります。駐車場も不

足しているように思います。 

松尾 裕二   

公民館長 

 裏側は空いていることも多いと思います。大きなイベントを実施する際は

足りませんが。 

本田 恵津子委員  生涯学習フェスティバルの際は、どうされましたか。 

松尾 裕二   

公民館長 

 水俣高校や周辺の駐車場を借りました。 

山田 誠次委員  公民館事業は、内容が大事なので公民館の建物にこだわる必要はありませ

ん。水俣環境アカデミアの建物を使ってもいいと思います。 

  

協議第３号 学校教育活動の現状について 

榮永 哲久 

学校教育室長 

（報告の概要） 

① ９月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ９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１１月の行事予定について 
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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。 

各委員 なし。 

  

  

２）  その他 

小島 泰治教育長 本日の議題は以上になりますが、その他に何かございませんか。 

各委員  なし。 

  

閉会宣言 午後４時３０分 

 


