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令和３年第８回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和３年８月２５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 

本田 恵津子  委員 

教育長 小島 泰治 

欠席委員 山田 誠次   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 

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 

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 映画感想画コンテスト２０２１に係る名義後援について 教育総務課 

 ② 水俣市旅費支給事務取扱要綱の一部を改正する訓令の制定について 教育総務課 

 ③ 水俣市職員懲戒等審議会規程の一部を改正する訓令の制定について 教育総務課 

 ④ 水俣市公共施設活用のためのプロジェクトチーム設置規程の制定に

ついて 

教育総務課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 ① 第５８回熊本県中学校理科授業研究大会に係る名義後援について 教育総務課 

 
② ２０２１年度書き損じハガキ回収プログラムに係る名義後援につい

て 
教育総務課 
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③ 公益財団法人水俣市振興公社もやい直し事業「辻井いつ子講演会」

に係る後援の承認について 
生涯学習課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和３年９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） ９月の行事予定について 教育総務課 

   

 

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 みなさんこんにちは。 

８月も下旬となり、夏休みもあと１週間となりました。この夏休み、大雨

対応等がありましたが、大きな被害はありませんでした。 

水俣市では、通常どおり、９月１日から２学期を始めますが、今のところ

無事にスタートできそうです。 

しかし、委員の皆さんもすでにご存じかと思いますが、昨日、県知事と県

の教育長が２学期からの感染症対策について記者会見を行いまして、その

後、市町村教育委員会にも、お配りしております通知文が届きました。 

主な内容は、記載しております１～６になります。 

特にということで、３の（３）部活動については、１２日（日）まで原則

中止となります。 

また、１９日付でも文書が来ておりまして、別紙１と２により対応を徹底

するようにとの通知が来ております。 

教育委員会としては、明日、臨時の校長会議を開催し、これらの通知文を

もとに新学期からの対策について協議し、市内で統一するもの、学校判断と

するものなどを決定したいと考えております。 

報告は以上です。 

平尾 雅述委員  部活動は中学校についてだと思いますが、小学校の社会体育についてはど

うなりますか。 

小島泰治教育長  中学校がこのような状況ですので、スポーツ交流課にもお願いをしようと
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思います。中学校については命令ができますが、社会体育には命令ができま

せん。今までスポーツ振興課の時にも御配慮くださいという文書は出してま

したので、先ほど、スポーツ交流課長にお願いしてきました。 

堀 浄信委員  この度は、当法人の件で大変ご迷惑をおかけしました。コロナ対策は十分

に行っていたつもりですが、いざ発生すると難しさを感じました。 

小島泰治教育長  各学校ごとの工夫もあると思うので、いい部分はみんなで共有して取り組

んでいければと思います。 

平尾 雅述委員  コロナ検査の簡易キットを学校に配布するというニュースを見ましたが、

配布された場合は学校が検査するのでしょうか。 

小島泰治教育長  具体的にまだそのような話は来ていません。 

堀 浄信委員  障がい者施設については、医師または看護師がいる施設とされており、医

師、看護師以外の職員でも研修を受ければ抗原検査ができるとされていま

す。 

  

２）各課報告  

報告第１号 映画感想画コンテスト２０２１に係る名義後援について 

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。 

  

報告第２号 水俣市旅費支給事務取扱要綱の一部を改正する訓令の制定について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

報告第３号 水俣市職員懲戒等審議会規程の一部を改正する訓令の制定について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

各委員  なし。 

  

報告第４号 水俣市公共施設活用のためのプロジェクトチーム設置規程の制定について 

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 

小島泰治教育長  何かご質問はございますか。 

堀 浄信委員 この規程は新規制定ですか。どのような流れでこの規程は制定されること

になったんですか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

水俣エコハウスやその他公共施設、あるいは閉校した学校施設などが、十

分に有効活用できていないと思われるため、検討にあたっては担当部署だけ
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ではなく横断的な部署の調整が必要であり、制定したものです。 

堀 浄信委員  とてもいいことだと思います。 

本田 恵津子委員  エコハウスはどこにあるんですか。見学することなどできますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

 水俣市月浦の市営及び県営住宅付近にあります。地元産材を使用し、自然

と調和した環境に配慮した建物として、環境省の補助を受けて建設されまし

た。今年度から開館日が減りましたが、案内人もいますので、開館日に見学

することは可能です。 

  

３ 議事  

１）審議事項  

議第１号 第５８回熊本県中学校理科授業研究大会に係る名義後援について 

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 これは理科室で開催すると思いますが、コロナ禍であっても結構な人数に

なりますよね。 

小島泰治教育長 過去に私も参加したことはありますが、半分ずつに分かれて実施する感じ

だと思います。以前は体育館で実施されたこともありましたし、もしかした

ら今回も教室ではないのかもしれません。 

堀 浄信委員 先生たちがこのような研修に参加する場合、資料代の５００円は学校から

支出されますか。出張命令との兼ね合いがあると思いますが、休みを取得し

て参加するなら自費になるとも思いましたので。また、途中で事故が発生し

た場合はどうなるのかも気になりました。 

小島泰治教育長 資料代は自費となるケースが多いと思います。事故については、出張で行

く場合は公務災害になります。 

【採決】 承認 

  

議第２号 ２０２１年度書き損じハガキ回収プログラムに係る名義後援について 

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  何かご質問はありますか。 

各委員  なし。 

【採決】 承認 

  

議第３号 公益財団法人水俣市振興公社もやい直し事業「辻井いつ子講演会」に係る

後援の承認について 

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。 

【採決】 承認 
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協議第１号 令和３年９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 

福山 達郎   

教育総務課指導主

事 

（報告の概要） 

① ７月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

② ７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） ９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 

堀 浄信委員  学校マネジメント研修について、これは外部講師が来られる予定ですか。 

小島泰治教育長  そちらは熊本県の事業になるため、把握しておりません。 

平尾 雅述委員  第一中学校の体育大会について、９月１２日までまん延防止の適用期間だ

と思いますが、何か対応はされますか。 

小島泰治教育長  無観客や午前中での半日実施とかありますが、今回は無観客にはしないの

ではないかと思われます。ただ、人数を制限するなど、例年通りではないと

思います。 

  

２） その他 

 特になし 

  

閉会宣言 午後２時３０分 

 


