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令和３年度第４回合志市教育委員会会議録 

 

１ 会議期日  令和３年７月２７日（火） 

２ 開議時刻  午後１時３１分 

３ 会議場所  合志市役所 ２階 庁議室 

４ 出席委員  委員 村上貴寛 委員 津川裕恵 委員 坂田由美子 

５ 欠席委員  委員 池頭俊 

６ 職務のために出席した者 

教育長      中島栄治 

      教育部長     岩男竜彦 

      教育部次長    飯開輝久雄 

      （兼生涯学習課長） 

      学校教育課    栗木清智課長 

草場博志教育審議員 

大山寛指導主事 

関嘉晋指導主事 

榮峰男総務施設班長 

               齋藤正典総務施設班主幹 

人権啓発教育課  荒牧聡課長 

 

○中島栄治教育長 

それでは、時間になりましたので始めたいと思います。御起立をお願いします。皆

さん、こんにちは。御着席ください。 

ただいまから令和３年度第４回教育委員会議、７月定例会を始めたいと思います。 

それでは、会議録の署名から行きたいと思いますが、本日、池頭委員がお休みをさ

れておりますので、津川委員、村上委員で指名したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。よろしくお願いします。 

 では、最初に、前回会議録の承認をしたいと思います。配付しておりました前回会

議録の御承認をいただけますでしょうか。ありがとうございます。 

では、御承認いただいたということで、次の教育長の報告に移りたいと思います。 

それでは、私からまず報告をさせていただきたいと思います。 

１枚めくっていただきまして、７月の動静報告からさせていただきたいと思いま

す。 

６月２８日 社会を明るくする運動作文コンクール依頼のため工藤会長が来庁。 

社会を明るくする運動推進委員会。生涯学習課事務協議。 

給食センターの運営委員会。学校経営研究会に係る教育長講話。 

６月２９日 学童クラブ分散運営に係る事務協議。青少年育成市民会議理事会。 

給食センター単独理事会。 
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６月３０日 総括質疑打ち合わせ。 

７月 １日 予算決算常任委員会、総括質疑。 

７月 ２日 庁議。市主幹教諭会議。教育委員会部課長会議。 

７月 ３日 市人権教育研究大会（オンライン）。 

７月 ４日 ワクチン接種（１回目）。 

７月 ５日 市議会本会議が閉会。 

７月 ６日 管内教育長会議。 

内容は別紙のとおりですので報告します。 

２ページです。鈴嶋所長の挨拶は、主に中心的なのは新型コロナウイルスの感染拡

大防止に対する適切な対応に感謝ということで、夏休みに向けてのさらなる注意喚起

をということでお話がありました。 

そして、最初に各種訪問というのは、本年度、学校訪問等をずっと教育事務所のほ

うも去年ほとんどできてなかったけど、実施しているということで現時点で９校終わ

っているということで、効果がある学校というのは、授業前チャイム着席とか黙想な

どの共通実践をしているところと。本市については全部の学校でやっていますので、

そういった取り組みが一番効果があるというようなことでした。それから、菊池にい

らっしゃってから生徒指導・道徳教育・人権教育・キャリア教育に関して、学校のほ

うが熱心に取り組んでいらっしゃるということはよくわかったということです。それ

と、初任者がやはり今年も菊池郡市にはたくさんの初任者が入っておりますので、様

々な対応をしていただいていることに感謝の言葉がありました。 

続いて、管理職考査についての話があったんですけども、先生方にはたくさん目指

してほしいということもありますので、少し制度的に変わったものがあります。それ

が２番目に書いています出産・子育てまたは親さんの介護がある場合には、試験を受

けてても昇任をなさらなくてもいいですよと。合格しても５年間まで猶予することが

できますと。こういった制度もありますので、試験を受けて、まずは合格をされては

どうですかということで話をしてほしいということです。それから、その次ですけど

も、これまでは県内１区でしたので、どこにも大抵管理職になるときには少し地元か

ら離れるというようなこともあったんですけども、事情があれば考慮しますと。異動

も考慮しますからということで、少しそういった意味で管理職希望の枠を大きくして

いるというようなところがありますというような説明でした。 

それから、不祥事防止に関しましては、本年度は起こってないけども、もし起こっ

た場合にはすぐにということでお願いしたいということです。 

それと、先月の教育委員会議で御説明しましたけども、県立高校の後期の入試日程

が１週間早くなりましたので、詳しくは正式には８月下旬に要項が出ますから、それ

を見てからまたお話をしたいということで、ただ準備はもうそれでお願いしますとい

うことでした。 

それと英検３級取得率公表について、３３％、これは５％アップというのをもし達

成した市町村があれば、そういった市町村を県教委としては公表したいというような
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お話がありました。本市は恐らく達成できる予定ではありますが、何かそういう過当

競争の中には入りたくないかなというようなところは、私は個人的には感じていると

ころです。 

最後に、夏休みにどうしてもいろんな事故等が多いですので、命を守る指導をお願

いしたいということでお話があったところです。 

管理関係からは、最初に教育上の課題ということで、今のところいろんな事故等が

ゼロということで、今後もしっかりそういった点に関しては先生方に注意喚起をお願

いしますということです。 

諸連絡につきましては、先ほど所長のお話とも重なりますが、管理職選考に向けて

しっかり先生方からの御協力をお願いしたいと。 

それと、教員採用選考考査、志願状況は別紙のとおりとありますが、これは後で資

料を渡したいと思うんですけど、倍率が非常に減っております。実際に現職で講師を

しながら受ける先生方にぜひ声掛けをして、頑張るように校長先生方からの声掛けを

お願いしますというようなことでした。小学校に関しては非常に通りやすくなってい

ますが、やはり一つ、一番驚いたのは県の中学校の家庭科です。採用枠１に対して応

募枠ゼロということで、例えば家庭科というと取れる大学も少なくはあるんですけ

ど、以前はこれが十何倍、二十何倍になっていたのが、そういう状況にもなってきて

いるということです。 

それと、あと一つ、家庭科、美術、音楽に関しては、平成元年の学習指導時間の改

正のときから、例えば中学校あたりは週２時間あっていたのが週１時間になっていっ

たわけです。そうなると先生たちの数が要らなくなるんです。ですから、学年５クラ

スぐらいあれば家庭科の先生、技術の先生、美術、音楽というふうにいるんですけ

ど、例えば３クラスしかないというところでは、どうしてもその教科の先生がいない

というようなこともあり得るようになっています。 

続いて、今の先生方の未補充の関係ですけど、説明がありまして、未配置は４月１

日のときは２９人未配置だったと。それが６月１日時点では２１人になって８人解消

です。現在は１５人ということで、半分に解消できてますということなんですが、こ

れからもしお休みをされるというような先生が出た場合の配置の予定が立たないと。

本年度、これは本管内ではないんですけど、他所の管内で起こったことですけども、

男性の育児休暇の予定も確認しておいてほしいと。これから先は男性もそういった育

児には参加することになりますので、出産に伴ったときに女性の方だけ育児休暇を取

られますか、いつからいつまで休まれますかということで次の年の人の配置を考えま

すけど、奥さんが出産されているときには、御主人にも取るのか取らないのかという

のと、そういった配置が今後必要となるかということについては対応をしていきたい

ということでお話があったとこです。 

その後、笠主管兼指導課長から学習面についての話で、臨時休校・卒業式の日程変

更については、時数よりも内容ということで検討してほしいと。今までは、例えば中

学校であれば年間の１,０５０時間は何が何でも達成しなさいという強い指導でし
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た。ですけど、新型コロナウイルスの状況もありますし、いろんな日程の変更があっ

たときに、それが逆に大きな負担となっていってしまうというようなことを考えた

ら、やはり内容のほうではないでしょうかと。どうしても学習面で不足するようなこ

とがあったら、土曜授業とか、それから長期休業期間を短縮するとかというような対

応をして、内容中心でお願いしますというようなお話があったので、県のほうもこの

厳しい状況の中で、例えば新型コロナウイルスで何日も学校を臨時休校にしなくては

いけないとかというときに対応できるようには考えてくれているのかなというふうに

思います。 

それと、川田指導主事からは一つ、県の子ども人権フェスティバルというのが、本

年度はオンラインで実施することになっています。これは以前、ずっと県のほうが中

心となってやってきていたんですけども、昨年度、中止をせざるを得ませんでした。

本年度は内容や中身のことを考えたら、熊本県一体になって人権教育に力を入れたい

ということで、本年度はオンラインの実施ということになっています。 

それから、濵野指導主事から、学習面のほうが研究授業と言いますか教育研究につ

いての日程がありまして、７月３０日に合志市教育委員会のほうでお招きしておりま

す。 

それから８月５日は、西合志中学校区、９月１５日は合志楓の森中学校区というこ

とで、熊本の学びの研修会を開きます。それから、きくちの風ということで、これは

菊池管内の研究授業を集めて行うということですけども、１１月２９日に合志中学校

で英語、別府教諭が実施するということです。 

それから、９月８日には西合志中央小学校で校内研修推進事業ということで、教育

事務所をお招きしての校内研を行うというふうなことでお話がありました。 

それから、大谷指導主事からお話があったんですけども、休日の部活動の段階的な

地域移行ということで、オンデマンドで７月１８日から２６日まで、お話があるとい

うことだったんですけども、大枠としては準備ができれば平日は学校の先生が中心的

にやっていて、土日に関しては地域で行ってもらえないかという何か大枠の理想を考

えていらっしゃるようです。非常にそううまくいくかなということではですね。た

だ、先生方の働き方改革で中学校の土日の部活動を入れていきますと、絶対に達成し

なければいけない在校等時間の上限を超えないということで考えると、そこはそうい

ったラインが出てくるのかなと私も感じているところです。 

では、動静に戻っていただきたいと思います。 

７月 ６日 合志市教職員組合との協議。 

７月 ７日 第７１回熊日賞の贈呈式。 

社会教育委員会議、三つの木の家実行委員会議。 

７月 ８日 教頭ヒアリング（１回目）。 

７月 ９日 西合志東小学校総合訪問。 

７月１２日 菊池市の音光寺教育長が来庁。市校長会議。 

７月１３日 教頭ヒアリング（２回目）。 
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７月１４日 教育事務所から異動についてのヒアリング。 

７月１５日 学校警察連絡協議会。 

７月１６日 庁議。教育委員会部課長会議。 

７月２０日 地域学校協働活動に関する講演会。 

７月２１日 政策推進本部会議。 

７月２５日 ワクチン接種（２回目）。 

７月２７日 教育委員会議。 

７月２８日 教育長講話を YouTube 限定公開。 

以上、私の報告ですが、何か御質問等ありませんでしょうか。 

 

○村上貴寛教育委員 

1 つ目は、小中学生のワクチンの現在の状況がどのようになっているのかというの

が気になるところではあります。 

２つ目は、この夏季休業中の教育活動についての夏休みの自立学習とか計画を準備

させるために、どのようなツールで子どもたちに周知するのかというところです。 

最後に、タブレットを持ち帰ってアクセスとか、そういうセキュリティとかは十分

にできているのかというところが確認したかったところです。 

 

○中島栄治教育長 

わかりました。順番にいきましょうか。部長からまずワクチン接種に関してお願い

します。 

 

○岩男竜彦教育部長 

ワクチン接種につきましては、現在ファイザー社が１２歳以上ということで、基礎

疾患をお持ちの１２歳以上の方は受付を行っております。希望者の方には接種券の郵

送という形をとっていますけれども、市として特別優先接種は今のところ考えていま

せん。ただ、近隣でされているところもあるものですから、希望調査という形で、ま

さに今ですけど、希望を取っています。何がしかのそれぞれ御家庭で理由がある場合

には優先接種を行おうかというところです。 

 

○中島栄治教育長 

まだ市のほうは５０代をワクチン接種していますが、県の広域のほうが優先接種の

中には今度は先生たちが入っています。子どもたちに関しては、今ちょうどメールで

保護者向けに出しているんですけども、例えば、中学生であったり、他県に移動して

の例えば受験ために学校を見に行くと、そういったこともあるので、優先接種を希望

するのか希望しないか、希望をまだ取っただけだったね。それが確か全部で今１００

人ぐらいになったのかな。その人たちに優先接種できるかどうかは、ほかの状況を今

後見てからまだ検討していくというような段階でいます。よろしいでしょうか。 



 

- 6 - 

○村上貴寛教育委員 

夏休み中に大体接種できるんですか。 

 

○中島栄治教育長  

いや、夏休みでは間に合わないような気がします。 

 

○岩男竜彦教育部長 

最初は夏休みに２回終わればとも思ったんですけど、実際、子どもたちに優先接種

をしていいかどうかというのが一番にありまして、文科省としても集団接種はしない

というところで、ただ、希望者はという形で、漠然としたじゃないですけど、微妙な

感じで、市としましては優先はしないと位置付けてはいたんです。ただ、一応希望は

取ろうかという形で、事情がある方のためにですね。最初、例えば中３の方は先にと

かいう話も教育長を交えてしはしたんですけど、今、優先してもというのもあったも

のですから、ワクチンの接種自体も、例えば１回でいいのか、２回でいいのか、３回

目が必要なのかとかいろいろあったり、例えば、打ってからどのぐらいまで効果があ

るのかとかもあったものですから、必ずしも早く打ったほうがいいのかというのが今

の時点では情報が不確実なもので、その中で、先ほどお話がありましたけど、今現在

の時点では集計まではまだしてないんですけど、１割程度が御希望されているような

状況です。ですので、これが例えば半分とか超えるのであれば、やはり優先接種も考

えないといけないのかなとは思ったんですけど、一部の方なので、その方たちについ

ては御希望ならば先にというふうに考えています。市のほうでも１０代の感染者が多

いというのはあったんです。実際、健康福祉部のほうでも１０代の優先接種をしよう

かという話もあったんですけれども、市としてもそこが取り組んでないところだから

ですね。もし市のほうでそれに取り組むということであれば、もう少し早めに学校に

児童生徒、１２歳以上の方に対して調査をかけようかとは思っていたんです。夏休み

中には希望者１回だけは打とうかと思っています。 

 

○中島栄治教育長 

続いて、夏休みの生活の自立プログラムですよね。委員会から各学校に指導したの

は、生活の日課表を例えば部活がある日とない日とか、塾に行く日とか行かない日、

３パターンぐらいをまず作らせるということをしてくださいと。それから、１日の生

活の記録として、朝起きる時間とか、それから学習時間、睡眠時間あたりを記録でき

るもの。それとマイプロジェクト、ホームプロジェクトです。マイプロジェクトとい

っても朝起きるのと朝ごはんぐらいになりますか、学習はもうこっちのほうでわかり

ますから。それから、ホームプロジェクトでは、特にお手伝い。手伝いをどんなこと

をしたかというのを記録させる。１日反省して、それが終わった後に保護者のチェッ

ク欄を設けなさいと。それを子どもたちに配ってほしいということで、それぞれの学

校が工夫をしてそういったものを作って、生活ノートがちょうど夏休み中はありませ
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んので、それで記録して提出するということを市全部で今取り組みを始めているとこ

ろです。 

それから、タブレットのセキュリティについては、一番詳しいのは誰でしょうか。

お願いします。 

 

○齋藤正典総務施設班主幹 

タブレットのセキュリティについては、セキュリティソフトを入れております。端

末上に入れるのではなく、クラウド版を市としては購入しておりまして、クラウドを

出て行くときにそこでセキュリティがかかるというようなソフトを入れているところ

です。学校についても子どもたちにそういった不適切なサイトにアクセスしないと

か、教育委員会でその辺は管理しているので、ログが確認できるからアクセスしない

ようにというような指導をしてもらっていますので、私も端末を数台選んで見たんで

すけれども、実際、私が見た端末に関しては不適切な画像とかそういうのは見られな

いようになっています。 

 

○村上貴寛教育委員 

もう不適切なサイトにアクセスできないというような状況になっているということ

ですか。 

 

○齋藤正典総務施設班主幹 

そうですね。基本的にはアクセスできないというところです。ただ、セキュリティ

に１００％というのはないので、子どもたちにそういったサイトを見ないようにと指

導してもらっているところです。 

以上です。 

 

○中島栄治教育長 

要するに、そのクラウドの中に行かないと子どもたちはその情報には入れないとい

うことですね。 

 

○齋藤正典総務施設班主幹 

そうですね。 

 

○中島栄治教育長 

そのクラウドが委員会で管理されているというような捉え方でいいんですか。 

 

○齋藤正典総務施設班主幹 

はい。 
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○村上貴寛教育委員 

ありがとうございます。 

 

○中島栄治教育長 

では、そのほか何かありませんでしょうか。津川委員、いいですか。 

 

○津川裕恵教育委員 

はい。 

 

○中島栄治教育長 

坂田委員もよろしいでしょうか。 

 

○坂田由美子教育委員 

はい。 

 

○中島栄治教育長 

ありがとうございました。では、私の報告は終わらせていただきたいと思います。 

少し早いですが、１回ここで１０分間ほど休憩を入れたいと思います。 

 

午後２時１２分 休憩 

午後２時２２分 再開 

 

○中島栄治教育長 

それでは、休憩後、もう一度スタートしたいというふうに思います。 

５番目の日程２、報告事項等に入りたいと思います。最初に８月行事予定について

事務局のほうからお願いします。 

 

○草場博志教育審議員 

８月の行事予定について御説明いたします。たくさん載せていますけども、御紹介

するのはそれほどないかなと思っております。 

８月３日と４日と１０日と１９日 県人教の課題別研究会。 

８月 ４日 市の校長会議。 

８月 ５日 市の教頭会議。 

８月１０日から１３日 合志市と菊池市は学校閉庁を４日間実施。 

８月１１日から１３日 菊陽町は学校閉庁を３日間実施。 

８月１２日から１３日 大津町は学校閉庁を２日間実施。 

８月２１日と２２日と２９日 愛校作業、ふれあい作業等が予定。 

８月２４日 市議会本会議が開会。２０２０パラリンピック開会式。 
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８月２５日 菊池市が夏休み明けの前期後半の開始日。 

８月２６日 合志市と大津町が夏休み明けの前期後半の開始日。 

８月２７日 菊陽町が夏休み明けの前期後半の開始日。 

また、月末は学校行事のところで西合志南小学校の集団宿泊教室が予定されている

という状況でございます。 

８月３０日 市の教育委員会議。 

私からは以上でございます。 

 

○中島栄治教育長 

まず行事関係で何か御質問等はありませんでしょうか。 

中学校の中体連の県大会勝ち抜きまして、九州大会等に参加するのがいくつか来て

いたと思うんですけども、２９日の午前中に表敬訪問するようになっています。 

私が確認したのは、西合志南中が女子の柔道と陸上男子がリレー。西合志中の水

泳。合志中のテニス、バドミントン、陸上、野球は９月だね。それと合志楓の森中も

空手の女子で組手と形と優勝していますので、それがこの期間内にずっと入ってくる

ことにはなると思います。 

集団宿泊関係がここに入っていましたけど、７月に行ったのが西合志中と合志中が

集団宿泊教室に行っています。今年は対策をちゃんと講じながら実施ということで、

今のところ大きな事故のお話は聞いていませんが、合志中の集団宿泊の帰りにバス１

台がパンクをして、子どもたちを分乗して帰ってきたというのがありましたけども、

普通どおり実施をしているところです。 

では、先ほどの教育委員会議の件です。３０日の月曜日、２時ということで予定し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、池頭委員にも連絡をお願いしたいと思います。次回の教育委員会議は１４時

からというふうにしたいと思います。 

では、続きまして、その他に移りたいと思います。生徒指導等についてお願いしま

す。 

 

○大山寛指導主事 

 では失礼いたします。５ページ御覧ください。 

まず、不登校児童生徒のことについて御説明をいたします。６月末までにはなりま

すが、長期欠席者、コロナ等でのあまり今多くはありませんけれども、長欠等もしく

は忌引等々も含めた３０日を超えたに達した子どもたちになります。７０名です。そ

のうち不登校が理由でということで４９名になっております。昨年度は休校等もあり

ましたので非常に少なく８名で比較にはなりませんが、令和元年度と比べると少し多

くなっています。多種多様に理由がございまして、ただ対応といたしましては、各学

校ＳＣやＳＳＷそして医療機関等を、ほぼ１００％の確率ではございませんがそれに

近い割合で関係機関と各学校が連携をしながら取り組んでいるところでございます。
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そして、何よりもこの学校に来れていない子どもたちに対して、学力保障をするとい

うことで合志市教育委員会のほうでは、今年しっかりさらに行っていこうということ

で考えておりまして、各学校でいろんな取り組みで、オンラインで全部が全部できま

せんけども、できるところからオンラインを利用してその活用を学校に来れていない

子どもたちへの対応をしているところでございます。不登校の４９名の内訳が右側に

ありますけれども、学年が進むにつれて不登校の数が増えているという状況です。 

そして、一番下の表はいじめの認知件数ですけれども、６月現在で合計で７件、報

告があっておりまして、６月は３件ということで、内訳につきましては、７件のうち

５件が小学校、２件が中学校ということで報告が上がっております。このことについ

ても各学校対応を現在もしておりまして、少なくとも３カ月間はしっかりと観察をし

たり、お家の方もしくは本人たちとも確認を取りながら状況を把握しているところで

ございます。 

私からは以上でございます。 

 

○中島栄治教育長 

 いじめの認知に関しては、委員会からは、各学校に積極的に認知するようにという

指示は出しています。その中でも命にかかわるような重要事案がないかということは

しっかり精査していこうということで言っていますけども、この数が被害者からの訴

えというよりかは、実際に本当は職員のほうで見ている行為や、それから言っている

言動について注意がちゃんと行われていたりとか、それから第三者的な子どもたちが

見ていて注意を促したりとか、先生のほうに報告があったりとかしていった形で、し

っかりとした数を増やすことに関しては何らためらわないということで指導はしてい

きたいと思っているとこです。 

何か、このことについて御質問はないでしょうか。 

では、以上となりますが、何か各課から説明しておきたいことはないですか。 

 

○岩男竜彦教育部長 

私から１点だけ、熊本県のリスクレベルが４に上がりまして、このままで行くとま

た５まで行くのかなという感じがしています。施設関係の開放は７月から一般向けで

も行っているところですけど、また市内限定だったりとか制限をかけることになるか

と思いますので、もうリスクレベル５に上がったら間違いなく市内限定で行くと思い

ますので、御了承いただきたいと思います。 

 

○中島栄治教育長 

変異株の影響で昨日も知事も記者会見でおっしゃっていたみたいです。 

 

 

○岩男竜彦教育部長 
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今の時点では特別な県民に対する制限というのは特にはかかってないところです。

営業の時短と、もう少ししたら熊本市の中心部にかけるよというような形で、県民は

相変わらず感染対策を取った行動をということみたいです。 

 

○中島栄治教育長 

それでは、御起立をお願いします。 

以上をもちまして、令和３年度第４回教育委員会議、７月定例会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

午後２時３５分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


