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第２回女川町総合教育会議 議事録 

 

１ 招集月日 平成 27 年 10 月 29 日（木） 

２ 招集場所 女川町役場仮設庁舎 ３階 会議室 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

須 田 善 明 町長 

横 井 一 彦 教育委員長 

平 塚 征 子 教育委員 

丸 岡   泰 教育委員 

阿 部 喜 英 教育委員 

村 上 善 司 教育長 

４ 欠 席 者 なし 

５ 事 務 局 小海途   聡 教育総務課長 

木 村 康 行 生涯学習課長 

佐 藤 徳 子 教育総務課課長補佐 

宮 崎   稔 教育総務課復興支援専門員 

本 多 真 行 教育総務課教育監 

６ 傍  聴 ２名 

７ 開  会 午前９時 00 分 

教育総務課長 皆さん、おはようございます。 

ただ今から第２回女川町総合教育会議を開催します。 

暫時、事務局において進行させていただきます。 

開会にあたりまして、本会議を開催する女川町長須田善明から

ご挨拶を申し上げます。 

８ 町長挨拶  

町長 皆様、おはようございます。 

開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

本日、新しくこういう形になりまして第２回ということで、総

合教育会議を開催させていただきました。 

横井委員長をはじめ委員の皆様には、子供たちのみならず、教

育行政の進展に対しまして多大なお力添えをいただいておりま

して、ありがとうございます。 

私ごとながらでございますけれども、過日執行されました女川

町長選挙におきまして、今後４年間、引き続き町政のかじ取り

を担わせていただくことになりました。なお一層努力してまい

る所存でありますので、お力添えのほどよろしくお願い申し上

げます。 

選挙後に、小学校の学芸会や、さわやかな中学校の運動会もあ

りました。 
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みんな新しくなっていっているというのでしょうか、世代は変

わっていっているにもかかわらず、その前よりも頑張っている

姿、それが結果として、彼らがやる気というのでしょうか、熱

意をもって、またみんなで何かをつくりあげるんだという姿勢

が年々強くみられることは、本当にうれしいことですし、また、

まだまだ町の再建途上、それも前半戦から後半戦にようやくい

くという段階にもかかわらず、あれだけのすばらしい姿勢を子

供たちが見せてくれていることに感動しましたし、だからこそ

大人たちはちゃんと頑張らなければということを、改めて、彼

らの表情、姿を見て痛感させられました。彼らの未来の可能性

をつくっていくのが、私たちがそのレールというのでしょうか、

道をつくる。どういう道の歩み方をするかは、彼らそれぞれの

人生ですから、それぞれの判断になると思いますけれども、少

なくとも芽を摘んだり閉ざしてはならないということを思わせ

ていただくところでございます。 

町政の予算を含めた執行権者、また教育行政をおあずかりいた

だいている皆様とのこういう場ということで、新法制のもとに

なるわけでございますけれども、１回目の前回は、基本的なこ

との確認でございましたが、今回は、次年度予算、あるいは施

策等々について早速動いていくという段階になっております。

事務局からのいろんな説明もあるかと思いますけれども、今後

に向けてのさまざまなご提言また意見交換がなされ、それが次

の実際の施策に生かされる場に、こちらとしても生かしていく

場にできればと思っております。 

また、自由討議では、私自身の政策等々についても組み込んで

いただいているようでございます。そういったところにつきま

しても、考え方、また、それぞれすり合わせなり共有なりをさ

せていただきつつ、現実的にどう動かしていくか、そういった

ところを、また皆様のご意見をいただきながら進めさせていた

だければと存じます。 

どうぞ今日もよろしくお願い申し上げます。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

続きまして、教育委員会を代表いたしまして、教育委員長の横

井委員長からご挨拶をお願いいたします。 

９ 教育委員長挨拶  

教育委員長 おはようございます。 

このたびは２期目のご当選、本当におめでとうございました。 

そういうお忙しい中で、第２回目の総合教育会議を開催してい
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ただき、ありがとうございます。 

先程の町長のお話の中にもありましたけれども、さまざまな小

学校、中学校の行事等にも一生懸命足を運んで現場を見ていた

だきということで、常日頃一生懸命やっていただいていること

を感謝申し上げます。 

今日の議題等にも、先程のお言葉の中にもありましたけれども、

いよいよ後半戦ということで、町長のお言葉を借りますと、復

興後も見据えた形でということでありますので、今日の会議が

またなお一層有意義なものになりますよう、皆様とともにいろ

いろとお話し合いをしていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、４の議事に入りますが、ここから、前回決めていた

だいたように、町長が議長となりまして議事を進行していきた

いと思いますので、町長、よろしくお願いします。 

10 議  事  

町長 それでは、ここから議事に入りますので、皆様よろしくお願い

いたします。 

次第に従いまして進めてまいります。 

最初に、議事の(１)「女川町の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱について」になります。事務局から説

明をお願いいたします。 

教育総務課長 それでは、ご説明をさせていただきます。 

「資料１」と「資料１別紙」でご説明させていただきます。 

本町の教育の基本的な計画としては、教育基本法第 17条の規定

により、国が定めた教育振興基本計画を参酌し、平成 23 年７月

の教育委員会で、第１期女川町教育振興基本計画の策定をいた

しました。同年 10 月には、７月の教育委員会の際に意見とし

て、その計画は東日本大震災前の計画であり、未曽有の災害、

東日本大震災の経験を踏まえた内容に改訂すべきということも

あり、計画の一部改訂を行ったところです。 

そのときの具体的な改訂内容は、全体の各項目ごとに、「震災に

よる町の状況の変化」、「教育環境」、「産業の課題」等の文言を

加え、特に重点的取組に「防災・減災教育の推進」の１項目を

加え、地震、津波等の自然災害はもとより、原子力防災教育の

推進について記述しています。 

今回の平成 27 年の改訂は、震災後の見直しから４年を迎え、本

町の教育環境整備が進んでいることや、今後、いわゆる教育大
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綱に代わるものとしても位置付けられることから、現在の女川

の教育の状況や、本年６月に初めて開催された首長と教育委員

会で構成する総合教育会議での議論を踏まえ、一部改訂を行い

ました。 

その見直し内容は、「資料１別紙」をご覧ください。 

まず一つ目、「本町の教育環境整備の進展を踏まえた見直し」と

いうことで、下記の観点から記載を見直しております。 

５校体制から学校再編により現在２校体制になったことを踏ま

えた修正。「女川の教育を考える会」における様々な取組の展開。

県における「宮城県特別支援教育将来構想」の策定や「共に学

ぶ教育推進モデル事業」のモデル校の指定等、障害のある子供

たちへのきめ細かな教育の推進の状況。 

２番といたしまして、「総合教育会議の議論を踏まえた見直し」

ということで、全般にわたりまして、町長部局と認識を共有し

ながら、役割分担をし、連帯して教育の推進に努めていくこと

を追加させていただいております。その下にある（ｐ27）は、

27 ページに記載しているという説明になります。 

あとは「家庭や地域の変化」。 

「小中一貫教育関係」ということで、８ページに明示させてい

ただきました。小学校１年生から中学校３年生までの一つの大

きなまとまりとして、女川での学びを経験し、巣立っていくこ

と。６・３制を基本とし、小学校から中学校への切り替わりも

大事にすることということで、「小中一貫教育関係」は整理させ

ていただいております。 

「学力向上」といたしまして、ＮＰＯカタリバ（女川向学館）

との連携について、18 ページに明示させていただきました。 

「伝統・文化の尊重」「心のケア」「社会教育・体育施設の管理

の在り方」等をそれぞれ 11 ページ、19 ページ、26 ページに整

理させていただいております。 

内容についての説明は、以上になります。 

なお、計画の期間は、見直し前は平成 24 年度から平成 33 年度

までとしておりましたが、教育大綱としての位置付けも踏まえ、

平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とするものです。 

この「女川町教育振興基本計画」をもって大綱に代えることと

し、改めて大綱は策定しないとすることは、６月 22 日の第１回

目の会議で、双方の執行機関、首長、教育委員会で確認してい

ただいたところです。 

以上で、議事の(１)「女川町の教育、学術及び文化の振興に関
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する総合的な施策の大綱について」の説明とさせていただきま

す。 

よろしくお願いします。 

町長 ただ今、最後の段で、第１回目の総合教育会議を含めてのお話

で、修正というか見直し事項についての説明があったところで

ございます。 

ただ今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、

委員の皆さんからいただきたいと存じます。前回いろいろ確認

された事項でもあるということではございますが、なおという

ことで、ございましたらご発言いただきたいと思います。 

特にないようであれば、これについての質疑はよろしいでしょ

うか。 

案として、改めてでございますが、「女川町教育振興基本計画」

を大綱と読み替えてということになるわけでございます。 

このことにつきまして、「女川町教育振興基本計画」をもって大

綱と代え、別途大綱を策定しないこととして、この件について

はよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

町長 ありがとうございます。 

皆様のご同意をいただきましたので、ただ今、ご説明を申し上

げました案のとおり、正式に決定させていただきたいと存じま

す。 

総合教育会議での協議のうえ町長が定めるとなっておりますの

で、後日、正式な決定ということで組ませていただければと存

じます。よろしくお願いいたします。 

では、議事を進めてまいります。 

続きまして、議事の二つ目、「平成 28 年度の教育関係予算の主

要事項について」に入ってまいります。事務局から説明をお願

いいたします。 

教育総務課長 資料の２番、「平成 28年度の教育関係予算の主要事項について」

の説明をさせていただきます。 

すべての予算をこの場で審議していただくことは、かなりボリ

ュームがあるので難しいと思いますので、新規事業、政策的な

判断を要すると思われる事項のみ今回ご説明させていただきた

いと思います。 

まず一つ目、事項といたしまして拡充事項になりますが、フッ

化物洗口事業。平成 27 年度の当初予算額では、７万円。 

この内容は、保育所の子供たちに対してフッ化物の洗口事業を
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しておりますが、それを追いかけるような形で、小学校の児童

に対してもフッ化物の洗口事業をやりたいということでのご説

明になります。 

内容といたしましては、フッ化ナトリウムを水に溶かした洗口

液で週５回ブクブクうがいの実施をさせていただきたい。小学

校児童へとなっていますが、１年生から６年生までいるんです

が、事務局で考えておりますのは、下学年（小学校１年生から

３年生までの間）ということで考えております。予算額は、小

さいですけれども、16 万円あれば１年間、間に合うということ

で考えております。 

新規事業といたしまして、女川町誌デジタル化事業。 

今現在、女川町誌は２冊ほど出ております。昭和に作ったもの

と平成元年に刊行しているものになりますが、まず、この女川

町誌のデジタル化を進めさせていただき、平成元年以降の記録

についてもおいおい町誌として整理をしていく。先に今の町誌

のデジタル化をしたいということで考えております。 

所要額は 180 万円から 550 万円程度と載っておりますが、金額

にかなり開きがあるんですが、いろいろな手法がありますので、

この部分については、もしこういった形で今日の会議でまとま

れば、あとは首長部局の財政担当といろいろな形で詰めさせて

いただきたいと思っております。 

継続の事業になります。被災児童生徒等学習支援業務委託事業

で、今年度から始まった事業でございます。平成 27 年度の当初

予算額では 6,867 万円。 

具体的には、女川向学館事業への委託事業で、内容は、放課後

学校業務、高校生の課題解決プロジェクト運営業務、地域の多

様な人材を活用した学校支援体制の企画・準備等業務。 

協議内容といたしましては、現状 10 分の 10 の国の委託事業で

実施させていただいておりますが、国の予算の見直し等々があ

りまして、国の事業が変更・廃止された場合、この辺の情報は

いまだに入ってきておりませんが、その辺の実施の是非。実施

するとなった場合、町が負担する範囲の経費の対象、割合をご

議論いただければと思っております。 

同じように、項目の４番目になりますが、被災児童生徒就学援

助事業。平成 27 年度当初予算額といたしましては、2,469 万円。 

東日本大震災により経済的理由から就学等が困難となった世帯

の児童生徒に就学支援等を実施させていただいております。学

用品費（全学年）、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入



7 
 

学用品費、一番大きい給食費を補助させていただいております。 

現状 10 分の 10 の国庫補助事業でございますが、これも上の事

業と同様、国の事業が変更・廃止された場合の実施の是非や対

象項目の範囲をご協議いただきたいと思っております。 

同じように、スクールバスの運行事業。平成 27 年度当初予算額

は１億円強でございます。 

小・中学校へ徒歩通学が困難な児童生徒を現在、スクールバス

により送迎しております（１日当り 10 台、大型６台、中型３台、

小型１台）。 

これも同じような形で 10 分の 10 の国庫補助事業で実施してお

りますが、この見直しがされた場合、徒歩通学をさせるか、Ｊ

Ｒ利用になるか、その辺の拡大をどうするか、ご協議をしてい

ただきたいと思います。 

参考までに、資料２の３枚目に「スクールバスの運行の見直し

の方向性」を付けさせていただいております。 

左側が、平成 27 年度の運行状況でございます。バス番号 10 番

は、横浦、高白仮設、小乗仮設からマイクロバスを使って子供

たちを送迎しています。20 番バスは、御前浜、尾浦、三小、桐

ヶ崎、宮ヶ崎、いわゆる北浦方面に新田、日蕨を乗せて中型で

来ております。30 番バスが南境、稲井仮設。40 番が安住、大沢。

以下、同じようにこういった形で 27 年度は実施しております

が、平成 27 年度は、一日当たり 37 万 5,000 円ほど掛かってお

ります。 

これを仮に、ＪＲが通ったのでＪＲを利用したり徒歩にした場

合はどうなるかになります。10 番バスはそのまま、横浦、高白

仮設、小乗仮設はマイクロバスで、20 番バスは、新田、日蕨を

徒歩通学にすればいくらか人数が減るので、中型からマイクロ

バスに代わるのかなと。30 番バス（南境、稲井仮設）の南境か

ら乗っている子供たちは、今現在は区域外就学で、現住所を石

巻に移したので本来通学校が石巻なんですけども、卒業までは

女川町に通いたいという理由で区域外就学をしている子供たち

が、南境の部分になります。 

本来区域外就学は、女川町に来ていただくのは構わないのです

が、震災前であれば親の責任で送迎していただくことになって

おります。ただ、震災後好きでそういうところに行ったのでは

なく、やむなく行ったということで、区域外就学の子供たちも

スクールバスで送迎していたと。それを本来の形に戻せば、南

境の部分はなくなります。 
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そうした場合、30 番バスは、稲井仮設、安住、大沢で、大型か

ら中型に変えて、浦宿駅の方から来ている子供たちについても、

従前のやり方ですと、浦宿駅から女川までＪＲを使って来てい

ただくと。 

以下、そういった方法でまとめさせていただきますと、一日当

たりの所要額が 37 万 5,000 円から 21 万円、一日当たり 16 万

5,000 円バス代が減りますが、逆に中学生の定期代が掛かって

くるので、その部分の 158 万 7,600 円。小学生は定期の設定が

ＪＲの料金体系がないんですけども、都会の方では小学生もＪ

Ｒに乗っていますけども、女川町では下学年がそういったこと

ができるかどうかも含めてなんですが、費用だけでみると、大

体１億円から 5,000～6,000 万円くらい減る。 

ということで今回、こういった方法もありますということでス

クールバスの資料の整理をさせていただいているところです。 

資料２に戻りまして、奨学金貸与事業。 

平成 27 年度当初予算額といたしましては、2,200 万円ほど。 

内容につきましては、能力があるにもかかわらず、経済的事由

により高校等への就学が困難な者に対して学資を貸与させてい

ただいております。月額、高校は１万 5,000 円以内、専修学校

は３万円以内、大学は５万円以内になります。 

貸付額の上限、あとは議会でもお話があったんですが、給付型

を導入してはいかがかなど、いろいろな提案がありますので、

今回、方法として挙げさせていただいております。 

継続事業といたしまして、総合体育館ＬＥＤ交換事業。 

平成 27 年度当初予算額では 556 万円になりますが、27 年度に

やりきれなかった総合体育館の玄関・ロビー照明器具をＬＥＤ

に交換したい。所要額は 300 万円ほどになります。 

１枚めくっていただきまして、参考で、教育財政の推移を示し

ております。この辺はご参考にしていただければと思います。 

「平成 28年度の教育関係予算の主要事項について」の説明は以

上になります。よろしくお願いします。 

町長 主要事項ということで、ただ今、説明がありました。 

予算の裏付けというんでしょうか、震災後の国の予算で大きく

やっているものもありまして、今後、財源的にどうなっていく

のか。概算要求は、国では８月末には一応はやっているんです

ね。ですが、あとは国全体の財布の事情ということで決まって

くる部分もあろうかと存じます。復興庁に入っているものもあ

れば、通常の文科省に入っているものもあったりということで、
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そこはこちらでは何とも見通しがつかないんですが、いずれそ

れらについては縮減、あるいは廃止というんでしょうか、事業

として国の方ではいつかはなくなっていくものではありますの

で、そういったところを見据えつつ、どの段階まで国費をいた

だきながら、でもいつかは単費に切り替わるというところで、

どこまでの範囲だったらできるのか、あるいは受益者負担とか、

そういったところも含めて考えていかなければならないものも

この中には結構あるかと存じます。 

あと、内容的には、学校教育関係が中心のところもありますけ

れども、当然、社会教育、年代問わずというところも入ってく

るものもありますが、まずは主要事項の説明でございました。 

この説明、あとはこの説明にない部分もご議論があっていいか

と思いますが、まずは主要事項ということでございました。今

ほどのお話をお聞きいただく中で、ご質問、ご意見等伺ってま

いれればと存じます。 

それを基に、今後、全体の予算編成ということでございますの

で、いつも委員会の場でお話もいただいているかと思いますけ

ども、改めてまた皆さんからもその辺も含めてご意見をいただ

ければと存じます。お願いいたします。 

平塚委員 スクールバスの件で、子供たちの安全面をまず重点に考えてこ

のような案を作成されたと思うんですけれど、この案はまだ考

案ということで、保護者等のご意見等は伺っていらっしゃるん

ですか。 

教育総務課長 スクールバスについては、たたき台ということで挙げさせてい

ただきました。国の動向を見つつ、町の方針が出た段階でＰＴ

Ａに説明をして、とりあえず 28 年としていますが、スクールバ

スの見直しについては、最高早くても 28 年度の後半か 29 年度

で考えております。町の方針が決まらないうちにＰＴＡの方に

お話はできかねますので、そういった進め方をしたいというこ

とで考えております。 

丸岡委員 「女川向学館事業」、そのあとの「東日本大震災により経済的理

由から就学等が困難となった世帯の児童生徒の就学支援等を実

施」は、今は国の委託事業で 10 分の 10 でやっているけども、

国がもし予算を削減するとなれば、町で継続するかどうかをこ

こで話し合えばいいということなんですか。 

町長 考え方なりそういったところ、具体的にそうしますとすぐには

ならないところはあると思うんですけれども、考え方としてお

出しいただければ、今後の施策、全体として共通認識をもって
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やっていく中で、反映なり、しん酌なりさせていただければと

考えています。 

教育長 その件については、課長が先程話したとおりなんですが、来年

すぐなくなるとか、再来年でなくなるということではないと思

います。ただ、どれだけ縮減されるか、あるいは今後どうなる

かは全く今の時点では分からないと。ただ、増えることはない

だろうということは確かでございます。ですから、いつ、そう

いう状態に、仮に再来年もしそういうときがきたときにジタバ

タするのではなくて、考え方だけはしっかり持っておこうと。

国の支援が減っても、残りの部分はどうするかなど、いろいろ

なシミュレーションを描いてやっていこうということで提案を

させていただきました。ただ、間違いなく減ってきていること

は確かでございます。 

丸岡委員 これらの事業はいずれも、教育行政という意味ではあってしか

るべきもので、必要なものだと思うんですが、問題は、町の財

布がどういう状態なのかというのがここでは見えないことです

よね。ほかの優先度のある事業と比べて、こちらがどのくらい

の優先順位度になるのかというのは、分かりづらいケースだと

思うんですね。それについて、見通しみたいなもの、あるいは

比較する材料があるんでしょうか。 

町長 比較する材料となりますと、どの段階でとなるんでしょうけれ

ども、なにせ２年後になれば単年度予算 700 億円を超えている

ときもありますので、ではどの時点かというと、震災前の財政

規模と、あとはその支出の規模ということが、一つの指標とい

うんでしょうか、基準になってくるんだろうと存じます。 

そのときの財政的な枠組み、税収というところも含めてどうな

るかというところは、今はなかなか具体的にお示しできるもの

は正直ないんですけれども、過去の予算編成というのは一つの

基準軸になるのかと存じます。 

現状、大変困っている子供、世帯は間違いなくあるわけで、そ

ういうところのサポートというのは、復興というか、震災の影

響ということで、これはお金の出しどころが国なのか町なのか

は別にして、当然やっていくべきなんだろうと思いますが、ど

こまでと、あとどの程度の方々、その線引きみたいなところが

一番課題になってくるのかなと。 

例えば我が家も対象になってくるわけですよね。収入はあるけ

れども、被災して家を失って、負債はあって、仮設住宅に入っ

ているという状態である。では今度、こういう方々が、例えば
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家を建てました。家を建てますというのは、自己責任でやるわ

けですよね。私の場合だと、以前の住宅ローンが３分の２残っ

たまま、今も仮設住宅に入って住宅ローンを払っているんです

けども、でも家を建てた。それは自己責任で、生活再建の場を

つくるわけですよね。そうなると、これはどうするんだとなる

と、多分本来はこの対象からは外れるべきなんだろうと思うん

ですが、これも一律のパターンではなく、個々の状況などもあ

ったりする。かといって、新しく家を建ててローンを組んだか

らというところが、就学援助の面にもなるかといったら、一般

でも普通に家を建てたというところは、そのスタートというん

でしょうか、被災した、しないというところが違うだけで、実

は同じような生活の収入と支出の状況にある世帯もあるので、

その辺をどうやっていくかということが一番難しいところにな

るのかと思うんですよね。 

この部分で予算、仮に国の 10 分の 10 がなくなると、一定程度

町単独の財政規模だと、例えばここで 2,500 万円でありますけ

れども、町財政が全体で 60 億円ぐらいの財政規模だとすると、

240 分の１のお金がここに入るということになりますから、大

きいか、小さいかといったら、そこそこ大きいというお話にな

ってくると思うので、そこを町単独でどこまでやれるかという

ことは、その全体に対してどこまで支援するかというところも

併せて、難しさというか、ここはよく皆さんのご意見というか、

腹を合わせ、認識を共有させながらやっていくべきところかと

思います。 

すみません。何のお答えにもなっていなさそうなんですけれど

も、町の全体予算からの考え方というと、そういうことになる

のかと思います。 

丸岡委員 どういう予算削減が行われても対応できるように、この中でも

優先順位をある程度つけておかなければいけないということで

しょうね。 

町長 そこの認識は、全くそのとおりだと思います。 

併せてですけれども、先程の大綱に読み替えてということにな

っていきますけども、それがまず一つのバイブルというか、そ

ういう位置付けになっていくわけですから、そこに幹になる部

分とこの施策をどうやっていきつつ、また予算面での優先事項

というのはどうしていくかというところが、今後という部分で

考えていきますと、大きな判断のしどころになってくるかと存

じます。 
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私からいいですか。先程のスクールバスのお話で、徒歩関係の

考え方もないわけではないんですけども、実際のところで通っ

ているのは、高校生、例えば清水仮設、新田仮設だと普通に歩

いて通っていますという中で、何か心配事だとか、こういう少

し危険な事例がありましたとか、そういうのは何か聞いたこと

はありますか。 

教育総務課長 事例として具体的には、高校生のことなので来てはいないんで

すが、私が毎日あちらの方面を走ったりしている経験でよろし

いでしょうか。 

どうしても清水仮設の方は、当初あそこに仮設ができたときか

らお話はいろいろな場所ではされているんですが、歩道がない

ということで、車のすれ違いもなかなか容易にできないような

形なので、やはり小学校の下学年を歩かせるのはいかがなもの

か。 

あとは昔の改良住宅のところなんですが、あそこは歩道が設置

されていないので、清水仮設、新田仮設の方から旧ほていや商

店の辺りまで歩かせるのはなかなか難しいと感じております。 

同じように宮ケ崎方面につきましても、これは昔からなんです

けども、マスカーのあるちょっと手前、旧カメイのスタンドが

あった辺りは、今は草も生えていて、歩道はあるんですけども、

土砂がたい積していて歩けるような状況ではないので、宮ヶ崎

の子供たちを歩かせるのはまだ難しいと感じております。 

小乗方面につきましては、歩道ということで新しい道路ができ

たんですけども、小乗の信号から新しくできた仮設の道路を横

断しても、あそこは切れていないので、子供たちが小乗方面か

らあちらの歩道に入れない。入れないので、どうしても道路沿

いを歩かざるをえないということなので、小乗の方も厳しいの

かなということで、現実的に歩かせることが可能なのは、浦宿

方面と旭が丘方面の子供たちは、時間はかかりますけれども、

歩かせれば、安全に歩かせることは可能だと思いますけれども、

清水、宮ヶ崎の子供たちについてはなかなか難しい環境にある

のかと思っています。 

そうした場合に、こちらの子供は歩かせて、こちらはスクール

バスでということが、果たして現実的にどうなのかという思い

の部分と、ただ、段階的にしか高台宅地は造成されないので、

どこかを一緒に待ってとなってしまうと、かなり年度も遅れて

しまうので、どこかの年度で区切りをつけなければならないと

考えておりますが、執行部で考えた部分は当然、執行機関の教



13 
 

育委員会にお諮りをさせていただいて、最終的にはいろいろ決

めていただきたいということで考えております。 

丸岡委員 スクールバスは、アクセス確保という意味で、安全性も当面は

必要ですし、最優先なんだと思うんですね。お示しいただいた

節約案で妥当なのではないかと感じていますけれども。 

阿部委員 被災直後にスクールバスを走らせるようになった段階で、旧第

一小学校で説明会があったときも、感情的な話が結構あって、

被災エリアを通すということに対して、すごい保護者からの反

論というか、なぜわざわざ危険な地域を通して一中なり二小に

通学させるのかという意見があのときにありましたので、この

見直し案でいくと、徒歩のところでも被災エリアを通るという

部分が入っていますので、それが残っている以上は、すごく難

しいだろうなと。保護者に説明した段階で反対意見が出るのが

予想できると思っていますので、浦宿方面、ＪＲが使える部分

であれば、もちろん今にでも、私のところなどそうですが、バ

スではなくて、浦宿駅からＪＲの方がいいというのが、正直、

歩かせたいというのがあるので、やらせたいところがあるんで

すけれど、ただ、一保辺りから、距離では歩けるんですけれど

も、一旦まだかさ上げされてない被災エリアを通って小学校に

いくというところは難しいだろうなという印象は受けました。 

平塚委員 工事車両の往来が頻繁ですよね。 

町長 どちらも 2.5ｍ、あるいは場所によっては 3.5ｍのところもある

かもしれませんが、基本的には自転車歩行者道の整備がこれか

らされていくということで、今のバイパスも仮設道路の扱いに

しかなりませんので、歩道といっても、厳しいというか、ゆっ

たり歩けますという状況では正直ないものですから、そういう

ところも解消されるのは、おおむね２年後ですかね。例えば歩

くという部分、今の状況で堀切の人たちが通うとなると、一回

旧一小前に行って、きぼうのかねのところをぐるっと回ってと

いうのが現実的にはありますので、あそこの旧 398 号の整備は、

盛り土が終わって完了はおおむね２年ということで、２年後の

９月、10 月ぐらいを見込んでおります。そういったときにはじ

めて現実的に歩く、徒歩できちんと普通に、安全面も、きちん

と縁石があって車両が進入できない形になって歩くことがよう

やくできるのかなという気がいたします。 

教育委員長 ちょうど、２年後とおっしゃっていたので、父兄の方にも、２

年後ぐらいにこういった形がとれるようになりますという前提

のもとにある程度示して、もんでいっていただくという過程を
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とらないと、先程阿部委員が言ったように、押しつけられたと

いう感じでポンっとこれでやりますというと、大分反感も多い

のかという気がしますので。 

ただ、そうかといって、いつまでもいろいろなことを考慮、考

慮で押していくと、いざ、どうぞと言われても、大分慣れてし

まって今さらなかなかというのも困難になるので、ある程度、

形としてこういった形をとっていきたいんですけど、どうでし

ょうかという案を示していくことも大事なことなのかなとは思

いますけど。 

教育長 徒歩圏については、町長からもあったように、徒歩圏の拡大と

いうことを常に意識しているんですが、一時、阿部委員からも

ご提案いただいて、もう少し歩かせられないかということで学

校も回ったんです。ただ、課長が話したとおりで、歩道の問題、

それからあえて被災地を通るのかと、もう少しかさ上げするま

で待ったらいいのではないかと、やはり同じようなことが出ま

した。 

それで私どもとして相談しているのは、とにかく案はつくって

おきながらも、学校現場などにまず説明をしておいて、段階的

にそういうことに取り組んでいく必要があるのではないかと。 

それから、少なくとも町長もおっしゃった２年ということを踏

まえて、まず今は安全・安心を第一に、それを優先しながらや

っていこうと。ただし、徒歩圏の拡大は常に頭に入れながら説

明していって、可能なところ、もう少しここは歩かせた方がい

いのではないかというのが出たら、歩道の問題と被災地の問題

などもチェックしながら、段階的に進めていこうということで、

ただ、案は、委員長がおっしゃったように、出していかなけれ

ばならないのかなということで出させていただいたわけで、課

長が先程話したとおり、これはすぐにどうこうということでは

ないんですが、例えばこんな形でやるとこういう形になると。

当然そこは予算等の絡みも出てくるので、いろいろ総合的にや

りながらも、私としては、とにかく子供たちは可能な限り歩か

せたいということはございます。 

町長 今聞いていて、行政というか、こちらで予算に対して復興事業

も含めてやっている側として、何年何月とか、何年上期とか、

何年第３四半期にというのではなくて、これがこうできたとき、

何がどうなったときという示し方で、事前に考え方を提示して

いくという方がいいのでしょうね。期限を切ると、その時点で

こうならなくなったら、どうするのかと。これはできるかもし
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れないけど、こちらはこうだという話になるでしょうから、前

提条件がこう固まったらこうしますというように。その上で、

では、どれぐらいになるのはおおむねどのぐらいの時期ですか

という話になるんですかね、やっていくと。事前に将来的には

こうしていくということをお話していくということは、大切な

ことですね。 

徒歩圏のお話、これは小中一貫校、ならびに移設新築申請にも

絡んでくるわけですけれども、今だと旧一小からは、ＪＲに乗

るというのは多分現実的な話で、あそこから歩いていけるのは、

中学生はまだいいですけども、小学生は歩いていけないと。大

沢の子供には、かなり鬼のような仕打ちにしかならない。４km

以上あると思うんです。そういうことになりますし。 

スクールバスのお話がずいぶん出ましたので、このことについ

て、ご意見がほかにもあったら、全部お伺いしてしまった方が

よろしいかと思いますが、どうでしょう。 

予算の裏付けというのは、またこれからということになります

けど、おおむね今後の展開についての考え方は、皆様からそれ

ぞれお出しいただいたようなものとして、ここの場はまとめさ

せていただいてよろしいですか。 

 （「はい」との声あり） 

町長 ほかにお話があったのは、就学援助のこともございました。ラ

ンダムにどうぞとは言いましたが、まとめつついきたいと思い

ます。 

就学援助についてほかにご意見等ございますでしょうか。よろ

しいですか。これも財源の裏付けがどうなるかというところが、

当面不明というところもありますので、その点まず共通理解さ

せていただければと思います。 

ほかの事項につきまして、皆様からございますれば、お伺いし

たいと思います。 

阿部委員 町誌のデジタル化はぜひお願いしたい。先日いろいろ過去の資

料を調べるのに、昭和の方の町誌を読んでいたんですが、字が

小さくて非常に最近つらくて。こうやれるといいなと。（タブレ

ット端末等で画面を拡大する動作）ですので、イーブックとい

うか、キンドル版みたいな形で出されるのか、単純なＰＤＦみ

たいな形にされるのかというところで、予算等が変わってくる

とは思うんですが、ぜひ使い勝手のいい、分からない字があっ

たときに検索できるとか、そういうところまでもしやれるなら、

ありがたいと思いました。 
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それから向学館の事業に関しましても、予算もかなり大きな部

分もあると思いますので、ただ、このうち、多分、通学バスが

大きいウエイトを占めているかとは思うんですけども。 

教育監 大体４分の１ぐらいを占めています。 

阿部委員 ですよね。これも先程のスクールバス運行事業とリンクしてく

る話になると思うので、減らすといっても、同様の形で減らし

ていくしかないと思っていますが。 

個人的に(１)(２)(３)のうち、高校生の課題解決と学校支援体

制に関しては、向学館の力を借りて解決していかないといけな

いと思いますけれども、放課後学校業務に関しましては、さま

ざまな事業者も復活する中で、居場所機能の部分、残さなけれ

ばいけないところと、そこと塾機能的にやっている部分の棲み

分けといったらいいんですか、切り分けといったらいいんです

か、そこの部分の考え方を分けていかなければいけないのでは

ないかと。今後の４年間はそういうフェーズに入っていきそう

な気がするので、そこの考え方を整理したうえで、どういった

形で向学館に子供たちを指導してもらうかというところも考え

ていただきたいと思いまして。田舎の教育の部分では、選択肢

の幅が少なくなるというのが一番の問題だと思っているんです

ね。都会であればいろんな塾や習い事を選んでいくことができ

ますが、田舎はどうしてもそれが少ないので選べない。その中

でも、子供たちというか、家庭の状況によってある程度選択肢

が選べるような支援の仕方もあるのではないかと思うんです。

直接的に向学館の塾機能を支援する部分を、申請した家庭側に

支援するという形で、授業料は授業料でお支払いするという形

に切り替えるということも一つの案かなと。すみません。思い

つきに近いところで話していますけれども、考え方としては、

それもあるかなと思っています。 

教育長 全くそこはおっしゃるとおりだと思っておりまして、これから

かなり変わってくるものですから。あるいは、町内の塾とかも

開業してきたり、あるいは石巻市の方でさらに充実してきたり

と考えております。 

ただ、向学館とはご案内のとおり協定書を結んでパートナーシ

ップをとっているわけでございますので、今後どういう内容で

向学館を運営していくかということについては、私どもも一緒

に考えていかなければならないと思っております。 

その中で当然、塾機能は核となるものですが、今、向学館では

ご存知のとおり、乳幼児というか、保育所を対象にした授業な
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どもやっておりますし、ご指摘の高校生もやっております。 

ですから、お言葉を借りれば、居場所機能という部分、塾機能

を確認しながらも、居場所機能というか、プラスアルファの部

分、高校生、幼児の子供たちも選択できるような何かを。ただ、

向学館の職員の数にもよると思うんですが、やり方は難しいと

は思うんですが、塾機能プラスアルファの部分で、町が支援す

るのは、例えば予算的に今後支援するのはここの部分だとか、

こちらは向学館独自でやってくださいということをいずれやっ

ていかなければならないと思っております。 

そのプラスアルファの部分、まだまだ女川はそういうのが必要

でございます。高校生も同じなんですが、特に幼児も少ないと

思ってみておりますので、今回やってもらったんですが、そう

いうところをこれから一緒に、何回か連絡協議会で話し合いを

しながら進めていきたいと思っております。 

阿部委員 町長からも先程、被災児童の就学援助の部分でお話があったん

ですけど、それぞれの個々のフェーズが変わっていく中で、財

政的に家庭が大変で、向学館のみに通うのが精いっぱいという

家庭もあるかとは思うんですが、そういう家庭でもさらに、例

えばもう少しいい教育を受けたいと考えていても、財政的な部

分で出せないという家庭もあるのではないかと思っていまして、

極端に言うと、石巻とか、仙台とかそういうところのレベルの

高い塾に通えば、例えば学力がガンとあがる子もいるのかもし

れないと。そういう子たちを引き上げるための部分というのも

併せて、向学館事業とずれるかもしれないですけど、考えてい

ければと思ったものですから、予算も絡むので、この場で話す

ことがいいかなと出させていただきました。 

町長 年間見込み予算でいくらでしたか。 

教育監 5,000 万円超です。 

町長 ですから、予算額としては、これだけ当初ではみているんです

けども、約 5,000 万円というところです。それがバスもあり、

人件費もあり、またさまざまにありという中で、私からも、費

用分析しつつ、何をどう区分けしてやっていくか、そこは町が

委託の分で、ここは間違いなくそのための経費として押さえる

けれども、居場所づくりと塾機能という話になるかどうかは別

にしても、そこに線を引いた中で、やり方、また、それは向学

館というよりは、子供たちをもった世帯に対してサポートする

ことで、結果的にその方面に対して回っていくような形になる

のが望ましいのかなという話は、ちょっとしていたんですけど
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も、この予算も当面分からないということですね。概算の予算

要求には入っていたんでしたか。 

教育監 委託事業から補助事業になるようですが、10 分の 10 の事業と

して要求されております。 

町長 当面は国の方で通ればそのままということになるんでしょうけ

れども、ただ、いずれどこかで切り替えてというのは当然出て

くるということですね。 

丸岡委員 高校生の課題解決というのは、女川町としては社会教育という

位置付けなんでしょうか。高校はないですよね。 

町長 委託している事業の中でというと、少なくともそういうことで

すよね。 

丸岡委員 そうですね。だから、(１)(２)(３)という中で、優先度が高い

のは、上の方、放課後学校業務になるのかなと思うんですけど、

社会教育に属するものは、それこそ本当に選択しなければいけ

ないのだったら、外していかなければしょうがないのではない

かなという気持ちがしています。 

町長 主に事業名でいうと、被災児童生徒等学習支援業務委託事業の

ことにまとまってお話をいただきました。ここについても、ほ

かにご意見があればいただきたいと思いますが、ここについて

もよろしいでしょうか。 

その他の部分、デジタル化のお話もありましたね。180 万円から

550 万円程度と幅はあるようですけれども、これは多分どうい

うやり方をするかで金額が違うということなんだろうと思いま

すが。 

まず、主要事項で説明があった部分について、ほかになければ、

主要事項にないものについても、もし何かありましたら、ぜひ

お出しいただきたいと思いますけれども。ここの細かい予算等々

については、皆様もよくご存知のところもあろうかと思います。 

おおむねここについてはよろしいでしょうか。 

将来的に見通しながら、これからというところも大分あります

ので、いただいた意見、あるいは例えば財政面から見て、削減、

あるいは選択ということにすぐになっていくというフェーズで

はもちろん今はないということなんですけれども、いずれ懸念

される事項等々もございます。そういったところを含め、教育

長ならびに関係課、財政部門の方ともそこの認識をすり合わせ

つつ、予算編成等にあたってまいりたいと思います。 

また今後の教育委員会の場とかいろいろご報告があろうかと思

いますので、その点よろしくお願いいたします。 
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議事は、次に移らせていただきます。 

３番目、「平成 28 年度の教育委員会事務局の体制について」、事

務局から説明をお願いします。 

教育総務課長 資料３番、「平成 28 年度の教育委員会事務局の体制について」

ご説明をさせていただきます。 

本年度と同様でございます。教育委員会、教育長、２課、教育

総務課、生涯学習課。あとは４係、総務係、学務係、生涯学習

係、体育振興係の２課４係の体制で 28年度も臨みたいという内

容でございます。 

平成 27 年度との相違点で、新教育長制度が平成 28 年４月に施

行予定でございます。 

宮城県から指導主事（割愛）の受入れ予定が１名。今からはマ

イナスの話だけなんですが、文部科学省及び復興庁から派遣さ

れている教育監及び復興支援専門員の任期満了で△２人、派遣

社会教育主事派遣期間満了で△１人、宮城県からの遺跡関係職

員の派遣期間満了で△１人、愛媛県伊方町からの応援職員派遣

期間満了で、それぞれ教育総務課、生涯学習課に１名ずつ来て

おりますが、二人減員という内容になります。 

こういった減員要素はあるんですが、あとは、いろいろご配慮

をいただきながらと、28 年度の事務局体制を考えております。 

説明は、以上でございます。 

町長 配慮を求められたと。現状について今ほどお話がありましたよ

うに、まず派遣の関係、これは県への要請、あと遺跡関係と、

伊方町から二人、ここは確実に、追加というんでしょうか、そ

の後の補充、例えば伊方町からの二人は終わるんだけど、ほか

の関係自治体からとか、そういう話は今のところはありません。

ここについては、純粋に３人減になろうかと存じます。 

また、本多教育監ならびに宮崎先生にお越しいただいておりま

すが、それぞれの期間満了ということで、ただ、例えば本多さ

んなどは、帰りのチケットは別にもらっているわけではなくて、

国の制度というのは面白いもので、これは県の割愛もそうなん

ですが、一旦辞職して来ていただいているという関係でありま

すが、そこはあうんなんでしょうということはあります。 

そういう中で、この体制その他ということをやっていただくこ

とになろうかと思います。教育長がいろいろ頑張っていただき

まして、県から指導主事（割愛）でまず入っていただくという

ことは、ここはプラスかというふうに存じますが、そういうふ

うな周辺事情これありの中で、これについて、シナリオでは何
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かご質問ご意見等とあるんですが、町長、頑張れよという話に

しかならないというふうに思いますが、それを含めてご意見等

いただければと存じます。 

事務局の体制ということですけども、学校の体制についても、

何かしらお話できるものがあれば、いただければと思いますけ

れども、教育長いかがですか。 

教育長 まず、事務局体制では、町長の説明のとおりなのでございます

が、生涯学習課長にもいろいろご尽力はいただいたんですが、

遺跡関係は、県からは絶対だめだとのことで、再三この前も生

涯学習課の専門監が来たときに確認させていただいたんですけ

ど、その前に課長等にもいろいろ働きかけはいただいたんです

けども、遺跡だけはどうしてもだめだったと。 

ということは、派遣社会教育主事、まだこの段階では何とも言

えないんですが、県ではすぐ切るというのはいかがなものかと

いう考えもあるようでございまして、被災地、特に南三陸とか

本町とか、あるいは山元、亘理、七ヶ浜辺りは継続すべきでは

ないかという意見も出ておりまして、私も３回ぐらい県に働き

かけを行わせていただきました。 

私としては何とか、大変課長がご苦労されているので、派遣社

会教育主事については、とにかくこれから粘り強く取り組んで

いきたいと思っております。とにかく被災地では最低でももう

３年は欲しいということで、いつもそのときには最低でも３年

と言っているんですけど、そういう要望の仕方をさせていただ

いております。何とかここは頑張らせていただきたいと思いま

す。 

それから割愛の方は、当然町で全部負担するわけですが、町長

にご快諾をいただきまして、課長には事務的仕事で手を煩わせ

ているんですが、これは順調にきているところでございます。 

それから学校関係は、間もなく教頭候補者、教育委員会でもお

話をしていたとおりでございます。それで管理職とかそういう

ところで、これから最後の詰めを行っているところでございま

す。 

昇任などもこれから行われるところでございまして、学校は、

先程の問題と同じなんですが、教育復興加配教員を今年どおり

もらえるかが一番でございます。今、教育復興加配教員が、小

学校に４名、中学校が３名、防災担当主幹教諭の加配を含めれ

ば合計４名。小・中学校は４名ずついただいております。これ

を何とか来年も同じ数もらいたいということで交渉していると



21 
 

ころですが、昨日、課長と佐藤補佐が行ってきた話では、来年

は今年程度というようなご説明があったやに聞いております。

私としては何としてもここは譲れない部分なんですが、女川町

の子供たちの数、学級数からすれば、教育復興加配教員は突出

していることは確かなんです。ただ、教育復興加配教員がいる

から、子供たちがこういうふうになっている、ああいうすばら

しい文化祭とかやっているんだということで押しております。 

ですから何とも言えませんが、今のところ、教育復興加配教員

については、減る場合は両方１名ずつ減ると思いますけど、今

年並みになるのかという状況でございます。 

それから主幹教諭、防災担当主幹ということで中学校に置いて

もらっているんですが、何とか小学校にもということで言って

いるんですが、規模的に厳しいようで、これは難しいかと思っ

ている状況でございます。 

それから女川町で、講師が非常に多いんですが、大変頑張って

おります。一次試験で残念ながら何名か落ちてしまいまして、

５名ほど２次に進んだんですが、ここにいる宮崎先生に授業の

果てから面接までご指導いただきまして、本町では初めてだと

思うんですが、２次に進んだ講師、小学校３名、中学校２名の

５名全員が合格したという快挙を成し遂げました。宮崎先生に

ご指導いただきましたけれども、そういう状況でございます。 

講師関係は別にしましても、ポイントは、最後の詰めなんです

けど、教育復興加配教員を何とか今年と同じようにもらって、

もう一歩子供たちを進ませたいと思っているところでございま

す。 

町長 ありがとうございました。 

全体について、事務局体制を含めて改めてございました。私も

含めて頑張りますとしか、人数の関係は言えないところがあり

ますが、体制についてはいろいろ工夫のできるところもあるか

というふうに存じます。 

今のお話も含めて、ご意見なりご質問等といっても、ちょっと

難しいかなと思いますが、それでもあればですが、この部分に

ついてはいいですか。 

教育委員長 頑張っていただきたいと思います。 

教育長 町長の言葉ではないんですが、頑張らせていただきます。 

町長 頑張りますという決意をお伝えしつつ、ここの部分については

収めたいと思います。 

宮崎先生、大変ありがとうございました。 
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でもまた５人がここから旅立っていくのかな。巣立たれる皆さ

んには、ここに宮崎先生がいたから取れたんだということを魂

に注入いただいて、サケが帰ってくるように、教育長から精神

注入をしていただきたいと思います。 

議事の(３)を終わらせていただきます。 

議事は、ここで終わりとなっています。 

11 その他(自由討議)  

町長 その他（自由討議）ということで、たたき台を教育長で準備い

ただいております。 

では、教育長からご報告いただければと思います。 

教育長 「自由討議」というワンペーパーをご覧になっていただいて、

大きく３点ございます。 

大きいポイントは、２番目の「町長の公約」にいろいろご意見

等賜ればと思っております。町長もちょうど一緒だったもので

すから、いつも教育委員会でご報告している内容なのでござい

ますが、生のままでの今の現況について最初にお話をさせてい

ただいて、いじめのことが再三再四取り上げられておりますが、

本町ではどういう状況になっているのか、ここは簡単に済まさ

せていただきます。 

２番目の「町長の公約について」で、教育委員会としても、い

ますぐどうこうという部分でもないところもあるんですが、進

めていかなければならないという点もありますので、ここで少

し時間をいただきます。 

３番目で、後半戦を迎えたわけですが、前半戦を振り返ってい

ろいろなお気づきの点等を、教育委員会でいつもいただいてい

るんですが、町長も含めて、出していただければと思っており

ます。 

まずはじめに、小・中学校の現状ということで、冒頭、町長、

それから横井委員長からもあったように、この半年間の子供た

ちの頑張りをたたえたいと思っているところでございます。 

時間も限られていますので、小学校、中学校、いつもの資料で

ございますが、取扱いには注意していただきまして、説明をさ

せていただきます。 

まず小学校ですが、おかげさまで学芸会はあのとおり一生懸命

になって子供たちは頑張りました。それぞれの学年のいろいろ

課題等はあるかもしれませんが、子供たちは熱心に練習に取り

組み、その指導にあたった先生方には心から敬意を表したいと

思っております。 
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現在、大分寒くなってまいりましたが、子供たちは放課後の勉

強をした後、元気いっぱい校庭を走り回っているということで、

おおむね小学校は順調にきているところでございます。 

町長、そして教育委員の皆様方に学芸会に足を運んでいただき

まして、ありがとうございました。それぞれの学年、本当に頑

張ったと思います。 

ただ、何点か課題等も見えたようでございまして、例えば一つ

の例ですが、６年生の合唱で男子のパワーが少なかったのでは

ないかとか、そういうことも耳にしたことも確かでございます

が、これは入学式のときも、高学年の校歌斉唱が今一つではな

いかというようなご指摘をちょうだいしました。担当にしてみ

ればずいぶん歌うようになったとは言っておりますが、この前

の校長・教頭会議では、その辺のところ、残り実質４カ月の中

でしっかりと仕上げていって、卒業式にはみんなで大きな声で

歌うように頑張っていこうというような話などもさせていただ

いたところでございます。 

小学校につきましては、各学年の様子、そこに学年別の状況と

いうことで、いつものとおり書かせていただいております。 

――― 

６年生では、あがいんステーションやフューチャーセンターで

の体験学習をさせていただきました。大変子供たちは喜んでい

たという報告をいただいております。 

なお、あがいんステーションの利用については、必ずどの学年

かが利用するということで、これからも進めてまいりたいと思

っているところでございます。 

あと、細かいところをお目通しいただければと思います。 

３ページの中学校に入らせていただきます。 

くり返すようですが、町長にもお褒めの言葉をいただいたんで

すが、文化祭はすばらしい出来でございました。特に合唱は、

３年生の男子のすばらしさ、それから２年生女子のソプラノパ

ートの子供たち、それから１年生で、一番前で一生懸命歌って

いる子供たちがいたということで、大変感動を覚えました。 

また宮崎先生の言葉を借りるんですが、宮崎先生が文化祭のと

きに出張されていて、その前に合唱練習などをつぶさにご覧に

なっていただいたんですが、出張先で、うちの合唱はすばらし

いでしょうと言われて、いや女川の方がもっといいのではない

かとおっしゃられたということですが、そのくらい感動を与え

るような合唱でございました。３年生の子供たちの頑張りを、
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今度は一番苦手である受験に向けて頑張っていただければと願

っているところでございます。 

――― 

それから、学年の様子はここに記されているとおりです。 

――― 

物品紛失事件ということがございました。ここに記していると

おりでございますが、学校には持ってこないというのが原則な

んですが、この事件については、しっかり処理してもらうよう

に話し合ったところでございます。 

いじめ関係のことについてお話をさせていただきます。 

６～７ページが小学校の５月、７月の調査内容でございます。 

いじめという定義が変わりまして、本人が嫌だと思うようなこ

とは全部この件数に入っておりますが、５月 61 件、７月 62 件。

ただ、小学校の質問は「今、あなたの学級では、いじめがあり

ますか」という質問をしております。これらについては全部把

握しておりまして、すべて解決済みというか、指導済みで、悪

質、陰湿、長期的ないじめは発生しておりません。 

それから、８～９ページが中学校の状況でございます。 

中学校での質問は「あなたはいじめを受けたことがありますか」

という質問ですが、６月７件、９月４件という状況で、それか

ら「あなたのまわりでいじめがありましたか」という第三者的

な評価の聞き方では、６月 10 件、９月３件で、若干本人と周り

の受け止め方の差異はありますが、このような数になっている

ところでございます。 

小・中学校は、以上でございます。 

何よりも大事な２番目の「町長の公約について」ということで

お話をさせていただきたいと思います。 

「町長の公約」については、資料 10 ページに掲げさせていただ

きました。その中の右側「将来への投資」で、この部分が主に

教育関係ということで掲げさせていただきましたが、その一番

上の「活動人口の拡大とコミュニティ形成」の中の「（仮称）大

人の部室」などは、まさに先程丸岡委員からも出されましたが、

生涯学習の分野にもやがて入ってくるのかなということで捉え

させていただいております。 

その中で、公約の１番目の「生活実学」は、実は学校現場でも

話しておりまして、何とか子供たちに、ただ勉強するのではな

くて、こういうことを覚えるためにはやっぱり勉強しなければ

ならないんだという、もっていき方をしよう、そして子供たち
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に最低でも、広告に出ている何割引きと何割引きではどちらが

安いとか、あるいは銀行に行ったときにどういう率で借りた方

がいいとか、そういうことも少し入れていったらどうかという

ことで、実は小学校でも、やっていないわけではないんです。

これを町長は、「段階的な導入」という言葉を使っていたので、

その実学的なものはどういうものがあるか整理をしております。

これを体系化すると堅苦しくなるんですが、そうではなくて、

しっかりとこういうことをやって、もう少しそれを前面に出し

てやっていこうではないかということを、整理し始めていると

ころでございます。私どももこれは取り入れていかなければな

らない部分かなと思っております。 

それから、阿部委員がいるところで恐縮なんですが、阿部委員

から、業を起こすというか、起業教育、会社のいろんな仕組み

などを子供たちにも経験させるということで、応募したんです

が、学校もいろいろな人権擁護などが入ってきているので、な

かなか全部というわけにはいかなかったんですが、参加者が少

なくて申し訳なかったんですが、ああいうのもこの実学の中に

入れていきたいと考えております。 

先程の向学館とか、塾ということなんですが、学習機会確保の

ための、よく丸岡委員からも言われている町としての支援の部

分を、町長が公約に出していただきましたので、これはありが

たいことだと思っております。 

それから、小中一貫校については、町の広報でも毎月のように

出させていただいておりますが、順調に進んでおります。 

それから、「高校への通学費用をサポート」、さらには、私ども

も非常に大事でありまして、向学館でも取り組んでいただいて

おりますが、保育所から小学校への連携がとても大事だと思っ

ております。さらには、不妊治療など、健康福祉課関係の業務

などがありますが、いずれここに掲げていた公約については、

教育委員会としても重要なことだと思っておりますので、町長

のお考えなどもお聞きしながら、教育委員会として具体の形に

進めていきたいと思っております。 

以上でございます。 

町長 教育長からたたき台ということで出していただきました。私の

代弁までしていただきました。 

私の部分について、補足というか、若干お話させていただきた

いと存じます。 

資料の 10 ページ目、こういう施策を掲げさせていただき、これ
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からの運営をやっていきたいということで、選挙戦、あるいは、

それ以前の同様の集まりの中でお話をしてまいったところであ

ります。 

今日は学校教育関係がメインということではあるんですけれど

も、例えばお話いただきました「（仮称）大人の部室」、活動拠

点です。いろんな、特にということで年配の皆さん、別に年配

の方だけでなくてもそこの構成要素はいいとは思うんですけれ

ども、町全体を活動のフィールドにしていかなければならない

と思っております。そこで活動する地域の我々であり、あるい

は外から来ていただいた方が、いかに活動しやすいものである

か、ユーザビリティが高いものであるか、町全体がそうなって

いくべきだろうと思っております。 

そのときに、例えばずっと家から出ないとかいろんなお話もあ

るわけですけれども、例えば仮設に入って、だれとも会いたく

ないとか、今ももちろんそういう方もいらっしゃいますし、何

かきっかけがあればいろいろ交わっていただく方々もおられる。

これまでの町のさまざまな高年齢層のサークルというんでしょ

うか、各組織のつながりの中を見てみますと、大体事務局は会

長のお知り合いで、大概がそういうパターンになってくるとい

うこともありました。 

普通に学校を見てみると、部活をやるのに部室があるんですよ

ね。そういう中で、いくつかそこの、自分の例えば三つぐらい

かかわっているものがあって、行けばだれかがいる環境、関係

というのが、町の中に、それも真ん中あたりにあるというのが

すごく大切なことではないかと思いました。 

そうすることで、それぞれのコミュニティ形成にもつながって

いくでしょうし、コミュニケーションの発揚にもつながるでし

ょうし、またそれがまちなかの活性化そのものにつながってい

くんだろうということがありまして、そういう意味で、立派な

ものは想像しないでくださいと、せいぜいプレハブですけどと

いうことでお話をしたんですが、みんなが交わえる場、これが

公の施設のいつ何かを借りてではなくて、いつ行ってもだれか

いる、あるいはそこにいていい居場所づくり、ひいてはそれが

町全体の活力につながるようなことをやっていきたいと思って

いました。これはまた別途いろいろ進めてまいりたいと思いま

す。 

今日の議題的なもの中心で言いますと、「将来への投資」と書い

てあるところで、「生活実学」と書いていますが、以前からいろ
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いろまちづくり活動をやっていく中で感じる部分であり、「生活

実学」、代表的にはお金学だと思います。日本の教育現場という

か、日本人のあれなんでしょうね、お金のことを教育現場で教

えるのは、なにかさもしい、卑しいみたいな雰囲気があったわ

けですが、高校を卒業して、あるいは通常の買い物から始まっ

て、間違いなく人生で直面していくわけですよね。 

これが小さいお金だったら、スーパーのチラシから始まって、

多分会計学だったり経営学と、どんどん大きくなっていくわけ

ですけれども、そういったところの段階的というのは、確かに

年齢とか学年だとかそういう部分で段階的に一番身近なものと

してやっていくことが、将来たくましく生きていくためには、

あるいは職業人としてどこかの段階から生きていかなければな

らないわけで、すごく重要なことなんですね。日本のどこにい

ても、世界中どこにいても、それは変わらないわけですから、

そういうたくましさにもつながるでしょうし、必ず必要になっ

てくる部分、それをやっていくと、女川の子供たちは数字に強

いとか、生きる力というか、考える力、それは個のことだけで

はなくて、全体最適を考えると、どうするとか。例えば就職と

いうか、仕事で組織の中にいればそういうことも求められる、

そういうことにもきちんとつながっていくのではないかと思っ

ていまして、そういう意味での「生活実学」を入れたんですが、

また、加えてですが、国が学習指導要領を改正するということ

で、小学校から英語は力を入れてくれるようなので、そこは期

待をしたいんですが、足りなければ英語もやっていかなければ

ならないでしょうし、あとＩＣＴですね。もう僕らでは分かり

ませんという時代に入っています。彼らがそこから逃れること

はできないというか、通常必要なインフラとしてあるわけです

から、そこをやっていく必要があるのかなと思っています。 

次に、塾関係のことについては、先程阿部委員が言われた文脈

とも結構重なってくるところがあるんですけれども、あとコン

サルに委託でやっていただいている部分とも絡んでくるわけで

すが、費用分析をきちんとしつつ、委託して、教育の達成目標

として、お互い連携主体としてやっていく部分ということと同

時に、そこに学びに行く子供たちにとっての使いやすさだった

り、あるいは保護者から見た場合の負担のあり方、そういうと

ころをもろもろ考えたときに、そこを切り分けたうえで、学ぶ

ためのサポートを逆に受益者側に対してやっていく方が、合理

性も高いだろうと思います。同じ予算の消費、例えば額だとす
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ると、そうすることで受益者の方ももっと能動的になりますよ

ね。自己負担が仮にいくらかでも発生するとなりますと。そう

いうことも併せて、新しいやり方ができないかということで考

えています。これはすぐということでできないかもしれません

ので、いろいろやり方は相談してまいりたいと思います。 

小中一貫ならびに学校の新設については、ご案内のとおりです。 

「高校への通学費用」は、高校がありませんから、昔からどち

らにしても１校しかなかったわけで、大半は石巻地区その他に

通っていたわけです。地方創生うんぬんという定住施策とかい

ろいろやっていく中で、競争力も高めていくということも当然

必要だと思いますし、何よりも家計負担が軽くなった分、子供

への投資に回ってくれればいいわけでありまして、こういう部

分をどこまでの規模でやるかというのはまた別ですが、これら

は具体的に考えていきたいと思っております。  

「幼児教育から」ということで、本来こども園で新設のものが

スタートできればいいのかとは思うんですが、災害復旧等々の

関係で、幼児教育あるいは幼児に対する保育ということでいう

と、保育所からのスタートにならざるをえないというところが

ございます。ただ、その段階からでも、小学校、義務教育課程

に上がるうえでも、スムーズに行く必要があろうかと思います

ので、どこまでのことをやっていくかというのは、現場といろ

いろ相談してまいりたいと思いますけれども、そういったこと

も掲げております。 

補足という以上に、説明になってしまいましたけれど、私から

もつらつらとお話をさせていただきました。 

議論のたたき台ということで挙げていただきましたので、全体

含めて包括して、何かご意見、ご質問がおありでしたら、お願

いいたします。私への質問でも構いません。 

丸岡委員 「生活実学」というのは僕もものすごく必要だと思って、共感

するところです。何を具体的に学ばせるかというのは、相当選

択をしなければいけない幅がある話で、これから時間をかけて

いかないと、ということなんでしょうね。 

町長 あとは年齢、階層、学年ごとにどういうふうにやっていくと、

なじみやすいかと。ゲームとかでありますよね。例えば株のゲ

ームとか、あと企業分析とかもあるんですけども、ああいうも

のもどこかの段階で入れていくというのも、一つの話ですね。

シビアなんだということで、生活にリアルにつながる。お金の

ことだけでいうとそういうこともあるでしょうし、あとは企業
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で今度いろいろプログラム等を考えているようです。 

阿部委員 商工会商業部の方で入ってやる予定です。まちびらきのときか、

年末の歳の市にその場を設けたいと準備を進めている状況です。 

丸岡委員 株の教育とか、そういうものも実学的で非常にいいと思うんで

すが、あまり簡単にお金を儲けることを覚えてしまって、勤労

意欲を失うというケースもあって、働くことの世の中に対する

貢献というものも、同時に教えなければいけないと思っていま

す。 

平塚委員 今のお話は年間のカリキュラムの中に入っていきますか。 

教育長 一つは、今、「生活実学」がどういうところでどう教えているか

チェックさせています。それから、それを改めて取り上げたと

きに、どういう時間でできるのか。取り上げたときに、何をす

るか。もちろんお金に特化してやろうという形になってくると

思うんですが、その時間があるかということで調整しておりま

す。 

それから、総合的な学習の時間があるので、これを活用しない

手はないと。そこで生活実学等を意識した、お金に特化したも

のを、１年生から６年生まで学年に応じたものも、例えばどう

いう形でやるか。中学校は非常に分かりやすいんですが、イン

ターンシップ、職業体験などをやっているときに会社機能みた

いなものを勉強するとか、あるいは出店みたいなものを経験し

て自分でやってみるとか、そういうことを内容を変えられない

かとか、そういうことをチェックさせようかと思っています。 

平塚委員もおっしゃったことは大事で、それを意識してできる

先生と、時間をきちんと設定しないとできない先生が現実には

いるんです。だから、やるには、きちんとした時間を設定して

やるのは大事だし、できる先生にはバンバン進んでいってもら

うようなシステムというか、そういう一方で、時間の確保も検

討していかなければいけないと思っております。 

平塚委員 計算の基礎、基盤をきちんと定着させたうえでそういうことを

しないと。 

教育長 そのときに子供たちが、そうなるかどうかは別にしましても、

やっぱり勉強しなければならないんだと、算数とかきちんとや

らなければならないんだということに気付くということも、大

事なことだと思っております。 

平塚委員、金銭教育がありましたよね。 

金銭教育というのがあったんです。それを公開したんです。大

川小学校は金銭教育に非常に一生懸命だったんです。桃生辺り
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もかなり金銭教育に力を入れていたんです。それがいつの間に

かすたれてしまって、次に租税教育というのが入ってきたんで

す。そういうのは全部、本当は何か体系化すればできるはずな

んですね。それがいろいろなことになってきて、今やらなけれ

ばならないことがあまりにも多くなったので、そういうのが消

えていったのは確かでございます。 

本来は、金銭教育は大事な部分でありました。そういうものを

もう一回掘り起こして、では女川でどういう形でやれるかとい

う形になるのではないかと思っております。 

町長 大切なところで、一番身近で分かりやすいのは住宅ローンだと

思っているんですね。30 年で金利 2.5％、元利均等でやってい

くと、2,000 万円を借りたら、大体 3,000 万円払うことになる

わけですね。では元利均等とは何か、２％の金利というのはど

ういう意味かとか、それをやっていくと、お金を借りるとか、

預けるとか、いろんなことが分かってくる。そこは必ず算数と

か数学が入っているわけですよね。元利均等でやるという場合、

どうなるんだ。数式で何乗もずっと計算していると、その中で

毎月の金額が決まってくるわけですよね。まず間違いなく数学

的なこういう公式から導き出されるものが、将来間違いなく日

常生活にどっさりかぶさってくるわけですよね。 

それだけでなくて、先程虚業的な話で誤解されるような表現で

失礼したんですけれども、例えば昔だと、経済学的にいうなら

ば、勝ち点があってどうこうというふうに、でも、今、実体と

しては違っている世の中でもありますよね。そういうことも一

つずつ、何か身近な事例で、肌身でやっていくと、多分、学び

とか一般社会に対する関心とか、あるいはそこにつながるため

の、数学的な思考なんだと思うんですが、そういうものにもな

っていくのだろうと思うし、そのきっかけにもなってほしいし、

まず何よりも、今、金銭教育というお話だったので、私も一回

調べてみたいなと思うんですけど、それが肌身というか、皮膚

感覚で分かるようになってくると、多分ものすごく強いものに

なってくるのではないかと思うんですね。 

教育長 特別支援学校では、算数とか数学は、例えば私がお世話になっ

た光明支援学校では、全部お金をベースにしています。当然、

広告を見てどちらが安いか覚えさせなければならないので、足

し算の勉強をするときも、５円と５円とか全部円計算でしてお

ります。その是非はあるんですけど、批判ももちろんあるんで

すが、ただ、まさに実学でやらせていただきました。 
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町長 同じものを、御前屋で 500 円、イオンで 400 円で売っていまし

た。女川に住んでいるあなたは、どちらに買い物に行きますか。

イオンと言ったら多分ハズレなんですよね。交通費が掛かるか

ら。御前屋で 500 円のものを買う方が、同じものだと絶対お得

なわけですということを、何かを成すために、コストの意識だ

とか、そういうことにつながっていく話もいっぱいできるのか

なと。そういう点は大人になって必ず必要になりますから。家

庭生活でも社会生活でも必要になる。そういうことを念頭にや

れたらいいのかなと思いますよね。 

阿部委員 社会がかなり豊かになってきているなとすごく思うところなん

ですね。仕事柄、配達のアルバイトを使う立場でありますので、

中・高のときにうちで配達していただいていた、役場で働いて

いらっしゃる方が妙に多いんですが、小学校の頃からとか、当

時まだ労基法にあまり関係なく働けた時代だったので、その当

時どうだったかというと、家が大変なので、家族でその部分を

支えていかないと、という形で働かれていた方が多かったなと。

でも、今、子供が働いてまでというのはないではないですか。

労基法の関係で、中２以上でないとアルバイトもできないとい

うことも事情としてあるとは思うんですけれども、なので肌で

子供たちがお金の大切さ、お金があるからこうして暮らしてい

られるというのを感じられる場が、多分、今の時代にはないん

だろうと私は感じるんですね。だからこそそういった部分を教

育の場で教えなければいけない時代になってしまったんだなと

いうのをすごく感じていて、企業家のプログラムとか、あがい

んステーションでの水産業体験とか、そういうところからスタ

ートして取り組んでいるというところが、正直あるんですね。 

町長 コンプガチャでとんでもない請求が来たりとかね。 

阿部委員 自分の子供も三者三様な部分があって、簡単に３番目などは人

の電話を借りて、パパッと掛けてよこすんですよね。それもコ

ストが掛かっているんだということでかなり怒ったりするんで

すけど。向学館の電話なんですけど。 

復興支援専門員 ちょっとした具体例をもっているものですから、もしかしたら

教育の現場でイメージがわかないかもしれないんですけど、若

干一つ二つ例を出してもいいですか。 

例えば私がやったところでは、図書委員とか、新聞委員とか、

そういう名前を使わないんですね。図書の場合は、図書会社な

んです。新聞委員は、新聞社というんです。そして委員長とか

部長と言わずに社長というふうに変えています。そして学級会
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といわず、株主総会と。つまり新聞社は、新聞をみんなに読ん

でもらわないとだめなんだと。学級会では従来だと、皆さん新

聞をもっと読んでくださいとか、本をいっぱい借りてください

と言っていたんだけど、それは企業努力が足りないからだろう

ということを、株主総会、学級会で言われると。一つは、言葉

に小学校２年生から抵抗がないように慣らしていく事例があり

ます。 

それから現実に、これも２年生からスタートしたんですけども、

学校で栽培したものを現実に、それまで紙に 100 円とか書いて

いたものを、現金でもって売り歩いたんですね。そうすると、

ポスターがきれいではないから、最近売れなくなったのではな

いかとか。売れたものをどうしようかというので、お金を銀行

へ持っていって実際に口座を作ってもらって、銀行に積んでい

く。そのうちに今度は、カードまで作っていくという具体の例

などもありますので、細かくそれがどんなプロセスを経ていっ

たかというあたりも、もしよろしければ提示させてもらおうと

思います。 

町長 ありがとうございます。そのプロセスは大切ですから。そこを

欠落したまま形だけもってきてしまうと、多分訳のわからない、

何のためにやっているかも分からなくなると思うので、これは

ぜひやるべきですね。共有させていただきたいと思います。 

自由討議というか、たたき台が出ましたが、これに対しての議

論でなくてももちろん結構なので、皆様から、ほかにも何かあ

れば。予定時間は超過しますけど、皆さんさえよければ、この

ままいろいろ話をしてまいれればと思います。 

教育長 くどいようですが、保育所との連携をちょっと私も反省してい

るんですが、震災から５年で、乳幼児期だった子供たちが入っ

てきているわけですけど、なにか、だれが見ても落ち着きがな

いというか、それは本町の学校だけではないんですね。南三陸

もそうだし。ここを何とかするためには、思いっきり遊ばせる

ことが大事だと。保育所などと常に連携して、最低でもお互い

に見歩く、参観し合うとか、そういうレベルでもいいので、そ

れからやっていこうということで、遅まきながら今やっている

んですけど。そうするとあの子供はこうだということが分かる

ので、当たり前のことだったんですけども、ちょっと遅かった

と反省しています。 

平塚委員 大事だと思いますね。 

町長 それができるサイズでもあるんだということですね。 
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平塚委員 障害児教育にもつながっていくんですよね。 

教育長 私としては一貫教育を騒いできましたけど、本当は幼・小・中、

やりたいのはそういうところです。改めて感じましたね。 

町長 あと、この中では、教育長の独断ではなくて、私の施策にも入

れたのですが、考えていかなければならないのは、女川町の社

会一般に対してのアプローチ。何かというと、女川高等学園が

スタートして、卒業生が何年か後に出てくるときに、地域は受

け皿になりたいということもあって、女川で宮城県で３番目の

学校がスタートする経緯にもなったんですけども、実際に労働

力としても地元の経済界は当てにしているところがあります。

ただ、それは、経営者はそうだけれども、スタッフの皆さん全

員がきちんと同じ思いで受け入れていただけるかどうかという

のは、ここ３年、４年をかけてしっかりやっていかなければな

らないですよね。どうしてもメンタル面でいろいろへこまされ

たりすると、本人が一番活動しにくいだろうし、出社もしなく

なることがケースとしては多いのだろうと思うんですね。私も

兄が自閉症なのでよく分かるんですけれども、それこそいじめ

の件数報告がこうやって載っていますが、大人社会になるとい

じめの件数報告は出ませんから、いじめというか、何気ない一

言で傷ついたり、コミュニケーションがそこで阻害されるとい

うことがたくさん出てくる。そこは時間をかけてやっていかな

ければならないと思います。 

教育長 これから実習がかなり行われるんです。カリキュラムを見ると、

火曜日と木曜日がやがて実習の時間になるようなので、その実

習は、例えば高政やおかせいで実施するわけで、その実習を通

して、そういう子供たちへの理解を深めていきたい。それは３

年間ありますので、その会社だけでもまず浸透させたいと考え

ています。かなり実習に出ますので、場合によっては１週間出

るときもありますので。ただ、あの子供たちは、働いて最初は

戸惑うかもしれませんけど、本当に戦力になります。それをこ

れから訴えていきたいと思っております。私たちも一体となっ

てやるということでやっておりますので、全く大きな問題で。 

町長 従業員の皆さんの共通理解がすごく大切になってきますね。 

教育長 高政の社長とも話したことがあるんですけど、うちはいるし、

本人に嫌いだと言われる人は、私はだめだと思っているんだと

高政さんはおっしゃっていたんですけど、そういうことを理解

されている会社もありますし、あと１社だけではとても間に合

わないので、いろんな会社に出ますので、それは実習の中で私
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たちもやってきたんですけど、ご理解をいただきました。 

実習の間に、２日目から行かなくなる子供も出てくるんです。

そういうことのくり返しなんですね。ただ、就職してからそれ

が出たのではまずいので、３年間の実習の中で何とか啓発をし

ていってほしいと思っております。 

阿部委員 ３年後の就職先が全寮制の企業みたいなところであれば、その

会社の中で解決できる気がするんですけれども、その地域に住

んで、その地域の会社で働いてという流れになった場合、ご近

所との付き合いということが出てくると思うんですね。その中

でまたコミュニケーションがうまくいかなくなると、大変なこ

とになるのかなという気がしますので、３年間の学校生活の中

で、地域行事等への参加とか、その辺りのかかわりも仕組んで

いかなければいけないのかなと。 

教育長 おっしゃるとおりで、例えば清水地区の区長、あるいは区長会

の会長とは顔見知りになっておりまして、それぞれの地区のお

祭り、あるいは町民運動会でもいいんですけど、来年から出る

ということで話しております。 

それから、今出たのは非常に大きなことで、どこかに住んでや

るということで、県ではここをモデルにしたいということで、

まだ確約はしていないんですけど、住むときにだれか指導員を

一人置いて、そこから通わせると。ただし、その場所さえ提供

してもらえば、どこかないだろうかということで、その話し合

いまではしております。そこをモデル事業として、指導員のよ

うな人を一人置いて巡回しながらやるということも考えている

ようでございます。 

町長 それこそきぼうのかね商店街でしょうか。あまり隣接していて

もだめなのかもしれないですね。学び舎とね。そこはいろいろ。 

丸岡委員 小中一貫校が出ていますけども、今度、視察があるんですよね。

11 月５日ですね。楽しみにしております。 

町長 どちらへ。 

丸岡委員 豊里です。 

教育長 いろいろ課題も見ているようで、豊里も結構大変なようでござ

いますので、そちらの方もインプットしていただいて。 

 阿部委員 ちょうど町長が再選になったということで、震災前から震災に

よって生じた課題の解決みたいなものがこれまでの４年間だと

思うんですけれども、主に新たにつくったり生み出したりとい

う作業がこれまでとすると、今後、まさにここから先は、震災

後に生じた課題の解決の部分に入ってくるのかと思いまして、
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ともすると、震災前にやっていた事業とか、震災後新たに生ま

れた事業とか、複数逆に増えていくというフェーズに入りかね

ないと思っていまして、整理統合というか、集約を考えていか

なければいけないと思うんですね。その課題解決の一つとして、

小学校、中学校の新設統合がまずあったわけです。結果、そこ

の課題は解決されたんですけど、今度、地域行事が復活してき

て、具体に言ってしまうと、ミニ運動会が復活してきました、

秋刀魚収獲祭が復活しました、鼓笛隊に全部要請が来ます。震

災前は、小学校は学校単位で持ち回りだったんですね。これが

１校になって、１校に全部集約されるということは、今いる先

生方の仕事量は結局２倍、３倍になるということで、先生方が

忙しくなるということは、子供たちに目をかけられなくなって、

必然的に学力向上はできなくなるという流れになるわけです。

しかも教育復興加配教員の措置みたいな部分でもまた人が減る

となれば、そういったマンパワーがまた削られていくというこ

とになると思いますので、その辺ぜひ、地域イベントという部

分で、震災前にやっていたんだからやって当然、ではなくて、

年度当初でもいいですし、年度前でもいいんですけど、学校側

と、町側というか地域側で、要請があるようなものとすり合わ

せをしたうえで、学校側が判断して、出る出ないと。頼まれた

からと全部引き受けていたら、学校はパンクすると思いますし、

うわさの話をこういう場で出すのもどうかと思いますけど、も

ととも女川町はあまりにも忙しすぎて先生が来たがらないとい

う話も、うわさでは聞こえてきますので、そういったところを

解消することによって、ぜひ先生が来たいと思うような町にし

てほしい、学校にしてほしいと思います。 

丸岡委員 現状そんなに忙しいんですか。 

教育長 例えば今まで、今年一小、来年二小とやっていたものが、毎年

女川小学校になる。あるいは、何かの会議に出るときに、今度

は一小の先生、次は二小、次は四小という形で３年に一回だっ

たのが、毎年来るというのは確かにございます。 

だから、石巻市なら、多くの学校の中の１校なのですが、本町

では、全部この１校に来ていると言ったら言い過ぎですけど、

それが現実です。そこは、校長には取捨選択していいというこ

とは話しております。 

今後は、年度当初にしっかり計画されたものはきちんとやる、

緊急的なものでどうしてもということは、学校で判断して、年

度当初の話し合いをしっかりもって、計画をしていかなければ
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ならないと思っております。 

阿部委員 そもそも選択で３年に一回だけ参加しますからとか、そういう

のでもいいのではないですか。 

教育長 そこは学校の方ではずいぶん慣れてきましたので、結構取捨選

択するように、私の方でまず切っております。それが一番でご

ざいますけど。 

ただ、先生方は、必ず代表の例えばなになに会議があるときに、

女川町と必ず出ますので、どうしても出なければならないとい

うことで出張が多くなることは確かにあります。その辺で今話

しているのは、こちら側の石巻地区の東部地区をもう少し広げ

て、そこから１校にしてほしいとか話しておりますが、怒られ

ますけど、なかなか教育界は旧態依然としたところがあります

が、そのことは大変大事なことだと捉えております。 

平塚委員 学力向上にも結びつくと思うんですよね。私はそこが大事では

ないかと。学力向上ということを抱えているのに、そのような

突発的な事業に駆り出されるということは、それだけ授業時数

が軽減されるということになると思います。 

教育長 授業時数の軽減まではしていないですけど。それは絶対だめだ

ということで言っていますので。 

丸岡委員 本業優先となると、女川町は学力向上にとても力を入れなけれ

ばいけない地域であるということを再認識していただいて、本

業に対し、先生方の負担で差し障りが生じることのないように。 

教育長 もっとざっくばらんに言わせていただければ、平日は、ほかよ

りは多いかもしれませんけど、やっているんですけど、土日だ

と思うんです。ここを何とか精選できないかということで、年

度当初にしっかり立てようと。それ以外の土日については、あ

とは校長の判断を原則にしています。平日については、ちょっ

と多いぐらいですか。チェックはしておりますけど。授業カッ

トは絶対だめだということにしております。 

教育委員長 震災前から女川町はイベントが多いと言われているので、それ

が先程言われましたように、どんどん復活してきたと。だから、

町レベルでやるものと、民間でやるものと、いろいろなレベル

があるんですけど、今言うように、土日を中心にいろいろな行

事があって、要請が来るということは事実で、学校としても断

りづらいというところがあって、どんどんそれがと。 

丸岡委員 イベント主催側としては、子供たちに来てもらいたいという気

持ちは分かりますけど。 

教育委員長 当然のように、親御さんとか関係者がより集まるだろうという
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前提のもとにお願いするということもあるんでしょうけども。 

町長 町民運動会で、まさに任意参加だから人が少ないんだと。５年

生、６年生全員ということでやった方がと。私はそうですねな

んて聞いていたんだけど、ＰＴＡの熱心な方々もそういうふう

に。だから、まずＰＴＡを含め、これは役員だけではなくて、

全体に対して、次にいろんな産業界その他に対して、あとは学

校評議員の方々に対して、こういう状況だから、きちんと取捨

選択してやるということにしているから、断られても恨まない

でくださいと。それをまず徹底すると、校長先生も断りやすく

なるのではないですか。 

阿部委員 学校行事と町の行事や地域のイベント等で、組めるものもある

のかなという気がするんですね。実体としてできるのかどうか

分からないですけど、町民運動会とうみねこキッズランナーを

うまく組み合わせれば、学校行事で、１日で運動の部分もやれ

たりするのではないかという気はするんですよね。 

教育長 やっているところでは、町民運動会で子供が参加するというパ

ターンもありますし。 

教育委員長 どうしてもサークルみたいなものを立ち上げると、年間行事と

して自分のところのメインを持ちたいというのがそれぞれなの

で。それを例えば調整会議みたいなものを設けて一本化しまし

ょうかといったときに、昔の話ですけど、女川の場合は、いや、

うちの方はうちの方ということを割と強く出す傾向にあるので、

調整会議も難しいところもあるような。最後までみなと祭りで

すら調整がきかないままということの歴史もありましたし。昔

とは大分傾向も違っているので、今後を考えれば、否が応でも

そういう話し合いを。この間もＰＴＡの方が言っていましたけ

ど、先生が例えば３人、５人行事に付かなければならなかった

ら、今言うように負担が大きいので、父兄が１人、２人付きま

しょうかとできればいいんだけどねと。例えば宮崎先生が言う

ような父兄の方の応援団という形ですとか。ただ、今難しいの

は、学校で行った行事だからという目で親御さんから、何かあ

ったときになってくると、先生と一緒になったときの責任割合

なり負担なり、あるいはどこからどこまでというのは、今は結

構難しくて、言うのは簡単なんだけど、何もなければ別にオー

ルＯＫでいいんですけど、その辺のところも含めて、もってい

き方が非常に、ではこれからどうしましょうかというのは、話

し合っていかなければいけないところなのかな。ＰＴＡも先生

もそうなんですけど、数年ごとに変わるので、どうしてもトッ
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プの方なりそのときの方なりの判断で、その１年は変わったけ

ど、また戻ったとなってくると、それとはまた違う部分で責任

なり何なりという部分があるので、本当に考えれば考えるほど

難しい部分かなと。 

町長 いずれにしても子供たちにとって、あるいは先生方にとって、

どうやれば一番元気に学びの方も、そういう活動もできるよう

になるかということを、関係主体全員が分かるように呼びかけ

をしていかなければならないんでしょうね。子供たちもいっぱ

いいっぱいになってしまっているところがある。今はさすがに

少し落ち着きましたけど、自分の子供を見ていると、いろんな

もので結構パンパンでしたね。 

教育長 奪い合いをしているような状況で、児童生徒数が減ってきてい

るにもかかわらず、同じ。例えば部活動もやっと見直しました

が、部活動も同じ、スポ少も同じということになって、一人の

子供をみんなで奪い合いしているんですね。うちになになにも

必要だとか。とにかく年度当初にしっかり立ててくださいとい

うことだけは、次年度もしっかりと話しながら、町長がおっし

ゃったように、こういうことをみんなで共有して、いずれは学

校評議員とかも含めて、ご意見をいただきながら、やらせてい

ただきたいと思います。 

確かに女川に行くと何かさせられるとか、公開があると必ずや

らせられるということは、確かでございます。村上教育長だか

らなと言われるのも、確かでございます。 

町長 それで鍛えられて、筋肉質になるんだぐらいに思ってほしいん

ですけれども。ぜひ営業の方もよろしく。 

いろいろと意見もいただきまして、大分時間も超過いたしまし

たので、また皆さんのスケジュール等もあるかと思います。 

本日の討議はここまでとさせていただきます。たたき台、ある

いは、今日の議事以外の部分でもいろいろな要素というんでし

ょうか、今後に向けて数多く出していただいたと思っておりま

す。町長部局、教育委員会部局、それぞれあるわけですけれど

も、必要なところを連携しつつ、またそれぞれに進めるところ

は進めつつということでやってまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

議事関係につきましては終了ということで、進行を事務局にお

戻しいたします。 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、皆様、大変お疲れさまでした。 
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次回の総合教育会議は、要綱で来年４月になっております。 

ただ今、町長がおっしゃったように、何かお気づきの点があれ

ば、教育委員会の方にいろいろご意見等をちょうだいしたいと

思っています。 

最後に、教育長から閉会のご挨拶をいただきます。教育長、よ

ろしくお願いします。 

教育長 本当に長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

第２回総合教育会議ということで、貴重なご意見を賜りました。

一つ一つしっかり受け止めながら、町長とも連携をさらに強め

ていきながら、子供たちのためにまい進していきたいと思って

おります。 

長時間、ありがとうございました。終わります。 

教育総務課長 以上をもちまして、第２回総合教育会議の一切を終了いたしま

す。 

本日は、皆様、ご多忙のところご出席いただき、ありがとうご

ざいました。 

12 閉  会 午前 11 時 00 分 

  

※事務局注 会議中、児童生徒個人に言及した場面については、当該

児童生徒等の権利利益の保護の観点から「―――」としている。 

  

  

  

 


