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平成 29年度第２回女川町総合教育会議会議録 

 

１ 招集月日 平成 29年 11月 14日（火） 

２ 招集場所 女川町役場仮設庁舎 ２階 第１会議室 

３ 出 席 者 須 田 善 明 町長 

村 上 善 司 教育長 

横 井 一 彦 教育委員 

平 塚 征 子 教育委員 

阿 部 喜 英 教育委員 

新 福 悦 郎 教育委員 

４ 欠 席 者 なし 

５ 参 考 人 渡  邊    洸 女川向学館教頭 

６ 事 務 局 今 村   等 教育総務課長 

佐 藤   毅 生涯学習課長 

春日川 真 寛 教育政策監 

永 野 孝 雄 参事兼指導主事 

木 村 善 行 生涯学習課課長補佐 

水 野 裕 也 参事兼社会教育主事 

７ 傍  聴 ０名 

８ 開  会 午後６時 30分 

教育総務課長 定刻には若干早いのですが、皆さんおそろいですので、ただ今

から平成 29年度第２回女川町総合教育会議を開催いたします。 

暫時の間、事務局において進行を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

挨拶を申し上げます。 

９ 町長挨拶  

町長 おばんでございます。今日は夜間の開催になりましたが、委員

の皆様にはお忙しい中ご出席をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

今年度第２回ということでございますが、新福委員におかれま

しては初の総合教育会議ということでございます。 

法改正等々があってこういう仕組みになりましたが、本町の場

合は、いろいろな部分でリレーションをしっかりとりながら進

めてきたつもりですし、歴代の教育委員会側も同様だったかと

思います。ということで、あえてこういう場を改めて設定しな

くてもというところはあったのですが、ただ、一つの議題に対

して、それぞれの考え方、立脚点がどうしても違うことが当然

ありますから、そういうことをお互いに共通理解をしつつやっ
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ていくという意味で、こういう場は改めて必要というか、逆に

いい意味で活用していくべきだということを私自身これまでの

ところで感じております。 

ですので、今日も、報告、議題、協議事項等ございますが、ぜ

ひ思ったところを率直にそれぞれお話をいただければと思いま

すし、そうすることで実りの多い場になっていくと思っており

ますので、今日もどうぞよろしくお願いします。 

学校側で、例えば今日はずっと話題になっておることですが、

先程から柔道が県大会３位ということです。あとは野球で、先

程表敬で挨拶に来てくれたのですが、２年生の阿部航成君が東

北選抜で台湾で交流試合ということで、スポーツを中心に非常

に活躍。中心にということは、ほかにもいろいろあるという中

で、勉強はぼちぼち頑張ってもらっていると思います。 

それ以外にも、教育というと、社会教育ということで全般、大

きくなりますが、主に学校教育がメインの協議ということにな

りますが、顕在化しているもの、していないもの、現場では多

分いろいろな課題感が当然あるものというふうに理解をいたし

ております。それぞれ持っている情報などもあるのだろうとい

うふうに思いますが、いかにまっすぐというのでしょうか、強

く育って社会に将来出ていく、あるいは、その基盤を女川っ子

らしさというものを持ってつくっていけるかどうかというのは、

まさに、当事者である子どもたちもそうですが、我々大人の役

目も相当大きかろうというふうに思います。 

先程のスポーツ分野の活躍だけでなく、さらにそれぞれが自分

の良さや特性を伸ばせるように、また相手の弱さに対してきち

んと思いをはせられるそういう教育現場になってくれたらと思

っています。 

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

以上、開会にあたりましてご挨拶とさせていただきます。 

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、村上善司教育長

よりご挨拶をお願いいたします。 

10 教育長挨拶  

教育長 改めまして、おばんでございます。 

教育委員の皆様には、大変お疲れのところ、足を運んでいただ

きまして、ありがとうございます。また町長には、出張が続い

ていて、明日からもまたあるその合間をぬって、このような時

間を割いていただきましたことに、まずもって感謝を申し上げ
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ます。 

町長からも今ありましたが、女川の子どもたちは、あの震災か

ら７年目を迎え、皆様方のご支援のおかげで本当にいろいろな

面で頑張っているところでございます。 

一方で、この前生徒からこんな話を聞いたのですが、「よかっ

たね、新しい家ができて」と言ったら「家にずっといたい、学

校よりも家の方がいい」という今までにないような言葉も聞い

て、これからいろいろ難しさも出てくるのかなと思ったところ

でございます。 

委員の皆様方には、いろいろな行事で子どもたちの様子をご覧

いただき、また毎月の教育委員会でご報告をさせていただいて

おります。 

町長のお話に付け加えますと、今日の庁議でも話題になったの

ですが、税についての作文で、２年生の村上悠眞君が国税庁長

官賞ということでした。あとで詳しく聞きましたら、東北で２

万 1,000の応募があって、その中で３番目の賞をいただいたと

いうことで、２年生も一生懸命になって頑張っているのかなと

思っているところでございます。 

さて、この総合教育会議は、私から申すまでもなく、法律が改

正され、教育委員会のあり方が問われ、首長部局としっかり話

し合った方がいいのではないかということでこういう会議が設

定されたわけでございますが、冒頭、町長からもありましたよ

うに本町では、前教育長先生はもちろんのこと、私がさせてい

ただいてからも、情報交換を密にしており、また、教育委員会

の資料もそのまま出しております。 

そういうことで、町長のお言葉を借りれば、あえて何もという

わけではないのですが、やはりこういう場も必要だと思います

ので、町長からもありましたが、今日はご忌たんのないご意見

をいただきまして、今後の女川の子どもたちのために少しでも

プラスになればと思っているところでございます。 

女川っ子らしくということが出ましたが、今日、私が一番気に

かけていた「女川実学」について、少し時間をかけて、いろい

ろご意見等を賜ればと思っているところでございます。 

長くなってしまいました。今日はどうぞよろしくお願い申し上

げます。 

11 報告事項  

教育総務課長 ありがとうございました。 

続きまして、４の報告事項に入ります。 
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(１)女川小・中学校の現状について、(２)小中一貫教育につい

て、(３)女川向学館との連携についての３点につきまして、村

上教育長から報告をお願いします。 

教育長 それでは「報告事項」と「別添資料」をご覧になっていただき

たいと思います。 

残りの「女川実学」について少し時間をとりたいと思っており

ますので、少し駆け足になることをお許しいただきたいと思い

ます。 

はじめに、「小・中学校の現状について」ということで、「報告

事項」１～５ページについてお話をさせていただきます。 

冒頭、町長の挨拶の中にもありましたが、女川町の柔道部、県

新人大会第３位という輝かしい実績を残していただきました。

私はあの子どもたちの小学校の時から柔道大会を見てきたので、

阿部喜英委員が一番存じ上げているのですが、小学校で出た時

は、大変ご無礼ながら、秒殺されていた５人でございました。

私も佐藤誠一コーチに、もう少しきちんと練習してと思わず言

ったのが昨日のことのように思い出されます。それが県大会の

ベスト４になり、豊里中学校に３対２で惜しくも敗れたのです

が、大接戦を演じるまでになりました。 

たまたま石巻地区の柔道レベルが高いということもあるのです

が、ベスト８に住吉中学校、桃生中学校、そして女川中学校が

残ったということで、石巻地区の中学校で出場した３校が全部

ベスト８に残るという状況でございました。町長が柔道の町と

宣言しておりますが、石巻市の木村柔道館の木村館長が一番喜

ぶのではないかなと思っている状況でございます。 

これだけでなく、合唱コンクールで平塚征子委員からお褒めの

言葉をいただいたのですが、なかなかあのような合唱はないと。

それから新福委員から、作品等も含めて、久しぶりにこういう

文化祭を見たというお褒めの言葉をちょうだいしたことを大変

うれしく思ったところでございます。 

一方でいろいろな課題もたくさんあるわけでございますが、そ

れらについては、これからお話をさせていただきたいと思いま

す。 

今日の庁議で町長がお話ししたのですが、皆さんご承知のよう

に、地元のチーム、コバルトーレがいよいよＪＦＬに近づいて

きたということで、町全体がスポーツで元気をいただいている

ところでございます。 

その一方で、新しい学校になった時に、今度は歩くんだよと。
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そして、グラウンドも頑張って人工芝にするから、保護者の方

にも、申し訳ないですが下から歩いてもらいますと言うと、歩

かせるんですかと。今までの異常なことが当たり前になってき

て、当たり前のことが異常になってきているように肌で感じて

いるのは私だけかもしれませんが、取り越し苦労かもしれませ

んが、それをこれからの２年間でしっかりと切り替えていかな

ければならないと思っております。 

通学バスで送られるのが当たり前になっているような雰囲気が

あって、歩かせるんですか、２㎞も大変でしょうとある父兄か

ら言われて、それが普通だろうと。今まで送ったのに、卒業す

るまで送ってくださいと言われたこともあり、それも大変近し

い方で私も言いやすいので、そんなことはないだろうと。今ま

でが異常だったんだと。６年も送られてくると、当たり前にな

ってきたと言われたのが非常に残っております。そういう意識

を変えていかなければならないのかなと思っております。 

一方で、教育委員の皆様に大変ご心配をかけた HK 君ですが、

まだ児相にはいるのですが、課長がこの前ケース会議をしてま

いりまして、お母さんが、言葉は悪いのですが嘘を言ったりし

て、HK君が学校に戻ってくる見込みはないのですが、間もなく

期限も切れますので、何とかケース会議等をしながらやってい

ます。一方でそういう不安も残っているところでございます。 

データ関係については、教育委員の皆様方は何度か目を通して

いるかと思いますが、この中で復興の状況を表しているのは、

「住居の仮設住宅（みなし等含む）」の数が減ってきているこ

とに如実に表れているのかなと思っております。おかげさまで

小学校、中学校とも 10％台になってきたところでございます。 

一方で、心のケアが必要な児童生徒数、これはあくまでも養護

教諭あるいは担任の先生の見立てではございますが、この数は

あまり中学校も変わっていないと見ているところでございます。 

それから、就学援助で「被災による就学援助者数」がこのよう

に載っておりますが、確かに減ってはきているのですが、これ

も制度的にいつ切られるかということで、その時にまたいろい

ろな課題も出てくるのかなと踏んでいるところでございます。 

２ページに入らせていただきます。 

先程町長から出ました学力の問題ですが、先生方は本当に一生

懸命になってやっておりますが、算数、数学で、この数字だけ

がすべてではないのですが、この数字に如実に表れているのか

なと思っています。ただ、小学校で国語が上回った、それから
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中学校も国語は３ポイント以内に収まっているということで、

算数、数学が大きな課題と思っております。 

なお、「別添資料」には、小学校、中学校の今年度の調査結果

をまとめて、分析したものを載せております。小学校は１～３

ページ目まで、中学校は４～７ページ目に載せております。 

これについては、教育委員の皆様に配付した資料と重複いたし

ますが、細かいところにつきましては、時間がある時にお目通

しをしていただければと思います。 

小学校では、「今後の取組」ということで、今取り組んでいる

ことでございますが、中学年あたりを習熟度別というか、何班

かに分かれて向学館の力を借りながら現在やっているところで

ございます。 

それから、学習習慣などを記した「女川スタンダード」という

のがあるのですが、これらをもう一回徹底しようと。 

さらには、漢字検定や算数検定に積極的に参加させようという

こと。 

２学期に特に力を入れているのは、この前の研修会で指導をい

ただいた「書く」ということを２学期で取り入れています。「書

く」ということで力を伸ばしていこうということで、現在、小

学校では取り組んでいる最中でございます。 

中学については、「今後の取組」ということで、小学校と重複

するのですが、何といっても教員で授業をこういうふうに改善

していくというところを共有しようということで、現在取り組

んでいるところでございます。 

それから、永野指導主事の音頭で小学校、中学校合同の授業研

究会を２回ほど開催させていただきました。これが結構効果が

あったかと思っております。 

中学校では、冬休みも行いますが、学習会を徹底してやろうと

いうことでやっております。 

それから、ベネッセの学力検査等についても載せております。

小学校は伸びが見られるわけですが、中学校も、それなりには

頑張っているのですが、まだまだ全国平均までに行っていない

のが正直なところでございます。 

私としては、ベネッセの学力テストも含めて、小学校３年生ま

でに何とか全国に近づいて、それを少しずつでも維持していけ

ればと願っているところでございます。詳細については省かせ

ていただきます。 

３ページに入らせていただきます。 
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体力関係については、まだ全国の調査結果が公表されておりま

せんが、先生方は力を入れており、特に小学校では今、業間あ

るいは放課後を利用しながら、長距離走に子どもたちが取り組

んでいるところでございます。 

それから中学校２年生、３年生の女子の肥満傾向ですが、幸い

今年はあまりそういう傾向も見られず、中学校も何とか頑張っ

ているところでございます。３年生の女子の肥満が少し気にな

るところでございます。 

不登校関係については、以前ほどの不登校の数はいないのです

が、心配されるような子どもが特に中学校に見られるところで

ございます。 

文部科学省では、「不登校相当」「準不登校相当」ということで

公式的なものをつくって、これに当てはまるものを皆カウント

して早めの対応をしようということで、「不登校相当」「準不登

校相当」という言葉が去年あたりからまかり通るようになりま

した。 

今までは「不登校」「不登校傾向」で済んだのですが、これか

らしっかりと早めに対応していかなければならないと思ってい

るところでございます。 

中学校は１年生にそういう傾向の子どもが多いところでござい

ます。これからしっかりと見守っていかなければならないと思

っております。 

石巻地区は相変わらず不登校の出現率が高く、８月現在で中学

校は 2.73％、小学校が 0.1％で、現在は中学で３％を超えてい

る状況でございます。 

５番目のいじめについては、このように認知件数は非常に多い

のですが、全部学校で把握しており、解決済みでございます。

ご案内のとおり、いじめの定義が変わり、本人が不快を感じる

ものはすべていじめということでやっております。この認知件

数にはそういうものが全部入っており、その中でいじめと認知

される、あるいは重大事態となったものは、昨年、小学校で１

件ございました。今年度は今のところ報告されておりません。 

４ページに入らせていただきます。 

本町では、第１回女川町いじめ問題対策協議会を 10 月３日に

開催させていただいたところです。これにつきましては「別添

資料」11～15ページに載せております。この資料を使わせてい

ただきました。 

これについては、新福委員、もし細かいところでありましたら
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ご指摘などをしていただければ助かります。 

メンバーは、そこにある 10名で構成されております。 

いじめは絶対許されない、いじめは卑怯な行為である、もろも

ろこういうところを常に念頭に置きながら、現在、早期発見・

早期対応、あるいは子どもの居場所づくり等に取り組んでいる

ところでございます。 

年４回アンケート調査を実施いたしまして、既に２回終了して

いるところでございます。 

問題行動等については、ここにあるとおりでございます。 

女川小学校の児童間暴力ですが、これは低学年の３人ぐらいの

子どもが何回かたたいたりして、先生が注意したというケース

でございます。今は、特に１年生の子どもなのですが、少し落

ち着いてきておりますが、まだ人をたたく傾向があるようでご

ざいます。 

中学校では、今年２件、カッとなってたたいてしまったなどの

トラブルがありました。 

対教師暴力等については、昨年度１件あったのですが、今年は

ございません。 

それから対人、いわゆる大人、あるいは周りの人たちへの暴力、

器物破損等は、今年度は報告されておりません。 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの相談件

数等については、ここに記されているとおりでございます。 

今年度は小学校に１名、中学校に１名を配置していただいてお

ります。小学校は６時間、中学校は７時間、週１回という状況

でございます。 

５番目のスクールソーシャルワーカーも、本町では配置してい

ただいており、今年度は２名配置しているところでございます。 

それから、ここに書いておりませんが、子どもの心のケアハウ

スは、現在、中学生が２名通所しております。１年生と２年生

の生徒でございます。大変元気に通所しながら頑張っていると

ころでございます。それから、小学校の学級内に１名支援が入

っています。心のケアハウスは順調に活動をしております。 

小・中学校の現状は、以上でございます。 

続きまして、６～13ページまでは「小中一貫教育について」で

ございます。 

７ページ以降は「別添資料」に綴じればよかったのですが、こ

こに載せさせていただきました。ご案内のとおり、来年度から

連携型の小中一貫教育をスタートさせます。それで平成 32 年
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の秋（２学期）から施設一体型小中一貫教育のスタートとなっ

ております。 

今年度の取組、それから連携型小中一貫教育の具体的な取組に

ついては、直接担当しております永野指導主事から説明をさせ

ます。 

私からは一つ、８～９ページをご覧になっていただきたいと思

います。先程お話をさせていただきました小・中学校の合同授

業研究会の資料でございます。 

最初に中学校で、それから 10 月４日に小学校で行わせていた

だきました。このように小学校、中学校の先生方が合同授業研

究をやっているのはあまり県内ではなく、大変事務所からも注

目をされたところでございます。 

それでは永野指導主事、よろしくお願いします。 

指導主事 それでは説明させていただきます。 

小中一貫に向けて、昨年度からの引き続きですが、今年度、ま

ず、女川の教育を考える会を年３回開催しています。今年度か

らは、７ページにあります五つの部会のみに絞って開催するこ

とにいたしました。 

昨年度は教科にも分かれて行っていたのですが、そうしますと

７ページにあります一つ一つの話し合いが十分深まらないとい

うことで、教科のことに関しては、先程教育長がお話ししたと

おり、別日に合同授業研を設けて、そちらで集中的に授業に取

り組むことにしてやってまいりました。 

そのほか、今年度、学力向上に向けての合同講演会、小中一貫

教育に向けての視察等を行ってまいりました。 

本日も横手市に、小中一貫というか、学力向上に向けて、小学

校、中学校の先生が全部で７名、視察に行っております。 

来年度以降の取り組みですが、今年度の取り組みを基にして、

さらに充実させていきたいと考えておりますが、特に先程教育

長からありましたとおり、合同授業研を、今年度は２回でした

が、その回数を少しずつ増やしていって、最終的には特定日、

この日が合同授業研というふうな授業を設けなくても、お互い

が日常的に行って、見たり、もしくはＴ・Ｔに入って授業をし

たり、そういったことを目指していって、一緒の校舎になった

時にスムーズに共通理解のもと子どもたちに指導できるように

していくことが大事なのかなと思っております。 

ほかの市町村に比べますと、小学校、中学校の先生方が互いを

知っているというか、顔と名前が一致しているというところは
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非常に大きなところでありますので、４月に異動がありますが、

異動のあともすぐ、４月の早いうちに考える会を開いてお互い

に顔と名前を一致させて、共通理解をして、今後の授業にあた

れるようにしていきたいと考えています。 

小中一貫教育については、以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

それでは、最後になります。 

14ページを開いていただきたいと思います。 

今日は女川向学館の渡邊教頭先生に傍聴をいただいております

が、あとで話し合いに入っていただければいいかなと思ってお

ります。 

女川向学館との連携についてということで、現在は、国からの

支援、事業の委託になるわけでございますが、これが終了した

あとの女川向学館との連携のあり方、そして女川向学館のあり

方を小学校・中学校・向学館の連絡協議会等で話し合いを行っ

ているところでございます。 

また、春日川教育政策監に向学館を担当していただいており、

渡邊教頭等とは常に定期的にそのあり方について話し合いを行

っているところでございます。 

今年度の女川向学館の活動（支援）状況については、すべて渡

邊洸教頭先生からの資料の抜粋ですが、まず、小・中学校の支

援で、算数、数学へ教員が複数で入るティーム・ティーチング

での授業支援をいただいております。 

それから向学館としての取組は、そこに記されているように、

さまざまな学習を行っておりますが、特に算数、数学と英語に

力を入れていただいております。それから中学校３年生対象の

社会、理科等の講座を設けていただいているところでございま

す。幼児、高校生については、省かせていただきます。 

資料は古いのですが、９月 12 日現在で、幼児、児童、生徒合

計 161 名が向学館に通っています。そのうち小学生が 89 人

（34.9％）、中学生は 71 人（47.9％）。今は３年生が増えてい

るかと思われます。このような状況でございます。 

15ページに入らせていただきます。 

これまでの女川向学館の成果ということで、渡邊教頭から５点

挙げていただいております。 

細かいところは省かせていただきますが、例えば、(２)子供た

ちの放課後の部分に、向学館が責任を持ったことで、町全体の

復興や家庭の再建に大人たちが多少集中できたのではないか。
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あるいは、(５)全国の高校生の学びのモデルになるような高校

生が、女川から誕生した。S 君のことですが、こういうことも

成果として書かれております。 

問題は、今後の課題でございまして、渡邊教頭先生からは大き

く３点掲げているところでございます。 

まず１点目は、町内各分野の復興が進んできたので、子供の教

育分野で連携して、東北の復興のモデルを作る。細かいところ

では、小・中学校と連携したより良い放課後学習の形を探る等

を掲げているところでございます。 

16ページに入らせていただきます。 

一方で、向学館の問題として、減少傾向にある収入源の確保、

及びコストの適正化ということも考えております。さらには、

これも向学館サイドの問題だと思うのですが、人材確保・育成

も掲げているところでございます。 

このように向学館のあり方というのは、教育委員会もパートナ

ーシップを結んでいますので、一緒になってそのあり方等を現

在模索しているような状況でございます。 

予定よりも長くなってしまいました。報告事項の大きな３点を

私から終わらせていただきたいと思います。 

12 報告事項についての質疑応答 

教育総務課長 ただ今の教育長からの報告事項につきまして、ご質問または確

認したいことがありましたら、この場でお願いしたいと思いま

す。何かありますでしょうか。 

町長 ありがとうございました。 

どれということよりも、全般的にお話をしたいと思います。 

まず、現場の皆さんの頑張り、また、いろいろトラブルなり課

題はあるのだろうと思いますし、耳にするものもありますが、

それらに一生懸命に取り組んでいただいていることを本当にあ

りがたく思っています。 

まず、通学の足の話がありましたね。今の予定ですと 11 月 30

日には、石浜までとなります。防犯灯がどこまで整備されるの

か確認はしていませんが、ハマテラスに入る辺りで自歩道と工

事車両が一部ふくそうする可能性はありますが、基本的には、

小学校までの幹線道路は自歩道が付いた状態で、中学校になる

とぐるっと回る必要があるのかもしれませんが、小学校までは

通らなければならないという状況にはなったりするんですよね。

鷲神側からも一部、病院側のところで一回曲がらなければなら

ないけど、基本的に下に下りない道路として全体で幹線道路が
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整備される状況になります。 

ただ、現状、中学校はみんな歩いているんですか。旭が丘辺り

は昔はどうでしたか。汽車ですか。（「歩いて」との声あり）歩

き。浦宿・大沢は汽車通ですね。あとは基本的には歩きの状況

にかなり近くはなるのかなというふうには思っています。 

この辺は担当課としてはどんな感じですか。 

教育総務課長 校長・教頭会等で通学路の指定の見直しということで話をさせ

ていただきました。 

小学校は、確か先日の役員会で通学路の問題を話題として出し

て、一度父兄の方も一緒に歩いて、実際に自分の目で見て確か

めるということをしようというような方向で進んでいます。 

ですから今回の 11 月末の供用開始に向けて、すぐには難しい

面はあるとは思うのですが、ちょうど今４時頃になるとだいぶ

暗くなるということもありますので、もう一回実際に歩いてみ

て、対応を検討していきたいと考えております。 

中学校の校長先生も、一部ですがちょっと暗いところがあると

いうことは認識されているようです。ですからその辺をどこま

で、例えば小学校はバスでも、中学校は歩いてみようとか、そ

ういったものも含めて検討したいと思っています。 

教育長 課長に段階的にできないかなと私はいつも振っているんです。

例えばバスをどこか広いところに、例えば線路の近くの空き地

を借りて、そこから歩かせたりできないかといつも相談してい

るんですが、防犯灯がねとか、今は。 

教育総務課長 鷲神の子どもたちが、荒立西の停留所の方に逆に上って歩いて

いっているようなんです。ですから、外灯さえあればあの辺ま

で歩いても大丈夫なんだという感じもしているので、教育総務

課も一緒に学校と保護者と歩いて、それで切り替えをしていき

たいと思っています。 

教育長 今２年生が職場実習をしているんです。たまたまなのですが、

２年生が時々歩いているんです。その様子を見ると歩いてもい

いよなと。一人二人だからですが、あれがぞろぞろ。また、あ

れが小学生となるとなと。といいながらも、稲井のあの辺は、

女川と変わらないよな、工事をしているよなという感じもあり

ながら、複雑なところでしたね。 

町長 なかなか段階的にでも、一気にでも、戻していくということは、

先程の話にあったとおり、難しさというか、通い始めた時から

バスだと、ナチュラルに。 

教育長 先程の話ではないですが、その方が冗談で言ったのかもしれな
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いのですが、結構ショックというか、意識が、今までは、女川

町は異常だよね、９割もみんな通学バスなのは異常だよね、教

育長、早く直してくださいと言われていたのが、いつの間にか、

今度は歩かせるんですかという感覚になってきているというの

は、恐ろしいなと思ったんです。 

最初、阿部喜英委員から、下で一回バスを、歩かせないかとい

うこともやってみたのですが、いざ歩かせるとなると難しさは

あるのかなと思いながらも、どこかで段階的にできないかなと

いう気持ちはとてもあるのです。 

町長 暗さや防犯灯の関係については、工事箇所でどうしても二度手

間、三度手間になるようなのは難しいですが、現状、仮にとい

うところについては最大限、早い段階で。どちらにしても整備

はするわけですから、極力前倒ししていけるようにこちらの部

局でもしっかり対応したいと思いますので、何かありましたら

お知らせいただければと思います。 

教育総務課長 そのほか何かございませんでしょうか。 

阿部委員 ちょうどその話を今日したいと思っていたところでした。 

小学生はさすがにまだいいのではないかなという気はするので

すが、中学生から段階で試行的にやっていくというはぜひとも

チャレンジしていただければと思います。 

以前から言っているとおり、中学生だけでも、朝、せめて駅前

のロータリーで降ろして、そこから歩かせるとか。11月からの

供用開始になれば、ある程度低いところに下りずに、高いとこ

ろだけ通れるようになりますので、管理は大変かもしれません

が、希望者だけでも、せめて来年からはある程度歩く子を増や

すような方向でやっていただければと思います。 

実際、土日とか、うちの子は今中２ですが、スポ少で柔道の筋

トレなどで体育館を使ったりしているんですが、その時、浦宿

からここまで歩いてとか、走ってきているんですよ。明るい、

暗いのところはありますが、明るいところは行ってこいという

形でやらせているので、そんなに抵抗感はないのではないかな

という気はするんです。子どもたちも鍛えなきゃという思いも

あると思いますので。 

町長 むしろ親の都合で。 

阿部委員 その方が大きいのではないかなと。 

教育総務課長 おそらく安全ということもあると思うんですね。今、特に、男

の子だと比較的あれなのですが、女の子をお持ちの親御さんた

ちですと、どうしても暗いところがあると、何かあった時どう
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する、誰がということが出てきてしまうので、ですから私たち

も、できれば外灯がきちんと整備されて、誰が見ても通学でき

ますという形になってからの方がいいのかなという部分もある

んですが、阿部委員が言われたように、試行的に中学生であれ

ばある程度は可能なのかなというところもありますので、ある

程度学校サイドと。 

阿部委員 11月 30日から使えるとはいえ、その辺はまだなかなか。 

町長 だいぶいろいろ詰めなければいけないでしょうし。 

教育長 焦ってはいないのですが、ただ、まだ２年あるので、そこで少

しでもということも。 

あと一方で、大沢の方から、ＪＲが通ったんだから、生徒に汽

車を使わせたらいいだろうと言われたのです。ああと思ったの

です。それはまだ課長にも言っていないのですが、昨日言われ

て、なるほどなと思ったんです。 

阿部委員 震災前はそうでしたので。 

教育長 そういうことから少しずつやっていくこともありかなと思った

んです。 

阿部委員 公共交通網を活用するのも一つだと思いますよね。そこも含め

て検討していただきたいなと。 

教育長 私だけ神経質になっているのかもしれないのですが、本当に送

られるのが当たり前になってきているんです。楽だからいいと

言われるのです。それは違うと。保護者も下に車を置いてもら

って、歩かせますよと。校庭に入れないからと言ったら、なに

ということになったのですが。 

阿部委員 いろいろな親御さんもいらっしゃいますから。 

横井委員 ある意味、親御さんの抵抗感を減らすのであれば、明るくて、

暖かい時期、来春スタートにした方が一番抵抗は少なめかなと。

だからそれまでにやりますよといういろいろな話し合いなりを

つけておいて、４月あたりからスタートと。 

教育長 いずれにしても、課長が話したように、私たちも実際に歩きな

がら、やりながらと、あと、これから保護者に基本設計などを

説明する場を設けますので、そういうところでいろいろ話題を

振って、出しておいて、そしてもっていきたいとは考えており

ます。 

横井委員 最近の親でびっくりするのは、何かの大会で来るのでしょうけ

れども、教育委員会の前のＴ字路のところで止まって子どもを

下ろすという親がいるぐらい。後ろに２台、３台いても、我が

子のためにそこで降ろすみたいな。だから、そういうところを
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見ると、親の方の考え方だなと。子どもは決してここでなけれ

ばだめだと言ったわけではないと思うので。やはりその辺が。

新しい学校になってくると、どんどんその延長で、なるべく校

門のぎりぎりまで来るというパターンがどうしても想像がつく

ので、なるべくそういう形は極力お互いにとらないようにと。 

教育長 保護者の送迎というのは本町だけの問題だけでなくて、桃生辺

りは雨の日は並んでいますから。大きな問題になっているんで

す。 

分かりました。少し具体的にというか、実態を踏まえながら。 

新福委員 私の質問をいいですか。二つあるのですが、どうしてもいじめ

が目に留まるのですが、13ページにケータイ・スマホ利用のト

ラブル防止講座を設定し指導していると記載されているのです

が、今回、座間市の９人を殺害するというあれもＳＮＳを活用

したとんでもない事件なのですが、ＳＮＳに関する子どもたち

への使い方の指導は非常に大事ではないかなというふうに思っ

たのですが、私は分からないのですが、１年に一回とか、そん

な感じでこれはされているのですか。 

教育長 小学校と中学校は１年生の時に必ずそこでやるようにさせてい

ただいております。最初は、あまり小学校はしなかったのです

が、思った以上に小学生は持っていたということで、２年ぐら

い前から小学校も取り組んでおります。携帯電話会社の方が来

てくださったりして、中学校は必ずやるようにしております。 

新福委員 それは非常に大事なことなので、今後ともずっと続けてほしい

なと思います。 

それから認知件数が非常に少なくなったということをこの前も

聞いて、非常に仲がいいんだというふうな話をされていたので

すが、石巻で、機会がありまして教育委員会にお聞きしたので

すが、各学校で調査方法の用紙が違うと。ある学校を見たら、

調査用紙の中に生徒の記名を書かせて、それで集めている学校

があって、それで認知件数を減らしているというのがあったの

ですが、女川はどうなのかなと思いました。 

教育長 女川町は完全無記名です。ただ、新福委員も現場にいらしたの

で分かると思うのですが、賢い生徒は気づいているのですが、

集め方を工夫して、知らんぷりしてやって、だれが書いたか分

かるようにして、そして、例えばいじめられたということにつ

いては必ず確認するようにして、その後の対応はどうなったか

を必ず報告させています。 

新福委員 では、被害に遭っている子が書きやすいような調査用紙になっ
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ていると。 

教育長 そして、このアンケートにもし書けないような場合には、別な

方法で、先生方に直接言うとか、そういうシステムもできてお

ります。学校に言えない場合は、ご存じのように相談するとこ

ろがありますので、そういうところでもいいということでして

おります。 

ただ、対外的なことになると学校には情報を流しませんので、

それがどれだけあるかどうは分からないのですが、中学校あた

りだと、それはないのではないかということでございました。 

新福委員 ありがとうございます。 

それから、スクールソーシャルワーカーのところがあるのです

が、配置人数が２人ということで、すごいなと、すごく手厚い

なと思っておりますが、よく不登校の関係でいろいろ調査をす

ると、どうしても先生方は、スクールカウンセラーには連携を

とってうまく上手にやっているので、スクールカウンセラーの

仕事に対しては非常に好感というか好意的なのですが、スクー

ルソーシャルワーカーについては仕事内容がよく分かっていな

くて、スクールソーシャルワーカーは福祉の関係でやっている

のですが、先生方は教育の立場にあるので、どうしても先生方

は学校に連れてこようとする。スクールソーシャルワーカーは

子どもの福祉というか、将来のためにということでそういうこ

とをしないので、指導にそごが出てしまって、なかなかうまく

連携がとれないということがあったりするのですが、先生方へ

のスクールソーシャルワーカーの仕事に対する理解は非常に大

事なような気がするのですが、そのあたりはどうでしょうか。 

教育長 女川町はずっと震災直後からスクールソーシャルワーカーをす

ぐ配置していただきまして、名前を出して恐縮ですが、東北福

祉大の阿部正孝先生、スクールソーシャルワーカーではナンバ

ーワンの先生に本町に無理やりお願いして、ずっと６年間同じ

人、そしてサブの学生、あるいは今スクールソーシャルワーカ

ーを目指している人を付けて、２人で来ていただいております。

阿部先生は仙台市のいじめのいろいろな委員もなさっている方

で、学校の状況をよく分かっていて、遠からず近からずという

か、その距離感というのを分かる先生で、学校でもケース会議

等には必ず入ってもらったりしていますし、相談では、小学校

の体育館そばにあるオレンジハウスなどを用意してやっていま

すので、先生方はひどくなると阿部正孝先生に相談するという

ことで、小学校、中学校ともかなり認識されております。そし
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て同じ先生がずっとやっているものですから、相談しやすいと

いう雰囲気がありますし、ご存じのように大変お力のある先生

で、保護者等の指導も的確で、このケース会議で良い方向に変

わったということもいくつか報告されております。 

今年、女川町では永野指導主事に担当してもらっていますが、

スクールソーシャルワーカーを目指す学生の実習まで小学校で

していただいております。 

そういうことでスクールソーシャルワーカーについては、小学

校、中学校ともかなり先生方の中には入っていると思いますが、

その辺、永野先生、どうですか。 

指導主事 本町の場合は、不登校よりも、どちらかというと今、小学校で

は特別支援のお子さんの保護者のフォローだったり、あとは多

学級担任だったり、特殊面で特別支援担当だったり、養護教諭

のサポートにあたっている件数が今のところは多いです。 

昨年度は重大事案のいじめがありましたが、そこでも阿部正孝

先生にケース会議等に入っていただきまして、いい方向に改善

したという事例もございます。 

本町の場合はそういった現状が本年度はありました。 

教育長 会議等も、私は資料をそのまま出しますので、本当に的確な指

導をいただいています。 

新福委員 僕も阿部先生を知っています。分かりました。ありがとうござ

います。 

教育総務課長 そのほかございませんでしょうか。 

渡邊先生、どうぞ。 

向学館教頭 ここに教育長先生に書いていただいたとおりなのですが、福島

と岩手でも同じような取り組みをやっていまして、３拠点とも

３年後の国の復興予算がなくなったあとにどうするかという議

論が始まりだしています。その中で、何を残して、どういう形

で町と連携してやっていくのがいいのかということを本当に具

体的に話し始めなければならないんだなというふうに思ってい

ます。 

カタリバのスタンスとしては、復興文脈で支援に入らせていた

だいたので、その使命が終わるまでは続けたいと。それが終わ

って、カタリバが依存する形で残るということは僕らも全く望

んでいないので、それはいい形で撤退するということも含めて、

将来的には考えるということもあり得るのかなというふうに思

っています。 

それが一つの方向で、もう一つの方向としては、ここまで連携
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できるモデルができたということは東北にとってすごい価値だ

と思うので、その前提を生かして、より深く連携するモデルと

して町と一緒にやっていくということを、どちらかといえばそ

の方向ですべての自治体には話しています。 

ある自治体では、もう場所がなくなるので場所をもう用意でき

ませんという話になって、カタリバさん建ててくださいみたい

になって、それは僕らもさすがにできないのでやらないのです

が、これから造成とか町が変わっていく中でいろいろ出てきて

いる問題もあったりして、お金と場所と人というところでどん

どん低下していくので、どうすればというところです。 

一つは、カタリバは学習支援、学力向上というところの教科指

導の特性を持っている団体ではないので、例えば今回の資料で

いうと、町長のおっしゃっている実学教育みたいなものの高校

生バージョンみたいなことをメインでやっているような団体な

ので、これから活動をしていくにあたって、そちらの方の比重

を高めるような連携をさせていただけると、団体としても非常

にやりやすいし、職員としても、よりモチベーションを高めら

れるというようなことはあります。 

今でもそういう取り組みをさせていただいているので、引き続

きよろしくお願いします。以上です。 

町長 本当にこのような取り組み、単に子どもたちへのケアとか、あ

の当時の状況とは全く実は役割もパートナーシップも変わって

きているということで、この間復興大臣がいらしたときに、こ

んなこともやっているのかと気合いを入れておっしゃっていた

だいておりましたが、一つのあり方、これからのあり方という

ことでは十分以上にもしかするとまだひな形なのかもしれませ

んが、ただ、ひな形という以上に、そのあり方を体現していた

だいているのかなというのが私自身の捉え方です。それを組織

としてのミッションというか目的と、あとは町としての、ある

いは教育委員会としての目的とベクトル合わせをよりこれから、

まだ時間は幾分かはあるので、そういう中でしっかりしていき

たいというふうに思っています。 

背負ってもらう役割は多分いろいろ大きくなってくると。多分

お金の話は究極的なところでは何とかなるかもしれないですよ

ね。例えば、借りてくる、稼ぐ、何かは分からないですが、何

とかなる。人ですよね。ここの問題だと思います、人。まさに

先程のこともそうですし、渡邊さんご自身の発言にもあったよ

うに、お金と場所は何とかなっても、人というところをどうい
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うふうにやっていくか。それはこちらもですが、向学館の中で、

そこをお互いにベクトル合わせをしながら、どういう人材をと

いうところもより具体的にそういう像を見出していけたらと思

うので、まずは一緒に考えていきましょう。 

教育総務課長 こちらの方は、先程も教育長からもお話しましたが、小・中・

向学館が連携した中で話し合いをしていきたいと思います。 

13 協議事項  

教育総務課長 それでは、だいぶ時間もたっておりますので、本題の６に移り

たいと思います。 

レジメの６、議事に入ります。ここからは町長が議長となり議

事を進行することになりますので、よろしくお願いいたします。 

町長 もう一つの幹である協議事項を私で進めさせていただきます。 

「女川実学」ということで、これは新聞でも、お耳にもしてい

ただきましたし、お話もさせていただいていると思いますが、

いかに実学というのでしょうか、生きていくうえでかなり必須

になるとか、必ず向き合っていかなければならないものが多々

あるわけですが、女川の教育という中で小・中学校の段階から

どういうふうに実践し、またそれを基に、子どもたち自身が生

きる力、学んでいく力、前に進もうとする力を育んでいけるか

ということを、この「女川実学」という文章で表したところで

ございます。 

今日はこれについての協議ということで、事務局からまず説明

をお願いします。 

教育長 協議事項に「女川実学」と書いて、あえて資料には町長の公約

の言葉「生活実学」を使わせていただきましたが、他意はござ

いません。私としてはぜひ「女川実学」という言葉にもってい

ければとは思っております。 

では、「生活実学について」ということで、まずお願いいたし

ます。 

はじめにというところで書かせていただきました。町長を目の

前にして大変恐縮ですが、町長の公約の中での教育委員会サイ

ドの取り組みとしては、ここに掲げているものを掲げさせてい

ただきました。 

将来への投資というところがありまして、第１点目に「生きる

力」育む“生活実学”を段階的に導入しました。 

これについては、公約を学校にも話しまして、小・中学校とも

段階的な取り組みは見られているものの、これは私個人の捉え

方かもしれませんが、いま一つパッとしないところがあって、
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あえて今日これを話題にさせていただきました。これについて

はあとでもう少し説明させていただきます。 

それから、二つ目の向学館や塾など、学校外での学習機会確保

のための支援を行います。 

これについては、教育委員の皆様ご承知のように、女川町学習

塾代等支援事業を立ち上げました。現在、対象者 634名中、こ

れは小・中、高校生、未就学児でございますが、そのうち申請

者は 228名、約 35％の方がこの事業の活用を図っているところ

でございます。この約 35％をどのようにとるかは別にいたしま

して、これも今のところ事業としては順調にスタートしており

ます。 

次の３点目は、小中一貫校体制への移行を段階的に行うととも

に、新設校舎の財源確保を図ります。 

財源確保は、皆様方のご支援のおかげで、昨年 12 月に復興交

付金での事業採択となったところでございます。取り組み内容

はまだまだ遅々とした歩みではございますが、予定どおり、次

年度から連携型の小中一貫教育、そして平成 32 年度２学期か

らは、くり返すようですが、施設一体型の小中一貫教育のスタ

ート。この辺のところも二重丸にはならないにしても、△ある

いは○になっているのかなと思っているところでございます。 

それから４点目、高校への通学費用をサポートします。 

これも教育委員の皆様にご理解をいただいたところでございま

すが、高等学校等通学費補助事業を立ち上げ、現在行っており

ます。専門学校生も含めて、対象者 189名、そのうち申請者は

129名（68％）、約７割の方がこの事業の利用をしているところ

でございます。これは本当に○というか、順調にスタートして

おります。申請者 129名のうち、下宿をなさっている生徒が５

名おります。 

それから、幼児教育から義務教育へスムーズにつながるよう、

保育段階からの学習要素の充実を図ります。 

これは保育所、小学校、特に保小連携強化ということで、昨年

度あたりから保育所、小学校相互の授業参観を行っているとこ

ろでございます。 

２ページに入らせていただきます。 

また、特別支援教育関係はかなり連携を密にしており、特別支

援教育コーディネーター連絡協議会の中では、該当するような

子どもの話について情報交換を密にしているところでございま

す。首長部局（健康福祉課）で取り組んでいるものについては、
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省略させていただきます。それから、最後のことについては省

略させていただきます。 

そこにも書いておりますように「生活実学（女川実学）」と呼

ばれるようなものについては、確かに、特に小学校現場では教

育委員さんご存じのように、英語科、あるいは特別な教科「道

徳」の導入などで大変教育課程上の位置付けは厳しいものがあ

るものの、そうかといって、「生活実学」は取り組んでいるも

のもたくさんあり、それらを整理し、「生活実学」のねらいや

「生活実学」そのものをもう一回ここで再認識、再確認をして、

女川の小中一貫教育の目玉にもしたいと考えているところでご

ざいます。 

ではどういう現状と課題が揚げられるかといいますと、(１)は

私から説明するまでもないのですが、あの震災発生直後から、

何とか子どもたちに高い志を持って、先行き不透明な時代を生

き抜いていく力を育んでいくことの大切さは、誰もが認めると

ころでございます。 

ただ、気になるところは、全国学力・学習状況調査で、震災発

生直後と比べると、志の高さというのが少し低くなってきてい

るのが気になるところでございます。 

それから「生きる力」というのは、当然日々の教育活動の中で

やっていくわけで、現在ももちろん取り組んでいるところでご

ざいます。最も土台となる学力、あるいは体力向上などは現在

も進行中であります。 

志というのが少し薄くなっているという指摘が一方でされてい

るのですが、志をどう持たせていくかということは、こういう

「生活実学」、宮城県でいう志教育というのは非常に大事であ

り、これからますますそういうことの充実を図っていかなけれ

ばならないのかなと思っております。 

一方で、くり返すようですが、小学校現場では新しいものへの

取り組み、あるいは挑戦というのが薄れてきているところも見

られないわけではございません。 

ただ、やはり女川の子どもは何かが違う、何かを持っていると

いうものを身につけさせなければならないので、これをより意

識的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

３ページに入らせていただきます。 

次年度からどのように意識していくかというと、何といっても

「生きる力」を育むのは「生活実学」が一番であり、総合的な

学習の時間イコール「生活実学（女川実学）」の時間として取
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り組めないかということで、現在、小・中学校で年間指導計画

の見直しを図っているところでございます。 

その中で特に大事にしたいことは、これまで海というものにあ

まり目を向けることを遠慮していたというか、震災後引いてい

たところがあるなと最近特に感じるので、もう一回女川の海に

向けさせるとともに、これは当たり前のことなのですが、ふる

さと女川を愛する心を醸成していく一方で、町長が話した金銭

感覚の鋭いというか、そういう講座等も一緒に取り組んでいき

たいと考えているところでございます。 

具体的には、これは校長から出たのですが、以前行っていたワ

カメ栽培、それを収獲して秋刀魚収獲祭で販売するとか、女川

高等学園が今年から始まりましたが、あのような取り組みなど

もそろそろやっていいのではないかとか、あるいは、「お金儲

け講座」というのは私がネーミングしたもので、校長からこれ

はちょっとと言われたのですが、例えばですが、こういうもの

を入れても面白いのではないかと。さらには、小学校は花山自

然の家などの体験も大事ですが、近くに松島自然の家も再開し

たので、そこでこういう集中講座をもってもいいのではないか

など、今もろもろ校長にけしかけるところでございます。 

これを永野指導主事のところでまとめてもらい、次年度の指導

計画の中に入れて、２年間ですっかり形をつくって、平成 32

年に一貫校になったら、これを全面に出していきたいと考えて

いるところでございます。 

なぜかというと、宮城県では、従来は学力向上だったのですが、

今年から１番目に志教育を掲げたところでございます。 

これは当然のことであって、やはり勉強をしなければならない

んだとか、英会話は必要なんだとか、科学の知識が必要なんだ

とか、そういう意識を長期的なスパンで育てていかないと、勉

強しろだけではなかなか難しいのかなと思っており、このよう

なことを考えたところでございます。 

４ページは、校長先生方に作ってもらったのですが、これをベ

ースに私が加工したところもあるのですが、永野指導主事等に

も入ってもらって、これから次年度の計画をつくっていきたい

と思っております。 

現在、小学校、中学校を一貫してこのような指導計画をつくり、

その中で、新テーマ「お金」と言ったらいいかどうか分かりま

せんが、こういうことをこの中に入れていって、一貫したもの

をつくっていきたいと考えているところでございます。 
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なお、今取り組んでいるところについては、「「お金」に関する

教科等について」は、永野指導主事の方で資料を準備しており

ますので今から説明してもらいますが、私が願っているのは、

資料の９ページ、これは県立高校でやっているものですが、例

えば、弁護士に言わなくてもいいのですが、消費者教育出前授

業・出張講座というのがあり、先程新福委員からもご指摘をい

ただいたインターネットのトラブルなどもあるのですが、ここ

でこういう集中講座みたいなものができないかなど、そういう

ことを今振っているところでございます。 

これについて簡単に説明をしていただければと思います。 

指導主事 では、別紙の「「お金」に関する教科等について」という資料

をご覧ください。 

４ページになりますが、「総合的な学習の時間の年間指導計画」

の「Ｈ３０に向けての検討事項等」の中で「要検討事項：新テ

ーマ「お金」」というところがあります。 

私からは、そのお金に関して、現状で小学校から中学校３年生

までどんなことを勉強しているのかということを簡単に整理し

て、最終的には、小学校では英語が入ってきますし、実数が足

りない状態ですので、総合的な学習で縦軸をきちんとそろえる

ということも大事ですが、教科を弾力的に横断してカリキュラ

ムをきちんと編成して、時間を生み出して、新テーマのところ

に使っていきたいと考えています。 

別紙のところを見ていただきまして、まず、「基礎となる力」、

小学校の算数の計算する力だと思うのですが、具体的に例えば

２ページを開いていただきまして、５年生になりますと単位あ

たりの量というのを勉強します。ここでは、すみません、私の

板書なのであまりきれいな板書ではないのですが、オーストラ

リア産の肉と国産とアメリカ産、ここに載っている２ページ、

３ページは、教科書に一切問題はありません。子どもたちが学

んだことを生活に返すために、できるだけ生活にありそうな場

面を私が考えて問題を作ったものです。ですので、単位あたり

の量、割合を形式的に勉強するのではなく、普段ありそうなも

のにきちんと教師側がカリキュラムを編成してやっていくこと

が大事なのかなと思います。 

ちなみに４ページは、フリーソフトで作った偽物のチラシです。

情報がたくさんある中から必要な情報を取って、２人分のすき

焼きを作るために何時に行けば一番お買い得かという問題をや

りました。４人分にすると実は違う時間帯になったり、変なと
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ころもありますが、そういったところを取り入れることが普段

の授業では大事だと思います。 

私は小学校の教員ですので、久々に中学校の社会の教科書を見

るに５～７ページ、Ａ４の三つ折りになっていますが、公民の

授業を見ると、既に実生活に近いことをかなり勉強しています。

ですが、問題は時期です。これは中学３年生が今時期に勉強す

る内容なので、中３の今時期というのは、結局ここは集中して

あまり身が入らないところなのです。ですから教える側も、も

しかするとさっと流してしまう。ということは、これも横断的

に考えて、非常に大切なことですので、総合的な学習にも取り

入れて、例えば１年生、２年生を中心に、繰り下げるではない

ですが、そういったところにもっていくことも大事なのではな

いかなと思います。 

併せて８ページ、これは中学校の家庭科の内容ですが、これに

ついても非常に大事なところです。ただ、これを勉強する時間

が多分１ページで１時間ではなくて、ということは、さっと浅

く勉強して終わってしまいます。 

ということで９ページに、最近弁護士会からきた案内の文書が

あったので載せましたが、実は税務局などでも出前講座をたく

さんやっていますし、あとは銀行なども活用しながら、今やっ

ている家庭科、社会科の内容を総合的な学習と合体させながら、

そして深く勉強させることが大事なのではないかというふうに

改めて資料を整理してみて思ったところです。 

私からは、以上です。 

教育長 説明は以上でございます。 

町長 ありがとうございました。 

お金儲け、そのお金の意味、要はお金を使う、お金を貯める、

お金を稼ぐ、お金を増やす、運用する、お金一つとってもいろ

いろなことがあるわけですね。それは必ず人生の中で、とりあ

えず社会人になればずっと向き合い続けなければいけないと。

代表的な例として、マネー学的なことでつながっているわけで

すが、いずれにせよ、そういったことも含めて必ず必要になっ

てくる力。それを賢くというのでしょうか、あるいはきちんと

向き合える思考なり、力なりということを、何よりもお金だと

いう拝金主義みたいになられても困るのですが、そうではない

ところでやると。 

すみません、座長なのに話していきますが、今の時期という問

題一つとっても、やはり大きいですね。では３年生だから理解
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できるのかではなく、多分２年生でも十分分かっていく内容な

のだろうと思いますし、本当にそこをどういうタイミングでや

っていくかだけでも、子どもたちにとっても捉え方も変わって

くるのだろうなと、よく分からされたというふうに思います。 

本当に思いつきですが、誰かアプリを作ってくれるといいんで

すよね。要は外とはつながっていないメルカリとか。そうする

と、ほかの使い方、取引も全部一発で、例えば 10 人で仮想メ

ルカリみたいなものでやるとか、そういうものがあってもいい

のかなと。誰と取引しているか分からないですよ、ブラインド

で。そうすると言葉遣いとかで、子どもたちはこの人は頭にく

るみたいな。絶対的にそれがトラブルになる一番の原因ですよ

ね。それであとから種明かしをして、誰だったのかみたいなこ

ととか。トレーディングにもなるし、お金の重さ、軽さも分か

るし、あとは物の価値も分かるし、何よりもネットワークを介

してのコミュニケーションが、いいか悪いかは分からないけれ

ども、必須なので、そういうものでそういうスキルというのか、

あとはしてはいけないことなどを学ぶのもありなのかなと。こ

れはジャストアイディアですが、メルカリとかで作ってくれま

せんかね。頼むとやってくれるかな、教育機材として。 

教育長 多分これからの２年後は、ＩＣＴ、今は両方やっていますが、

一貫校でやるとまた変わってくると思うんです。そうすると町

長がおっしゃるようなことは、子どもたちは当たり前になって

くると思うので、そのような中で、新福先生から言われたＳＮ

Ｓの怖さとかも教えながらも、実学的なもの。それから私が教

科ではなくて、なぜイコール総合的な学習の時間にしたかとい

うと、先程の社会ではないですが、ここは入試には出ないなと

か、そういうことが子どもたちはどこかにあるのです。教科と

いうと、覚えなければならないと。ところが総合的な学習とい

うと、本当は一番面白いんだけど、まあいいだろうと。通信簿

にもあまり影響がないからと。逆にそういう中で伸び伸びとさ

せながら、そこで潮活動なども含めてやらせるのが一番身にな

るのかなと。そうすると例えば数学が分からなくても、こちら

は面白いとか、そういうことが出てくるのではないかと。そこ

で生きる子どもも出てくるのではないかなと思って、来年は思

い切ってこれをやろうと言ったら、山野校長は、それは一番い

いねと。 

一方で、総合的な学習の時間の中で英語をやっていいと言って

いるところもあるのですが、それは違うのではないかと文科省
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に手を挙げているのですが、そういうこともあって、総合的な

学習をもう一回見直そうということでやらせていただいており

ます。 

そうすると、永野先生からもあったように、何もこれを３年生

でやらなくても、それをＩＣＴがこれからいっぱい出てくるの

で、そういう中で今の子どもたちに合ったようなやり方でやれ

ばいいのかなとは思っています。 

私がある柔道の子どもと何かで話していた時に、何かあった時

にお金を借りればいいんだと言われたので、お金を借りると倍

払わなければならないんだと言ったら、ある子どもがそんなに

払うんですかと反応してくれたのがうれしくて、こういうこと

が面白いんだろうなと思いました。そうしたらコーチに余計な

ことを教えないでくださいと言われたのですが、例えばそうい

うことに子どもは結構乗ってくるんですね。柔道着の話から、

将来大きくなったら柔道館を経営すればいいと。お金を使いま

すから、借りればいいと。借りたら倍払わなければならないん

だと言ったら、倍払うんですかと言ったんですよね。それがと

ても印象に残っていたんです。子どもたちにそういうことをし

っかりと教えていくというか、興味を持たせることは大事だと

思っています。こういうことを少しずつでいいから何遍もやっ

ていきたいと思っています。 

阿部委員 まず「「お金」に関する教科等について」の資料が、学校現場

での教科書ではどういう内容になっているかというのを改めて、

うちで教科書を持っているとはいえ、ひっくり返すと怒られま

すから、なるほどなと思いながら見ていました。 

「生活実学」という打ち出しがなければ多分、こういう取り組

みを学校現場でやってこなかったのだろうと思います。現状こ

こまでやれているというのは、すごい成果だとまず思います。

足りないというようなことが書かれておりますが、私はそんな

ことはないのではないかなと思いますし、公民の教科書や技術・

家庭、これに書いてあることを１年生、２年生の分野から進め

ていく。ちょうど今日が小学生の職業体験、先週は中学生の職

業体験があったということですので、その前ぐらいにこういっ

た授業というか取り組みをやっていれば、より連動する部分、

つながりも、子どもたちの理解が深まりそうな気がしておりま

すので、時期とタイミングというのは非常に大事だなというふ

うに思います。 

最後の方にあった弁護士の消費者教育出前授業であったり、ワ
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カメ栽培から秋刀魚収獲祭での販売に関しては、２年前に商工

会と向学館のご協力をいただいてＪＰＸの起業体験プログラム

というのを実際にやりまして、中・高生が何人でしたか。（「高

校生５人と中学生も 10人ぐらい、15人ぐらいです」の声あり）

実際に会社を設立して、投資をしてもらって、その投資いただ

いたお金をベースに事業を行って、その事業を復幸祭の場でや

って、収益が出た部分を最終的には決算をやって、そして会社

を解散するということを実際に商工会を中心にやっていますの

で、学校現場で総合的な学習でプログラム化をしてもらえば、

逆に民間側で先生をやるとか、仕組みを持っている部分があり

ますので、ぜひそういう町内の仕組みを活用していただきたい

と思います。 

私自身は投資と融資を中学校からぜひ学んでほしいと思ってい

まして、なかなかこれは社会に出ないと学べない部分ですが、

触りだけでも中学校のうちから学んでおくと、よりお金の良さ、

怖さの両方を学ぶことができると思います。地元金融機関の支

店長のご協力など、金融機関のネットワークの中にそういった

先生もいらっしゃると思いますので、そういった部分の活用を

ぜひやっていただきたいというふうに思います。 

実学についてはそんな感じです。 

あと、小・中まではそれでいいのですが、高校に入ると、これ

が就職というところまでつながってきたり、あとは志教育やふ

るさとへの関わりみたいな部分では、これは渡邊洸さんから説

明をしてほしいのですが、今、高校生向けの合同企業説明会を

アスヘノキボウと女川町と向学館で話し合って 12 月に開くの

ですが、その経緯と内容を洸さんからお願いします。 

向学館教頭 きっかけプログラム、就業プロジェクトでアスヘノキボウとロ

ート製薬と商工会と阿部委員とで懇談する中で、外から人を呼

ぶということも含めて、あとは中の高校生なり大学卒業の子た

ちが戻ってくるとか、高校生が就職は女川でしたいと思ってい

るという流れをつくるということも含めたキャリア学習みたい

なことをやっていかなければということで、それだったら向学

館さんも手伝ってもらえませんかということで、４月ぐらいか

ら関わらせてもっています。 

その中で高校生が全く女川の情報を知らないという状況が結構

ありました。なぜかというと、６年ぐらいずっと町が頑張って

復興しているところで、ずっと学校と向学館にいてそれを見な

いで育ってきた。ただ、大人の就業プロジェクトやきっかけプ
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ログラムを見ると、相当大人が頑張って復興して、熱い町だと

いうことが伝わってくるプレゼンを例えば青山さんがされてい

て、その情報を高校生に届けて、高校生にも女川を選んでもら

おう、選択肢の一つに入れてもらおうということで、今度、企

業説明会という名の女川町説明会みたいなものをやりたいとい

うことをしています。 

阿部委員 小と中でここまでやって、高校の段階で。 

向学館教頭 高校の段階で石巻に行ってしまうので、それで抜けてしまうの

で。 

阿部委員 一つの連動させるような部分を、小・中で終わらせないで向学

館さんとの連携の中でそこまで含めてやっていくというのが、

まさにこの場でやれる話ではないのかなと思います。 

向学館教頭 一個できたのは、バイトをほとんど石巻で選んでいたのですが、

女川のバイト情報を知らないから選んでいて、それを提供した

ら、シーパルピアでバイトしたいと向学館から高校生が行った

りして、割といい流れが少しずつ見えてきています。 

町長 実学とは少し離れるのかもしれないのですが、そういう意味で、

実学になるのかな。常設の子どもガル屋みたいなものができな

いかと。お酒は出ないんだけど。夜、それこそ向学館がやって

いる時間はずっと営業をしている。私たちは夜７時とか８時ぐ

らいからああいうところに行くけど、日中、できれば併設。最

高だよね。そちらから行けるとか。あるいは飲んでいる子ども

たちに「おい、おい」と酔っぱらったおんちゃんが行く。嫌が

られるかもしれないけど。それは子どもたちも普通に学校帰り

とか。道草してはだめなんですかね。向学館の帰りとか待って

いる時間でも何でもいいです、つながれる場。それは就職もそ

うですが、仮に就労がほかの場所になっても、定住はここのま

まで、あと町のプレーヤーとして、きちんとつながりをつくっ

てそれを育んでいくというのはすごく必要だと思います。 

それこそ実学がそこの場でガンガン展開されるシーンがあると

思うんですよね。向学館でやりますか。 

向学館教頭 石巻で高校生カフェとかをやっていました。 

町長 高校生カフェに、大人たちが頑張ってね、ではないんですよね。

そうではなく、大人たちもそこのユーザーとして普通に、来て

いる若い人たちときちんとつながっていけるとか。何かあそこ

に行くと面白いぞと。おんちゃんたち、おばちゃんたちがいて。

一応私たちもおんちゃん、おばちゃんだから。そういう場とい

うのか。ガル屋はビール屋だけど、そういう場として、コミュ
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ニティとしての位置付けができているわけではないですか。だ

から人が集う。何かを求めてとか、行けば誰かがいるわけだか

ら、安心がある。それも、帰りたい時はすぐ帰ればいいですよ

ね。居酒屋だとなかなか帰れなくなるけど、ああいうところは

すぐ帰れるわけです。それはカフェと同じで、いいところです

よね。そういう機能みたいなものがあると、すみません、教育

委員会とは少し違う話になってくるかもしれないけど、それが

実学という意味でつながっていくのかなと。教育委員会公認、

ここだけは立ち入っていいと。 

教育総務課長 議会で質問されたら。 

横井委員 公認ステッカーとか貼ったりして。 

町長 ここだけは寄り道していいと。 

実学は確かにその考え方うんぬんはいろいろ私も言ってきたの

ですが、英語も含めて、本来は全部基本スキルの話なんですよ

ね。英語を話せるからいいではなくて、英語を話したうえで、

こうだと表現できたり理解して行動できるからこそ、そのスキ

ルが生きてくるというところであって、実はＩＣＴも同じです

よね。使い方が分かっても、それをどう使うかが一番大切です。

お金の話も実は同じで、分かったうえで、どう使うか、使わな

いか、それこそ借りるかという話になってくると思うので、そ

こをやりつつ、一番大切な考える力というのでしょうか、それ

を素養としてきちんと身につける力というのでしょうか、なか

なか難しいと思うのですが、実はベースとしてそこが底辺にき

ちんとあってというふうにぜひ進めていただければ、うれしい

なと。うれしいというのは変ですが。 

教育長 先生方というのは、平塚委員、新福委員もご存じのように、ど

うしても教科というイメージがあって、本町の先生方の中には

結構いますが、遊び心というか、何回もくり返すようですが、

どうも最近はぎゅうぎゅう詰めの状態で、とにかく教えなけれ

ばならない、英語も入ってきたというような状況にあるのです

が、本当はこういうことで、もう少し先生方もリラックスして、

そして例えばＩＣＴといったら、私だったらすぐ誰かを呼んで

きて手伝ってもらうと。それが女川は少なくともあるので、例

えばお金のこととなれば、誰かを呼んできてやっていいから、

もう少しそこを柔軟にやってくれないかということで話してい

るのですが、結構先生方というのは、総合的な学習の時間は教

育課程に位置付けられているから私も教えなければならないみ

たいなところがあるのですが、そうではないと。もう少しそこ
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を展開して、意識を改革してもらって、もっともっといろいろ

な人を、読み聞かせの人といっても全然違うだろうということ

で話しているのですが、やはり最後は教員の意識というか、そ

こをどう変えていくかだと思うのですが、どうでしょうか、大

先輩の先生。 

平塚委員 だから、それだけの日々の授業に追い回されて、それだけの時

間の余裕と心の余裕が先生方にあるかなというのがありますよ

ね。だから、生活実学と聞いて、本当にそれが一番これから将

来に向けて社会人になるために本当の礎になると思うのです。

だからそこが大事なのではないかなと思うけれども、教育長が

お話しされたように、カリキュラムに縛られて、そして教科の

目標とか内容を消化していかなければならないということで、

現場ではそこのところが実学と教科との兼ね合いが難しいので

はないかと思います。それに生徒指導とかいろいろなものが絡

んでくるから。 

町長 今日もジェーブスは学校の授業外でやっているわけですよね。

そこでやったものが、今度は授業の中でいろいろな引っかかり

というか取っ掛かりになって、そこで学んだことが、数学的に

考えると実はこうでとか、それを伝えるうえで、コミュニケー

ション、国語はものすごく大切なんです。現代国語ができない

人間は多分英語ができないですよね。できる人もいますが。結

局のところ何を言っているかを理解する力がないと、あと文法

で言う場合、文章だと構造としてきちんと理解するから、言っ

ていることが分かるわけです。話していると分かるんです。文

章で同じことを言っても、伝わらない場合がいっぱいあるんで

す。なぜなら文字でずっと書いてあるから。その伝える力や理

解する力というのは、そういう部分でも多分養われていく。そ

れが今度、学校教育の現場に帰っていった時に、そこで学んだ

ことはこういうことだったのかとつながると、今度は学習意欲

になる。教科の中で解決していくということだけではなくて、

先程来言っているように、外のツールをどんどん使う。先生方

の負担は確かに若干は掛けるかもしれませんが、例えば夏休み

でもいいだろうし、何でもいいのですが、そういう場でどんど

ん活用してもらうと、またいいのかなと思います。 

平塚委員 潮活動などを大事にしていったら、つながりが出てくるのでは

ないかと思いますね。 

阿部委員 企業体験をやった時に、仕組みはこちら側で持っていますし、

場も持っているのですが、子どもたちを集める機能は、我々は
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一番苦手だったのです。商工会サイドとか。そういう部分を向

学館に手伝ってもらって、中・高生の参加者を募ってもらった

というのがあるんです。集める部分を学校側でも機能として入

れてもらえば、こちらは中身を投入することは可能なので、先

生方にとって負担がそれで軽くなるということもあると思うん

ですね。先生方にそれをやって負担を重くするという思いは全

然ないので、逆に外部人材をもっともっと活用して、仕組みを

活用して、先生方の負担が軽くなるようにしていってほしいと、

そこまでいけたら最高だなと思います。 

平塚委員 意識改革をやってもらう。 

教育長 そういうことが本当は、私が言うコミュニティ・スクールなん

です。女川のコミュニティ・スクールというのはそういうもの

だと思うんです。文科省で言っているコミュニティ・スクール、

春日川教育政策監に怒られますが、やっているあのパターンも

大事ですが、学校運営協議会とかではなく、それがいわゆるコ

ミュニティなんですよね。 

これは私の持論ですが、特別支援にいたからそういうふうに思

うんだとよく言われるのですが、こういうことをやっていると

学力上がると。根拠を示せと言われるのですが、こういうこと

で子どもたちが少しでもやっていくと、変わっていく。ただ、

時間は確かにかかるんです。 

その中でネックになっているのは、先程永野先生がいみじくも

説明してくれましたが、例えば３学年でコンビニエンスストア

経営をやろうといっても、３年生は誰も頭にないんです。これ

を１年生の頃にやって、楽しくできたので。あるいは向学館で、

もし３年生でやったらまた違うんですね。だからそういう感覚

を先生方がこれから持っていかないと、ＩＣＴとかそういうこ

とが全部遅れていくと思っています。だからそこは手伝っても

らってやるしかないので。幸い若い先生方は、たまたまそうい

う結果になっているのですが、結構柔軟性もあるので、少なく

ともここは、なかなか理想までいかなくても、その可能性はあ

るかなと思っているのですが、６年もたってしまって、成果が

出ないようなところでございますが。 

新福委員 先生方がお金を実学で扱うということに関して、理解をしてい

るのかどうかというのが非常に大きいと思うんですよね。先程

須田町長がお話しされたような、女川の復興につながるんだ、

今後につながるんだというところが先生方の頭に中にあれば、

引き受けてやろうかなという気持ちになるかもしれないのです
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が、私が最初聞いた時に、なぜお金なのかと。なぜお金儲けな

のかという感じだったので、でも説明があって、なるほどと。

コミュニティというか活用の仕方ということで話がありました

が、こういうことを先生方がきちんと理解して、認識されると

推進していくのではないのかなと思うのですが、先生方がそこ

をどのように今後理解してやっていくかというところが問われ

るのかなと思います。 

教育長 確かに抵抗感がある人もいますし、一方で、例えば算数にしか

り、社会にしても、最初の導入部分でお金を使うと、結構子ど

もはご存じのように食いついてくるものなんですよね。だから

そういうものを一つのテーマにして、女川で進めていったらど

うだということは、何年もいる先生方は、分かっています、分

かっていますなんていうところはあります。 

ただ、本当に自分がそう思っているかどうかは分かりませんが、

やはり最初は、なぜお金が導入部分に必要なのかといって、こ

ういうわけです、こういうことをやろうとしているんです、そ

れから子どもの関心を高めていくために、それがやがて生きる

力を育てていくうえでお金というのは大きいでしょうというと、

理解してもらえて、算数などの導入部分でやれるというところ

はあります。 

ご存じのように金融教育（昔の金銭教育）というのはきちんと

ありますし、それを特に農村部で重視しているところも、そう

いうことは平塚委員がおっしゃったように、あとは先生方の認

識の問題だと思います。何もそれだけではないということはも

ちろん話しています。いろいろなやり方はあるのだけど、少な

くとも女川にはこれが合うのではないかということは校長、教

頭は理解してくれています。 

町長 職場体験はややもすると労働の尊さみたいなところで終わりか

ねなくて、労働は尊いのですが、先程は拝金主義でうんぬんと。

一方で金儲けをすることは悪いことだと思われてもだめなんで

すよね。それは一つの行為の結果として出てくるものであって、

それ自体は別に間違ってはいません。稼ぎ方やそこに対する考

え方に問題があるだけであって、儲けること自体は何ら実は悪

いことではない。ただ、そういうふうな考え方や価値観という

ものがそれぞれでも違うはずで、例えばこういう実学という中

でお金を用いてやろうとした時に、今程出てきていた、個々に

は、どこかに考えのずれとか、本来その人が持っている価値観

と合わないから嫌だということもあるのかもしれません。なぜ
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という部分をもう一回しっかり、私自身も含めて、議論を通じ

て、あと先程の渡邊先生からの資料でああそうだよねというと

ころもいっぱいあるので、私自身もその都度考え方を改めて整

理しながらこのことを考える。と同時に、学校でできることと、

先程来出ている外とつながることでできることはいっぱいある

のだろうし、それがどこかでつながると、本当に学習意欲など

につながっていくことも増えていくのかなと、今日、話をして

いてすごく感じさせられました。 

阿部委員 先程、洸さんからアスヘノキボウのきっかけプログラムのお話

が出たのですが、今年の２月に日本財団主催の全国の教頭先生

以上の先生方向けの「海の学び旅」というプログラムを観光協

会側で受けて、女川町で先生方、防災と海というテーマで村上

教育長と佐藤敏郎先生にお話をいただいたりしたのですが、そ

の時に町内のマスカーであるとか、発電所も含めたさまざまな

施設の見学をしつつ、５か所程見てもらって、まちなか交流会

で防災についてのワークショップをやったという内容だったん

です。 

それをベースにして今年の夏に、復興推進課のまち活で、町民

向けの「まちを知る」ということでやっていただいてという流

れでやったのですが、その流れで、次に私自身がやってほしい

と思っているのは、女川町の新入職員研修を２年続けて講師を

させていただいたのですが、新人職員で入ってきた人たちが、

町の外から研修なりアスヘノキボウのプログラムで来た人たち

は知っているのですが、逆にこれから関わる人、もしくは今住

んでいる人がどれだけ新しい女川を知っているのだろうという

疑問の部分があって、ぜひ、町の新入職員研修の中にそういっ

たプログラムを組み込んでほしいのと、新しく来る新入の先生

方にもそういったプログラムをインサートしてほしいと。だか

ら共通でやってほしいなと思うんですよね。町共通の新しく来

た人たち向けの研修を一日設けて、東北電力などに周知されて、

金融機関とか転勤族の人たち向けに、役場も含めた全体でこれ

をやりましょうということができないかなと。この場でいう話

かどうかは分かりませんが。 

町長 いや、すごく大切ですよね。我々、例えば学校の先生方、どう

いう形でも教育委員ですし、行政の長ですから当たり前に関わ

るし、顔も合わせている。これは自分もＰＴＡをやっていたの

で当時役員になって、当たり前に先生方もそういう人たちとは

もちろんつながっていく。でも、地域のいろいろなそれ以外の
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人や地域自体とどれぐらいつながっているか、飛び込んでいる

かというのは多々あるのだろうと思います。 

それはこちら側の反省もあるというか、もっと入っていかなけ

ればならないのかもしれませんが、よく部分最適、全体最適と

いう話をよく使わせてもらうのですが、職場ではもちろん、子

どもたちというか学校という単位で見れば、それは最適なので

しょうけれども、でも地域と見た時に、それが全体にとって最

適なのかどうかというのは、また別の視点で考えていく必要が

あるのだろうというのがあって、そういう意味でも、地域を知

ってもらうという最初のきっかけとしてのその入り口は、すぐ

に必要かもしれないですね。 

これは教育委員会がどうこうではなくて、町職員もそうです。

女川で生まれ育っていないからだめだとか、いいという話では

ないのですが、地域を知らないで役場で仕事をしている人間も、

部署によっては多分いるんですよね。あまり関わる必要のない

部署というか、どこかで必ずつながってはいるんですが、直接

つながっていかなくてもいいセクションはあるので、そこで２

～３年やって、あとからだと入りにくくなるということも十分

あり得ますから。すごくいいと。共通のプログラム。すみませ

ん、論点がずれていますが、きちんとつながってくる話だと思

うので、そこは考えさせていただくと。もちろん行政だけでは

できないので、いろいろ連携してやりたいですね。 

すみません。議事を進行するはずの人間がいろいろな方向に話

を飛ばしてしまって、申し訳ありませんでした。でも、すごく

いい、大切な意見を今日もいっぱいいただけているなというふ

うに思います。 

実学ということが今日の協議テーマですが、ここまでの議論、

意見の展開も含めて、横井委員から何かありますか。 

横井委員 先程の歩かせるということと少し近いものがあるのですが、子

どもたちのお金の使い方というか、お小遣いで自分で買いに行

くという当たり前の状況が、多分、今の子どもはとりかねてい

る。例えば親が買ってくる、あるいはコンビニに一緒に行って、

お金は親が出すと。だからお金を自分で払うとか、おつりがい

くらきているという実感を前程は持ちにくいのかなと思います。

それが多分、今時の子どももそうなのですが、先程のお金を儲

けることは悪いことではないんだということでも、私自身最近

感じることがあったのですが、お金を儲けたいとか、将来その

お金を使って何々になりたいという意欲を持っている子はどれ
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ぐらいいるのかなと。何となくふわっと、何となく生きていく

というぐらいの感覚を自分の子どもを見ても思うので、こうい

った形でもっと、先程も言った町全体のサイクルも含めて、そ

れを小さいうちからいろいろな形で実感していく、あるいはそ

れをまた次のステップに生かしていけるという形になっていく

ことは、非常に大事なことだなと。これだけいろいろな方々が

子どもたちにいろいろなことを仕掛けていきたいと思っている

町というのは、活力ある町というものの根底にはそういったこ

とがあるのかなと思っていますので、実際、学校現場でそれを

生かしていくというのは、難しさはあろうかと思いますが、実

際おっしゃるように、いろいろな人がいるので、れっきと学校

に引っ張りこんでというか、そういうことが割と当たり前にな

ってくれば、より先生方も負担がなく、子どもたちも実益とし

て身につくということになっていくのかなと思っていますので、

ぜひそういった形を、小中一貫校になるのを機会により展開し

ていっていただければありがたいなと思います。 

町長 ありがとうございます。実はたまたま、３人の子の何番子かは

別にして、同級生です。今、そうですよねと。高校生にそれぞ

れなったので、それこそ小遣いで行く途中で何かを買ったり食

べたりとか、安易にいっていくと、自分で考えろと、運用しろ

と。運用というか、使い方を自分で考えなさいというんですが、

私は小さい頃、駄菓子屋から始まって、使い方というか、それ

で痛い目も見るし、大切に使わなければというのもあるし、本

当に今は機会がないですよね。震災があったからなおさらです

が。 

横井委員 しょうがない部分はあったのですが、これからは、より実体験

として、自分の価値観として育む機会を何らかでやってほしい

なと。 

町長 思い返すと、小さい頃の話で、お金にまつわるいろいろなトラ

ウマがあるのだろうというふうに思いますよね。その辺に置い

てあったから、仏壇の前にあったからといって、くすねる。そ

ういうことは多分大なり小なりあるのだろうというふうに思う

んです。そこの罪も、仏壇だからなおさらあるんだと思うんで

す。でも、そういう経験自体がものすごく少なくなっていると

いうのは、横井委員が言われたように、今は本当にそうだなと

思いました。状況が少し変わってくればというところもあるの

かもしれませんが、そういう現実もある中で、本来はこうだっ

たよねとか、そういうことで多分覚えていくんだよねというプ
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ロセスをどう組み込んでいくかということも、もしかすると大

切なところだと思います。 

ありがとうございます。 

大体ちょうど想定の半分ぐらいのところにきましたが、今日は

夜の会議ということで、特に皆様からこれだけは言っておきた

いということはありますか。結論をここでという話ではありま

せんから。でも、すごくいい材料をいっぱい今日は出してもら

ったと思っていますし、これをこれからの中でどう料理してい

くか、料理というか、アレンジしながらやっていくかだと思い

ます。 

今日のところは、皆さんからはよろしいですか。 

 （発言なし） 

町長 本当に貴重な、また、いろいろな多角的からのご意見をいただ

きまして、有意義な時間、実のある協議だったと思います。本

当に皆さん、ありがとうございました。 

今日の協議はここで終わらせていただきたいと思います。 

これで司会をお返しします。 

14 その他  

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、７番その他といたしまして、町長からもありました

が、何かございますか。よろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

教育総務課長 それでは、事務局から一つお願いがございます。 

例年２回の開催ということでこれまでやってきたのですが、今

回、もう一回年明けに３回目を、皆様にいろいろお力を借りた

いと思います。 

内容は、生涯学習課、今度庁舎ができましてそこに入ります。

その時点で今の体育館などの施設管理が多くなるということも

ありまして、施設管理、運営の方法、人的配置などについて、

皆さんのお知恵をお借りしたいと思いますので、年明けに開催

をさせていただきたいと思います。そのような形でよろしくお

願いしたいと思います。 

そういったことを含めまして、２月頃をめどに開催したいと考

えてございますので、日程の調整をお願いしたいと思います。 

皆様、大変お疲れさまでございました。 

 以上をもちまして、平成 29 年度第２回総合教育会議の一切を

終了いたします。 

本日は、大変ご苦労さまでございました。 
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15 閉  会 午後８時 15分 

  

 


