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平成３０年度第１回女川町総合教育会議会議録 

 

１ 招集月日 平成 30年７月５日（木） 

２ 招集場所 女川町役場仮設庁舎 ２階 第２会議室Ａ 

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 三 浦 久 嗣 総務課参事 

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 

水 野 裕 也 参事兼社会教育主事 

７ 傍  聴 ０名 

８ 開  会 午前９時 45分 

教育総務課長 ただ今から平成 30 年度第１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

ご挨拶を申し上げます。 

９ 町長挨拶  

町長 皆様、大変失礼いたしました。 

お待たせをいたしましたが、ただ今から開催をさせていただき

ます。 

今年度第１回目ということでございます。それぞれ委員の皆様

には日頃から、本町の教育行政の進展、並びに特に子どもたち

のでありますが、健やかな成長に対しましていろいろな場面で

お力添えをいただき、またご指導をいただいておりますことに

御礼を申し上げるところでございます。これまでいろいろ皆様

からいただいてきたものをベースにしつつ、また認識を共有し

ながらということで進めさせてきていただいたところでござい

ます。 

この後、報告事項としても、現状並びに今後、平成 32 年８月

に予定されておりますが、小中一貫校の施設面も含めた正式な
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スタートに向けての状況報告等があろうかと存じます。今後の

課題というのは様々にございます。子どもたちの人数に合せた

体制をどうしていくのかということもございますし、あとは、

今日の議題等に具体的には挙がっておりませんが、これまで尽

力をいただいてきました向学館との連携をさらにどうしていく

のか。あるいは、さらにはしないのかという逆の結論もあるか

もしれません。当然一緒にやっていくという共通認識を持って

いるだろうと思いつつ、だったらどういうやり方をするのか、

何を求めるのか、我々はそこに対して何をしていくのかという

ところは、多分もっともっと詰めていくべきところが具体的な

部分で出てくるだろうと思っています。そういう仕組み面でも、

あるいは施設面でも、だんだん最終的にこの形で基本的な枠組

みをやっていくのだというものが、間もなく確定というか、カ

ッチリはまってくるというのが、もうすぐ先なのかなというふ

うに思っております。 

社会的に見まわしますと、中学生が車を運転してみたりだとか、

何だか信じられないようなこともあったりします。また、各自

ご認識の部分はあろうかと思いますが、ネットでの問題ですと

か、こういったものもあるわけでございまして、そういう中で、

特に子どもたちでしょうね。総合教育会議ですから当然社会教

育も対象にはなるのですが、まずは子どもたちの分ということ

だと思います。認識というのかな、自分で判断する力とか、そ

ういうリテラシーみたいなところをどうやってやるのか。それ

は実は、ネットだけではなくて、日頃の人間関係も同じはずな

んですよね。それがツールを持っていることで世界中と繋がっ

てしまっているからこそ起きうる問題もあるわけですが、基本

にあるのは、組織やその全体、社会の中での自分というものの

位置をまず確認したりとか。だからこそ、これは萎縮するとい

う意味ではなくて、そのような立ち回りとか、こういう発言を

出すとこういうふうに誰かが感じる取り方はいっぱいあって、

中には傷つくこともあるし、傷つけることもあるだろうし、あ

るいは励みになることもあるだろうし、いろいろそういうこと

をちょっと想像してみる能力、能力というか、つまるところは

そういうことなのだろうと思います。 

いずれ、あとは教育長が常々おっしゃっている学力という部分

もございますが、そういったところもまず能動的にやっていく

からこそ伸びていく部分があるはずですし、いろいろなことを

考えていくというか、永遠の課題ですね。これを今までやった
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から終わりということは、教育面ではございません。そういう

ところを、予算権者側であるこちらとしても考える部分もござ

いますし、また教育委員会でやっていただいている部分、執行

する部分というのは当然あるわけでございまして、今日もまた

様々な認識を共有させていただきつつ、それをきちんと実際の

現場、施策に落とし込めるような機会になればいいなと思って

おりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上で、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、おはようございます。 

町長の挨拶の後で大変恐縮でございますが、一言述べさせてい

ただきたいと存じます。 

町長には、大変お忙しい日程の中、この会議でいろいろなご意

見等をいただいておりますことに、まずもって感謝申し上げま

す。 

今年も、「別添資料」に付けておりますが、３回程もちたいと

思っているところでございます。 

限られた時間の中での話し合いをどういうことをするかという

ことで、案なる「話し合い事項等について」というワンペーパ

ーを後でご覧になっていただきたいと思いますが、今回は町長

から、私どもが話し合いを行う場があるのですが、その中で出

された、いわゆる町費を出す教員等の配置についてを少しずつ

明確にしていった方がいいのではないかというご指摘をいただ

きました。それから町長が前々から言っていた、コミュニケー

ション能力をどう向上していくかということ、これは私ども教

育現場にとっては、これからの世の中を生きていく上では必要

不可欠なものでございまして、こういうことをより具体的な話

し合いをして、子どもたちにプラスになるようなものにしてい

きたいということで、コミュニケーション能力向上については、

３回の会議の中で色々話し合いをしていきたいと思っていると

ころでございます。 

長くなって恐縮ですが、昨日、文部科学省の生涯学習局の協働

教育室長補佐と係長、それから県からも社会教育専門監が女川

小学校でやっている協働教育の部分と放課後児童クラブみたい

なところも見ていかれました。本当に生の姿をご覧になってい
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ただきました。 

そのような中で、私たちが歩きながら話していたのが、ＨＬＡ

Ｂの件と、それから今、町長から出された向学館の話でござい

ました。それで単刀直入にこういう経費は今後どうなのでしょ

うかと歩きながら話しましたら、私は財政の方でも何でもない

ので非公式の話ですがという前置きはあったのですが、財務省

では真っ先にそういうものはカットするというような動きにあ

ると。高台に住宅ができたからＯＫではなくて、実はこれから

新しいコミュニティをつくっていかなければならない等を社会

教育委員の千葉幸喜さんにも入っていただいて話をしたのです

が、千葉幸喜さんからそういう意見等もあり、生涯学習局の方

は大変貴重な話だったと、みんないつもそうやって帰るので、

それを必ず伝えてくださいということで、ちょっと冗談ぽく言

ったのですが、そういうことがありました。 

いずれにしても国の動向等も十分踏まえながら、何よりも、と

にかく本町の子どもたちに力をつけていきたいと思っておりま

す。 

今日は、本当にお忙しい中恐縮でございますが、限られた時間

ですが、いろいろご意見等を賜ればと思っております。 

町長の後の挨拶で恐縮でございますが、以上でございます。 

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、レジュメの４、報告事項に入ります。 

(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、２点につきまして村上教育長から報告します。 

教育長 「平成 30 年度第１回女川町総合教育会議報告事項」というプ

リント、１～４ページのものと、それから去る６月 26 日に行

われました「ワークショップ報告会」、カラー刷りのもの、そ

れからワーキンググループ等で出された意見がどのように反映

されたか、あるいはなぜ反映されなかったかという１～10ペー

ジまでの資料の３部構成でございます。これに基づきまして、

時間も限られておりますので、簡潔に報告をさせていただきた

いと思います。資料はよろしいでしょうか。 

それでは早速、小・中学校の概況について、報告させていただ

きます。 

なお、これにつきましては町長にも、細かいところは報告して

おりませんが、大きなこと等は何回か報告させていただいてお

ります。教育委員の皆様には毎月教育委員協議会で報告してい
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るとおりでございますので、ポイントのところだけ報告させて

いただきます。 

まず、小学校でございます。 

(１)児童数は 199名で、変わっておりません。 

先生方につきましては、資料にありますように、千葉校長先生

のリーダーシップのもと、一生懸命になって頑張っているとこ

ろでございます。 

休職中の教員が１人おります。頑張って復帰させようと、今、

千葉校長といろいろやり取りをしているところでございますが、

もう少し時間が掛かるのかなと思っているところでございます。 

小学校につきましては、本年度は、まだ始まったばかりでござ

いますが、不登校児童等はおりません。昨年度は１名、それか

ら子どもの心のケアハウス事業対象児童が１名おりました。 

いじめ関係につきましては、今年度に入りましては、悪質、陰

湿、長期的ないじめは発生しておりません。ここには載ってお

りませんが、第１回目のアンケートで認知件数が 10 件挙げら

れておりますが、すべて解決済み、また学校でも把握している

ものでございます。 

それから、先程も町長から出されました学力につきましては、

千葉校長のリーダーシップのもとで、ワンランクアップ作戦、

とりわけ二極化の少し理解に時間の掛かるグループの指導につ

いて、向学館の力を借りながら現在頑張っているところでござ

います。さらには、ただ学力、学力と騒ぐのではなくて、例え

ば読書活動の推進や、算数チャレンジ大会というのがあるので

すが、算数道場をオープンしたり、あるいは小中合同授業研究

会が永野指導主事の尽力で順調にきております。こういう形で

今進めているところでございます。 

それから、これも町長から出されましたが、向学館とは当たり

前のように連携をしておりますが、今度小中向連絡協議会があ

りますが、もう少し細かいところでチェックしなければならな

い部分もあります。いわゆる補助の仕方は本当にそれでいいの

か、一緒にやっていて、どういうことをやって、何を目指そう

としているのかなど、もう一回この辺のところを原点に返りな

がら、なぜかというと向学館の先生方もメンバーが変わってき

ているので、チェックしたいと思っております。 

それから体力については、小学校は本当に一生懸命になってや

っております。業間等も非常にいい動きをしておりまして、２

ページに入ります。課題である持久力等については、多分今年
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のシャトルランは、中学年、３年生、４年生、５年生あたりは

かなり全国平均を上回るのではないかという状況になってきて

おります。ぜひこれを継続していきたいと思っています。 

以下、うみねこルール等については、新聞等に取り上げられて

おりましたが、効果が徐々に出てきている状況でございます。 

スケートボードの遊び方については、教育委員会でも報告させ

ていただいておりますが、子どもたちなりにはルールをしっか

り守ってやっているということで、事故等に遭わないように、

またレンガみちなどには入らないように学校で指導していると

ころでございます。自転車の乗り方も、私も休み中に何回かあ

るのですが、ヘルメットをかぶっている子どもが何人かやっと

出てきたかなと思う状況でございます。これらについては、も

しお気づきの点があったら後でご指摘いただければと思います。 

それから御代さんのことについては、ここに書かれているとお

りでございます。 

続きまして、中学校です。 

生徒数は変わっておりません。 

小学校同様、仮設住宅等入居生徒数は１割を切りました。 

先生方は１学期、中総体などいろいろあって、本当に頑張って

いただきました。 

休職中の教員が１名おります。現在、大学院で自分なりに勉強

をして、何とか現場復帰を目指している状況ですが、まだ明確

に復帰できるというような状況ではございません。 

不登校につきましては、平成 30 年度のところをご覧になって

いただきたいと思いますが、１年生では転入生１名を含めた３

名の生徒への配慮が必要、２年生は心のケアハウス等に通って

いる生徒も含め４名の生徒への配慮が必要、３年生につきまし

ては１名の生徒への配慮が必要ということで、書かせていただ

きました。 

いじめにつきましては、重大事態に発展しそうな悪質、陰湿、

長期的ないじめは発生しておりません。 

それから学力でございますが、特に数学等につきましては、こ

れも向学館と連携をしながら現在取り組んでいるところでござ

います。中学校も二極化の傾向が出ておりまして、特に理解に

時間の掛かるようないわゆる下位群の生徒への指導をこの夏休

み中に中学校でどういう取り組みをしていったらいいか、検討

中でございますが、より具体的な取り組みを通して学力向上対

策に力を入れていきたいと思っているところでございます。 
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３ページに入らせていただきます。 

進路指導につきましては、昨年度の状況を載せております。 

来年度の入試につきましては、既に新聞で報道されているよう

に、石巻工業高等学校の機械科 40 名１学級減という状況の中

で進められます。前期選抜・後期選抜は今年度で終わりで、今

の中学校２年生からいよいよ一本化であります。その説明会が

６月に行われたところでございます。結構保護者の方に集まっ

ていただきました。 

それから体力面では、今、中総体を目指して一生懸命になって

頑張っておりますが、中学校の課題は女子生徒、特に学年が進

むにつれて、といっても今年は２年生の女子は運動能力が非常

に高い状況でございます。この辺の女子生徒の運動能力、体力

の向上も課題かなと思っているところでございます。 

ここに生徒指導については書いておりませんが、スマホのトラ

ブル等の生徒指導の事例がありました。これにつきましては、

これが終了した時点で、大変恐縮ですが、秘密会としてその状

況を報告させていただきたいと思います。２件報告させていた

だきます。 

その他、これは、中総体県大会がいよいよ７月 22 日から開催

されますが、ここにありますように団体で、バドミントンの男

女も含めて４団体、個人でも多くの生徒が県大会に出場する予

定でございます。頑張ってほしいと願っております。 

小中一貫教育については、４ページをご覧になっていただきた

いと思います。 

ここに計画されているとおり、年度当初から順調にスタートし

ているところでございます。とりわけ(２)の女川生活実学を今

年、全面的に出していろいろ情報発信していこうということで、

小学校、中学校とも取り組んでいるところでございます。 

なお、「商業塾」とありますが、これは呼び方があるいは変わ

るかもしれませんが、これについては阿部喜英委員にいろいろ

ご協力をいただき、小学校でいろいろ物を売ったりする体験を

させたいと思っております。 

昨日は小学校で、スマホの研修会、６年生では薬物乱用の研修

会が保護者と一緒に行われておりました。これは生涯学習課の

協働教育、その様子を文部科学省の方にご視察いただいたので

すが、これらについても順調にきているところでございます。 

それから、引渡訓練等についても合同で行わせていただきまし

た。一部中学生の保護者の参加が少なかったのではないかとい
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うご意見等もいただいたのですが、場所にもよるということで、

小学校では 100人以上の方に参加していただきました。どちら

を見ても中学校の方が少なかったということだったのですが、

後で確認をしましたら、それほど少ないわけでもないが、ただ、

一部保護者の中に、大丈夫だみたいな、もう８年も経っている

んだというような雰囲気がないわけでもないという報告もいた

だいております。この辺のところはこれからしっかり引き締め

てやっ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。 

最後になりますが、新しい小・中学校の関係でございますが、

これは予定どおり今進めているところでございます。 

ワークショップの報告会が６月 26 日に行われまして、再度、

基本設計終了、そして実施設計に向かっている現段階での報告

をさせていただきました。 

先程お話しましたが、１ページから 10 ページまでいろいろ出

た意見についての記述がされております。詳細については省か

せていただきますが、現在のところは、順調にスタートしてい

るところでございます。 

報告事項は以上でございますが、ご質問等がありましたら、教

育総務課長、生涯学習課長、もし何かありましたらお願いいた

します。 

報告事項は、私の方は以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

教育総務課長 ただ今、教育長から報告をいただきました。この件につきまし

てご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

 （発言なし） 

教育総務課長 後程「その他」ということでも設けておりますので、その際に

よろしくお願いいたします。 

12 議  事  

教育総務課長 それでは、レジュメの５、議事に入らせていただきます。 

ここからは町長が議長となり議事を進行することとなりますの

で、町長、よろしくお願いします。 

町長 では、設置要綱上、議長ということになっております。 

議事ということで、具体的には２点、本日レジュメに挙がって

おります。協議事項として、町費負担教員等の配置について、

並びに児童生徒のコミュニケーション能力向上についてという

ことです。 

まず、町費負担教員等の配置について、事務局から説明をいた
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だきたいと思います。 

教育長 引き続き、座ったままで恐縮ですが、説明させていただきます。 

別添資料の「町費負担教員等の配置について」という「話し合

い事項等について」の次の資料がございませんでしょうか。私

からお時間をいただいて説明をさせていただいて、町長も進行

ではございますが、いろいろご意見をいただければありがたく

思います。この資料に従って説明をさせていただきます。 

現在、教育委員会では、まず割愛、これは独特の呼び方で人事

用語ですが、要は国から職員をいただいて、経費等については

町で支払う、割愛という形で文部科学省と県からいただいてお

ります。これについては、町長にご理解をいただきまして、ほ

かの市町村ではない厚い配置になっているところでございます。 

教育委員会といたしましては、国からの割愛については今、春

日川教育政策監が３年目になるのですが、本年度で働かせて終

わりということではないのですが、私としては、個人としても

今年度で一回は終了ということで考えております。これについ

て教育委員さんから何かありましたら、お願いいたします。 

県からは、これも町長にご理解をいただきまして、参事兼指導

主事として割愛という形で配置させていただいております。県

にもご理解をいただきまして、この前も継続については町の判

断で構わないというようなご意見もいただいております。私と

しては、もちろん最終的には町長のご判断ですが、今のソフト

面の充実、今まではどちらかというとフレーム面というか、制

度的なもので春日川教育政策監にはいろいろと頑張ってもらっ

たのですが、永野指導主事が入ってから、授業などの質の向上

が非常に図られてきていると。そして生活実学等をさらに進め

ていくためには、指導主事という立場の人が欲しいと思ってお

りまして、県教委からは、まずは３年ということなので一回切

れるのですが、これは今後も継続したいと考えております。こ

の辺についてご意見を賜りたいと思っております。 

それから、派遣という形で震災後、地方自治法派遣社会教育主

事として、最初、女川小学校の鈴木良幸先生を３年間配置して

いただき、それから水野先生が３年間で、今年で終わりと。こ

の地方自治法派遣社会教育主事は、平成 32 年に国の復興期間

が 10年間で終わりということで、実はあと平成 31年、32年し

かない。これは３回くらい県に伺いまして、２年でも派遣して

くれるのかというような確認からスタートしましたら、大丈夫

だと。ただ、希望が多い場合は県で判断させていただくという
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ご回答でございました。昨日も県の専門監とお話をしまして、

いや構わないですよということで、あとは私どもの人事作業に

なるわけでございますが、私としては２年間でも地方自治法派

遣社会教育主事は派遣要請を出したいと思っております。生涯

学習センターもできるし、先程話しましたように、地域コミュ

ニティなどの充実を図るためにも協働教育というのは非常に大

事と思っておりますので、これは申請を希望したいと思ってお

ります。強く希望しているところでございます。 

まず、１番、２番はそういう状況でございます。 

まずここまでで一回切って、いろいろな意見をお願いしたいと

思っております。 

町長 まず、ここまで説明がございました。考え方として、今、町で

は国並び県から人材を頂戴しているところですが、国の方は今

年度いっぱいと。まず、国から割愛でいただくという形につい

ては今年度限りにしたいということです。ただ、県の方は継続

してということでございました。 

ここについてご意見いかがでしょうか。 

教育長 県の方で派遣していただく時に、今のように現職でもらう方法

と、ほかの市町村でいよいよ始まってきたのですが、これから

退職校長、退職教頭も出るのですが、全員がどこかのポジショ

ンに収まるわけではないので。ただ、もちろん最終的には教諭

であれ何であれ人なのですが、それはちょっと置いておきまし

て、私の頭の中には、課長にも話してはいるのですが、校長を

辞めた人の中で、指導主事、いわゆる事務的なものができるよ

うな人であれば再任用という形で、そのシステムを使ってやら

せてもらってもいいのかなと。県はそれはどんどんやってくだ

さいという考えなのですが、それらも含めてご意見を賜りたい

と思います。 

町長 そういう選択を否とはしないというぐらいでいいのかどうかと

いうところですよね、場合によっては。 

私からいいですか。座長をやっていて話してばかりですが。 

県の方もそれだとぜひ云々ということでしたら、ほかのことに

も波及効果があるような形が望ましいですよね。ほかの、要は

人事的なものというのでしょうか、いろいろなものに包括的に

進む形であれば、それはうれしいですよね。そういうことです

よね。（「そうなのです」の声あり）やはり求めるものというか、

こちらでお願いしたい部分とか、こういう機能を担ってもらい

たい、あるいは欲しいのだというところに合致するかどうか。
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合致すればどういうものでもいいのだろうけれども、そこは逆

に言うと、国も同じなのかなと思いますね。一旦区切るという

選択肢はもちろんあっていいと思いますが、ただ、これからや

っていく中で、でも急にやはり来年度欲しいと３月に言ったら、

それは無理でしょうということは分かりますので、だからこれ

も、もしご理解をいただけて、我々の考えとそこの理解が合致

するのであれば、そこはあっていいのだろうなというふうには

思います。個人的にはですが。ただ、基本的な方針として、そ

ういうところに対しては、いいとかだめとか私が言う内容では

ないので。すみません。また議長がへらへらしゃべって。どう

でしょう。基本的な考え方ということで今出していただいたと

思いますので、応用編でももちろんあるということですよね。 

では、ここはよろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

町長 では、引き続きのここからがある意味、町の方では具体的に財

政の絡むところですね。 

では、町費負担教員等について、説明をお願いします。 

教育長 最初、次の見にくい資料があるのですが、これを併せ見ながら。

くどいような話になるかと思いますが、細かい字で恐縮でござ

います。 

大きく分けまして県の負担職員と、それから、これを見てお分

かりのように本町ではかなり町費負担職員が多い状況でござい

ます。私は大変ありがたく思っておりますが、まず、これは釈

迦に説法になるのですが、県費負担職員については正式な学級

の数で、本町では例えば 35人のところを 18人、17人と分けて

いますが、法で定めている学級の数で教員がもらえます。その

中に教頭が含まれ、校長は別枠となっております。それ以外に、

教育委員会でいつも加配と簡単に呼んでおりますが、加配にも

いろいろ種類がありまして、本町ではずっと教育復興加配、こ

れは県あるいは国のご配慮で要求どおりこれまで配置していた

だきました。本当にありがたく思っております。 

ただ、来年あたりからは、ほかの自治体では、例えば内陸の方

ですが、白石市は今年度から全部引き揚げられています。それ

から石巻地区でも、例えば石巻地区に 20なら 20配置されるの

ですが、その中でやり繰りしてくださいというような配置の仕

方になってきている。ただし本町は独立しているものですから、

そこは女川町ではという形で、女川町イコール、女川小学校、

女川中学校にもらっています。ですから石巻市内で何人、その
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中で調整してくださいということで、鮎川小学校など小さい学

校では、今までいた加配等が引き揚げられているような状況に

なりました。 

これは来年度、本町でもある程度想定しなければならないとい

うことで、校長先生方には、１人減ったらどうなる、２人減っ

たらどうなる、というのは、毎年のようにシミュレーションを

描かせております。 

昨日の文科省との立ち話でも、平成 32 年度までは、数は減る

ものの、突然減るということはないでしょうけど、問題は平成

33年度以降で、果たして本当に段階的なそういうものがあるか

どうかは何とも現段階では言えませんと、立ち話ですが、そう

いう話がございました。 

この教育復興加配が非常に多いということがお分かりかと思い

ます。 

それから養護教諭も現在、小２、中２になっておりますが、私

としては平成 32年の一貫校、いわゆる平成 33年度のスタート

時点では、小１、中１、あるいはその前に小１、中１になる可

能性もあると踏んでおります。 

それから事務職員についても、今、中学校１人でございます。

これもすぐ小学校１人になると思っています。 

栄養教諭については、小学校には町職員として栄養職員を配置

しております。ですから小学校、中学校ともに食育等を指導す

る教諭がいるということで、大変助かっているところでござい

ますが、栄養教諭については、一貫校になれば１かなと予想は

しております。 

それから栄養職員については、ここに「必要に応じて」とあり

ますが、この前の教育長会議で、県では栄養職員は配置しない

と断言しております。ですから「必要に応じて」がなくなるの

かなと思っております。県費負担ではなくなると。 

緊急学校支援員は、どんなに延びても平成 32 年で終わります

ので、財政からは、緊急というのは普通は数年なんだけど、８

年も経って緊急なのですかと、そういう皮肉まで言われている

ような状況でございます。 

免許外やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

につきましては、このまましっかりと要望していきたいと思っ

ております。 

今日話題となる町費負担職員のところでございますが、割愛に

ついては省かせていただきます。 
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なお、国の方については、これは応用編もあるということで捉

えてさせていただきたいと思います。 

ＡＬＴについても、このままで。 

それで町としては、以前一人ぐらい置いていたのですが、本務

教員については、今まで震災後は配置しておりません。 

ただ、補助教員を３名配置させていただいております。これは

大変助かっておりまして、小学校２名、中学校１名配置してお

ります。なお、国では、いわゆる気になる子ども、あるいは発

達障害の子が通常の学級にいると、そこに補助員等をつけるの

は交付税措置をしているということで、いつも説明しておりま

す。ただ、本町の規模だと、どう考えても交付税措置としても、

スタートはしても、小１、中１のそういう人数かなと踏んでお

りますが、本町では補助教員として３名配置していただいてお

ります。 

それから栄養教員として、これも小学校に１名。業務員も臨時

事務員が中学校に１名おります。 

それから図書事務員。これがやがて町で司書を、今、生涯学習

課で頑張っていただいておりますが、教育委員会で報告したと

おりでございますが、そことあとやり取りをしながらというこ

とで、図書事務員というのは１人置いておきたいと、私の方の

希望でございます。 

調理場職員が現在 16 名でございます。これについては採用の

仕方などそういうところが変わってきましたので、この数字、

10と簡単に書いておりますが、もう少し教育委員会内部、ある

いは首長部局と、今日は総務課の参事が来ておりますが、精査

しなければならない部分はあるのですが、数的に言ったら、担

当の方からは９人で大丈夫だと言われているのですが、10名程

ということで書かせていただきました。 

今日何をご意見等いただきたいかというと、ここで本務教員何

人、補助教員何人もらうということではなくて、県費負担等加

配教員の動きと町の補助教員の絡みというか、そういうところ

で、こういう補助教員は置いてもらった方がいいとか、あるい

は、これこれこういうところで加配というものをもっと要望し

ていくべきではないかとか、あるいはこれを見て、いろいろな

疑問等を出していただければありがたいと思っております。こ

れらを踏まえて、あと町として、教育委員会としてやらなけれ

ばならないこと、首長部局と話し合わなければならないこと等

を精査して、平成 32年までにはしっかり出して、平成 33年度
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からスムーズにスタートしていきたいと思っているところでご

ざいます。 

なお、下に、字が細かくて恐縮でございます。子どもの心のケ

アハウス事業を今やっておりますが、やがて放課後学校として

女川小学校の跡を活用したいと考えております。これの人員に

ついては今日は省かせていただきたいと思っておりますが、も

しこれらも含めてあったら、いろいろご意見等を賜ればと思い

ます。 

なお、調理場職員は、本当は業務員、臨時業務員、パート調理

員とあるのですが、ほかと色分けをするためにあえて調理場職

員と書かせていただきました。 

以上でございます。長くなりました。すみません。 

町長 今、県費負担職員と町費負担職員の今までの概要等、大体こう

していきたいかなぐらいの、お話でございました。 

今、教育長がお話いただいた中で、採用のいろいろなものが変

わってというお話があったので、これを、総務課の三浦参事、

何がどう変わるのか、分かりやすく説明をいただけますか。 

総務課参事 今現在、臨時職員ということでかなり多くの調理場の職員を採

用して雇用しているところではありますが、本来であれば、こ

こは町の正職員で従前からやっていたのですが、それを臨時職

員に代替してやっているという経緯がございます。 

今後、地方公務員制度が変わりまして、臨時職員の採用の形態

が、簡単に言えば、足りない時に臨時職員で補っていくと。で

すが今、現時点では足りない時に補うべきものの臨時職員の雇

用が常態化していると。本来であればそこは正職員でもってい

くのですが、その場合でも、現在のところは臨時職員でやって

いるのですが、この臨時職員制度そのものが今回、地方公務員

制度の改正に伴いまして大幅に内容が変わってきまして、従前

とは変わり、採用しにくい。しにくいと言ったら語弊がありま

すが。それで従前、特に業務系や調理系の職員につきましては、

本来地方公務員の職ではなくて、外部への業務委託でやり、そ

れで地方公務員の人員削減を図りなさいという総務省の見解が

ございまして、今までも、できれば給食部分を業務委託なりに

転換していって、そこの職員は町職員ではなくて、プロに任せ

て、学校給食ではないのですが、学校管理の業務員の部分、あ

とは保育所の部分ですが、そちらの方にもっていきなさいとい

う指導もございまして、今まで正職員を減らして、臨時職員で

維持していた。もしくは、町の任期付き職員、これは正職員と
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待遇、処遇等は変わりないのですが、それで今、期間を限定し

て任期付き職員で調理師を雇い入れて調理場を運営させていた

だいていると。今後、この臨時職員の方の任用種類が変わりま

して、その部分が確保しづらくなっていきます。何回も先程申

しました、本来であれば民に任せるところは民でやっていくと

いうもともと地方公務員の職員定数管理のところで考え方が変

わりまして、今現在に至っているというような内容でございま

す。 

何か分からないことがあればお答えしますので、よろしくお願

いします。 

町長 ということで今お話あったのですが、二つありました。要は、

給食を外注にするのか自校方式にするのかという話が前からあ

ってという話です。分かりやすく言うと。これは首長としての

私の認識は、当然自校方式だと思っています。多分皆さんも同

じなのだけど、ただ、行革等の流れでセンター方式にしたらと

いう話はあったのですよということ。この間もそういう話にな

ったのですが、ただ、具体的にそういう方向を目指してやって

きた議論というのは、私は一切承知していません。ただ、流れ

としてはそういうものがあったということが、まず１点。 

もう一つは、官製ワーキングプアはやめましょうということで、

行政の現場でも、臨時職員は半年なのですね。でも、たまに６

年目、７年目が出てくる。まれにいらっしゃる。本町にいたか

どうか分かりませんが。それで、その勤務実態が常態化をして

というのがいわゆる官製ワーキングプアです。これはよくない

ということで、これは民間でも、５カ年目まで派遣だったら、

６年目から期限をつけてはだめと、無期にしなさいと法改正が

ありましたが、これは行政も同様で、有期できちんとやりなさ

いと。５年以上やって無期になるようだったら、これは正職員

にさせる。これが半年でない任期であれば、１年以上で、きち

んと社会保障その他を全部やりなさいというふうにルールが変

わる。そうすると、今の現場に当てはめてみると、本町で不都

合があったか、あるいはそういう雇用形態の中で不本意ながら

も、何か言えば働けなくなるから言わないでというハラスメン

ト的なものがあったかどうかは別にして、当てはめてみると、

そうなるといろいろ手直しをしていかなければならない状況と

いうのが生まれるという、今話したのがこの２点ということで

ございました。 

こういったところを踏まえつつ、実は町費負担職員も、今たま
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たま調理場をメインにやっていましたが、ほかも同じなんです

ね。ほかの業務についても、臨時職員の取り扱いをどう考えて

いくのか。そこは、臨時かどうかは別にして、町費負担職員と

いうところに当然関わってくる話でございまして、そこをどう

考えていくかというのが当然出てくると。さらには、これを考

える時に、県の加配が終わるので、終わるというか、だんだん

少なくとも尻すぼみというか減らされていくので、さあどうし

ましょうかという話ということですね。 

それでは、皆さんからご意見ございましたら、お願いしたいと

存じます。 

皆さん考えているようですので、仮に、教育復興で加配７人も

らっていますよね。同数配置を応募したが１人も来なかったと。

でもこれを町でその分を何とかしなければいけないので、やる

としたら全員本務教員になるわけですね。教育復興で来ている

加配の７人を町でやるとしたら、全員本務教員として雇うとい

う感じですか。 

教育長 その時の県への確認、やり方はいろいろあると言ったのだけど、

県としては、同じ人事異動をする中で、７人を女川小・中学校

にやりますということはできないと。そこにやる時には、講師

になると。半年、半年で。それも先程の常態化でいろいろ教育

現場も変わってきているのですが、本務教員としてはやれない

というような確認はしております。 

ただ、それはまだ確定でもないので、これから、本務教員をも

らうとしたらどういう手続きをしなければならないかというこ

とは確認中でございます。今、所長に話しております。今まで

あまりそういうことはないのでということで。今までないとい

うのはどういうことかというと、例えば講師としてもらってい

る市町村、あるいは再任用、辞めた人を入れている市町村、そ

れから辞めた人を例えば今回の橋本先生のように緊急支援のよ

うな形で配置しているということで、この７人を本務教員でも

らえるかということは、今の人事上の仕組みでは、法的な細か

いところまで私は見ていないのですが、ちょっと難しいという

ことは言われました。 

町長 それは町費負担で、うちの方で人件費全部持つからといっても、

難しいということですね。そういう話ですか。 

教育長 それは人事上のいろいろなルールがあって。では女川町で初任

研とかそういうものをみんなやってもだめなのですかと確認は

したのです。いや、それは大きな県の負担という枠の異動なの
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で、女川町だけに、南三陸だけにということは、原則は許せま

せんというような話はいただきました。 

町長 そうすると仮に町費でやるようにしても、いろいろ実は課題は

ありますね。 

教育長 あります。おっしゃるとおりです。 

町長 全県内、全組織、網羅的に当然なってくるので、そこの人事上

の問題とか、人事に及ぼす権限の問題とか、いろいろあると。 

教育長 そういうことです。そういう諸々のやり取りはしております。

それを性急に答えを出すつもりは毛頭ないので、町長にはいつ

も話しているように、しっかり議論して、お互い言って、では

ここで、本町ではこういう方法でやります、あるいは私も、７

人ではなく、例えば来年ゼロになったからすぐ町費でというの

はもちろん思っていませんし。ただ、あとは現場の校長先生と

相談して、最低１人とか２人とか、そのぐらいのご理解をいた

だくということになってくると思うのですが。これが来年度、

７が５になるかもしれないが、ゼロにはならないというところ

まで頭があるからこういうことを言っているのかもしませんが、

町長がおっしゃることが一番大事なところで、いずれ、もしゼ

ロになったらどうするのかということで、校長先生方には、ゼ

ロになったら与えられた教員でやらなければならないんですよ

ということは常々話しております。 

町長 ありがとうございます。その中身というのでしょうか、いろい

ろお話をいただいております。どうでしょうか。 

新福委員 今、教育復興の県の加配というのは、恐らく特別なニーズが必

要な生徒が、あるいは児童がかなり出てきているので、そうい

うことに充てるような部分での配置というのもあるというふう

に思うんですね。だから、そこが削られてしまうと、今度は各

市町村で特別なニーズの対応をする教員をつけていかなければ

いけないのではないかなと私は思うのです。 

私が前勤めていた串木野市というところもそういう加配の先生

が何人かおられて、それで教室に２人ついたりして、それで授

業でサポートしてくれて非常に助かった記憶があるのですが、

それは市として採用していたので、同じ教員の仲間としては非

常に申し訳ないなという。給料も、ボーナスももらえないし。

ただ時間に来て帰っていくという感じで、非常に、「ああ」と

いうふうに思いながら見たのですが、でも現場の状況としては

そういう方がいないと、今の学校の教室の状況というのはかな

り厳しい状況があるので。教室を飛び出したりとか、あるいは
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この前も見ましたが、机の下にもぐっていたりとか。そういう

意味で、ここが削られた時に、そういう先生たちを採用すると

いうのは大きな流れというか、やらざるを得ない部分があるの

かなと。それを本務教員とかで正式に雇うというのも、私は必

要な気はしますが。これからもずっと続くと思いますので。 

阿部委員 むずかしいですねこの話は。 

町長 予算面うんぬんというより、ここは基本的な考え方のところだ

と思います。予算というのは後からの話だと思いますので、あ

まりそこを気にしだすと話ができなくなると思っています。 

阿部委員 今現在は、加配も含めて、ざっくり大人数の本務教員を頂戴い

ただくから、いろいろな先生がいるという状況になっていると

いうこともあるんですよね。そこのサポート体制を、実際どう

いう形をとっていくかというところの課題感になってくるわけ

ですよね。 

教育長 そこは、私は加配の中にそういうものを要望して、今まで教育

復興加配という形で要望していたのですが、国は交付税措置で

気になる子どもなどの補助員の配置をきちんと町にやっていま

すよとは言っているのです。ただ、機械的と言ったら怒られま

すが、多分規模数とかそういうことでせいぜい１ぐらいしかも

らっていないはずなのです。それは町で出す分については何ら

やぶさかではないと思うのですが、教育復興加配という名前を

変えて、例えばまさしく新福委員がおっしゃっていたように、

特に配慮を要する児童加配、そういうネーミングはないかもし

れませんが、そういうものを一方で要望していかなければなら

ないと思うのです。それが通らない時には、何とか町長部局と

話をして、理解してもらって、配置していかなければならない

と。ただ、それが当たり前の考えでは困ると。本当は、あと教

員の質の問題に関わるのですが、与えられる数でやるのが普通

なのだと。それでやっている学校はいっぱいあるんだよからス

タートしていかないと、苦しいから、ではもらいましょう、苦

しいから町に配置してもらいましょう、というように、短絡的

にならないようにだけはしなければならないと思っています。

だから私の大きな仕事である教員をまず集めるということが一

番だなと。ある先生のような方を７人揃えれば心配ないのです

ね。それは不可能なのです。（「ワールドカップのブラジルとか、

そういう感じですよね」の声あり）おっしゃるとおりです。結

局ネイマールを 11人揃えることはできないので。全くそこは、

人だと。割愛であれ何であれ、やはり人なんですね。 
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町長 そういう時になるとなぜか能力平等みたいな話になりますから。

やれる能力が。これもおかしいですよねということは、あえて

議事録にこういうものは残すべきだと思う。大きく違うんだも

の。 

教育長 確かに財政が言っていることは、春日川教育政策監が戻ったら

ぜひ言ってほしいのですが、教員は、とくとご存じだと思うの

ですが、みんな７なら７の力ではないですよね。８の力もあれ

ば、ではなぜこういう人を採用したのかということもあり、必

ずそこが堂々巡りをするのです。これは町長の言葉を借りれば、

永遠の課題かもしれないが、現実はそうなのです。 

町長 車の免許取っている人で、運転下手な人と運転うまい人がいる

のは明らかな話で、車の免許を持っている人は全員運転がうま

いと言っているのと等しいんですよね。 

教育長 全く、だから育てなければならないのだということで、永野指

導主事は本当にやってくれて、順調にきているのですが、いく

ら永野先生でも時間が掛かる人はいるのです。私のように「お

だずなよ」なんて言えないような時代なので。昔はそうやって

育てられてきたのですが、そこは非常に難しいのです。 

戻りますが、まず私としては本務教員で何とか加配ができない

のかということを要望します。それで、これこれこういうわけ

だからどうしても必要なのだということを明確にしないと、い

くら女川町云々といっても、そこは明確にしたいと思っており

ます。 

そういうことがありますが、平塚委員、その辺をフォローして

いただきたいのですが。 

平塚委員 やはり感性の豊かな、学級担任としてのきちんとした資質を持

っている教員が女川町に集まってくだされば、本当に苦労しな

いし、そして個別指導を要する子どもというのは必ず存在しま

すよね。だからその子どもたちを、町の補助教員を雇用してい

ただいて、そしてそれをカバーしていただくというふうな教育

体制になれば、学力向上にも少しは繋がっていくのではないか

なと思いますが、それがなかなか人事というのは難しくてね。 

町長 この後コミュニケーション能力の話になりますが、これがコミ

ュニケーション能力だなと感心していました。平塚委員の表現

は大切だなと思います。 

横井委員 今、教育長がおっしゃられた話に聞きいってしまって、実際、

例えば年に何回しか参加させてもらっていないのであまり偉そ

うなことは言えないのですが、やはり少人数でないと対応でき
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ないという思い込みと言うと変ですが、例えば三十何人でも、

先程から出ているように、こなせる先生も当然のようにいらっ

しゃるし、16人でもなかなか厳しい。補助教員がいても、なお

かつ学級の進め方がうまくいっているのかなと感じる時もある

ので。結局その時のその人数でどうやって１年間いこうかとい

うその辺の意識とか、組織の組み合わせと言いますか、その辺

が大事になってくるのかなと。せっかく２人先生がいらっしゃ

っても、連携があまり密ではないなと感じるような授業を見て

いると、加配されていても、結局１人でも十分ではないのかと。

だからフォローする先生の動きと、あるいは指示を出す生徒の

間。だからそれをある人数でいかにもっていくか。この辺の組

み合わせは、その時の例えば、長である校長先生とかが絶えず、

少しは学級によって編成を変えるとか何とかという形で、より

効果的な方にという考え方でやっていくしかないのかなと思い

ますよね。どうしても何人いないとだめだとか、加配がないか

らだめだでは、先程おっしゃったように。だからそういう点で

は、基本的にあって十分な体制がとれるのが一番望ましいでし

ょうけど、全体の働き方の仕組みも、国の流れも、あるいは、

いろいろな面で予算も掛かる話である以上は、ある中からどう

していきましょうかというのが、いわゆる普通の考え方になっ

てしまうかなと。とりとめのない話になってしまいましたが。 

阿部委員 目に見えない部分でこれは予算が出ているという表になると思

うのですが、現に向学館のお手伝いもいただいているというこ

とも含んでいますよね。そうなると、さらに本当は人数が必要

だというところも出てくるわけですよね。 

教育長 おっしゃるとおりです。それから一方で、女川町の良さという

のは、結構地域の人が読み聞かせに入られたり、あるいは協働

教育で、水野先生のところで、生涯学習課でやっているあそこ

に結構地域の人が入ってきているのです。だからああいうのを

もっともっと活用する方法というのがあるのです。これは、い

わゆる町長がよく言うゼロ予算でやる方法があるので、結構実

は入っているのです。そういうことを一方でやりながら、それ

が放課後の個別指導や学力のチェックをやる時に手伝ってもら

うとか、いつも千葉幸喜さんではないけど、農業職員とかそう

いうのと同じように、学力でちょっとやるとか。制度を何かつ

くらなければならないことはあるとは思うのですが、電力さん

でやれるようなものも組み入れながらということも考えていま

す。私は形だけのコミュニティ・スクールではなくて、そうい
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う形のコミュニティ・スクールを目指しているんですね。いず

れそういうものも、もしこれらがだんだん減ってきたら考えて

いかなければいけないなということで、水野先生に協働教育を

もっとやってくださいとか、それではだめだとかやっているの

ですが、そういうものも一つの方法なのですが、いずれ二極化

の対応、学力面に関していえば、どうしても一人一人必要なの

ですね。 

ただ、今年、横井委員からお話しありましたが、教育委員会で

報告したとおり、今までどこかに少人数がいかにいいというよ

うなイメージがあったのですが、千葉校長はいろいろなところ

を経験しているものですから、一つに合わせた方がかえってい

いかもしれないということで、ではやってみましょうというこ

とで。教育というのは実験できないので。少人数を１学期やっ

て、２学期から一斉にやって、どちらで上がったかなんて実験

的なことはできないので、それは難しいのですが、集団のあれ

も大きいと。その時に２人入った教員を、ただ補助として置か

ないで、２人を有効にするためにはどうしたらいいかというこ

とで今やってもらっています。それらを踏まえて、平成 32 年

から小中一体型になった時には、例えばこの学年は少人数でも

いいのではないか、あるいはこの学年は一つにした方がいいの

ではないかというようなことはやっていきたいと思っておりま

す。 

今の中学校２年生は、もっともっと少人数でやらなければなら

ないとずっと思っていたのですが、ここまできてしまいました。

そんな感じでございます。 

町長 制度のこともあり、制度のことを仮にクリアしても、様々な今

度は人事上の問題、人事上というのかな、巨大組織の方の問題

があるという感がしてございました。 

例えば横井委員が言っていただいたように、また平塚委員、教

育長があとは自らいみじくもおっしゃられたようにという本来

の人数でやれないことはないのだと、こういう状況をとればと

いうような、すごく核心の話もございました。何をどうこうと

いうことはここでは今は言えないところだと思うので、今出た

のは、やはり確保すべきなのか、あるいは確保しないでこのま

までやれるとか、どちら側においてもすごく大事なことを今言

っていただいたと思うので、そこをきちんと捉えつつ、まずは

進めていくと。人事の今年の異動等での人材獲得について、教

育長が非常にご尽力をいただいていたのは皆多分理解はしてい
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るので、さんざん県教委から文句を言われても、それでも食い

下がっているその姿勢は本当に敬意を表するのでございますが、

ただ、それだけで全部片付くわけでもないというところですの

で、すごく「ふわっ」とした感じでこの議題については終わる

かもしれないのですが、今しがた出た意見は意識しつつ、今後

の組織体制のあり方とか張り付けは考えていただくというとこ

ろですね。 

ただ、この中で、私から加えると、以前からもあるので、図書

事務員、いずれ司書の分だけは、これは確実に町としてここは

やっていきたいというふうに思っています。 

調理場の話で自校方式という話で、全体のみたいな話だけど、

ただ、これも、ルールによってはこれを維持できなくなる可能

性も、ルールというより人事上の、先程三浦参事からお話をい

ただきましたが、そういうものをやっていくと実は非常に逆に

不具合が出てしまう可能性もないわけではないわけですよね。

そうなると、理想形としては自校方式だけども、半自校方式的

な、委託でやってもらう。センター方式で持ってきてもらうの

ではなくて、委託で頼んでみたいなものもあるかもしれないで

すよね、そこは。ただ、それは可能な限りは自校方式でいった

方がいいだろうというふうには思っていますが、食育なりのい

ろいろな観点がありますが。 

この二つについては、特に図書事務員、将来的な司書の部分に

ついてはしっかりやっていきたいと思って、これは以前からの

みんな共通認識だと思うので、そこは統一計画にしてしっかり

守っていきます。 

教育長 これについては、生涯学習課長の方で一生懸命になってやって

います。 

生涯学習課長 前の総合教育会議の時にお話をした時、議論されているとおり

なのですが、７月の町の広報でも、再度と言いますか、図書の

司書と、それから新しくできる生涯学習センターの昼間と夜間

の管理人は募集をかけておりまして、具体的にまだ応募が来て

いないので何とも言えませんが、そのようなところを７月から

徐々に始めながらというところをやらせていただきます。 

町長 よろしくお願いいたします。 

今後についてはこういうところで、今日のところはこんな感じ

でよろしいでしょうか。 

では次に、児童生徒のコミュニケーション能力の向上について

ということで、これも教育長から。 
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教育長 最初に私から説明をしまして、あとは、資料を永野が作ったも

のですから、永野から説明をさせます。 

コミュニケーション能力というのは、これから私から申すまで

もなく、本当に人工知能とかそういう先行き不透明な時代と言

われている中で、コミュニケーション能力が本当に子どもたち

が身に着いているかというのは非常に大きいと思っております。

それで年度当初から校長先生方にはいろいろお願いして、まず

できることからやってみようということで進めております。 

これについては、限られた時間ですが、ここでどうこうという

ことではなくて、いろいろなお考えとか意見を出していただけ

ればと思っております。あるいは、こんなことはどうだとか、

これはどうなっているのだというご質問でも構いませんので、

出していただければと思います。 

では、永野指導主事、説明をお願いします。 

永野指導主事 資料は、「コミュニケーション能力向上について」という１枚

ものがございます。こちらをご覧ください。 

まず１番としまして、コミュニケーション能力とはということ

で、そこに書かせていただきましたが、これについてはお読み

いただきたいと思います。次期学習指導要領においても、言葉

を通して、言葉が学習の基盤になって、学級で協働して、いろ

いろなより良いものをつくっていって、能力向上を図っていき

ましょうということが掲げられております。 

２番、本町の子どもの実態をご覧いただきたいと思います。 

これは平成 29年度全国学力・学習状況調査の数値になります。

ですので、今の中学校１年生と高校１年生のデータになります。

今年度の調査については間もなく発表いたしますので、改めて

お示しさせていただきたいと思います。 

表の中に○印があるものが、教員にも同じ項目で調査したもの

になります。 

では、説明させていただきますが、まず、本町の特に小学校で

すが、小学校の子どもにおいては、全国の子どもに比べますと、

友達の前で自分の考えや意見を発表することを苦手としている

子どもが多いのかなというのが(１)の表から分かると思います。 

(２)、(３)につきましてはご覧のとおりですが、裏面にいって

いただきまして、下のところの文章にも書いてあるのですが、

私がここに来て３年目になりますが、最初来た時に非常に気に

なったのが、友達の話をなかなか聞けない、うわの空で聞いて

いるというところが非常に気になったのですが、それが先生方
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の指導のおかげで、だんだん話を聞くようになってきたかなと

思います。ただ、聞くのですが、それを基にして自分で付け足

したり、改めて自分と違う考えに置き換えたりとか広げたりす

るということがまだ苦手なのかなと思っております。 

その原因ではないのですが、授業を見ていますと、発表する子

どもが同じになってしまっていたり、あとは一斉授業にとどま

っている授業が多く見られます。一斉授業の発表の時に、対教

師に対して説明するという授業が非常に多く見受けられるのが

気になるところです。本来であれば一斉授業においても、発表

する際に友達に対して分かりやすく伝えていくというところを

もう少し意識すれば、もっともっと発表力、もしくは学力にも

繋がってくると思っているところです。 

学力調査の方ですが、国語におきましては、小・中学校とも全

国平均に近い状況になってきておりますが、ただ、算数におい

ては、単純な計算問題とかそういったところは力を発揮すると

ころなのですが、文章中にキーワードになる言葉が出てきたり

文章を読み解かなければいけない問題については、まだまだ力

が発揮できていないところがあります。その原因として、話を

聞く時に要点を絞って聞くというところが繋がってきているの

ではないかと思っているところです。 

それで今後、３番として、取組みと懸念される部分を挙げまし

た。取組みとしては、まずもって国語の授業を大切にする。大

切にすると簡単に言葉で書きましたが、基本的には、読む、聞

く、話すということをもう少し大切にして国語の授業をしてい

くということ。 

あとは、丸印の２番、３番は共通なのですが、他を意識して、

もっともっと話をするということ。あとは多く、自分の限られ

た友達、友人だけではなくて、町外、町内の方々、事業所の方々

と触れ合って、いろいろな人と触れ合う中でコミュニケーショ

ン能力をアップさせていく。あとは、目的を明確としたグルー

プ学習・ペア学習と書かせていただきましたが、ただグループ

学習、ペア学習をやるのではなくて、指導者側が意識をして、

しっかり目的を持ってグループ学習をさせるということが大事

になってくるだろうというふうに思っております。 

先程の町費負担に関わってくるのですが、本町の場合 40 人を

超す学級がなかなかなくて、今後、単学級で経過すると思うの

ですが、そうしますと小学校１年生から中学校３年生までクラ

ス替えがないまま同じところで育っていきますと、あの子ども
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は発表が得意、あの子どもはおとなしいからというふうに、何

となく暗黙で進んでしまうところがありますが、そういったと

ころをできるだけなくす努力をしていかなくてはいけないだろ

うなということを思っているところです。 

以上でございます。 

町長 今回は、今年度１回目で、３回目までずっとコミュニケーショ

ン能力向上を題材としては今後ともやっていくということで、

大きいところでのご意見をいただければということで、思うと

ころ、感じたところ等々ございましたら、ご発言をいただけれ

ばと存じます。 

このアンケートではないですが、この実態の表の見方ですが、

改めて確認しますが、表の方の(３)「友達と話し合うとき、友

達の考えを受け止めて、自分の考えを持つことができています

か」というところ、子どもたちは約３分の２近くが当てはまる

と見ているが、先生方から見ると、どちらかというと当てはま

らないでしょうという意味ですね。（「はい」の声あり）小学校

で指導していただいている先生方と子どもたちにすごいギャッ

プがあるんだなということが見てとれますね。 

永野指導主事 ちなみに裏面の(４)の小学校で、教員の方が当てはまらないと

いうのは、全国の数値で 0.1％です。先生たちが回答した割合

が。非常にレアなところに○を付けているみたいな部分になっ

ております。 

町長 そうなんですね。当てはまらないですね。 

何かございますか。 

阿部委員 自分の子どもしか見えないところもちょっとあるので。 

町長 この辺は、事前にこういう流れで、というレクがあって、その

時も言ったのですが、私などはむしろ「発表することは得意で

すか」「当てはまらない者」でしたから、今こうやってこうい

うところでやらせていただいていますが、私の小さい頃を知る

お母さん、例えば商店のおばちゃんとか、昔そんな感じでなか

ったよねと。そうですねとはっきり言いますけどね。どこでこ

ういうふうになったのかねと言っていますが。多分何かのきっ

かけとかですね。去年だと中学校では、自己主張がある生徒が

いたりとか。でも、彼もそこまでだんだん主張できるようにな

ったのは、多分何かのきっかけがあったはずで。きっかけとか、

思いとか、使命感、分からないけど。 

教育長 いくつかはあったと思うのだけど、オーストラリアは大きかっ

たようですね。 
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町長 多分何か自分の中の足、ちゃんと揺れない自分という、自信と

いう以上に、何かきちんと両足を着ける何かを見つけたと思う

のですね。 

教育長 私もいろいろな例でその生徒を時々出すのです。あの子も最初

は、小学校からあんな人前に出て話したり、そういうところは

あったかもしれないけど、力はあったかもしれないけど、ああ

ではなかった。ただ、オーストラリアとか、あるいは、ここに

永野指導主事が書かれている「学校以外の人々と触れ合う機会

を設ける。（生活実学）」とあるのだけど、そういう中で、ある

いは発表したりとか、あるいはファッションのコンテストに出

たとか、ああいう一つの自信だと私は思っているのだけど、あ

あいうのをつけさせるものかなと思っております。 

あと一方で、言葉は下手なんだけど、パソコンが得意な生徒が

発表する時に、自信を持ってやる時があるのです。確かにたど

たどしい発表なのだけど、あの時の顔というのが生きているの

ですね。だからコミュニケーション能力が必ずしもみんなその

生徒のようでなくていいから、何々を通して発表をするとか、

あるいは音楽でもいいから、私の本当につたない経験から言う

と、自信を持たせて生きていかせたいなとは思っているのです

が、それがコミュニケーションという広いものかなと思ってお

ります。 

最初、コミュニケーション能力というのは、永野指導主事にも

確認したのですが、英語の分野でコミュニケーション能力をつ

けましょうということで確か出てきたはずなのです。そこから

スタートしたのですが、それは、英語というのはなかなか日本

人は、特に私たちの時は文法とかそういうのを教えられてばか

りいて、話せなかったと。それではだめだということで、最初

そこからスタートしたような感じがします。 

町長 自分の経験だけで言うと、実は 30 代近くまで緊張しい、今も

緊張しいなのですが、なかなか人前とか大人数ではすごく緊張

しやすいタイプで、当時は県議会議員をやっていたけど、緊張

しいなんですね。チキンハートだった。自分でもよく覚えてい

るんです。やはり経験なんですね。一回 3,000人くらいの前で

急に話さなくてはいけなくなった。歴史上初めて現職首相が石

巻に選挙で入って、その時に時間つなぎでしゃべらされたので

すが、３分くらい話して、終わって、今の市役所の旧さくらの

の駐車場まで人で埋まっていたのですね。足が震えていた。す

ごい、こんな人数の前で話してしまったと。それ以来人にのま
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れることはなくなったんですね。やはり場数を経験というのが

まず一つ。例えば人の動きだと緊張すると思います。 

もう一つ、緊張して自分の意見が言えないのは、人前で意見が

否定されたことがあるというのが多分ある。だからもう言えな

い。否定されて、ああいうことを言っていると言われて辱めを

受けた自分があるから。多分あとは言えないというのはそうい

うことで。今のは事例だけども、多分そういうのが、だからそ

こで自信をつけるとか、そういうのを乗り越えていく何かしら

の場が必要なのかなとは思います。自分ですごい、それも大人

になってから、克服ではないけれども、自分の中で免疫になっ

ている。人数とかに全く動じなくなりました。4,000 人の前で

も動じなくなった。むしろ１対１で、何か言わなければという

のもありますが。それは経験でいろいろ乗り越えられるものも

あるかもしれないし、トラウマだったら、克服できる何かがあ

るかもしれないし。 

教育長 そのためには、子どもなら子どもの中にどれだけいろいろな話

すための言葉などが入っているか、あるいは知識が入っている

かも大事なんですね。運動だったらパフォーマンスで見るので、

バック宙ができれば、それだけで「わー」と子どもたちは言う

のですが、それだけも脚光を浴びるというか。コミュニケーシ

ョンというのは、１対１の場合もあるし、町長がおっしゃられ

たように多くの人と話す場合もあるのだけれども、その時に自

分がどれだけ言語力があるか、あるいはどれだけ経験している

か。そうすると日々の勉強というのは大事なんだということに、

これも繋げていきたい。そして大熊町の教育長がいつも言って

いるのだけど、やはり本を読ませなければだめだと。それだけ

でやっている市町村もあるのですが、そういうことをこれから

やって、ただコミュニケーション、コミュニケーションではな

くて、女川町はまず何をするかということは、やっていきたい

と思っています。 

私がとても大事にしているのが、返事もその中の一つなのです

が、石巻高校の入学式で、女川の子どもたちは返事だけはとて

もいいよと。返事だけってどういうことかと言ったのだけど、

返事すばらしいねと言われたのが非常にうれしかったのです。

例えばそういうことが一つだなと思っているのです。なかなか

コミュニケーション能力は非常に漠としたものなのだけど、実

はこれからの社会を生きていくうえでは本当に大事なものなの

だなというのは、誰も異論がないと思っているのですが。 
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平塚委員 私、今、人権教室で鹿又小学校、渡波小学校、釜小学校、女川

小学校の授業で同じ内容を 45 分間流しているのです。やはり

地域の実態、それから学級の担任の先生の技量というのか、話

をさせても、繋がっていく話の仕方、子どもたちの発言で。あ

とは一人話しして、こちらの人がやって、一人話して、こちら

の人があると。だからやはり毎日の授業の積み重ねがとても大

事なのではないかなと思うのですね。その基礎となるのが国語

の授業だと思うんですよね。だから担任の先生が意図的に子ど

もたちの話術を高めるために入る。私たちはどちらかというと

挙手した子どもだけに話をさせて、授業をまとめていくという

ことになりがちなので。勇気のない子どもは挙手しないで。挙

手しない子どもにも発言をさせて、どの子どもも一日の中で２

回か３回発言できるような、６時間の中で、子どもの得意な教

科の中で活躍させるということが大事なのかなと思いますよね。 

私自身も、この場で発言させると結構こうやってしゃべるので

すが、では自分がといったら、やはり一歩下がってしまいます。

話をするということは難しいことだなと思います。 

横井委員 この間道徳の教科書をチェックしてくださいということでいた

だいたのですが、あれを見ている時に、道徳の時間は、使いよ

うによってはという言い方は変ですが、非常に今言う部分で活

かしやすい授業時間になりうるのかなと。今的なＳＮＳのどう

のこうのという題財もあるのだし、少なくとも先程言ったみた

いに、大人数で一気にどうですかとやるよりも、ここにも書い

てありますが、ある程度のグループ、３対３で、例えば司会と

か書記の人という立場を、年に何回もその学年、学年によって

繰り返すことによって、いくらか表現する、あるいは人の話を

聞かなければならないという状況をつくっていくというか、そ

れを繰り返すことによって、小学校の低学年よりは高学年、あ

るいは中学校に行った時にと、少なくとも人前で話をするとい

う状況を、今おっしゃられたように、いつも決まった人だけで

はなく、必ずそのグループの中で発表するとか、まとめるとい

う機会を与えるということが非常に大事なのかなと。 

自分の経験でも、女川に戻ってきて女川の青年団に入った時に

必ず３分間スピーチを何人かにさせるという習慣があって、急

にふられるのですが、今の町内会社の社長はじめ、なかなか怖

い方々が、すぐには。そこで３分間話さなければならないと。

そうするとその後に、その話した内容についていろいろと大切

な言葉をいただくと。そうすると次の時は、先程のあれではな



29 

 

いですが、経験として恥をかきたくないとか、声のトーンにま

で言及されるというのは、「お前の言っていることは説得力な

いな」と言われると、ではどうしたら説得力をもって聞いても

らえるのかなとか。だから大変なのだけど、大変な状況をつく

ってあげないと、先程言った場数を踏むというのは、海外に行

ったとか人前で話す機会はそれほどないので、だったら逆に日

常のクラスの中や何かで、全校集会でも何でもいいのですが、

機会を与えて、それでビビる自分とか、どうしたらいいのかと

いうその状況をちょっとつくってあげるのも一つなのかなとそ

んなふうに感じました。 

あと、小学校でも轟会の太鼓指導をされていますが、いつも感

心するのですが、学校の先生よりも指導力がすごいなと。必ず

１年経つとまとまったものになっているというあの力もすごい

なというか。そういう点では、外部の方というか、地元の方の

いろいろな手を借りるのも一つなのかなと。 

平塚委員 潮活動もいいですよね。 

横井委員 あと自分の子どもに昔やって何とか役に立ったかなと思うのは、

算数の文章題は、この言葉を理解しろというよりも、その言葉

がどういうものに置き換えたらいいのかというのを図にすると

いうか、文章を文章のまま理解するというのは非常にうちの子

も苦手で、結局は図にすると目に見えて分かりやすくなると。

そういうことを一時少しやったのもいくらかは役に立ったのか

なと。トンネルを抜けるまでに何秒かかりますか、何キロで走

っているとか。ただ文章だけ見るとどうもピンときていなかっ

たみたいで、だからそれは数学でも、国語力というか、理解す

る能力とか、そういうのが今度、人に伝える時にどうすれば伝

わるかという伝え方とか、きちんと聞かないと、話を半分聞い

て自分が間違っていたなということに気づかないままでいるか

もしれないので、日常のいろいろなやり取りの場面を大事にう

まく活用すれば、もうちょっと、今なかなかそうでなくても、

日常的に昔のようにいろいろな地域の方々が気軽に声を掛ける

とか、家の中におじいちゃん、おばあちゃんがいて、いろいろ

な角度でいろいろな声を聞かせてくれるということがないので、

そういう点では意識的なことを仕向けていかないと、当然のよ

うにメールとかネットだけでコミュニケーションを上手に、と

いうのは非常に難しいところもあるのかなと感じます。 

阿部委員 上の子から３番目まで見ていて、それぞれ個性はあるにしても、

ずっと感じていたのは、文章を読めなくてきているかなという
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のが、すごく見ていて。平均点を見ても、国語は低いなという

印象。うちの子も低いのですが、全体的な平均点が低いなとい

うふうに感じていて、それに伴って、算数、数学の文章題が解

けなくなっている。試験の時にもそこはとばして、もしくは初

めから諦めて、そうではない問題を解いて、できるだけ解くよ

うにするというのが３人共通している傾向だったのですね。３

番目になると視覚とか映像系のものがすごく、YouTube とかも

好きなのでそういうのばかり見ているのですが、日本語の使い

方、すごく間違えるのです。うちの子の特性だなというのがあ

るのかもしれないのですが、だんだんひどくなっていっている

なというのがある。それが震災の影響もあるのか、学年の人数

が減っているのでコミュニケーションの場が少なくなってきた

からなのか、いろいろ分析はしなければいけないところはある

のでしょうけれども、国語力の低下みたいなところがすごく感

じるところなので、そこが言葉の正しい使い方がコミュニケー

ションの基本であるのは間違いないと思いますので、現状、学

校の指導の方はどうなのかなというのを感じていたことではあ

るんですね。 

町長 文章量、読むか、それも音読まで入れるかどうか分からないで

すが、ものすごく大きいでしょうね。英語の問題であれば、う

ちでも今度子どもが大学受験で、英語はＳＶＯＣとかＳＶＯで、

そこには関係代名詞 Which とか That が省略されているのがあ

るから、それを全部カンマ、長文になっているものを文節ごと

に、やって音読すると、そのうち文字でも多分分かるようにな

ってくる。何が言いたいかと、今の話と全く同じで、国語も全

くそうなのですね。それをずっとやっていて、理解できるから、

「は」と「が」の違い、同じ主語を表す意味でも「は」と「が」

はニュアンスが絶対違うので。ニュアンスというか、その背後

にあるものが違うので。いつも「は」と「が」の話をいろいろ

なところでするのですが、これが分かってくるはずなんですよ

ね。 

だから例えば音読するにしても、ここに書いてある「いろいろ

な価値観や背景をもつ人々による集団において」。まずは集団

においてですね。どういう集団か。それは「いろいろな価値観

や背景をもつ」ということ、という文章の構造になっている。

これがきちんと理解できているかどうかで、まずそれを読んだ

意味で分かるかどうかに繋がるし、それが分かって話すと、こ

ういうふうな同じような表現で伝えようとしようが、違う表現
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で伝えようとしようが、この同じことを伝えたいねと。でも違

った表現になってしまっていることが多いと。表現というのか、

構造上全く違う文章になっていて、意味が違うふうな捉えられ

方になるケースが多分あると思うのですね。それはコミュニケ

ーションの齟齬になってくるような部分で。だからそこを、読

む量、話す、音読。そういう意味でいうと、音読も必要だと思

うのですが。区切って読む、きちんと。それは訓練だけで、分

からないですが、ただ量としては必要なのだろうなと思うので

すね。これは漫画本でもいいと思うんですよ。 

今、各委員からいろいろご意見をいただいて、経験という部分

と、あとは努力量というのかな、技術、もう一つの技術のとこ

ろ、努力したうえで手に獲得する技術かもしれませんね。努力

というか、積み重ねの上に獲得するものかもしれませんし、多

分いろいろ場をつくったり、あるいは今、日頃やっていること

を積み重ね、もっといい形にしたりとかいろいろなことがある

かもしれませんね。いずれ永野指導主事が書いていた(４)0.1％、

全国の学校で自分たちの学校を評価した時に 0.1％しかない中

の評価に入ったというか、評価したものが多分それなりの割合、

つまりは、いくらかは自分の考えを広めたり深めたりしている

のでないのということが、当てはまらないと。いくらも当ては

まらないという実は相当ショッキングな話なのだと思うので。

まずこの現状認識からスタートしつつ、やはり個々の経験談だ

けでも多分いっぱいヒントがあると思うのですね。先程私は自

分の恥ずかしい過去を話しました。多分教育委員の皆さんもだ

し、教育委員会事務局のスタッフ、職員一人一人、そういえば

私はこれが契機になっているんだとか、全員あると思うので。

そういう何かヒントがありそうな気がしますよね。 

教育長 全く積み重ねとか、そのとおりでございまして、経験値を高め

ていくとか。だから何かそういうきっかけとか。例えば中学２

年生でやっている立志式で話してやっと人前で自信がついたと

いうのは、毎年のように一人、二人聞いているのです。まさに

横井委員がおっしゃったように、全員が外国に行けるわけでも

ないのだけど、だから次回で国際交流も含めていろいろ話し合

いもさせていただきたいと思っているのですが、そういう場も

積ませなければならないし、一方でやはり本も読ませなければ

ならないと。もろもろそういうところをやりながらも、毎日や

れることは確かにあるはずなのです。町長がおっしゃった音読

というのは、朝の読書の時間に音読をしてもいいことであって、
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そういうことを工夫しながら、とにかく伝える力というものは

つけていかないと、これからゲームの世界の中に没頭してしま

っては困るので。あの機械を使いながらも、使い方というのは

あるので、その辺、時間が掛かるかもしれませんが。特に小中

一貫になれば、一緒にいるということで、あるいはプラスにな

ることも非常に出てくると思うので、そこを見据えてやらせて

いただきたいと思っております。 

町長 よろしくお願いします。今回１回目ということですから、また

いろいろもんでいただいて出していただければと思います。 

文章のやり取りは、子どもたちはＬＩＮＥを含めてある程度だ

けども、ここでメールをやる時でも、すごく悩みますから。誤

解を受ける表現があってはだめだなと。一緒にいつもいろいろ

なことをやっている仲間とか地域の人たちの仲のいい人の間で

すら、すごく気をつかったような文章を書きますから。その辺

というのが、コミュニケーション能力なのか、国語能力なのか

分かりません。多分、包括的にやる方はそこに気づかなければ

ならないと思うのですね。特に子どもたちなどはトラブルがい

っぱい生まれるわけですから、そういう意味でもすごく大事な

ことだと思いますので、まずは今日、１回目ということでいろ

いろと思うところを言い合ったぐらいにさせていただければと

いうふうに存じます。 

またこれを受けて、次回の会議に題材として出していただけれ

ばと思います。 

今日はそういったことでよろしいでしょうか。 

教育長 はい。ありがとうございます。 

町長 議事ということでは、ここまでです。 

では、職をお返しします。 

13 そ の 他  

教育総務課長 大変ありがとうございました。 

「その他」でございますが、事務局といたしましては、別にそ

の他ということで用意はしてございません。ここで委員さん方

から何かございましたら発言をしていただければと思います。

何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

教育総務課長 それでは、皆様、大変お疲れさまでございました。 

第２回目につきましては 11 月の開催をめどに調整をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、平成 30 年度第１回総合教育会議の一切を
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終了いたします。 

本日は大変ご苦労さまでございました。 

14 閉  会 午前 12時 05分 

  

 


