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平成３０年度第２回女川町総合教育会議 会議録 

 

１ 招集月日 平成 30年 12月 19日（水） 

２ 招集場所 女川町役場庁舎 ３階 小会議室 

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 佐 藤 雅 裕 企画課長 

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 30分 

教育総務課長 ただ今から平成 30 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。 

はじめに、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 皆さん、おはようございます。 

師走ということで、大変ご多用の中、教育委員の皆様にはお時

間をお取りいただきまして、今年度第２回総合教育会議を開催

させていただきまして、本当にありがとうございます。 

回数も重ねて大分こなれてきたかなという感はお互いあろうか

というふうに思いますが、これまでも、さまざまに、本当にフ

ラットに議論、また意見の提出等していただきまして、いろい

ろと取り組みに反映をさせてきていただきました。また、併せ

て、日頃からの子供たちを育むものでございます社会教育も含

め、さまざまにご意見をいただき、また専念いただいておりま

すことに改めて御礼を申し上げるところでございます。 

先般、議会定例会も終了したところで、その前に臨時会等もご

ざいましたが、学校建設の契約も議会の承認もあってというこ
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とで、１月の下旬頃に地鎮祭があってということで、事業とし

ては一番大きい部分が最後にこのように動き出すということに

なります。もちろん上屋ができれば子供たちもすくすくと育つ

わけではなくて、コミュニティのあり方とか、その教育現場の

中で展開される今度はそのものが大切なところでございます。 

また、来年度からになりますが、現在町の復興計画ということ

で動いてきているものが、今度は町の総合計画、10カ年の長期

計画ということでそちらに引き継いで、今後のまちづくりをみ

んなでしていくうえでの一つの軸をつくっていくということで、

この中では阿部委員にも入っていただきながら、審議会等々で

議論もいただき、原案をつくって成案にすべく、これからのプ

ロセスが進んでまいるところでございます。その中でもやはり

大事なのは、これからの未来の人材であったり、その中でも大

切な子供たちの育みだったりというところが重点として置かれ

なければいけないだろうというふうに考えているところでござ

います。 

こちらの町長部局と教育委員会と、両方がきちんとかみ合って

やっていくことが重要でございます。ここまでも、時折時折、

その都度題材を聞くということがありまして、この場でいろい

ろ私も学ばせていただきながら、また考えも共有をお互いにさ

せていただきながら、やらせてきていただいたところでござい

ます。 

本日のこの会議も有意義なものになって、今後に続くものにな

りますように、どうか皆さんにはよろしくお願い申し上げさせ

ていただきます。 

以上、開会にあたりまして、ご挨拶とさせていただきます。本

日は、皆様、どうもありがとうございます。 

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、教育長村上善司

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、おはようございます。 

町長の後の挨拶で大変恐縮でございますが、一言述べさせてい

ただきたいと思います。 

本当に押し詰まってまいりましたが、町長には大変忙しい中、

ただ今ご挨拶にもありましたが、議会終了後、そして今、次年

度予算の裁定という中での時間をとっていただきましたことに、

改めて感謝申し上げる次第でございます。 
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また、教育委員の皆様には、来週も教育委員会があるわけでご

ざいまして、本当に忙しい中足を運んでいただきましたことに、

まずもって感謝申し上げます。 

この席は確か、以前は阿部喜英委員だったのですが、いつの間

にか私が、教育委員会制度が変わってこのようになって、この

会は本当にまな板の鯉の心境でございますが、それだけ後ろめ

たさがあるのかなと思いながらも、今、町長からフラットな話

し合いということで、これから小・中学校の現状等については

各種隠さず、いろいろご指導をいただければと思っているとこ

ろでございます。 

また、こんなことを話したら怒られますが、町長と阿部喜英委

員は実は保護者でもありまして、場合によっては私よりもはる

かに情報を持っているケースもありまして、そういう情報も出

し合いながら、今後のあり方等を話し合いたいものだと思って

いるところでございます。 

さて、新庁舎がスタートしまして２カ月になりまして、この前、

生涯学習課長をはじめ、皆様方のご尽力で、こけら落とし第三

弾も滞りなく終了したところでございます。 

その中でうちの近くの人が、券は私が買ったのですが来てくれ

て、こんなことを話しておりました。「300人あそこに集まって、

どうなるかと思った。そうしたら職員がきちんと案内してくれ

て、トイレまで案内してもらった」と。そんなの自分で探して

行きなさいと言ったのだけど、「帰りもきちんとやってもらっ

て、安心して帰ることができた。これはなかなか一朝一夕でで

きるものではなくて、女川町の積み重ねというか、前からそう

いうことは知っていたが、そういうことを非常に肌で感じ取る

ことができた。機会があったら町長にぜひ話してもらいたい」

というお話だったのですが、「非常に女川町に感謝している。

来年も呼んでくれないか」と。非常に気持ちよく帰られたとい

うことで、大変うれしく思ったところでございます。 

また後でお話をしますが、まだ町長に話してはいなかったので

すが、県の教職員課長のへき地校訪問というのがいつもあるの

ですが、教職員課長などの人事専門監等が東浜小学校に来たの

ですが、女川小学校にも寄ってみたいということで急きょ昨日

訪問していただいて、本町では生の本当の姿を見せたのですが、

若手教諭が非常に素晴らしい授業をしていたという、お世辞半

分と受け取っても、大変うれしい言葉を頂戴いたしました。こ

れもひとえに永野指導主事、３年目になるのですが、そういう
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成果が少しずつではございますが表れたのかなと思っていると

ころでございます。 

もろもろこういうところを今日お話しながら、また、今日のポ

イントである国際交流については、佐藤企画課長にわざわざ足

を運んでいただきましたので、いろいろご忌たんのないご意見

等を賜り、今後の方向性を明確にしていきたいと思っていると

ころでございます。 

長くなってしまいましたが、いろいろご指導等よろしくお願い

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。 

議事に入らせていただきたいと思います。 

はじめに、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、以上２点につきまして、村上教育長から報告します。 

教育長 はじめに、資料の確認をさせていただきます。一つは「第２回

女川町総合教育会議報告事項」という綴りで２部、「報告事項」

と「別添資料」があります。これに従いまして教育総務課長か

らあった報告事項を報告させていただきます。そのほかに「国

際理解教育（国際交流活動）について」という綴りがあります。

それからワンペーパーは、町長にお話した時に、１回目こうい

う話を、２回目こういう話を、３回目こういう話をしますとい

うことを載せております。それで今日は２回目、黄色の部分で

ございます。 

なお、「児童生徒のコミュニケーション能力向上について」は、

永野指導主事から後で説明をさせます。 

早速、小・中学校の現状についてということで、２部の資料を

ご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。 

なお、教育委員さんには大変恐縮ですが、重複する資料がたく

さんありますので、その点お許しいただきたいと思います。 

まず、小学校、１ページから入らせていただきます。 

「別添資料」の１ページから３ページまで、細かい資料で恐縮

ですが、小学校の状況報告等が載っております。 

細かいところは後でお目通しいただければと思いますが、児童

数は４月当初と比べますと、１名転校したということでござい

ますが、転入したりしているのですが、４月当初とほとんど変

わっておりません。198 名でございます。これも皆さんご存じ

のように、仮設住宅等に入っている児童数は５名になりまして、
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本当に少なくなりました。徒歩通学等については、大きな変更

はないのですが、この近辺に居を構えられた子供たち等、ある

いは引越し等があったりして、徒歩通学者が 45 名になってお

ります。 

小学校では、教育委員さんご存じのように、不登校、名前を出

しますのでお許しいただきたいと思います。A 兄弟が休みが非

常に多いということで、６年生の B さんが 30 日を超えたとこ

ろでございます。ただ、これも、継続的に休んでいる子供では

なくて、学校では毎日のように働きかけなどを行っておりまし

て、30日は超えたのですが、Bさんなりのペースで学校生活を

送っております。 

いじめ等については、調査だけの報告なので本当に隅々までと

いうことは言い切れないのですが、今のところ、重大事態、あ

るいは陰湿、長期的ないじめは発生していないという状況です。 

なお、小学校では、簡易な調査で毎月実施しております。 

大きな長期的な課題あるいは喫緊の課題といつも話している学

力向上については、千葉校長のリーダーシップのもと、先生方

が一丸となって指導にあたっております。これについては、間

もなくベネッセの学力調査が来ますが、間違いなく小学校は徐々

に学力が向上しているという状況でございます。この取り組み

を今後も継続してもらいたいと思っております。 

小学校で最近目につくのは、読書活動。子供たちが給食を食べ

た後も本を読んでいる姿とか私も２～３回見たのですが、ある

いは図書室に来ている子供たちも見たりして、読書活動の貸出

冊数、年間 8,000冊にしたのですが、多分、今、クリアあるい

はその近くになっていると思います。千葉校長先生のお話です

と、上方修正して、３学期までに１万冊を貸し出したいという

ことを話しておりました。読書は非常に大事にしたいものでご

ざいまして、そこからいろいろな知識等が出て、いろいろ発展

していくということもございますので、今後大事にしたいと思

っております。 

体力テストの結果は、全国平均との比較が、「別添資料」の４

ページをご覧になっていただきたいと思います。非常に見にく

いといえば見にくい、全国平均との単純な比較でございます。

上回ったものを赤い丸で記しております。 

小学校は、低学年で 50ｍ走、立ち幅とび、ボール投げが若干で

すが下回っているのですが、細かい資料は後ろに付いておりま

すが、あとはこのように素晴らしい出来になっております。た
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だ、体重が増えていることがいいということは、これはいろい

ろ吟味しなければならない部分なのですが、一目で見ると、こ

のような状況になっております。 

特に小学校は、課題だった 20ｍシャトルラン、この持久走が数

年前は弱かったので頑張ってほしいということで、小学校で業

間などに持久走などを取り入れて、教育委員の皆様にもご覧に

なっていただいたのですが、その成果がやっと出てきたところ

でございます。シャトルランや反復横飛びというのは持久的な

ものがございますが、この成果は出てきていると思います。 

中学校はこのようにちょっと寂しい形になっておりますが、大

きく下回っているのが、後で話しますが、中学校は持久走でご

ざいます。ただ、女子は非常にいい傾向になってきていますの

で、この辺を糸口にしていきたいと思っております。 

大まかな結果で大変恐縮でございますが、体力向上については、

このとおりでございます。 

なお、体力向上については、全国平均だけとの比較だったので

すが、永野指導主事の方で参考に、７－(１)、７－(２)は後か

ら付けた資料ですが、経年変化というか、昨年度と比べてどう

なのかという視点から分析をしていただいたものでございます。 

これを見ますと、長座体前屈、いわゆる柔軟性が前年度よりも

劣っている学年もあるという結果が出ておりますので、この辺

のところ、例えば準備運動でストレッチを十分に入れるなど、

そういう工夫をしていくよう、明日、校長・教頭会議がござい

ますので、これらをベースにまたいろいろ取り組みを考えても

らいたいと思っているところでございます。 

「報告事項」２ページに入らせていただきます。 

うみねこルールについては、新聞でご覧になったと思いますが、

小学校は、夏休み中は 50％くらいの遵守率しかなかったのです

が、その後、学校でかなり働きかけを行い、また家庭の協力等

もございまして、現在は 90％を超す遵守率となっております。 

「別添資料」８ページは 10月 15日に河北新報に載った資料で

ございますが、このように大きく取り上げられたところでござ

いまして、大変反響もありまして、県教委でも、ぜひこの取り

組みを継続する、あるいは、ほかに発信してほしいというよう

なお話をいただいております。 

そのほか小学校では、ブログが復活したとか、最近ですが、先

週 14 日に町議会定例会(12 月)の傍聴をしました。大変子供た

ちにとっては貴重な体験になったのではないかと思います。 
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続きまして、中学校でございます。 

「別添資料」では、９ページから 11 ページまでいろいろ載せ

ております。ご覧になっていただきたいと思います。 

生徒数は４月当初と変わっておりません。131名でございます。

仮設住宅等の入居生徒数は５名。徒歩通学者は 26 名。これは

４月当初より２名増となっておりますが、仮設住宅等について

は変わりございません。 

不登校については、以前のような長期的、非常に多く休んでい

る、あるいは継続的に休んでいる生徒はおりませんが５名の生

徒が 30 日を超えております。１年生２名、２年生２名、３年

生１名でございます。 

その中で、「別添資料」の９ページをご覧になっていただきた

いのですが、１年生の Cさん、入学当初の４月から６月頃はず

っと休んでいたのですが、最近は、学校のいろいろな働きかけ、

あるいはスポ少関係の働きかけ、部活動に入っているのですが、

この頃学校に顔をかなり出すようになってまいりました。何と

かこのペースで、30 日を超えるとかということではなくて、C

さんのペースで少しずつ頑張ってほしいなと願っているところ

でございます。 

それから、D さん、県外から転校してきた生徒ですが、時々休

んだりしますが、以前のような休みはなくなってまいりまして、

何とかこの調子で頑張ってほしいなと思っております。 

２年生の２名につきましては、ケアハウス等に行っておりまし

て、現在そこでいろいろな心のケアなどをしながら、この二人

のペースで頑張っているところでございます。大きな変化は見

られませんが、少しずつ目標なども、この間も会ったばかりな

のですが、表情は大きく変わっておりませんが、話も普通にな

ってまいりましたし、何とか早く目標を決めて、頑張ってほし

いなと思っております。 

E さんも東京から転校してきたのですが、県外の友達とは結構

メールなどをやっているようで、私と時々話すのですが、時折

戻りたいなどと話す時もございます。 

それから、１年生の時に休んでいた Fさんと Gさんは、ご覧の

ように、遅く来たりはするのですが、学校に来ておりまして、

何とかこのペースでこれから頑張ってほしいなと思っておりま

す。 

３年生の Hさんについては、少し心配なところがあるのですが、

通信制の高校に進学したいということで、今、先生方が対応し



8 

 

ているところでございます。 

それから、学年別生徒の様子等については、ここにあるとおり

でございます。今はとにかくしっかり勉強をさせるようにとい

うことと、挨拶や基本的な生活習慣などをチェックしていると

ころでございます。 

議会等でも取り上げられました働き方改革ですが、10月の新人

大会の一番忙しい時の先生方の様子でございます。確かに部活

動等で 100時間を超えております。ただ、これはハイシーズン

の最高でこのくらいということで示させていただきました。11

月になると 100時間を超えたのは４名だけでございます。あと

は大体 80時間前後になっている状況でございます。 

「報告事項」の２ページに戻ります。 

いじめ等については、ご覧のように認知件数は、中学校は第１

回目の２件だけで、第２回目０件、第３回目０件となっており

ますが、もちろんこれが全くないとかそういうことではなくて、

調査の結果はこのようなことでございますが、芽は小さいうち

にということで、学級等でしっかりと友達関係などを見てほし

いという話を、明日の校長・教頭会議でも再度行わせていただ

きたいと思います。 

３ページに入らせていただきます。 

中学校は、何といっても生徒の学力向上が最優先課題でござい

ます。そのためにはやはり授業が一番でございまして、研究授

業等をやったり、あるいは生徒の宿題のチェックをきちんとや

るなど、そういう基本的なことを今徹底しているところでござ

います。これについては、明日の校長・教頭会議、あるいは冬

休みの取り組み、それから３学期の取り組み等についても、校

長、教頭とじっくりと話し合う予定でおります。 

進路指導については「別添資料」12ページ、小さい資料で大変

申し訳なく思っておりますが、第１回の予備調査で石巻地区全

体の競争率が 0.93 倍という状況になっております。これが微

妙に子供たちの気持ちに影響しているようで、簡単に、どこに

入る、石巻高校がだめだから商業高校とか、そんな簡単にそう

いうことで決めるのではないと話したことがあるのですが、こ

ういうことが微妙に子供たちに影響しているかなとも思ってお

ります。 

現時点では、全員が進学希望でございます。 

それから体力テストについては、細かい資料で恐縮ですが、先

程一覧表をご覧になったように、どうも体力的にも落ちている
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かなと。特に男子が気になるところでございます。今までは女

子にいろいろな課題があったのですが、女子の方が現実的には

頑張っているというようなことでございますが、これについて

も、特に持久走の持久力アップについては取り組んでいかなけ

ればならないと思っております。 

そのほか、生徒指導関係等については、11月までの資料でござ

いますが、３ページの(８)に書かれているとおりでございます。

性非行、ＬＩＮＥによる画像拡散等がありましたが、これは教

育委員会でも報告させていただきましたが、何とか話はまとま

ったところでございます。 

ただ、虐待の疑いということで最近１件ございました。これに

ついては、健康福祉課、児相と連携をとり、情報交換をし、虐

待に至らないように現在行っているところでございます。 

その他としまして、「別添資料」14 ページに、これまでの小さ

い大会などが一覧で載っております。先週、吹奏楽部のアンサ

ンブルコンテストがありました。これは残念ながら銅賞だった

のですが、１年生は本当に頑張りました。一覧表になっており

ますので、ご覧になっていただきたいと思います。 

最後、「報告事項」４ページでございます。 

小中一貫教育については、女川の教育を考える会等での話し合

いを基に、今年度から連携型ということでスタートしておりま

すが、「別添資料」15 ページに来年度の小中一貫教育のプラン

を載せております。これの平成 30 年度版もございまして、こ

れを踏まえて、現在取り組みを行っているところでございます。

１月 11 日に女川の教育を考える会でこのプラン等を基に話し

合っていく予定でございますが、小中合同授業検討会や部活動

の参観、あるいは江島についての学習や潮活動の関係は予定ど

おり進んでいるところでございます。 

それから、今年なかなか難しかったのが、中学校の先生方が小

学校での体験はしたのですが、小学校で授業をする、逆に小学

校の先生が中学校で授業をする、この時間が取れなかったのか

なと。３学期、中学校は進路等で忙しいのですが、もし可能で

あれば、そういうことも取り組んでいきたいと思っているとこ

ろでございます。 

それから「報告事項」の大きな３番、小・中学校移転整備事業

については、冒頭、町長のご挨拶にもあったとおりでございま

して、11月９日に入札が完了いたしました。１回で落札されま

して、あとはここにあるように用地引き渡し、建設工事開始、
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工事完成年月は平成 32 年７月、当初の予定どおり現在進んで

いるところでございます。 

今回、４番目に学校給食を出したのは、新聞等で栄養価の問題

が出たのですが、これは教育委員さんには一度話題は出させて

もらったのですが、ぜひ町長にもということで、「別添資料」

16 ページが小学校の月間平均栄養価でございます。17 ページ

が中学校ですが、本町は確かに鉄分で 84％、75％があるのです

が、ほかの市町村と比べると、栄養教諭の頑張りで、栄養価に

ついてはまずまずではないかと思います。だからといって、中

学校の鉄分が75％だからと毎日レバーを食べさせるわけにもい

かないので、これは家庭の協力等も必要なのですが、参考まで

に載せさせていただきました。 

18ページは、残食量といって、給食の残ったものですが、これ

が１番だからどうこうではないのですが、無理やり食べさせて

いるわけではないのですが、小学校で平成 29 年度ですが非常

に残食率が少ないということで、大変お褒めの言葉を頂戴した

ところでございます。中学校も非常に高くて、これは誰かたく

さん食べる人が何回もお代わりをすれば解決する問題でないか

とも言われたのですが、そういうことは置いておいて、素直に

これを見てくださいと言ったのですが、いろいろな意見はある

のですが、こういうものを担当が用意してくれました。 

19ページは、給食費の問題でございます。先程あったように、

栄養価を高めるためには、ではそういうものをいっぱい入れれ

ばいいのだと、給食費を上げればいいのだというような短絡的

なものにはならないので、これは２市１町歩調を合わせている

ところですが、平成 30 年度女川は、小学校は 255 円、中学校

は 315円でございます。 

石巻市、東松島市、女川町の今後の給食費についてということ

で、そこに掲げております。 

なお、これは過日の学校給食運営審議会でご承認をいただいた

ところでございます。来年度はこの形でやっていくということ

でございます。 

20ページが、学校給食の無償化を実施している自治体というこ

とで、全国のことを載せております。宮城県では七ヶ宿町がや

っているのですが、これは学校給食というよりは、人口減少対

策ということでやっていると伺っております。 

21ページが、東京のイタリアンのシェフ、町長のご配慮で株式

会社クラシックがいらして、私たちも参加したのですが、素晴
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らしいものでございました。 

ただ、議員からもご指摘されたのですが、女川の子供が全然魚

の名前が分からないと言われて、私もあまり分からないのです

と言ったら、だめだ、それではと怒られましたが、子供たちに

とっては貴重な経験だったと思っております。ぜひこういう食

育の場、大きく言えば食育なのですが、そういうことをこれか

らも取り組んでまいりたいと思っております。 

それから、今、小・中学校の通学方法については、産業教育常

任委員会でも話題となり、これからいよいよ、特に中学校の生

徒の意見、あるいは小学校の高学年の意見、保護者の意見等を

お聞きして、通学方法の骨格というか骨子というか、それをつ

くっていきたいと思っております。特にその中で自転車通学に

ついては、生徒の意見を十分に参考にして取り組んでまいりた

いと思っているところでございます。 

３回目の総合教育会議で、もしその骨格をお示しできれば示し

たいと思っているところでございます。 

以上、大変大ざっぱではございますが、ちょっと時間をオーバ

ーいたしましたが、報告事項を終わらせていただきます。いろ

いろとご意見等を賜ればと思っております。よろしくお願いし

ます。 

教育総務課長 ただ今の教育長からの報告つきまして、ご質問、または確認し

たい事項がございましたらよろしくお願いしたいと思います。 

町長 ありがとうございました。 

残食率で、非常によろしいのだと思うのですが、食べなければ

ならないという強迫観念で食べさせられるのはきついんだよね

みたいな、この間ちょうど話題になった時、ネットなどにも子

供たちの声としてあって、要は、「食え」というのはハラスメ

ントではないかという意見もあったりして、いろいろ考え方も

あるなと思ったのですが、やはりきちんと栄養をとってという

のでしょうか、なるべく３食だと思いますが、子供たちもそう

いうふうに頑張っているなと思うのですが、大崎市が小・中と

も 3.1％というのは、計測方法に何かあるのではないかとか、

同じ数字というのがちょっといろいろなことを考えさせられな

がら、それはいいとして、大崎市、小学校 3.1％・中学校 3.1％、

塩釜市、小学校 5.9％・中学校 6.4％、岩沼市、小学校 8.88％・

中学校 7.14％になっていますが、本町は小学校 3.1％・中学校

8.7％ですよね。ここは中学校に上がった時に、ほかのところ

と比べて、傾向だけでいうと何かあるのかというような気がし
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ますが、その１点。 

それから、小・中学校の様子で、いろいろと先生方もご苦労を

いただいているなと思いつつ、例えばいじめの状況などもあり

ました。絶対あるので、そういうところはあることを前提とし

て対応していくことは不可欠だと思いますが、一方で、もう一

つ逆に考えた時に、教職員の方から子供たちに対してのハラス

メントではないのですが、指導などのいろいろな話というのも

多分あるはずなんですね。別に女川中学校とか小学校でとは言

いませんが、この間ワイドショーとかでちょっと前に問題にな

った、問題というか、少年野球で打てなかった子がいて、おま

えのせいでとぐちぐちとやって、それがこの前ありましたよね。

似たような話を聞かなかったわけでもなかったりして、となる

と、このヒアリング内容からは表れない別な形でのものもある

のかなというのは正直感じます。そういうところも、校長先生

なり教頭先生がいろいろ把握はされて、その都度ご指導もされ

ているのかなと。例えば先程の資料でございますけど、あるの

かもしれませんが、もっと違うものがあるのかなという気もし

ます。これはあくまで、一地域住民で、かつ、一父兄たる自分

の思ったところのことでお話をしておきたいなと思って、今言

いました。 

あと残業時間について、中学校の方を見ましたが、部活動なり

何なりということでいろいろあるのだろうなと思います。教頭

先生も多いですね。あと A教諭が 160時間で多いですね。生徒

指導もやっているからなのかもしれませんが、教頭先生も多い

と思ったのですが、A教諭の 160時間はすごいなと思います。 

教育長 １番目の給食の 3.10％の件は、全く町長と同じような意見が出

まして、なぜこれが同じなのだと。そこからバンバン入ってき

まして、女川町はどうやって計っているんだとかまでになりま

した。これは、何も本町で恣意的にやったものでもないし、そ

の報告をただまとめてくれたということで、その資料があった

ので載せてしまったら、かえって墓穴を掘ったというのが正直

なところでございます。 

町長 私が言っているのは、大崎市です。同じ数字になっているので。 

教育総務課長 18ページの資料の赤で記載されている部分は、小・中一緒です。

こちらの自治体は小・中別々に計っていないそうです。同じ町、

市全体でということで。ですから小学校と中学校は同じ数字に

なっています。 

町長 分かりました。決して恣意的に何か操作されたものではなくて、
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計り方がそうだったということですね。失礼いたしました。 

教育長 失礼いたしました。それで町長が話したことが大事なことで、

いわゆる、こういうのは無理やり食べさせれば一番いいのでは

ないか。いやいや、今はそういうのは。先程の２番目のハラス

メントと関わってくるのですが、今は食育ということで、本町

でも栄養教諭が給食の時間に回ったりして、今日はこういうも

のが入っているから食べなければだめなんだよとか、貧血の子

供はきちんとこういうものを食べなければだめなんだよという

ことを指導しながら、最低限のものは食べさせるようにやって

おります。本町ではご配慮で、中学校に正規の栄養教諭がいる

のですが、小学校にも町として配置しておりますので、その辺

は大変効果があると。その一つの表れかなと。ただ、委員さん

も町長もご存じのように、小学校は特に学級担任の指導だと思

っております。中学校は、私も中学校が長いので「残すなよ」

で終わってしまうのですが、これは一つの指導の表れというこ

とだと思います。 

ただ、この前の食育授業の「女川子供レストラン」で５年生を

見たのですが、結構女の子は遠慮して食べなくなってきている

のです。そうすると例えばシェフの方が、こういうことでうん

といいんだよ、美容にいいんだよ、肌がつやつやになるよと言

うと、食べるんですね。そういう声がけなどが大事なのかなと

思っております。 

それから２番目のいじめは、全く町長おっしゃったとおりで、

私はいつも言っているのです。ゼロがいいのではないのだと。

例えばつたない経験ですが、新福委員や平塚委員の前で恐縮で

すが、私が担任をしていた時に給食を好きな人同士で食べなさ

いというと、必ず一人か二人ぽつんとなるのです。それをいつ

もやったのでは何の芸もないのですが、それでちょっとつかん

でおいて、例えば新福君という人が一人でいつもいるなと、今

回も一人だなと思ったら、学級委員に聞いてみるとかというふ

うに、そういうことは必ずその時にゼロだとしてもあるので、

これは、ゼロだからいいではなくて、学級の雰囲気などは常に

見てほしいと。それから誰か一人合図しただけで静かになるよ

うなクラスでも、必ずあるはずだと。そういうのを見逃さない

でほしいと。それは、若い教諭が気づくまでに時間がかかると

ころもあるので、必ず学年主任、あるいは教頭が行って見てほ

しいということは話しております。 

その辺のところは後で、新福委員に付け足してもらえればと思
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います。 

問題は教職員のハラスメントでございまして、これは生徒にア

ンケートを取るというような方法はやっていないのです。では

何をしなければならないかというと、やはりこれは大きな管理

職の仕事であったり、あるいは、いろいろな情報を管理職がど

うアンテナを高くしているかだと思っております。特に部活動

での何気ない一言とか、あるいは今の給食を残したことでも、

非常に苦い経験があるのですが、私が学年主任をしていた時に

ある学級担任が、だからお前は体が小さいのだと言って、子供

が学校に来なくなったことがあったのです。私が学年主任で、

担任と行って、お父さんよりも、おじいさんとおばあさんに本

当に怒られておわびして帰ってきたのを覚えていますが、例え

ばそういう一言が今は全くないと私は言い切れないので、必ず

そういう一言があるんだよと。その子供に絶対言ってはだめな

言葉があるのだということは教頭たちを呼んで話してはおりま

すが、ただ、それを随時見ているわけではないので、そういう

環境をつくるために管理職として何をしなければならないのか

ということを考えているところでございます。 

一時これを調査しようとしたのですが、やはり県教委などは反

対しまして、そういうことをやったらいっぱい出てくると。そ

の対応だけで終わってしまうと。ただ、１年に１回くらいは、

柔らかいような感じでいいから、ある程度子供たちのこともそ

ろそろ聞くことも大事なのかなとも思ってはおります。これは

私の大きな課題でございます。 

それから残業時間については、まさに町長おっしゃるとおりで、

中学校が多くて、特に教頭が多いです。これはご存じのように

教頭が最後に鍵を掛けて帰る。それから、朝一番早く学校に来

る。女川町でも町の技師さんたちが早く来てやっているのです

が、やはり教頭が早く来て、それだけでも１時間まずあるので

す。１週間５時間は、まず朝１時間。それが４週あったとして、

それだけで 20時間いくのです。 

小学校は、12 月は教頭も 80 時間を超えなかったのです。小学

校は部活動とかがないために 80 時間を超える先生はほとんど

いないですが、教頭が超えていたのですが、何とか工夫してや

ってくださいと言って、12月は、無理やり帰っているのか書か

なかったのかは別にしまして、小学校はなかったのですが、中

学校は多いです。 

A 先生はいつも多いので、個人的にも私、そんなに学校が好き
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なのかと。これもハラスメントだと思うのですが、いやいや、

教育長先生、これこれこうで、こうやるとこうなるのですと。

ご苦労さんだなということで。では書かないからと。そういう

問題ではないのだと。全部書いてほしいというようなことで。

12月は A先生は若干減ったとは思うのですが、でも 11月は 129

時間ですね。減ってきておりますが、その辺改善しながらやっ

ていきたいと思っております。バスケットも一生懸命になって

やっているので。土日は今３時間以内とはやっているのですが、

３時間、３時間で６時間、それで 24 時間になるのですが、そ

れ以上になっています。全部書いてほしいと言っているので。

これは中学校の大きな課題であることは確かなのですが、では

女川町だけが特別かというと、言い訳がましくなるのですが、

大きくは変わらないですね。そして、例えば A先生のように生

徒指導主事になっている場合にはみんな回ったりしなければな

らないので、彼の生真面目さもあってそういうふうになってい

るのですかね。これは私の方の反省事項だと思っております。 

いずれにいたしましても働き方改革は大きな課題でありますの

で、そこをみんなで分業してやるとか、あるいは学年体制など、

そういう体制づくりをもう一回チェックしなければならない部

分があることは確かでございます。 

ただ、教頭が多いのは、なかなか難しさはありますね。帰れ帰

れと言ってみんな帰ればいいのですが、その辺は新福委員、ご

経験からご意見を賜ればと思っています。 

長くなってしまいました。 

給食の残食率では失礼を申し上げました。 

新福委員どうですか。 

新福委員 職員の件ですか。これは私も中学校に勤めていたので分かるの

ですが、職員室で仕事作業をいろいろやるのですが、教頭があ

る時間になったら帰れというふうに指導をするのです。大体ど

この学校もやっていると思うのですが、そろそろ皆さん帰って

くださいと指導するのですが、それでも、仕事が終わらないの

かもしれないのですが、帰らない先生が結構いました。私の経

験上ですね。教頭が困っていると。教頭は自宅が近くにあった

ので一旦家に帰って、そこでいろいろしてからまた夜に来て、

そして鍵を確認するという状況もあって、学校にいるのが好き

という先生も、独身で、やることがないものだから、学校でい

ろいろおしゃべりしたりして楽しむという方も中にはおられま

す。残業の中にあるかと思いますが。 
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教育長 平塚委員にぜひまとめていただければ。 

平塚委員 やはり教頭職は、先程話されたように、施錠しなければならな

いので、必ず最後に帰りますよね。そして遅い先生には私たち

の方から、もう８時過ぎているから帰ろうと声がけをします。

特に暖房の時期になりますと、学校で暖房をたいていますから、

家に帰ってやっているよりは学校の方が暖かいので、学校で、

特に通信表の時期になりますと、通信表を自宅に持っていかな

いようにという風潮になってきましたよね。（「それはだめです

ね」の声あり）ええ。だから学校で、学期末になると結構仕事

が多いですから、そうすると残る先生が多いと。私などは、鹿

妻小学校にいた時には祖母が入院していたので、夕食を食べさ

せにいって、また学校に帰ってというふうにして、そうすると

まだ先生方は大半残っていますので。そして８時、９時、好き

な先生は 10 時頃までいる方もいますので、そうすると私が困

りますので、そろそろ帰ろうかと言って、帰るのを促すという

ような状態ですね。 

町長 ありがとうございました。国の方、例えば部活動の話から始ま

ってと、いろいろ見直しとか、時間とか、そうすると、例えば

私も会社員時代、某ブラック企業にリストアップされていると

ころの系列会社に身を置いていましたが、いろいろあって 10

時になると電気が社屋で全部消える。結局持って帰ってやって

いるのですね。だからサービス残業になってくるわけです。た

だ、そういうふうな状態は当然望ましくないのだけれども、一

方で、総量としてこうしなさいみたいなものが国の方針とか、

あるいは予算面で出てきたという時に、そこにどう実態として

きちんと合わせていけるかというのは、なかなかそれも難しい

ですよね。だから、学校にしゃべったり暖をとるためにいられ

たのでは困るけれども、好きで仕事をやるのは、要はこれはい

いとは思うけれども、外的環境がそういう意味で変化してきて

いるから、そちら側で求めているものに対して、実態面をどう

調整というのか、間尺を合わせていくか。実態面と、実働と、

あとは社会的規範みたいなものを求められているところ。社会

的規範というのかな。これは社会的規範以上に、多分国の制度

としてやっていくので今後定まってくるのだろうと思うのです

が、そう考えると現場の先生方も大変だけれども、その中でど

こかで折り合いをつけなければいけないところは出てくるのか

なと。結局そちらの方が少し心配なところです。 

あともう一つ、その前のお話の教職員の方のというのは、具体
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的にどうこうというのもあるのかもしれないですが、それ以上

に、まずは教員としてというのがあります。その前に一社会人

としてというか、当たり前の、それこそ規範ですよね。モラル。

それがあって、教員であればなおさらという部分だと思うんで

すよね。だからそこをどう高めていくかというと、それぞれの

個の意識であったり、その意識を高めていくというのかな。高

めるというのもおかしいのだけれども、そういうふうな土壌を

つくっていく、それが組織というか、特に学校現場の全体の雰

囲気づくりだとか、そういうところなのかなと。 

例えば今時あまり叩いたというのはないかもしれませんが、言

葉だとそこそこ出てくるだろうと思う。その陰にあるものとい

うのは、教員としての○○さんとか○○君以前の、個としての

○○さん○○君があるから、教員としてのそういうものになる

わけですよね。だからその前段として、一社会人としてどうあ

るべきかとか、どうなのかとか。例えば言葉、行動、投げかけ、

手を出さなくてもですね。出したら出したでまたいろいろある

けれども、だからそこなのかなと思うんですよね、一番は。だ

からそれは、個別にどうこうとか子供たちに意見を聞くという

ことは、多分刹那的なその行為に対してだけなので、そのバッ

クボーンにある本質のところをどうきちんと、指導する校長先

生や教頭先生が、テーマというのかな、きちんとそれを、指導

という言い方もおかしいと思うのだけれども、やれていくか、

そこなのかなと思うのですが。 

教育長 全くそこはおっしゃるように、特に本町のように初任層が多い

うちは、まだまだ変えるチャンスというか、機会というのは、

人間の元々は変わらないかもしれないが、教員としての資質の

面では変わる要素は私はあると思っているのです。だからまさ

に町長がおっしゃったように、とにかく地域などいろいろなと

ころに顔を出すことによって、社会人としての意識、それは高

めていってほしいと。だからいろいろな行事などに、毎回では

大変だけど、いろいろ学ぶ機会というのをということで話して

おります。 

これが大変失礼なのですが、40 歳 50 歳になってきてある程度

自我、人間性というか、そういうものが確立されているという

か、いい意味で確立されていればいいのですが、頑なにほかを

寄せ付けないようになってきた人、教員を指導するというのは、

結構難しさが私の経験ではありました。元々の社会人としての

常識というのは持ってほしいと。それで、非常に些細なことな
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のですが、まずはきちんと挨拶をしようとか、あるいは子供た

ちの話ではこういうことをやろうとか。そのためには子供一人

一人の家庭環境などは必ずインプットして話してほしいとか、

あるいは全体で言うこととかというようなこと。そのためには

自分が豊かにならなければだめだから、いいものを見たり、遊

ぶことも大事だしというようなことは話してきましたが、全く

そのベースになるものが、忙しくなってきたり、あるいはいろ

いろなことが重なってきてしまうと、どうしても人というのは、

私も含めて、ベースとなる部分がちょっと出たりしてしまうこ

とがある。それで子供たちとの信頼関係が崩れたりするケース

は往々にしてあると。だからそれをフォローするのは校長であ

り、教頭であり、あるいはＰＴＡの方々であるんだということ

で、これから話を再度していきたいと思っております。 

ただ、幸いにも初任層教員というのはまだまだ吸収力がありま

すので、そういう失敗を通して。ただ、その失敗がその子にと

って致命的なものになっては困るのですが、そういう経験をさ

せていきたいとは思っております。これは、ただ、なかなか根

本の部分というのは、難しさはあると思います。 

それから働き方改革については、先程平塚委員がお話したよう

に、今もちろんＵＳＢを持っていけるような状態ではなくなっ

たので。ましてや通信簿は持っていかないような状況で、昔の

有名な話ですが、奥さんが旦那さんにハンコ押しをさせて、み

んなずれていてもう一回通信簿を作ったなんていうのはよくあ

ったのですが、そういうことは今はできないので。まさに町長

がおっしゃるように、国で言っていることと現実がだんだんか

い離しているような感じなのです。中教審の特別部会でも今度

45 時間とか、ハイシーズンの 10 月でも 100 時間と言っている

のです。それは非常に、町村教育長会でも申し入れをするので

すが、現実的ではないと。だったらどこまでやるのかとか。そ

して、例の４％の問題。４％やっているからいいのだではなく

て、ここを給特法の根本を変えない限りこの問題は解決しない

と。 

一方で、本町は初任層が多いので、町の燃料費などいっぱい使

っているのですが、先生方が学校に残って話をして、ただ芸能

界の話などではなく、子供の話など真剣になって、お互いにや

るというのは大事なのだということは言っているのです。それ

は燃料費をどこが一番多く使ったとかどこの学校が一番石油を

使っているとか表で出されたりすると、ますます萎縮してくる
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ということで、全く矛盾しているようなところはございます。 

だからその辺をしっかりと私どもが訴えていかないと、なかな

かこの問題の根本的な部分は解決しないとは思っておりますが、

平塚委員、その辺いかがですか。 

平塚委員 新任の先生がお二人入られると、初任者担当の先生は、研究授

業でも何でも、指導案づくりに皆さんで夜残って、学年主任の

方とか学年の先生方で学年会を開いて、その指導案がどうのこ

うのといって、模擬授業をやったりとなると、結構すぐに 10

時を過ぎてしまうんですね。私も女川二小の教務主任の時にお

二人の新任が入ったので、家に帰るのが 10 時頃になるのが多

かったと思います。でもやはりそのようにして新任を育ててい

かないと学級崩壊とかに結びついていくので、１学期はきちん

と学級づくりをさせるというふうに、段階的に３期に分けて指

導する内容がございますので、だからなかなか残業時間という

のですか、それは難しいかなと思いますね。 

教育長 本町は永野指導主事がいるので、事前授業とかそういうのは、

その分彼に結構負担はかかっているのですが、やってもらって

いますので、それが小学校で当たり前になってきたので、その

分はいくらかは軽減されているかなとは見ております。そのた

めにも割愛の指導主事は大変ありがたかったのですが、ただ、

それがどの市町村でもできるわけではないので。ではみんな割

愛を置けばいいかというと、そもそも指導主事というのは何か

という問題が今出てきているし、その辺ですね。難しさはあり

ますね。 

12 議  事  

教育総務課長 それでは、報告事項に対しての質問は終了させていただきまし

て、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、よろしくお願いします。 

町長 では、議事はこちら側というふうにルール上なっておりますの

で、しばらくの間場を進めさせていただきます。 

協議ですが、国際交流活動と、児童生徒のコミュニケーション

能力向上、これは第二弾ということですね。 

まず、国際交流活動についてということで、事務局から説明を

お願いします。 

教育長 最初、私から説明させていただきます。なお、ＨＬＡＢについ

ては春日川教育政策監に大変ご尽力をいただきまして、過日も

報告会に顔を出していただきましたので、もし補足等があれば
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春日川教育政策監から説明していただきます。 

宮城県では国際理解教育と言っているのですが、これも宮城県

の大きな柱の一つになっております。本町でも新しい小中一貫

校がスタートしたら、その前からこの国際理解教育、国際交流

活動と呼んだ方が早いかもしれませんが、これを一つの柱にし

て、ただ外国に行けばいいのだという考えではないのですが、

子供たちに、一人でも多くいろいろな外国の空気、外国の風と

いうのを小さいうちから肌で感じさせたいと思っているところ

でございます。 

それを特に感じたのは、いろいろなご配慮で女川町の中学生が

オーストラリアと交流することができる日豪ジュニア・プロジ

ェクトということで、３名の生徒しか行けなかったのですが、

大変貴重な経験をしてきて、O さんのように一変したような生

徒もいるのですが、O さんは参考例になると言ったらあれです

が、非常に良かったということを聞いたので、何とかこういう

ことをやっていきたいと思っております。 

一方で本町では、今日、佐藤企画課長にわざわざ足を運んでい

ただいていますが、海外交流事業というのを以前行っておりま

した。それらももろもろ含めて、今後、この国際理解教育とい

うのを大きな柱にする時にどのようなことが考えられるかとい

うことで、２番目にまとめました。 

ＨＬＡＢサマースクール宮城・女川は、正式名称はここに書い

ているとおりですが、確かに本町の参加者が少ないとか、石巻

地区の高校生の参加が少ないとは言われているのですが、これ

を女川でやるということが私は何よりもまず大事かなと思って

おります。 

そんなことを言いながらも、来年で４回目になるのですが、た

またまなのですが、最初に私と一緒にやった当時の青山教頭先

生が今、県の生涯学習課に行ってご担当をされているというこ

とで、大変やりやすくなってきております。この資料等も全部

チェックしていただきまして、いろいろな資料も頂戴したとこ

ろでございます。県としてもこれをやっと認識してもらうよう

になってまいりまして、来年度も実施という方向で今進んでい

るところでございます。もちろん本町の高校生が参加するよう

な手立てをいろいろ講じてほしいというような要望も出してお

りますが、来年度もこれを実施して、本町の高校生が一人でも

二人でも、あるいは石巻地区の高校生が一人でも二人でも参加

できるようになればと思っております。 
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ＨＬＡＢサマースクールの資料については、２ページから４ペ

ージ、字が小さいのですが、これを説明させていただきます。 

２ページのＨＬＡＢサマースクールについては、ＨＬＡＢや事

業の目的等については、ご覧になってください。 

なお、ＨＬＡＢサマースクールは全国で４カ所で行われている

ところでございます。東京以北では女川町だけでございます。 

２ページの下の方でございます。事業費財源、それから参加者

は、ここにあるとおりでございます。確かに本町の高校生は少

ないのですが、去年は２名、それから最初の参加者は K君でご

ざいました。英語はスマホを見ながら話していたのが非常に印

象的でございました。 

３ページに入ります。 

事業効果は、そこにありますように、上の方は、宮城県が進め

ている志教育の視点に合致するということで、宮城県もやっと

認識されてきたところでございます。 

ただ、町のブランディングということで、ここにあるようなこ

とが成果として挙げられているところでございますが、先程も

話しましたように、ここでやるということが何よりも大事かな

と私は思っております。議会からもいろいろご支援をいただい

ているところでございます。 

なお、今後、この事業の位置付けにつきましては、まだ生涯学

習課長と細かくは煮詰めていないのですが、青少年教育という

ような位置付け方をしっかりして、今後これを進めていきたい

ものだと思っております。 

なお、先程も話しましたように、来年度も継続ということで、

既に 12 月３日にサマースクールの新旧実行委員長が町長を訪

問しております。 

４ページは少し小さいのですが、これは青山社教主事からいた

だいた資料ですが、振り返りということで、県の教育長にもレ

クチャーした資料のようでございます。 

ここに大事なことが載っておりまして、４段目の「下見・事前

研修について」は、例えばですが、県担当者からも「松島自然

の家及び女川の魅力について研修する」とか、あるいはその下

の「地域別イントロについて」では、「来年度は効率的に女川

に入れるよう、仙台から借り上げバスを設定する」。あと開会

式に、町民にも呼び掛けてはいたつもりなのですが、阿部喜英

委員にも一回見にきていただいたりしたのですが、「女川町民

も参加できるような開会式ではどうか」。あるいは下の方です
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が、「会場について」は、生涯学習センターができたので非常

にありがたいというようなことも話されておりました。 

それから一方で、その他の下の方なのですが、「若さが言い訳

にならない」というようなことも反省で出ているようでござい

ます。それから下から二つ目ですが、「前途洋々たる優秀な海

外の大学生、国内の大学生が、同様に優秀な高校生に「背中で

教える」責任はとても重く、被災地宮城・女川の住民はその「し

ぐさ」を見つめている」とか、「その視点に立ち、被災地「宮

城・女川」で行うサマースクールの意味を十分に考えた素晴ら

しい「サマースクール」に、来年度またブラッシュアップして

いきたい」ということも書かれております。 

いろいろ反省を踏まえて、来年度、かなり女川というのを意識

して、青山社教主事を中心に今取り組んでいるようでございま

す。何とかこれをまず一つに、青少年というような位置付けの

中で継続していきたいと考えております。 

なお、平成 29年度のものなのですが、「サマースクール宮城・

女川」の成果報告書も出ておりますので、後で時間のある時お

目通しをいただければと思っております。これが一つでござい

ます。 

またもとの綴りに戻ります。 

②の日豪ジュニア・プロジェクト事業、これを何とか継続でき

ないものかということで、この件については、５ページをご覧

になっていただきたいと思います。 

オーストラリアでの生徒交流についてということで、日豪ジュ

ニア・プロジェクトとの関連は省略いたします。 

平成 28年度３名、平成 29年度２名、そして女川中学校にもオ

ーストラリアから留学生が来たと。平成 30 年度は受け入れ校

の調整がつかなかったため休ませていただきましたが、これを

町の事業として行えないものかということで、今いろいろやり

繰りをしているところでございますが、そのキーパーソンとな

る人が、今後の展望にありますが、日豪ジュニア・プロジェク

トの岡田さんという方が担当でございまして、11 月 28 日現在

のことですが、これは山野校長先生にいろいろ調整をお願いし

ているところでございますが、オーストラリアに行ったかどう

かはまだ確認していないのですが、平成 30 年中にオーストラ

リアに渡航する予定があるので、その時にいろいろな調整をお

願いしているという話をいただいております。 

この結果によって、次年度もしすぐ取り組めれば、当初予算に
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は予算化していないのですが、これからいろいろ話し合いをし

て、途中補正を組めたらいいかなとは思っておりますが、いず

れにいたしましても今その動向を見守っているところでござい

ますが、委員の皆様方、町長からもこの辺のところをどうした

らいいかご意見を賜ればと思っております。 

また１ページに戻ります。 

広域的には、おにぎり大使派遣事業ということで、女川中学校

は２名、これもオーストラリアに行っているのですが、毎年割

り当てられております。 

今後の動向といたしましては、何よりもカタール国との国際交

流活動がございます。これにつきましては、６ページをご覧に

なっていただきたいと思います。 

日豪ジュニア・プロジェクトの動向については、ここにあると

おりでございます。 

カタール国との国際交流活動、これはしっかりと行ってまいり

たいと思っておりますが、まだ今年度の返事等が来ていないと

いうのが正直なところでございます。 

過日 10月 17日に私と春日川教育政策監でカタール国の大使館

を訪問させていただきました。 

今年は、町長のご意向もあって、こういう国際状況だからこそ

表敬訪問をしなければならないのだということで、大人が今年

は行くということで今調整をしているところでございます。そ

して次年度以降子供たちも同行して、カタール国を訪問。2020

年度にはちょうど東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れますので、今度はカタール国の子供たちが来るとか、そうい

う交流活動を今後やっていきたいと思っているところでござい

ます。 

海外交流事業については、後で佐藤企画課長から現時点での動

向等をお話していただければと思っております。 

おにぎり大使派遣事業については、先程話したとおりでござい

ます。 

あと、外国語科、外国語活動については、英語でございますが、

小学校、中学校ともこのような取り組みを行っているところで

ございます。 

私だけの説明になりましたが、教育政策監の方で補足等があっ

たらお願いいたします。 

教育政策監 まずカタールの話ですが、先週も、帝国ホテルで建国記念式典

が行われましたので阿部副町長と私とで行ってまいりまして、
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そこで大使の秘書の方とは時間長めにとってお話ができたので

すが、とにかく本国からのレスポンスがよくないということを

おっしゃっておられて、大使館内の参事官は確実に電話は入れ

ているのだけど、そこからの回答が来ないということをおっし

ゃっておりました。 

それからＨＬＡＢの関係ですが、こちらは県が今年はすごくや

る気といいますか、積極的に動いてくださっていまして、すご

く今、町と県でもその意味ではいい関係になっていると思いま

す。これはこのまま保っていきたいというところで思っており

ます。 

12 月 16 日に仙台で事後報告会ということで、ＨＬＡＢのメン

バー、実際に参加した高校生、これは女川からの２人を含む高

校生も集合いたしまして、実際夏の間に行ったことについての

報告等が行われて、有意義な時間となったものです。 

今後のことについてですが、県といい関係なので、このまま保

ちたいとは思うのですが、一方で事業費につきましては、ＨＬ

ＡＢも苦慮しているところがあるようでして、特に今、宿泊費

ですね。ほかの会場と比べて、女川は、エルファロをメインに

使っているということもあって、そこの部分がかさんできてお

りまして、今、お盆の時期ですので、本来であればエルファロ

も書き入れ時の時期なのですね。それに対して町のためにとい

うことで安く部屋を入れてくださっているような状況なのです

が、それもだんだん厳しくなってきたという話も最近聞くよう

になってまいりましたので、工夫をしていく必要が出てきたの

かなと思っております。 

なお、ＨＬＡＢ自体は、小布施や徳島でも行っていますが、そ

ちらの運営費も大変だということを最近話している状況ですの

で、そこのところも一斉に併せながら、何とか女川でやってい

けるような形を継続していきたいと思っているところです。 

町長 国際交流活動についてということで、３点お話があったところ

でございます。 

カナダの関係で、企画課からお願いします。 

企画課長 海外交流事業（カナダ）ということで、現状での考え方という

か、その辺のお話をさせていただきます。 

震災前ですが、中学２年生を大体 20名、多い時で 24名で、毎

年カナダで子供たちがホームステイをしながら英語圏での学習

というようなところで体験学習をしてきたという部分がござい

ます。一番最初はオーストラリアからスタートしたのですが、
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どうしても女川町はカナダとの繋がりがあって、ネルソンとビ

クトリアを交互にというようなところで事業展開をしていたと

いうのが現状でございました。 

震災後は、その部分を中断させていただきましたが、今の現状

の中で、子供たちを人数を連れてカナダに行くという部分に関

しましては、積極的にという部分からはシフトしたいというか、

ある程度この辺の中学生の学習の部分に関しましては、教育部

分での事業に転換をさせていただいて、企画課といたしまして

は、グレイ大尉というか、カナダのネルソンの関係は今現在も

継続していまして、毎年８月頃にはカナダの海軍の方々が女川

町に来ていただいてという部分はしています。 

これを、できればなのですが、町長にまずネルソンに御礼を含

めて顔を出していただきたいというようなところで、町長を含

めて、グレイ大尉の関係で関係しているライオンズクラブであ

るとか、それから神田さんを含めて、メンバーはまだ固まって

いませんが、一度ネルソンに行っていただいて、今後の交流の

あり方というかその辺を、本町でもカナダのグレイ大尉の慰霊

碑に献花しながら、その辺の交流を、中学生ではなくて、一般

の方々を対象にした事業にしていければというふうに考えてい

ました。 

あとは、本来の国際交流事業としましては、できれば町内にい

る海外の研修生との地域間交流という部分にシフトしていきた

いと今現在は考えていました。この辺の中身についてはまだも

わっとしたようなところはあるのですが、そういった中で、ベ

トナムの方々であるとか地域の中には入っているようなのです

が、やはり各地区によっても関わり方がまちまちで、そういっ

た部分を町として一緒に支援していった中で取り組みをしてい

ければというふうに考えていました。 

今のところ、企画課としては、以上です。 

町長 企画課からも、これまで震災前からずっとありましたカナダの

交流、子供たちも行っているわけですが、これからの考え方と

いうことでお話があったところです。 

併せてでございますが、委員の皆さんからご発言、ご意見、ご

質問、叱咤激励、何でも結構でございます。ありましたらお願

いしたいというふうに存じます。 

阿部委員 ちょうど去年、１年前、ジェフリー君の受け入れをしていたの

だなとカレンダーを見ながら思い出したところなのですが。う

ちの息子が日豪ジュニア・プロジェクトではお世話になって、
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その縁で岡田さんとの繋がりから、そこでいろいろ私自身やり

取りをさせていただいていたという形なのですが、支援という

形で、震災後の子供たちのためにという部分でこれまでやって

きたという部分に限った時にはいいのですが、今後、例えば町

が予算を出すなりしてそことの繋がりを続けていくという意味

では、体制が若干脆弱かなという印象が今、岡田さんがだめな

人とかそういうことではなくて、個人と個人の良識に、良心の

部分に訴えかけ過ぎているところがあるなと。そこがもう少し

仕組みとしてしっかりしたところが事務局というか、受け皿に

なってくれないと、この事業を独自に続けていく難しさという

のはすごくあるのではないかなと。去年、逆にジェフリー君を

受け入れた時にもそれを感じたところがあって、高校生だから

一人で動けるから大丈夫だというふうには言うものの、こちら

は初めて受け入れるわけで、どなたかコーディネーターみたい

な人に相談すれば分かりますよというふうになっていればいい

のですが、それもあいまいだったということも実際にあったも

のですから、逆の立場になった時に、そういう方がしっかりし

ていないことには難しいだろうなということが今思っている部

分です。 

あと、現実的に特定の子が行く傾向になってしまうのではない

かという懸念があって、どうしても少子化が進んでいる中で、

行ける子が限られてくる。行ける子は１年生２年生で２年続け

て行くけど、行かない子は全く関心も持たないから、家庭的に

も行かせる気もないしと。そうなってくると、事業自体はある

のだけれども、参加する子がいなくなるという懸念もあるのか

なというところが今思っているところです。 

町長 最初の点、私も同じ考えというか感想を持っていて、例えとし

てよくはない例えというか、例えば岡田さんや秋元さんがいな

くなったら、端的に言うとお亡くなりになったり、あるいは失

踪、分からないですが、要はそれでプツッと終わる話で、例え

ば、ドイツから話があって学校にも来てもらったが、結局難し

いいと。理由の一つは責任が持てないからというのがありまし

たよね。これも実は同じような形になってしまう場合があるの

です。個に依拠し過ぎる形にならざるをえなく、これまではご

支援というのもあったからそれでよかったけど、ここで恒常的

な取り組みとしてやっていくとすると、これがカナダだと地域

と地域なんですよね。ネルソンなり、ビクトリアなりと女川だ

けど、ではこれはカウンターパートは誰という話が出てくるの
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で、その辺をきちんとやっていくとすると、きちんと整備する

なり、ある意味、先方が団体なのか自治体なのか分かりません

が、何かしらの要はこの方が連絡なくても誰かがきちんと受け

てくれるという形でないと、難しくなっていきますよね。続け

ようとか、広げようと思うと個の負担が大きくなって多分広が

らないだろうし。あちらでもいろいろ。そういうこともいろい

ろ考える必要はあるのかなと私も思います。 

委員の皆さんから、どうでしょうか。 

新福委員 国際交流活動をあまりやったことはないのですが、中学校の教

師をしていた時に、中国にそこの自治体の生徒たち何人かを連

れて交流という経験はあるのですが、私が国際交流活動を考え

た時に、子供たちの視点から考えると、何をそこの地域で交流

することで学ぶのかというそこが一番大事ではないかなという

ふうに思うのですが、その時に中国に行って、中国に対する偏

見とか、当時いろいろもめていたので、それを通して、中国の

方も日本人と一緒で、いろいろな生活をして、いろいろな思い

があって、子供たちも一緒にいろいろな教育活動をしていてと

いうことで、中国に対する偏見みたいなものをそこで解消でき

て、そこでまた交流も深まって、次の年にも繋がっていったの

ですが、子供たちが今後どういう地域で何を学ぶのかというと

ころをやはり根幹に考えていく必要があるかなと。 

英語圏がこれを見ると多いですよね。カナダとか非常に多文化

が進んだところなので、非常に意義深いところもあると思うの

ですが、私は今後の日本を考えた場合に、東アジア圏が重要で

はないかなというふうに思うのですね。そういう意味で先程、

ベトナムの研修の方との繋がりでの交流というのは、一つそう

いうところに行って、外国人労働者に対する偏見とかこれから

心配される部分もあるので、そういうところでの学びによる偏

見の解消とか、お互いに手を結んでいくとか、そういうことが

より子供たちにとっては将来大事かなというふうに思うのです

ね。 

ですので、三つ挙げられている部分は、確かに優れた今後も続

けるべき内容だとは思うのですが、ちょっと視点を変えて東ア

ジアとか、アジアとか、そういうところとの関係をつくってい

くというのが非常に大事かなというふうに話を聞きながら思い

ました。 

横井委員 親的な目線の方が多分強いでしょうけど、いろいろと自分の子

供たちがどこかに行けるチャンスが多方面にあるという部分に
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おいては、何か機会があれば、そういったことで、外国の理解

というよりも、逆に自分がちょっと中国に行った機会などに思

ったのですが、宮城県とか、自分の地元とか、自分の家庭とか

ということを振り返られる大きなきっかけにもなったので、チ

ャンスがあればそういった何カ所か選べて行ける機会があると

いうことも大事だし。 

ただ、前にも教育委員会でお話をさせてもらったことがあるの

ですが、新福委員とかいろいろお話されるように、今現在ベト

ナムの方とか町にもいっぱい来ているので、全員が全員子供た

ちも海外に行けるわけではないので、であれば、向こうから来

られている方と地元で何らかの形で交流できる機会を設けると

いうことを考えるのも一つではないでしょうかという話をした

ことがあるのですが、実際自分も、仕事終わりに帰って来る時

に、すれ違う時に、こちらはバイクなので何を言っているか分

からないのですが、ちょっと何か声をかけられる機会が何回か

あったのですが、やはり言葉の問題もあって、それ以上こちら

も立ち止まってどうこうということがないまま済んでいるので、

少なくともそういった方がここにある期間いらっしゃるのであ

れば、地元の子供たちも、国際理解というのは現地に行けば一

番いいのでしょうけれども、接することによって得るものもあ

ると思うので、それはそれで大事にするのも一つなのかなと思

っております。国際交流イコール現地に行くというだけではな

く、地元、企画課でもいろいろ考えていらっしゃるようですが、

そういったことも少し視線に置いておくのも一つではないかな

と思っています。 

平塚委員 町内にいる海外から来られて女川町で生活している人たちとの

小学生、中学生との交流の機会はあるのですか。（「特にないで

すね」の声あり）うちの近くにもアメリカからいらっしゃって

生活している人がいますし、この前郵便局に行った時にベトナ

ムの方たちお二人といろいろ、結構日本語が通じるんですね。

それでお話をしたら、女川は非常に素晴らしいと喜んでいまし

た。働くのに環境がいいと言って。それで、そういう話を聞い

て非常にうれしかったのです。だから結構片言で話せるので、

そういう方たちがお暇な時間に小学校の子供たちと交流する機

会というのも持てるのではないかなと。それもやはり国際交流

の一端ですよね。 

教育長 ベトナムの方が小学校と交流するのももちろん大事だけど、先

程企画課長が話されたように、地域の方とやるというも一方で



29 

 

大事だと思うので、国際理解教育というような大きな視点でや

った時に、ベトナムからいらっしゃっている方と子供たちの交

流というのは、当然これは一番やりやすい方法だし、子供たち

も非常に勉強になることだと思います。 

私がなぜこれをあえて出したのは、確かに阿部委員や横井委員

からも出たのですが、確かに全部の子供というのは、カナダで

すら 20 人程度で、20 人揃わない時もあったのですね。あと無

理やりやったところもあったのですが、全員は難しいのだけれ

ども、そして一部の子供たちに限られているのは重々承知なの

だけれども、一人でも二人でもこういう一つの機会に、本当に

一握りの生徒になるのですがということで、あえてこれを出し

たのです。ただ、これがまさに震災後のプロジェクトの中でや

っているからしっかりできたのであって、それがなくなったら

どうするかというようなことは、多分岡田さんも秋元さんも、

特に岡田さんは姉妹都市とかそういう関係でやっているところ

に入れてもらうというような形でやっているやにも聞いており

ますので、当然ベースとなるものはしっかりしなければならな

いのですが、横井委員の話ではないのですが、そういう機会が

あったらとにかく子供たちに紹介したいと思って、出させてい

ただきました。 

それで、女川町内に結構ベトナムの方もいらっしゃるし、昨日、

庁議でごみ集積のベトナム語が初めて示されて、私も初めて見

たのですが、ああいうこともやっているので、当然これは一番

やりやすいので、そこで、では何を学ぶかという新福委員から

出たものをより明確にしながら、その取り組みは可能だと思い

ます。 

ただ、もっとその前に、町というか、教育委員会とかそういう

問題ではなくて、あの方々が地域、あるいは子供たちも含めて

なのですが、そういう関わりを持つ場というのは、これからは

必要になってくるのかなと。子供たちと交流する時に、狙いな

どいろいろこれから確認をしながらということかなと思ってお

ります。 

町長 カナダは自己負担がありましたか。（「ありました」の声あり）

あったのですね。だから集まらない時もあったのでしょうね。 

企画課長 どちらかというと、前、夏休みに行っていたので、子供たちが

部活動で忙しい時期なのです。それで、どちらかというと部活

動をやっていない子供たちが出席していたというのがあったの

ですが、震災前、女川町に秋休みがあったのです。その秋休み
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を利用して行ったのが一番のベストだと思っていました。それ

は子供たちがカナダの学校に行けたのです。一緒に授業に、カ

ナダの学校に行けたのです。これが夏休みとなると、一緒に休

みなものですから、秋休みに行けたのがベストかなと思っては

いるのですが、今の状況からすると、夏休みとなると飛行機の

金額も高いですし、自己負担という部分からすると、跳ね上が

ってしまうのかなという懸念はあります。 

町長 究極的には、海外で経験させることだけが目的だったら、修学

旅行を兼ねてしようという話もないわけではない。考え方とし

てはあっていいですよね。ただ、そうではない部分がもちろん

いっぱいあるので。交流だけではなくて、行くからにはこうと

いうところもあると思うので。例えばその目的に合致するので

あれば、オーストラリアという仮にこだわりというか、時差も

ないしとか、ニュージーランドでもいいと思うのだけれども、

外注でそういうふうにやっているところもあるわけだから、そ

ういう意味で委託するというのも選択肢としてはあるのかもし

れませんね。ただ、その場合、我々地元のこちら側のスキルは

蓄積されないのだけど、ただ、その目的に対して最適化をどう

図るかという、いろいろな手法は多分あるのかなというふうに

皆さんのお話を聞いて思いました。 

と同じに、地域にある財、資源ですよね。ベトナムの皆さんだ

けではなくて、あとは女川で働いているフランス人とかもいま

すし、夜な夜なちゃんと現れる方たちもいますので。いろいろ

考えていく材料はあるのかなと。例えば一日、学校に来てもら

って話してもらうだけでも面白くなりますよね。あと今のアイ

ディアは本当にジャストアイディアで、ＨＬＡＢが終わって、

「ＨＬＡＢ！」とみんな打ち上げが終わったら高校生は帰って

いきますよね。残り２日頑張ってもらって、例えば本町の中学

生がやってみるとか。いろいろなことをちょっと工夫するとや

れるのかなというのは、今聞きながら思わせていただきました。 

そうすると肯定的な考え方だけでなくて、予算付けの話も合理

性を持って、合理性というか、きちんとした数字を持って措置

することも、もっともっとパッケージとしてできていくのかな

と思います。 

阿部委員 ベトナム人研修生との交流の部分ですと、水産加工研究会でも

検討されているところがあるのですので、ご相談というか、何

かないのでしょうか。 

企画課長 今実際は、ベトナムを誘致していただいている会社ごとに多分
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取り組みをされていて、それで今、加工組合ですか、その辺が

もしかしてまとめた中でという部分でのお話だと思うのですが、

タイアップという部分に関しては全然問題は。しながらと。 

阿部委員 まだ加工研もアイディアベースで、地元の人との交流の場をつ

くりたいというふうな話をしていたのを聞いたことがあるので。

せっかくなので、同じ趣旨でしょうから、一緒にやられた方が

いいのかというのと、昨日テレビを見ていたら、石巻で、石巻

に来ている外国人の方々を集めてのクリスマスパーティを公民

館でやったというのが流れていて、まさに水産加工会社に来て

いるベトナム人研修生の方もそこに参加して、現地の踊りか何

かを披露したりというのをやっていて、それと同じことなのだ

ろうなというふうに今聞いていて思ったのですね。それに本町

の小・中学生も交じって一緒に交流し合うというように、十分

やれそうな話だなと。 

教育長 先程、地域にある財ということがあったのですが、ここにいな

がらにしてやることについては、これから国際理解教育という

柱をまず立てて、そうすると学校というのは本当にくどくてそ

ういうのがあるのですが、目標を立てて、だからこういうこと

をするのだということは、平塚委員の案などはできると思うの

です。 

私が言いたいのは、本当は修学旅行で全員連れていきたいので

す。それは総スカンを食ったので。なぜ中学校から外国に行か

なければならないのと某先生に言われたので。行くということ

が、横井委員の話ではないのですが、確かに目標とかそういう

ものを学校は立てなければならないのだけれども、行ってみて

肌で感じて得るものというのも大きいのではないかなという、

そこは本当に単純な考えなのです。だからこういうことを何と

か継続して一人でも二人でもと思ったのだけれども、一方で地

域にいながらにしてやれるようなものは、当然これから検討し

ていきたいと思います。 

それと併せて、せっかくカタール国とのご縁があったので、こ

れだけは、先程の新福委員の話ではないのですが、まさに異文

化体験ということで、これは何としてもやりたいと思っている

と。本当に単純な発想なのですが。行ったことの、それがベト

ナムでもいいのです、私は何も。その交流によって、ベトナム、

ではうちの学校を見に行ってごらんと言われて行くのは何らい

いのですが、一回外に出したいと。出島に行っただけでびっく

りしているような子供たちもいるので。ちょっと例えが悪いの
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ですが、そういう経験というのは大事かなと思っているのです。 

もちろん 130人のうちの３人しか行かないと言われればそれま

でなのですが、そんなこともあって出させていただきました。 

町長 幸か不幸かというか、残念ではあるのですが、クラスの規模が

本当にワンバス対応でできうる形になってきたので、逆にいろ

いろなことができるチャンスでもあるのかなと思うのです。そ

れが学校というか地域の教育の魅力づけにもしかすると繋がる

かもしれないし。あとは町長部局の方での交流という文脈と、

学校教育の中での教育目標の実現とそれによっての子供たちに

対して何をやるのか、両方あると思うので、そこをうまくミッ

クスしつつ、今アイディアをいっぱい出していただいたので、

ここでもちろん決まる話ではないですから、お互いに取り組み

のあり方について、両者で一緒になって考えながら、枠組とか、

当然予算措置も最後は出てきますので、今後やらせていただき

たいなというふうに思います。そういうことで、企画課も一緒

に考えていく体制ができればと。 

カナダについて言うと、究極的には先程言ったように、修学旅

行で行ってしまってはというところもないわけではないのです

が、また社会教育というは大人の交流も当然必要な部分もある

と思いますから、今後のあり方というのは、カナダの部分はい

ろいろな可能性で対応していくことと、あと私から一つ、先程

教育長からも言っていただきましたが、あまり話題に出ません

でしたが、カタールはぜひよろしくお願いいたします。 

次の議題もありますので、これでよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

町長 では、今の部分については、協議も含めてその都度、報告なり

考え方をまた委員の皆さんからも出していただきながら進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

次に、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

第二弾でございます。永野指導主事、お願いします。 

永野指導主事 私から、「コミュニケーション能力に関わる本町の子供の実態

について」という１枚目が表になっている資料を使って説明さ

せていただきたいと思います。 

まず、１回目に同じような表を出させていただきましたが、前

回は全国学力意識調査を基にして変化を見ていただいたと思う

のですが、今年度理解の調査報告が入りまして、学習意識調査

から内容が若干変わりまして、昨年度との比較ができなかった

ために、今回は、県で行っております児童生徒学習意識調査か
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ら比較をさせていただきました。 

ただ、昨年度、これは小学５年生、中学１年生が対象になるの

ですが、子供が違いますので一概に伸びたとか下がったという

評価はできないのですが、全体的な傾向としてご覧いただけれ

ばと思います。 

はじめに、本町の子供の実態、昨年度も今年度もそうなのです

が、県と比べると、やや自分の考えを自信を持って発表すると

いうことに対しては、苦手意識をいまだに持っているかなと思

います。 

ただ、３番ですが、話を聞くということに関しては、授業の種

類もあるのですが、先生方がその辺を小・中学校で共通に話し

合いを行いまして、共に大切にしていこうということで授業に

取り組んでいただいているために、話を聞くということに対し

てはだんだん上がってきていると思われます。これは普段授業

参観をさせていただいても、おととしよりも去年、去年よりも

今年というふうにだんだん良くなっているかなと思います。 

あと４番、５番、「授業では」という主語から始まるところに

関しては、これについても徐々に児童生徒の意識が高くなって

きています。ということは、先生方が授業中に発表する機会を

与えたり、話し合う活動を意識して取り入れている表れだとい

うふうに思っております。 

調査内容からは以上なのですが、最近の授業研究等の見学を見

て思うことが、今までは授業 45 分、50 分を流すのが精いっぱ

いだったのですが、ようやく子供の意見を拾って、それを基に

して授業を組み立てるということがようやくできてきたかなと

いうふうに思っております。ですので、それに伴って子供たち

が友達の話を聞いて、自分の意見を話す、それをまた次の子が

繋げていくということが、少しずつ、まだ全体的というふうに

はいかないのですが、大分できてきたのがいいところかなと思

います。ざっと計算しますと約９年で１万時間学校で授業をす

るわけですから、そういったことを積み重ねていけば、自然に

コミュニケーション、人との意見交流という力が養われると思

っております。 

あと、先日、小学校ですが、学芸会の子供たち姿をご覧いただ

いたと思うのですが、先生方のご指導によって子供たちがあの

ように成長し、生き生きとした姿が見られるというのが私も改

めて思いましたので、先生方の指導力が子供たちの成長に繋が

るのではないかなと思います。 
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最後に、後ろの最後に書かせていただきましたが、残念ながら

子供の数もだんだん減っておりますし、１学級 40 人以下の学

年が全部になります。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のない世界で、同じメンバーのもと約１

万時間を過ごしていくとなると、どうしてもマンネリ化してし

まいますので、意図的に２学級に分けて、年に１回人を入れ替

えてという刺激が必要なのではないかなというふうに改めて思

ったところです。 

以上です。 

町長 説明はこれでよろしいでしょうか。 

学芸会とか各学年とも素晴らしかったということで、改めて現

場で相当頑張っていただいたなというところもありますが、こ

の調査で、１番目の「友達の前で自分の考えや意見を発表する

ことは得意だと思いますか」、「そう思う」。女川町は謙虚だな。

多分できる子もいるんだけど、謙虚だなと思います。そういう

謙虚さもいくらかあるのかもしれませんね。数字として少しず

つそのうちに、伝える力というのは大切だし、これが平成 30

年のいつの段階か分からないですが、この間の合唱祭とか学校

行事を見させていただくと、それもどんどん１年よりは２年、

２年よりは３年と、成長というのは本当のところを感じられる

なということを改めて自分自身でも確認をしてきたところでご

ざいました。 

では、この点につきまして、皆さんからご発言、ご意見いただ

ければというふうに存じます。 

新福委員 ３番目の「友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞

くことができるか」というところが、すごく伸びてきています

よね。コミュニケーション能力においては、最初の段階はファ

ーストステップとして最後まで聞くことができるかというのは、

授業でも何でもそうですが、大事な要素だというふうに思うの

ですね。それがこういうふうに数値が上がっているということ

は、明らかにコミュニケーション能力の最初の段階のステップ

が上がっているなというふうにこれを見て私も思います。学芸

会とかを見てもそういうことを感じますし。 

ただ、この分析の中で、どういうふうに課題を考えているのか

というところです。今後どの部分を特に重点的に重視して高め

ていくのかというところで、分析されている先生から見ると、

どういうふうに捉えられているかなというのがちょっと分から

なかったので、そこを教えてほしいのです。 
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あと、その中で先程の３番のところで、女川小学校の「そう思

わない」が平成 29 年度 12.1％いるわけですよね。これが解消

されてゼロになったというところですね。これはやはりすごい

なと思ったのですが、要は、どういうふうに課題を分析されて

いるかというところを教えていただきたいと思います。 

教育長 まず一番の基本は、相手の話をきちんと聞く。教師だけではな

くて、友達の話もきちんと聞くというようなところが一番大事

かなと思っておりますので、まさに新福委員がおっしゃられた

ところを、まず私は現にするようにはしておりますし、まず話

をきちんと聞けと、これをしっかりと身につけてほしいと。基

本的学習習慣の一番ベースのものだということ。 

それから、この頃欲が出てきまして、友達の意見をよく聞くと

いうことと含めて、５番目の子供たち同士で話し合う活動をよ

く行っているかということ。これは行政評価の中でも、石巻専

修大の有見先生から、ペア学習などをやっていくべきだという

ご指導もいただいていますので、あとはご存じのようの授業の

進め方なのですが、その辺がどうなっているかというところで

チェックさせていただいております。 

それから何よりも最終的な狙いは、志の高い児童生徒の育成と

いうことを掲げていますので、自分の考えや意見を自信を持っ

て発表する。中学校ではノー原稿など取り組んでいますが、そ

ういう視点で、町長からちょっと控えめだということもあるの

ですが、この辺のところも併せて見ているつもりではございま

す。何よりもまず話を聞くということが大事かなと思っており

ます。一方で、友達同士で相談することができているかとか、

最終的には志とかそういうものをきちんと持つためには、自分

の考えをしっかり持って、発表するところにいってほしいなと

願っております。 

新福委員 授業参観でいろいろ授業を見ると、今おっしゃったように、お

互いにグループで活動したりとか、ペアで活動したりというと

ころが、割合的に少ない感じが印象として持つんですよね。も

う少しそういう活動を授業の中にきちんと位置付けて、そうい

う活動を入れると、実は教師も楽なのです。それで子供たちが

いろいろ考えて。子供たちも楽なんですよね。ここでいろいろ

おしゃべりができるので。そういうのを活用しながら、コミュ

ニケーション能力を高めていくという点においては、５の部分

を、やはりどちらかというと「そう思わない」というのがまだ

あるので、こういうところを高めていくような体制というか、
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考え方でいけば、コミュニケーション能力がさらにバージョン

アップするのかなというふうに私は思います。 

教育長 先程永野指導主事からもありましたように、確かに２～３年前

というのは先生方はそういう余裕もなかった部分もありました。

ただ、本当に長い目で段階的に指導していただいたおかげで、

まだまだその域に達しない先生がいることは確かなのですが、

結構余裕を持ってやらせたりすることができるようになってき

たなと。私も何回も見ているわけではないのですが、報告など

を受けながら感じているのですが、何とか子供たち同士で、有

見先生ではないのですが、ペア学習などが自然な形でできるよ

うに。ただ、今、ＩＣＴを一緒に使いながら、一緒に見ながら

相談するのはいいかなと思って見ています。そういう機器を使

いながらでもいいから、お互いの意見を聞くとか、特に「道徳」

が教科になったものですから、友達の意見を聞くというのは非

常に大事な部分なので、これからも機会あるごとに、明日の校

長・教頭会議でも今のご意見等については伝えたいと思ってお

ります。 

横井委員 この間小学校の授業参観を見て、今の繋がりになるのですが、

同じ学年で２クラスになった時に、１クラスは、先生がどうし

ても一人の子に集中してしまうと、こちらの残っている人がほ

とんど言葉を発しないし、課題も終わってしまっているという

状況がやや目につく。片方は先生も活発だし、そのほかに補助

の多分大学から来られた方が補佐しているから、申し分のない

ような形になっているので、そういうことを見ると、少なくと

も２人そういう補助の方が来ているのだったら、一人はもう１

クラスの方に行けないのかなとか。だからやはり先生が言葉を

発しない、クラスがシーンとしている時間が長いというのは、

今おっしゃるように、話す機会を与えるとか、あるいは人が話

すのを聞く機会を与えるというのをある種停滞させている部分

だと思うので、45 分とか 50 分の間、なるべくそういう機会を

先生の方で出してあげるというか、その辺の繰り返しになるの

かなと思いますね。 

教育長 本町では、新福委員も言われたのですが、結構教員いるねと言

われるくらいもらっているのです。ただ、それが今、横井委員

がいみじくもおっしゃってくれましたが、２人ただ教室に入れ

ばいいというものでもないと。それで千葉校長は、だめだ、あ

れではということで、思い切って一つにして大きくして、それ

をきちんと指導できないようではだめだと。２人入った時には、
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ティーム・ティーチング、補助ではないのだと。一緒に指導す

るという立場でやろうということで、その体制づくりに今努め

ているのですが、やはりだんだん授業の佳境に入ってきたり、

こちらで気になることがあると、そこに集中してしまうという

教諭がいることは確かでございます。ここはテクニック的なも

のにもなってくると思うのですが、これらをうまくさばいて、

こちらの子にも声をかけられるような指導技術というか、指導

力の一つだと思うのですが、そこはいくつかの経験をしながら

身につけさせていきたいなと思っております。 

ただ、子供たちがワイワイガヤガヤというのは、誰か見に来る

と、いかにも騒いでいるようであまり見せたくないという先生

もいるのだけれども、決してそうではなくて、自然な形でいい

のだよと。そこで子供たちがワイワイガヤガヤしていて、それ

をまとめるのが先生なのであって、先生が言ったことを黙って

聞いているのは、いかにも立派な授業だけれども、そうではな

いのだということを毎年繰り返しながらやっているところでご

ざいます。おっしゃるとおりで、この体制づくりですね。 

横井委員 あとは、用意した貼る教材に頼ってしまうと、自由に子供たち

が出した意見になかなか対応できなくなってしまうので、極力

そのパターンで推し進めたいとなってしまうと、活発な意見を

というわけにはいかなくなるので、板書の部分ももう少し増や

していければ、対応できるのかなと思います。 

教育長 よく永野指導主事が言うのですが、決まりきったこれでどうし

ても教員はやりたがるのです。それで全部準備しているから、

それ以外のことになると、自信のない先生はなおさらやりたが

らないのですが、ある時の授業で、あのままあの意見を取り入

れてやってもよかったのにというようなことはよく聞くのです。

そこは、あとは教員の力になってくるのですが。一つの授業の

難しさなのですかね。 

平塚委員 ２人の先生がいたら、Ｔ１・Ｔ２の役割というのは必要で、事

前に話し合っていると思いますので、そういう突発的なことが

出た時にはどうするかということも、多分あらかじめ予測して

いるのではないかなと思うのです。だから授業の中でキャッチ

ボールというのですか、子供たちが発言したものをすぐ教師が

取るのではなくて、子供から子供へというふうにキャッチボー

ルができるような授業になると、質が高まっていくのではない

かなと。その中でペア学習やグループ学習を入れていくという

ことが大事ではないかと。そのためには事前の準備が大事かな
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と思います。 

町長 準備と臨機応変さということでいうと、子供たちよりも先生の

コミュニケーション能力を高めていかなければならないのかな

ということを改めて感じました。 

教育長 ティーム・ティーチングというのは、簡単なようで実は、あれ

がきちんとできたら苦労しないのですね。特にＴ２の先生が指

導力があると助かるのですが、頑なに守るような先生だと、あ

とお互いが反発、これをやられては困るのです。 

平塚委員 ただ補助をするのではないですから。 

教育長 難しいですが。 

阿部委員 今の流れではないのですが、この結果を見ていて、９年間クラ

ス替えのない状況になるのかと思って。そこがちょっと心配だ

なと。１年生の時にできあがるクラスの特別な９年間が続くの

だなというところがすごく心配になる。なので、先程のベトナ

ムの方との交流であるとか海外交流もそうなのですが、一人一

人が、その子がちょっと外れてその場から出ることで輝けると

ころとか、コミュニケーションのとれる場があるところを準備

してあげるというところも大事になってくるのだろうなという

ものもすごく感じました。感想です。 

町長 小学１年生から６年生、中学１年生から３年生と９年間もちろ

んそういうふうになる。ただ、別なくくり方ができないのかな

とか、あってもいいのかなと思いますよね。所属３年１組だけ

ど、への５組とか変な形で。それが縦割りでもいいのかもしれ

ないし。何かしら別のコミュニティというのを意識してつくる

というやり方は、あってもいいのかもしれないですよね。 

横井委員 逃げ口と言ったら変ですが、そこがシェルターみたいな形にな

って、気持ちも安らぐというか。 

新福委員 ユアラ教育というのがあって、ヨーロッパではそういうふうな

スタイルで、２年入れて学習しているというところもあるので

す。日本にもそういう学校が今度長野県の方にできるのですが、

同じ学年ではなくて、縦でいろいろ教え合い、学び合うという

システムというのもだんだん広まってきているので、そういう

ものも女川なりの教育スタイルとして面白いかなと思います。 

教育長 それは本当にこれからやろうとして、まずは、最初からそれを、

いつも私いつも言っているように、難しさはあるのだけど、今

生涯学習課でやっている共同学習というのは地域の人が来てや

っているのです。実はこれ、私のＰＲも悪いのだけど、非常に

いいので、そこが一体となった時に、今言ったように縦割りと
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かそういうことでやるような時間、まさに女川生活実学という

中でやることは可能なのです。そういう時間割を含めて。そう

するとそれがいつの間にか、昨日、阿部委員と話したのですが、

それがいつの間にかコミュニティスクール版になっているらし

いですね。結局今やっているのがコミュニティスクールだよね

とか、今やっているのが縦割りだよねとか。何も４、３、２と

最初から区切らなくても、こんなことができるねと。町長が話

されたような縦割りというのは、一つの校舎の中ですから、教

育課程さえしっかりしていればできるので、そういうものにい

ずれ発展したいとは思っております。まさにそういうことを一

体化したことによってできるかなと。あまりそれは離れている

といちいち相談しなければならないというその時間確保、非常

に初歩的なことなのですが、これが結構苦労するのですが、今

度は生活実学などで準備していけば。ただ、代わって来た先生

がどう理解してくれるかという問題はありますが、そういうこ

とは考えていかなければならない。同じ学級というのは逃げる

ことができないので、その中でどうやっていくかということを

考えていった方が早いなといつも思っております。これは６学

級あっても、学級での序列というのはあるのです。いくら４学

級あっても。それが１学級だと顕著で、永野指導主事が言った

ように１万時間となると完全に序列化されるのですが、ただ、

その中で、村上君はミシンの使い方うまいよねとか、そういう

ことを認めていくようにしていかなければならないなと思って

おります。 

町長 運動会の時だけ赤組・青組ですけど、１年間赤組・青組で競わ

せるというのですか、いろいろなやり方があっても、コミュニ

ティをきちんとつくってあげるという意味であるのかなと。ス

クールカーストみたいになって、どんな規模でもどんな人数の

中でも必ずありますから。それがシャッフルされることによっ

て払しょくとか、新しいものが出てくる機会になったとしても、

それがあれば必ず大丈夫だという話では全くないので。たまた

まきっかけの一つだと思うので、だったら別な形できっかけを

つくればいいのかなと思いますよね。 

教育長 400 人必ずいなければならないということでは全くないので。

では 90 人では何もできないかといったら、もっと素晴らしい

ことをやっている学校もあるので、そのために視察等に行って

おります。それらを踏まえて、学校というのは急激になかなか

できないところがあるので段階的にという言葉を使っているの
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ですが、ただ、一緒にすればすぐできるような部分も出てくる

ので、今のご意見等は本当に大事にしていかなければならない

部分だと思います。 

町長 ありがとうございます。これはずっと恒常的に。また年内もう

一回あるのですか。その時にもまた別途報告もあるということ

で。これは、この総合教育会議の場だからではなくて、永遠の

課題でもありますから。今日もいろいろご意見をいただき、私

もいろいろ申し上げましたが、そういうところで一つずつ共有

させていただいて、また現場でいろいろ反映なり、頑張ってい

ただきたいと思います。 

時間もまいりましたので、議題としてのところは、ここまでと

させていただきたいと思います。 

ほか皆さんから、この際言っておきたい、提示しておきたいこ

とがありましたら、ぜひご意見等をいただければと思います。 

阿部委員 今日聞きたいところで、女川小学校の校庭にこども園が設置に

なりますよね。 

町長 こども園ではなくて、今のところ保育所です。災害復旧になる

ので、こども園と最初想定はしていたのですが、あくまで災害

復旧の範囲ということになりましたので、保育所でということ

でございます。 

阿部委員 幼稚園であれば文科省管轄で、保育所であれば厚労省管轄で、

健康福祉課なのか教育総務課管轄なのかみたいに分かれていま

すよね。そもそもの趣旨が違うからというようなところで、預

かるのか教育するのかという分け方なのですが、女川の場合は

どうしても保育所なので健康福祉課で、預かるのがメインに。

でも、本町が小さいからこそ、幼児教育に少し力を入れていっ

て、１年生に上がった段階からある程度のレベルの教育がスタ

ートできるくらいの体制が町営の一個の保育所だからこそやれ

るのではないかなというふうに思っていて、現状だとこちら側

から保育所側にお話をするということは難しい部分もあるので、

その辺のお話を聞くのはこの場なのかなと思ったのですが、町

長としてはどのようにお考えになっていますか。 

町長 まさに幼少連携はものすごく大切だと思うのですね。それもあ

って当初はこども園という部分で、枠組というか、存在そのも

のも両方の視点ができるわけでと思ったのですが、先程も申し

上げたとおり、財源の関係もありまして、あとは共感というの

もありまして、保育所としての再建とさせていただきました。 

ただ、これはいろいろな場で、これは教育長もそうですが、あ



41 

 

とは保育所担当の健康福祉課に対してもそうですが、幼・小の

連携をやりながら、保育所だから所期の目的をやっていればい

いではなくて、教育的な部分をしっかり小学校と連携をとりな

がらやってほしいということはお話をしてきたところです。 

これは近々ということではなくて、災害復旧で保育所になりま

した。いずれ時間が経つとまた扱いも変わってくるのだろうと

思います。その時にはまたいろいろなやり方、例えば保育所が

新しくなる。そうすると今、鷲神と浦宿の二つあるが、このう

ちのどちらかをやめて、二個体制になるのでしょうけれども、

最終的には、いつかの時点では一つにならざるをえない時が、

いつか、近いか遠いか分かりませんが来るのだろうと。そうな

った時にとるべき方策というのも変わってくると思うのですね。

今今そういうことで災害復旧の関係でできないのですが、ただ、

そうであっても、幼・小の繋げ方もあるでしょうし、将来的な

体制の変更ということも当然ありうるかなというふうに思って

います。 

ほか、皆様から、大丈夫でしょうか。 

 （発言なし） 

町長 では、時間もまいりましたので、「その他」事項も終わらせて

いただきまして、事務局にお返しをさせていただきます。 

13 そ の 他  

教育総務課長 大変お疲れさまでございました。 

町長から「その他」ということで議題をいただきましたので、

そのほか委員の皆様方からよろしいですか。 

 （発言なし） 

教育総務課長 それでは、第３回目の総合教育会議につきましては２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。次回は、生涯

学習課関係の案件について皆様にご意見を出していただきたい

と思います。 

 以上をもちまして、平成 30 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。 

14 閉  会 午前 11時 30分 

  

 


