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平成３０年第５回女川町教育委員会会議録 

 

１ 招集月日  平成 30年５月 21日（月） 

２ 招集場所  役場仮設庁舎 ２階 第２会議室Ｂ 

３ 出席委員等 

 

 

 

１番 横井 一彦 委員 

２番 平塚 征子 委員 

３番 阿部 喜英 委員 

４番 新福 悦郎 委員 

村上 善司 教育長 

４ 欠席委員  なし 

５ 説明のため出席したもの 

 教育総務課長 今村 等 

 生涯学習課長 佐藤 毅 

 教育政策監  春日川真寛 

６ 本委員会の書記 

 教育総務課 参事 伊藤富士子 

７ 開 会 午前９時 58分 

８ 会期の決定 会期は本日１日限りといたします。 

９ 前回会議録の承認 

教育長 初めに、前回の会議録の承認の件をお諮りいたします。すでに

配布されておりますが委員の皆様方何かお気づきの点はありま

せんか。 

無いようですので承認とさせていただきます。 

10 会議録署名委員の指名 

教育長 １番 横井 一彦 委員 

３番 阿部 喜英 委員 よろしくお願いいたします。 

11 議    事  

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 

第７号議案「女川町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱につ

いて」をお諮りいたします。 

（議案朗読） 

第７号議案については人事に関する事案ですので、秘密会で審

議したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

暫時休憩します。 

（書記等退席） 

休憩前の議事を再開します。 

12 報告事項   
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     教育長 次に、議事日程６番「報告事項」に移らせていただきます。 

 私からはじめにご報告をさせていただきます。 

いつも配付させていただいております「教育長報告事項」、「別

添資料」、さらには「運動部活動関係のガイドライン」、県教委

を含めて２部、さらには、後でご説明申し上げますが、大川小

関係の資料を付けております。 

早速、「教育長報告事項」から報告をさせていただきたいと思い

ます。 

その前に、資料を作るのが間に合わなかったのですが、冒頭申

し上げましたように、昨日、女川小学校の運動会が開催されま

した。大変天候にも恵まれ、１日延期となったのですが、校長

先生のご判断よろしく、すばらしい天気のもとに、子どもたち

の本当に生き生きとした活動を拝見することができました。こ

れまで短い期間だったのですが、指導に当たられた先生方に敬

意を表する次第でございます。特に今年は、校長先生が非常に

力を入れていた力強い走り、あるいはきびきびした行動、そう

いう所期の目的が十分に達成されていたのではないかと思って

おります。校長先生がいつも話していますが、今年は史上最高

の運動会にしたいというような声をいつも聞いていたのですが、

閉会の挨拶で教頭先生が話したように、それにふさわしいよう

な運動会だったと思っております。 

教育委員の皆様には、重ねて足を運んでいただきましたことに

感謝申し上げる次第でございます。 

早速、「はじめに」に入らせていただきます。 

そこに「新緑」から「深緑」へと、決まりきったような文句を

並べておりますが、新年度がスタートいたしまして１カ月半を

過ぎたところでございます。 

今年のゴールデンウィークも、後半は天候に恵まれなかったの

ですが、多くの来町者がありました。私が存じ上げているある

店の店長が、今年も、県外からおいでいただいた方に来ていた

だいたということで大変喜んでおられました。そこにも書かせ

ていただきましたが、リピーターがあるということは、その店

が、町が、魅力があるということではないかと思っております。

すばらしいことだなと思って聞いておりました。 

子どもたちは、運動会で代表されるように、非常に小学校、中

学校とも頑張っております。これからいよいよ本格的指導でご

ざいまして、明日、校長・教頭会議がございますが、もう一度

原点に返って、子どもたち一人一人と真正面から向き合ってい
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ただき、子どもたちの笑顔がいっぱいあふれるような学校にし

てほしいというような話を明日したいと思っているところでご

ざいます。 

次に、第１回女川の教育を考える会が、ゴールデンウィークの

真っただ中でございましたが、５月２日に開催されました。特

別委員のメンバーは「別添資料」の１をご覧になっていただき

たいと思います。女川の教育を考える会の要綱によりまして、

このように特別委員を委嘱しているところでございます。多く

の特別委員の皆様にご参加いただきました。 

開会行事で役員選出がありまして、会長に星圭元女川第一小学

校校長先生を再任いたしました。副会長には、山野女川中学校

長先生を再任、そして向学館の渡邊拠点長に新たに副会長とい

うことでお願いしたところでございます。 

２ページに入らせていただきます。 

開会行事終了後、特別委員のメンバーの部会と先生方の部会に

分かれて話し合いを行ったところでございます。特別委員部会

の中で、区長会会長の齋藤俊美さんから、宮ヶ崎地区に限った

話かもしれないがという前置きのもと、挨拶のことについてご

指摘をいただきました。こちらから挨拶をしても、しない子ど

もが目につくという話でございました。挨拶は私は何よりも大

事にしてきたところでございまして、この辺のところを明日の

校長・教頭会議でしっかりとお話をしたいと思っているところ

でございます。 

連携型小中一貫教育もスタートし、今年度、「チーム女川」とし

て、女川の教育を考える会のメンバーのご指導をいただきなが

ら、明日の女川を担う人材づくりに今年度も精いっぱい取り組

んでまいりたいと思っているところでございます。 

教育委員の皆様にもご指導、ご支援の程よろしくお願い申し上

げます。 

それから、ここに中学校の部活動関係のことを、一部ではござ

いますが取り上げさせていただきました。ゴールデンウィーク

中、あるいは土曜日、日曜日、各種大会が開催されたところで

ございます。 

その中で、野球部が、第 32回石巻かほく杯中学校野球大会で、

決勝で桃生中学校に残念ながら敗れましたが、準優勝という活

躍でございました。 

また、ソフトボール部も、湊中学校と合同チームでしたが、女

川ライオンズクラブ旗争奪中学校選抜女子ソフトボール大会で
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第３位の栄誉に輝くことができました。 

ほか、ここに柔道部の石巻ライオンズ杯を書いていなかったの

ですが、協議会で詳細をお話ししますが、個人の部で大変活躍

したところでございます。 

以下、サッカー部、バドミントン部、女子ソフトテニス部、さ

らには、ここには書いておりませんが、卓球部等の大会があり

ました。残念ながら予選リーグで敗退した部もあったのですが、

女川中の各部の選手は頑張ったところでございます。 

いよいよ６月には中総体一次大会がございます。これらの大会

の反省を踏まえて、ぜひ中総体一次大会では悔いのない試合を

してもらいたいと願っているところでございます。 

続きまして、３ページの小・中学校関係に入らせていただきま

す。 

ゴールデンウィークを挟んでいたのですが、小学校、中学校と

もここにあるようないろいろな行事が行われたところでござい

ます。小学校は運動会一色に染まっていたのですが、そのよう

な中で、５月 1 日には下校バス避難訓練、あるいは新聞にも取

り上げられましたが、役場庁舎の現場見学会が行われたところ

でございます。 

４ページに入らせていただきます。 

これから小学校では、一部課長の資料と重複いたしますが、家

庭訪問、あるいは小中連携を踏まえた部活動体験、さらには６

年生の修学旅行等が予定されているところでございます。 

今年度の女川小学校の基礎データを「別添資料」の２～３ペー

ジにＡ３版で取り上げております。詳細については省かせてい

ただきますが、仮設住宅、みなし仮設（アパート等）のところ

をご覧になっていただきたいと思いますが、本当に数が減った

ところでございます。このような人数になっているところでご

ざいます。 

それから３ページは、いろいろ配慮を要する子どもたちの名前

を掲げております。これらを十分に踏まえて日々の指導に当た

っていただくようお願いしているところでございますが、明日

の校長・教頭会議で再度お願いしようかと思っているところで

ございます。後で時間のある時にお目通しいただけたらと思い

ます。 

また「教育長報告事項」の４ページ、中学校に戻らせていただ

きます。 

中学校は、４月に３年生の修学旅行、２年生の仙台合宿等が行
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われたところでございます。５月に入りまして、１年生の蔵王

合宿が行われました。 

そのような中で、５月９日、朝会の後に女川町発展計画に関す

る町長の講話がありました。町長には大変失礼だったのですが、

短い時間の中で子どもたちにお話をしていただきました。 

「別添資料」の４ページ、それからアンケートが５ページに載

っておりますが、ご覧になっていただきたいと思います。 

４ページですが、５番「全校集会」、町長のお話は 20 分程度で

ございましたが、パワーポイントを使って大変分かりやすくお

話をしていただいたところでございます。生徒が町長の話を聞

くというのはあまりないので、貴重な時間となりました。町長

の話を聞いて、一人でも二人でも女川のいろいろなことに関わ

る生徒が出てきてほしいと願っているところでございます。 

女川町発展計画に関する子どもたちのアンケートということで、

「別添資料」５ページに掲げております。このようなアンケー

トを中学校の生徒にさせていただきました。この集計表につい

ては、後で企画課でまとめると思いますので、また教育委員会

の場で報告させていただきたいと思います。どのような結果に

なるかある意味楽しみでございます。 

「教育長報告事項」５ページに入らせていただきます。 

これから予定していることについては、今週、七十七銀行のご

配慮で七十七ふれあいコンサートが24日に予定されております。

仙台フィルハーモニー、フルオーケストラの演奏を子どもたち

に聞いていただくことになります。 

それから中学校は、いよいよ５月 29日から部活動強調期間がス

タートいたしまして、中総体一次大会、二次大会に向けての取

り組みが行われます。 

女川中学校の基礎データにつきましては、「別添資料」の６～７

ページをご覧になっていただきたいと思います。このような状

況になっているところでございます。 

下の携帯電話所持生徒数。携帯電話については、去年検討はし

たのですが、今年度も許可制を敷いているところでございます。 

「別添資料」の７ページは、小学校同様、配慮を要する生徒等

の一覧でございます。 

また「教育長報告事項」の５ページに戻っていただきたいと思

います。以下、小・中学校に関係することでございます。 

正式な児童生徒数は５月１日付けで決定しますが、「別添資料」

８ページに５月 1 日付けの小学校、中学校の児童生徒数を載せ
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ております。４月１日付けと変わりませんでした。小学校 199

名、中学校 131名、合計 330名で正式なスタートでございます。 

続きまして、「別添資料」９ページは、平成 30 年度の学校医の

一覧でございます。小学校、中学校、このようになっていると

ころでございます。 

「別添資料」10ページは、平成 29年度分の学習塾代等支援事業

の補助金の集計結果でございます。詳細については省かせてい

ただきますが、未就学児、小学生、中学生、そして高校生の事

業補助金を受けている一覧でございます。ご覧になっていただ

ければと思います。 

「教育長報告事項」５ページに戻らせていただきますが、運動

部活動のガイドラインが今、国でも県でも話題となっていると

ころでございます。本町でも作成をさせていただきました。本

町の分については次回の教育委員会でご報告させていただきた

いと思いますが、今回は、国のスポーツ庁が作った「運動部活

動の在り方に関する総合的なガイドライン」、それから宮城県教

育委員会が作った「部活動での指導ガイドライン及び部活動指

導の手引き」を付けておりますので、詳細については省かせて

いただきますが、時間がある時にお目通しいただければと思っ

ております。これを踏まえて、本町では中学校で作成をしたと

ころでございます。ご存じのように、週２日休みとか土、日、

云々ということが載っているものでございます。 

「教育長報告事項」６ページに入ります。 

３番目の議会関係ですが、５月７日に臨時会があったのですが、

教育委員会関係は特にございませんでした。 

以下、４番目以降は、年度当初に行われる教育長関係の総会・

研究大会でございます。まず、全国町村教育長会が５月 10日、

11 日、毎年東京で行われるのですが、開催されました。そこに

もありますように定期総会があり、研究大会では記念講演、実

践報告、そして文部科学省の重点事項説明がございました。 

この中で、実践報告では、「熊本地震を振り返って」ということ

で、熊本地震以後の取り組み等の報告があったところでござい

ます。宮城県からもたくさんご支援をいただいたと御礼の言葉

がありました。 

５番目は、先週行ってきたのですが、５月 17日、18日に東北町

村教育長連絡協議会があり、青森まで足を運ばせていただきま

した。 

７ページに入らせていただきます。 
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講演では、世界文化遺産登録について、なかなか聞くことので

きない講演ですが、そのお話を拝聴することができました。青

森は、いわゆる縄文圏ということで、北海道一帯も含めて世界

文化遺産登録を今お願いしているということで、大変詳細な説

明がありました。 

研究大会では３町村から報告がありました。三春町のタイトル

がこの原稿を作る時は決まっていなかったのですが、発表は「個

性を生かす「三春の教育」の創造」ということで、原発事故後

のいろいろな厳しい条件の中で三春町の取り組みが発表された

ところでございます。 

なお、２日目は、低気圧の影響で研究大会どころではなくて、

特に秋田県の教育長先生方は途中で退席するというような状況

でございました。 

来年度は秋田県で開催される予定でございます。 

以下、宮城県の町村教育長会定期総会・研修会、さらには、別

な組織でございますが、宮城県市町村教育委員会協議会という

のがございまして、その定期総会・研修会が開催されたところ

でございます。また、宮城県市町村等教育委員会教育長・総務

担当課長会議等も開催されたところでございます。 

８ページに入らせていただきます。 

校長・教頭会議は明日開催予定でございます。 

10 番目の生涯学習関係については、後で佐藤課長から報告があ

りますので、省略させていただきます。 

「その他」ということで、ここに掲げさせていただきました。

その中で、女川町行政区長・仮設住宅自治会長会議が４月 26日

に開催されまして、「別添資料」の一番最後でございますが、11

ページ、見にくいところがありますが、ご覧になっていただき

たいと思います。行政区 33、それから仮設住宅自治会長は、町

民野球場応急仮設住宅自治会１地区だけになりました。このよ

うな状況になっているところでございます。 

また「教育長報告事項」の８ページ、一番下でございますが、

小・中学校講師等研修会というのは、今年度教育採用試験を受

験予定の講師の先生方の勉強会をスタートしたところでござい

ます。県の方はまとまったようでございまして、小学校は昨年

度とほぼ同様の、一次の段階で 3.6 倍くらいの状況となってい

るところでございます。思ったより伸びなかったと思っており

ます。 

９ページに入らせていただきます。 
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５月９日には、復興庁の事務次官の視察に対応させていただき

ました。 

それから、行政区の人口別集計表が抜けておりまして、大変失

礼をいたしました。２人増えたということで大変町長が喜んで

おりましたので載せたのですが、次回の教育委員会議で報告さ

せていただきます。 

最後、「その他」でございます。 

新潟県の小学校２年生の殺害事件がありました。犯人は逮捕さ

れたとはいえ、大変残念な結果となりました。「また」という言

葉をあえて使わせていただきますが、また尊い命が失われまし

た。これは決してあってはならないことであり、起こしてはな

らないことだと思っております。近々では、石巻市門脇地区で

小学校４年生児童が男性につきまとわれたという事案が５月 14

日に発生しております。県教育長名で学校登下校時における安

全確保の徹底についての通知もございました。本町でも対岸の

火事ではなくて、しっかりとこういう事件を受け止めて、同じ

ようなことが絶対起きないように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。これについては、明日の校長・

教頭会議で校長、教頭先生方にしっかりとお話をさせていただ

きたいと思います。 

町内の道路事情が変わりましたということも書かせていただき

ました。 

最後に、「石巻市大川小学校国家賠償等請求控訴事件に係る上告

及び上告受理申立てについて」ということで、５月９日、県議

会で行われた全員協議会で配布された資料を付けておりますの

で、お目通しいただければと思います。 

現在、控訴中でございまして、コメント等は差し控えさせてい

ただきたいと思います。 

長くなってしまいました。私からの報告事項は、以上でござい

ます。 

続きまして、教育総務課長から報告させます。 

教育総務課長 それでは、教育委員会に係る分の報告をさせていただきたいと

思います。 

まず、大きい１番、日程関係でございます。 

実施済みといたしまして、第１回女川の教育を考える会が５月

２日に開催されております。 

２番目といたしまして、先程教育長から報告がございました女

川町発展計画に関する町長講話が５月９日、これは中学校が対
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象となっております。 

３番目といたしまして、女川小学校の運動会が５月 20日、雨天

のため 19日から１日順延をした中での開催ということになって

おります。 

次に、これからの実施予定でございます。 

まず、１番目といたしまして、東部教育事務所所長訪問が６月

13日に予定されてございます。 

２番目といたしまして、平成 30年度第１回女川町総合教育会議

を６月下旬で今スケジュール調整をしたうえで、準備を進めて

おります。 

３番目といたしまして、石巻地区の中体連でございます。６月

９日から 10日、これが 10種目。次に、水泳が６月 14日、陸上

が６月 20日、21日に予定されております。駅伝、新人大会等は

９月の実施になってございます。 

４番目といたしまして、町議会６月定例会、会期が６月 18日か

ら、昨年ですと大体３日間程度の予定で会期が設定されるもの

と思っております。 

次に、大きな２番目といたしまして、事故報告でございます。

こちらは前回口頭で報告をさせていただきましたが、女川中学

校の職員による交通事故ということで、４月 20日、華夕美前で

車両の衝突（玉突き事故）の被害者ということで報告がされて

ございます。 

次に、大きな３番目、女川小・中学校整備事業基本設計及び実

施設計業務委託の状況ということで、受託業者は株式会社昭和

設計。業務期間が、当初は６月 30日までのものを、地盤調査（ボ

ーリング調査）が若干、数が増えましたので、９月 28日まで期

間を延長するということになっております。 

今後のスケジュールといたしましては、９月までに建設費の予

算措置（補正対応）、12月に工事請負契約の締結、来年になりま

して、２月に土地の引渡し・建築工事着手、平成 32年８月に工

事完成・引越し、２学期より供用開始というスケジュールで進

めたいと考えてございます。 

次に、大きな４番目、その他といたしまして、小・中合同引き

渡し訓練。今回の訓練は「地震」及び「津波」への対応訓練を

行わず、あくまでも「津波注意報」解除に伴う児童・生徒の引

き渡し訓練を実施するということで、５月 23日（水）午後４時

から４時半の間で実施する予定でございます。 

訓練項目といたしまして、①教職員の引き渡し手順の確認、②
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といたしまして、保護者の引き受け手順の確認、③児童・生徒

自身による「緊急時」引き渡し手順の確認、この三つを確認す

るということでございます。 

なお、参加につきましては、訓練への参加は任意とし、参加で

きない児童生徒は中学校と一緒に一斉下校という形で考えてご

ざいます。 

次のページをご覧になっていただきたいと思います。 

女川原子力発電所構内視察研修ということで、７月下旬、夏休

み期間に予定をしております。対象は、平成 30年度において小・

中学校に着任した教職員という形になっております。 

次に、一般事項といたしまして、まず、おにぎり大使派遣事業

の参加者でございます。時期が７月 25 日から７月 31 日、研修

地がオーストラリア（シドニー周辺）、参加者といたしまして、

鈴木来哉さん（３年１組）、髙橋小紅さん（３年１組）になって

ございます。 

２番目といたしまして、「小中学生の産業学習旅行（しごと発見

ツアー）」でございます。これは県主催の事業となります。昨年

より実施しておりまして、昨年は小・中ということでございま

した。本年度は小学生を対象に、今、学校と県と協議をいたし

まして、原則夏休み期間中に実施したいということでございま

す。対象者は、小学生 20名程度という内容となっております。 

以上でございます。 

教育長 続きまして、生涯学習課長から報告させます。 

生涯学習課長 それでは、資料に基づきまして５月の実施事業・６月の実施予

定事業の説明をさせていただきます。 

まず最初に、５月でございますが、連休中の５月５日、毎年恒

例となっております、みんなのスポーツフェスティバルという

ことで、今年も開催をいたしました。昨年と比べると若干は参

加者の数は少なかったように見受けられますが、一定程度の利

用者があったということで、これは来年度以降も継続して開催

したいというふうに考えてございます。 

それから５月９日には、１回目の社会教育委員会議を開催して

おります。 

12 日、ライオンズクラブ旗争奪中学校選抜女子ソフトボール大

会でございますが、先程教育長からも報告がありましたとおり、

女川中学校は湊中学校と合同チームということで、準決勝まで

残って、３位決定戦でサヨナラ勝ちをして、第３位になったと

いう結果でございました。 
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それから、19 日は文化財保護委員会議。これも１回目の保護委

員会議を開催しております。予定ですと、この保護委員会議に

合わせまして江島、足島のウミネコの生息調査もやる予定でご

ざいましたが、海が荒れているということで、この生息調査は

５月 31日（木）に順延となってございます。 

それから、22 日には体育協会の総会を開催する予定となってお

ります。 

24 日、くずし字講座ということで、去年から始めた講座でござ

いますが、去年のくずし字講座の発展形ということで、今年は

もう少し基本的なところを学ぶというところで、都合８回の開

催を予定しております。 

29 日には、鳴り砂を守る会総会が開催される予定となってござ

います。 

６月でございますが、６月１日に石巻地区社会教育委員・社会

教育関係職員連絡協議会総会が合庁で開催されます。 

２日には、石巻地区スポーツ推進員総会が東松島市で開催され

る予定となっております。 

ヘルシー大会の女川町の石巻地区予選会につきましては、６月

24 日にソフトボール、ビニールバレーボール、ペタンクという

種目で開催いたしますが、それらの関係の抽選会などをやりな

がら、24日に地区予選会を開催したいと考えております。 

それから、今年、石巻地区の青年文化祭の会場地が女川町にな

っておりますので、そちらの２回目の実行委員会も６月 29日に

開催される予定となってなります。 

以上、簡単ではございますが、生涯学習課からの報告とさせて

いただきます。 

教育長 ただ今の報告事項について、ご質問等がありましたらお願いし

ます。 

阿部委員 中学校の基礎データですが、小学校にはスポ少利用者数が入っ

ていまして、中学校では向学館の利用生徒数があるのですが、

民間の学習塾に何人通っているかというのは、支払っては、い

るわけでしょうか。 

教育長 そこは確認はしていないのですが、学習塾代等支援事業という

のがありまして、あと町の担当がどれだけ把握しているか。こ

れを一回まとめた報告がありますので、それと中学校と併せま

して、時間があればできると思います。これは載せた方がいい

ですよね。 

阿部委員 そうですよね。学習塾関係も、できれば、女川と石巻というと
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ころも分かると、いろいろ分析しやすいという感じがします。 

教育長 先程、学習塾代等支援事業の結果だけ載せておりますが、あれ

を追っていけば分類はできると思います。 

教育総務課長 教育長が３月 30日現在のものを、恐らくほぼこれで固まったと

は思うのですが、今、担当の方で若干残っている部分があるよ

うなのです。それで今確認をしながら、先週、締めているよう

なんですが、そこで恐らく一つ一つめくって確認をすることに

なりますので、ちょっとお時間をいただきながら、そこは学校

ではほとんど分からないと思いますので、教育総務課で学習塾

代等支援事業である程度把握をするような形にさせていただき

たいと思います。（「分かりました」の声あり。） 

公文とか石巻の塾とか、いろいろあるようなのです。あとは金

額の上限がありますので、それを超えてしまうと、出していな

いという方もいるようなのです。いろいろなので、その辺を確

認したいと思います。 

教育長 あと、もらっていない人も何人かいることも確かなんです。そ

れで学習塾代等支援事業は、ご存じのようにスポ少やピアノも

入っているので、そこは学校でどれだけつかんでいるか確認し

たことはなかったので、今、「はっ」としたのですが、やはりそ

ういうことをそろそろつかんでおかないとだめだなと。あと家

庭教師を何人受けているかとかその辺を、今、課長の話にもあ

りましたように時間をいただき、精査して、あと向学館と、見

れば分かるかなと思っています。ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

新福委員 同じ表なのですけども、「基礎データ」で、分からないので質問

のですが、14番と 15番、所持と許可とありますが、携帯電話の

許可生徒数のこの許可というのは。 

教育長 震災直後に保護者と連絡がどうしても必要だということで、学

校に持ってきていいです、という生徒に、学校に申請をさせて

許可を出したのです。それで学校に来た時には学級担任が集め

て預かっておいて、そして帰る時に返すという措置をとったの

ですが、それでは何も意味がないのではないかということも、

この頃意見が出てきているのです。 

それでこの許可制については、もう一回検討するようにと今、

校長・教頭会議に振っているのですが、ただ、学校ではなかな

かこれをばっさり切れないような状況で、明日もう一回この許

可制については話題にはしますが、震災直後からの流れという

か、それを踏襲してきたというのが正直なところでございます。
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実際に持っている人と、学校に持ってきていいよという人がお

ります。ほかの市町村に聞くとあまり許可制はないのです。た

だ本町は、どうしても震災直後はやむを得ない生徒がいたこと

は確かなので、そこは仕方がないと思っていますが、もう８年

目なので、これは去年の教育委員会でもちょっと話題になった

ところで、学校でも保護者とも話しているようなのですが、判

断が難しいところもあるようなのですが、明日もう一回確認さ

せていただきます。本町の所持率は高いです。ありがとうござ

います。 

ほかにございませんか。 

横井委員 教育長の報告の中で、区長から宮ヶ崎に限ったことかもしれま

せんがとあったのですが、私は逆にちょこちょこ子どもたちに

挨拶されることがあるので、それはすごくいいことなのでぜひ

伝えておきたいと思いました。多分、宮ヶ崎地区は一番最後じ

ゃないですか。それで来たばかり、あるいは通いだしたばかり

という事情もあって、区長さんはだいぶ広範囲なのでバイクで

回っていらっしゃるのですが、あの人が区長さんだとか、挨拶

しようという対象にまだ子どもたちも慣れていないのかなと。

私がたまたま声をかけられる率が高いのは、この地区の子とか、

比較的前からの地区が残っている、あるいはそこに通っている

子どもとかで、スクールバスのところに行って、歩いている中

で自然に声をかけてくれるので、それは偉いなぁと思って、ぜ

ひお伝えしておこうかなと。 

教育長 実は女川の教育を考える会の特別委員会で、確かに区長さんは

子どもたちを心配していろいろ出してくれるのです。ただ、別

な特別委員さん、名前を出しても差し支えないのですが、千葉

幸喜委員からは、いやいや、教育長、私のことを怖いのかどう

か分からないけどと前置きをしたのですが、うちの方は、挨拶

は皆しますと。だから地区にもよるのではないですかねという

ことだったのですが、私は挨拶ということをとても大事にして

きたので、いずれ、そういう話があったということで校長には

もちろん改めて話しますが、一方で、今、横井委員から出たこ

とや、千葉幸喜委員から出たこともお話をしようかとは思って

おります。 

横井委員 ただ、唯一最近気になるなと思うのは、集合住宅が多くなった

せいで、あるいは新しいそういう。新潟の事件ではないですが、

地域で見守りという言葉がよく出るのですが、自分が回ってい

る時間帯が特にそうなのかもしれないのですが、仕事柄毎月の



14 
 

ように町内を歩いていても、人と接するとか人の目を感じるこ

とが非常に少ないので、同じところに住んでいてもそれですし、

あるいは各棟を回っていてもそうなので、地域で見守りという

言葉は、そのとおりなのですが、前からみると非常に難しくな

っているなと、そんな感じがしますね。 

教育長 課長も言っているのですが、これから徒歩になった時に、あれ

以上はいいという問題ではないのですが、例えば少しずつ暗く

なってきたりした時に、家などがない区間、あるいは全く人が

いないような区間が出てくるのです。それにも今のような問題

は関わってくるのかなと思っております。ですからこれは、い

ずれ暖かいうちに、校長、教頭、あるいはＰＴＡ役員の人たち、

私たちも含めて一回は回ってみなければならないと考えている

のですが、全くそのとおりですね。 

教育総務課長 恐らく横井委員と阿部委員は分かっていると思うのですが、街

灯を付ける電柱が、ある区間だと右側にずっとあって、左側に

は一切そういったものがない。ある一定区間を行くと、今度は

反対になってしまうというような整備のされ方をしているので

す。ですから一方方向にずっとあれば、ある程度そちらの方に

ということもあるのですが、ジグザグになっているようなんで

すね。ですからその辺も見たうえで、担当課と話をして、支柱

みたいなものも必要になってくるのかなと。 

平塚委員 街灯暗いですよね。 

教育総務課長 暗いですよね。 

平塚委員 ちょっとウォーキングなどをしている時に、もっと明るいとい

いのにと思いますね。 

教育長 歩くことは非常にいいことなのだけど、一方で、当然配慮しな

ければならないことが出てくるのは当たり前のことなのですが、

それは震災前と違ってきているのかなと思っております。そし

て新潟県の事件で代表されるように、今、本当に、言葉は悪い

のですが、そういう犯罪があってもおかしくない時代になった

ので、そこはしっかりやっていかなければならないとは思って

おります。学校でもそこは十分に意識しておりますけど。 

横井委員 前、子どもたちをなるべく早い段階で集団登下校なり、歩かせ

ると話題になりましたよね。あれも、今みたいになかなか工事

が、今日はこちら、明日はこちら、毎日やっていてもびっくり

するくらい、行くと、あれと。だからこの状況が続くうちはな

かなか、皆歩いてね、というわけにはなかなかいかないなとい

う感じはしていますね。 
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教育長 昨日も運動会の時に、その区長さんと話をいろいろしている時

に、先生、新潟みたいなことがあったら大変だからバスのまま

でいいと。そういう問題ではないのですと言ったのですが、そ

ういうことが非常に、区長さんが言うのは分かりやすいからい

いのだけど、そういうことではないのですということは話した

のです。これを言うとどこの地区の区長さんか分かるけど、う

ちのところまで何もないんだと、今はいいけどと言われました。

これは、ただ町長のまちづくりとかそういうことも関わってい

る大きな問題なので、何を配慮しなければならないかと。今出

たように、街灯をもっと明るくすることが必要だとなったら、

担当課と話をするとか、そういうこともここ２年でしっかりや

っていかなければならないと思っております。 

ただ、子どもたちが歩いてくる姿というのは、やっぱりいいで

すね。いろいろいたずらをするのが子どもであっていいなと思

って見ていますが、その辺は難しくなってきたというか、配慮

しなければならない。 

ただ、これは女川町だけの問題ではなくて、南三陸町の教育長

もおっしゃっていますし、七ヶ浜町でも亘理町でも問題となっ

ているようなところでございます。 

阿部委員 検討という意味では、稲井のように自転車も視野に入れておい

た方がいいのかなと。歩道が十分広さを確保されて、整備され

ているのであれば、そこを活かした方がいいかなという気がす

るんですよね。 

平塚委員 結構自転車に乗っている子どもたち、ヘルメットをかぶってい

る子どももいるし、かぶっていない子どももいるし。 

阿部委員 ちゃんと通学を認めてあげれば、そこは稲井のようにしっかり

するのではないのかな。 

教育長 その辺は許可制を敷いて、あるいは桃生中学校でもやっている

ように距離で決めるとか。あるいは全部来てもいいよと、ただ

しこういうことをしたらだめだよ、というようなことは、これ

からの検討事項かなと思っております。 

平塚委員 育成会の件で、よろしいですか。どうなのですか。女川はいろ

いろな地区があると思うのですけれども、私の方の女川南区は、

これから育成会を保護者の方たちにつくる方向で動いてもらい

たいというふうに地区の会議で動いているのです。その育成会

も、小学生だけではなくて、保育児童から高校生までを対象に

して、範囲を広げて育成会をつくったらよろしいのではないか

ということで、保護者の方たちに、それは区長さんが云々では
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なくて、保護者の方たちの方から動いてほしいというようなこ

とが今話題になっているのですが、ほかの地区はどうなのです

か、育成会は。 

教育長 子ども会関係も含めて、生涯学習課長、お願いします。 

生涯学習課長 今現在、単位子ども会育成会がある行政区が、これからできあ

がる女川南区だったり尾浦だったりと今後立ち上がる予定まで

含めて、まだ九つぐらいです。全部で、先程の区長名簿にもあ

りますとおり 33行政区１自治会の中でございますので、どうし

ても子どもの数の関係もあって、１人とか２人という少人数の

ところは立ち上げにくいところもあるのですが、生涯学習課で

も、ある程度の子どもがいる地区については積極的に育成会を

立ち上げるような側面的な支援をしていますし、そちらの相談

を受けて、必要によってはその場に行って、会議の中にも交じ

ってというような対応をしていますので、その辺はこれからも

積極的にそういう働きかけをしながら側面支援をしていきたい

と考えてはおります。 

ただ、今現在まだ１桁台の数しかないので、今後、その辺をい

ろいろと生涯学習課でも考えながら立ち回っていかなければな

らないとは考えています。 

平塚委員 保育児童から高校生までというと、すごく発達段階が違うので、

どうなのかなと思って。ただ、子どもたちの数が前に比べると

少ないので、どういうふうにして保護者の方たちが、発達段階

の違う子どもたちを持っている親御さんが協働して立ち上げて

くだされば、すばらしいことだなと思いますね。 

生涯学習課長 その辺は、期待はしているところですが。 

教育長 課長の説明にあったとおりなのですが、例えば尾浦地区でもそ

ういう動きがあると。小さい地区ですが。小さい地区と言った

ら課長に怒られますが、そういうところでも動きがあるという

ことは、いいことだなと思っております。それが、こちらから

やるのではなくて、本来であればお母さん方とか、地区からあ

がってくるような形が一番望ましいのですが、今その辺のとこ

ろは生涯学習課で、水野派遣指導主事や阿部清人参事の方でい

ろいろ取り組んでいただいているところです。 

ただ、これも一斉というわけにはなかなかいかないところがあ

るようで、頭を痛めているのが正直なところです。 

生涯学習課長 基本的なスタンスからすれば、こちらから積極的に働きかけと

いうよりは、教育長が今申し上げたような、地区からの声が出

始めてきてからの側面支援になるので。 
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平塚委員 その方がよろしいですよね。望ましいと思います。 

生涯学習課長 今のところ震災前にあったような育成会連絡協議会というよう

な全体の会はないのですが、生涯学習課の目標からすれば、単

位子ども会ができたうえで、子ども会育成会連絡協議会という

元通りの全体というところを目指しながら取り組んでいるとこ

ろです。 

横井委員 ただ、いつもネックになるのは、震災前からの話ですが、個人

情報というあれが出てから、何人いるのか、だれがどこにいる

とかということがお互いに分からない状況なので、非常にやり

づらいままできていますよね。把握のしようがないというか。 

生涯学習課長 新規で立ち上がった行政区は特になんですね。直接会う機会も

少ないし、誰が住んでいるという状況も分からない中で、保護

者の方々が一生懸命になってというところまでなかなかいかな

いのもあるのですが、宮ヶ崎みたいに、従来の行政区に高台移

転が混じったようなところですと、従来の子ども会の保護者の

方々が新しく来た人たちに声がけして、一緒にやりましょうと

いう形になるのですが、新規に立ち上がる行政区はその辺が難

しいのかなと実際やってみて感じているところです。 

横井委員 今どうしても、うちの方もそうなのですが、みんな寄せ集まっ

たので名簿が欲しいという声が結構あったのですが、やっぱり

一人、二人、嫌ですと、名簿みたいなものは作らないでくださ

いとなると、シュッと一気に、作れないと。今はそういう声の

方がという部分があるので、非常にやりづらいと言ったら変で

すが、今時のやり方というのはどうしたらいいのだろうみたい

なそんなところもありますね。 

平塚委員 これから夏休みのラジオ体操があるとか夏祭りがあるというふ

うなことで、だから育成会の組織づくりをした方がよろしいの

ではないのかという声が大きく上がっているんですね。 

教育長 今、生涯学習課長が話しましたが、そういうことが一つ、二つ

と出てくるように、こちらから仕掛けではないのですが、声が

け等もしながらやっていかなければならないと思っております。

横井委員がおっしゃったように、大きくなればなるほど難しさ

もあるようでございますが。 

ありがとうございました。 

では、報告事項についてはこの辺でよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

教育長 貴重な意見、本当にありがとうございました。 

13 そ の 他  
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教育長 次に、「７その他」に入らせていただきます。 

１点目、「2018年度における公正な教科書選択のために（要望書）」

について、教育総務課長から報告します。 

教育総務課長 それでは、資料をご覧願います。 

はじめに、日本出版労働組合連合会から、2018 年度における公

正な教科書採択のためにとしての要望書の提出がございました。 

要望書の趣旨といたしましては、本年度、中学校の道徳教科書

採択が行われることから、まず一つといたしまして、教科書採

択のあらゆる過程において公開性を徹底すること。二つ目とい

たしまして、教科書を実際に使用する学校および教員の意見を

尊重すること。三つ目といたしましては、採択は、最終的に決

定する教育委員会の説明責任を明確にするような方法で行うこ

と。四つ目といたしまして、法定展示以外に独自の展示会を開

催し、保護者・住民等の意見を広く募集すること。 

以上、４点の提言でございます。 

なお、本町を含む石巻管内におきましては、２市１町により教

科書採択に係る協議会を設置し、足並みをそろえて教科書の共

同採択を図ってきたところでございまして、今後も同様の取扱

いをしてまいりたいというふうに考えてございます。 

今回は、教育委員会に対する陳情等の取扱いに基づき、教育長

が内容確認のうえ、その取扱いを決定し、直近の教育委員会に

報告することとしたことから、今般、その写しを配付するもの

でございます。 

以上でございます。 

教育長 ただ今の件について何かございませんでしょうか。 

 （発言なし） 

教育長 特段昨年度も問題等はございませんでした。今年度は、ただ今、

教育総務課長から説明があったように、中学校の道徳を行わせ

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

２点目に入らせていただきます。 

「被災児童生徒就学支援等事業 継続にむけた国への働きかけ

の要請について」、教育総務課長から報告をします。 

教育総務課長 次に、宮城県教職員組合から「災児童生徒就学支援等事業」継

続にむけた、国への働きかけについての要請書の提出がござい 

ました。 

要請の趣旨といたしましては、現在、国において実施している

就学支援等を今後も継続していただくよう要望するものでござ

います。 
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主といたしましては、東日本大震災によって経済的に困窮して

いる家庭の子どもたちの就学を保障するため、引き続き 2019年

度以降も全額国費で支援する被災児童生徒就学支援等事業を継

続するよう国に対し要望していただきたいというものでござい

ます。 

委員会といたしましても、児童生徒の就学環境を第一に考え、

今後も関係自治体等と連携し、国に対し被災者支援の継続等に

ついて要望してまいりたいと考えてございます。 

なお、今回の件につきましても、教育委員会に対する陳情書等

の取扱いに基づき、教育長が内容を確認したうえで、その取扱

いを判断した結果、直近の教育委員会へ報告することとしたも

のでございます。 

以上でございます。 

教育長 ただ今の件について何かありませんか。 

 （発言なし） 

教育総務課長 もう１点よろしいですか。資料にはないのですが、先程教育長

からも若干お話がされました登校中の児童に対するつきまとい

事案について報告いたします。 

５月 15 日（火）石巻警察署から、５月 14 日（月）午前７時 30

分頃、石巻市門脇地区の路上において、男性による小学生４名

に対するつきまとい事案が発生したとの連絡がございました。 

なお、男性の特徴といたしまして、年齢が 70 から 75 歳、身長

が 150 から 155 ㎝、痩せ型、白髪で耳までの長さ、灰色っぽい

スウェットの上下、オレンジ色のサンダルを着用との報告がさ

れてございます。 

石巻警察署からは２市１町の教育委員会に対し、各学校へ被害

に遭ったり事件を目撃した際はすぐに 110 番通報するようにと

いうような依頼があったもので、本町では連絡を受け、直ちに

小・中学校に情報提供をするとともに、注意喚起等について指

示をいたしております。 

以上でございます。 

教育長 先程の話と重複いたしますが、このようなことがあったところ

でございます。 

なお、石巻地区では、東松島市の大曲地区で何回か起きており

ます。それから今回門脇地区ということで、本町でもしっかり

と見守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。 

それでは、よろしいでしょうか。 



20 
 

 （発言なし） 

教育長 

 

教育長 

それでは来月の日程を決めさせていただきたいと思います。 

〔６月 25日（月）ということで調整〕 

25日月曜日ということで組ませていただきます。 

 以上で、第５回女川町教育委員会会議を終了させていただきま

す。 

14 閉 会 午前 11時 06分 

15 本委員会の議決の次第は、次のとおりであります。 

 第７号議案「女川町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱につ

いて」（承認） 

  

16 この会議録の作成者は、次のとおりであります。 

 教育総務課 参事 伊藤富士子 

  

 上記記録の正確なることを認めここに署名する。 

  

  平成 30年６月 25日 

  

  

         会議録署名委員 

  

          １番委員                

  

          ３番委員                

  

 


