令和３年第６回女川町教育委員会会議録
１ 招集月日
２ 招集場所
３ 出席委員等

令和３年６月２５日（金）
女川町役場庁舎 ３階 小会議室
１番 横井 一彦 委員
２番 新福 悦郎 委員
３番 中村 たみ子 委員
４番 山内 哲哉 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 阿部
恵
生涯学習課長 中嶋 憲治
教育総務課 課長補佐 田中 浩司
教育総務課 教育指導員 坂本 忠厚
教育総務課 課長補佐 千葉 一志
生涯学習課 課長補佐 鈴木 麻子
６ 本委員会の書記
教育総務課 課長補佐 千葉 一志
７ 開
会
午前９時 57 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 はじめに、前回の会議録の承認の件をお諮りします。
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 ２番 新福 悦郎 委員
３番
11 議

中村

たみ子

委員

よろしくお願いいたします。

事
教育長 本日は、協議事項等がございませんので、５番の「報告事項」に
入らせていただきます。
はじめに、私から報告をさせていただきます。
資料は、
「教育長報告事項」、
「別添資料」、遅くなりましたが、
「女
川小学校運動会アンケート集計結果」、先程お配りいたしました
別紙資料、女川プロジェクトの様子と学校図書館貸出冊数を書い
たワンペーパー、資料が多岐にわたっておりますが、よろしくお
願いいたします。
1

最初に、「はじめの３ヶ月・・・・」についてをお話させていた
だきます。
委員の皆様方ご承知のように、令和３年度がスタートして、間も
なく３カ月が過ぎようとしております。
私はまだ梅雨入りしていなかったと思っておりましたら、先週の
土曜日に梅雨入りをしたということでございました。
来週あたり雨が続くようでございますが、逆に、暑さが気になる
ような日が続いたところでございます。夏日の日もありまして、
子供たちは急な暑さに体がついていかなかったのではないかと心
配しておりましたが、先生方のご指導のおかげで、この３カ月、
大きな事故等もなく、
施設一体型小中一貫教育学校は順調にスタ
ートを切ったところでございます。
ただ、細かいこと等も幾つかございまして、これについては、協
議会でも報告させていただきますが、それらについてしっかりと
今対応をしているところでございます。
ピカピカのランドセルを背負って、最初の頃は心配していた第１
学年も、３カ月を経過いたしまして、集団登校などの中で、お兄
さん、お姉さんに見守られながら、元気いっぱい登校し、学校生
活も楽しく過ごしている様子がうかがわれます。
改めまして、これまでの先生方の指導と、集団登校の中で中学生
の生徒の何人かもお手伝いをしているということで、上級生の子
供たちのサポートに感謝の念でいっぱいでございます。
23 日（水）に開催された校長・教頭会議では、校長先生、教頭
先生にこれまでの３カ月間のチェックをお願いしたところでござ
います。
続きまして、石巻地区中総体一次大会についてでございます。
昨年度は、一次大会は中止になったのですが、中体連の粋な計ら
いといいますか、生徒への思いというか、そういうことで交流大
会を実施いたしました。
今年度は無観客での実施でございましたが、一次大会が６月 12
日（土）
・13 日（日）の２日間にわたって開催されました。幸い
にも天候にも恵まれまして、事故・トラブル等もなく、予定どお
り終了したところでございます。
中体連関係者の皆様のご苦労そしてご配慮に、改めて敬意と感謝
を申し上げるところでございます。
部によっては練習試合もほとんどできず、ぶっつけ本番という部
が多分ほとんどだったと思いますが、女川中学校の生徒は本当に
頑張りました。
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本町で行われたのは、バドミントンと柔道でございました。
バドミントンは女川中学校の西体育館で行われまして、男女とも
健闘いたしました。男子が、団体で優勝しまして県大会へ出場。
女子は、渡波中学校と２チームだけでしたが、２位まで県大会に
出場ということで、団体は男女とも県大会出場を果たすことがで
きました。
個人戦でも頑張りまして、男女ともダブルスの二つのペアが県大
会出場を果たしたところでございます。
野球部は、万石浦中学校と飯野川中学校の３校の合同チーム。今
年度の中総体の特徴は、合同チームがいろいろな競技で多かった
ということが挙げられます。あとでもお話をしますが、生徒減に
よる部活動の在り方を今後見直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。
１回戦、２回戦を勝ちまして、県大会出場をかけましたが、第１
シードであります河南西中学校に惜しくも敗れ、県大会出場の夢
は敗れたところでございます。
「女川中学校だより」の「大会を振り返って」にも書かれていま
すが、生徒は非常に頑張ったと。悔いはなかったというようなこ
とを話していることを聞いて、大変うれしく思ったところでござ
います。
バスケットボール部女子、卓球部、それから個人戦のみの参加で
したが、柔道部、それから今年、特別に剣道競技にも参加してお
りました。それぞれ健闘むなしく県大会出場は叶いませんでした
が、最後の最後まで頑張った生徒に大きな拍手を送りたいと思っ
ております。
それから、17 日（木）には、東松島市の通称「ゆぷと」で水泳競
技が行われ、女川中学校からは４名参加いたしました。標準記録
というものがありまして、それを突破すれば県大会に出場できる
というシステムになっておりますが、
４名とも見事標準記録を突
破しまして、県大会出場を果たしているところでございます。
なお、昨日と今日、仙台市宮城野原の陸上競技場で陸上競技が行
われております。女川中学校からは４名参加いたしまして、昨日、
男子３名が終わりました。残念ながら県大会出場は叶いませんで
したが、最後まで力走しておりました。
中体連については、以上でございます。
県大会出場を果たしたバドミントン部の皆さんには、
まだ県大会
までありますので、最後の最後まで頑張ってほしいと思っており
ます。
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一方で、先程も申しましたが、チーム数が減ってきた、あるいは
合同チームが非常に増えてきたということで、この石巻地区、登
米市も同じような傾向にございますが、部の在り方というものを
見直していかなければならない時期なのかなと思っております。
また一方で、確か令和６年度からだったと思いますが、土曜日、
日曜日は先生方ではなくて、外部の方が指導するようなことも提
案されておりまして、この部活動の在り方というのは、これから
大きな課題というか、検討事項になるのかなと思っているところ
でございます。
ただ、生徒は本当に一生懸命になって練習しておりまして、そう
いう生徒の思いを大事にし、一人ひとりが悔いのないように活動
できるようにしていきたいと思っているところでございます。
続きまして、放課後楽校について書かせていただきました。
これについては、教育委員会会議の中でも情報提供などをさせて
いただきましたが、昨年度の後半からスタートしたところでござ
います。
高清水派遣社会教育主事には、昨年大変ご苦労をかけまして、今、
心のケアハウスにいる男澤教育指導員、あるいは生涯学習課の佐
藤社会教育指導員にも助けていただきました。
昨年度は試行錯誤を繰り返しながら行っていたのですが、今年度
は、年度当初から高清水派遣社会教育主事を中心に、今年おいで
いただきました田中指導主事、坂本教育指導員にも加わっていた
だきまして、本格的にスタートいたしました。
６月 17 日現在で 67 名の子供たちが参加し、また 20 名ほど希望
しているということも伺っております。人数が多くなってきてう
れしい悲鳴なのですが、活動をいろいろ工夫しながら、お願いし
ているところでございます。
田中指導主事や坂本教育指導員からは、第６学年のある児童が低
学年と一緒になって本当にいい表情で過ごしていた、あるいは、
子供たちがすぐ宿題に取りかかるなど、大変うれしい報告をいた
だいております。
とにかく先生方には、無理をせず、何よりも子供たちが楽しく活
動でき、長続きするようお願いしているところでございます。今
のところ順調にきているところでございます。
続きまして、小・中学校の行事関係等でございます。
５月 27 日（木）に例年よりも１カ月遅れての全国学力・学習状
況調査が行われました。学校独自でも採点したようでございます
が、少し中学生が厳しい状況でございます。
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それから、ここにあるようないろいろな行事等がありました。
小学校で６月 10 日（木）に、これは生涯学習課の資料の中にも
あると思いますが、第３学年が鳴り砂体験ということで、清掃な
ども行っていただきました。新聞にも取り上げていただきました
が、また、文化財等を見たりしながら、貴重な体験をしました。
こういうことをこれからも大事にしていきたいと思っております。
それから、第５学年がさざなみ太鼓の練習をスタートしまして、
練習するときは役場庁舎にその太鼓の音が響いてまいります。音
を聞くたびに、子供たちの頑張っている様子が目に浮かんでまい
ります。
中学校は今、期末考査前の部活動停止期間でございまして、来週
の月曜日と火曜日に学期末考査が行われるところでございます。
それから、その他のところにも書いておりますが、６月 19 日（土）
に東京 2020 オリンピック聖火リレーがありまして、女川駅前で
聖火セレブレーションがあったところでございます。これには、
生涯学習課、特に鈴木課長補佐を中心に、大変ご迷惑をかけまし
た。おかげさまで滞りなく終了して、安心しているところでござ
います。
改めてあのようなパレードなどは、誤解を受けるかもしれません
が、女川には合っているなと思いました。雨の中でちょっと残念
だったのですが、盛り上がりを見せておりました。
関係者の皆様方のご尽力に感謝申し上げるところでございます。
４ページに入らせていただきます。
これからの予定につきましては、教育総務課長、生涯学習課長の
資料と一部重複いたしますが、第１学期終業式が７月 20 日（火）
に行われます。夏休みは７月 21 日（水）から８月 25 日（水）ま
で。今年度は、小学校・中学校とも同じでございます。
中学校では、昨年度の反省を踏まえまして、７月 10 日（土）に
運動会を予定しております。
それから中学校は、県大会が 22 日（木）から 25 日（日）に行わ
れる予定でございます。
一方で、第３学年の三者面談、それから中学校は夏休み中に家庭
訪問を行っておりますが、このような日程で行われる予定です。
「別添資料」をご覧ください。
１～２ページは、中総体一次大会の結果でございます。細かいと
ころは、あとでお目通しいただければと思っております。
３ページが、水泳大会の結果でございます。
４ページに、放課後楽校の７月の予定等を載せております。
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在校（庁）時間記録については、５～６ページに載っております。
相変わらず中学校で 80 時間を超える先生方が多いのですが、中
総体前ということもあって、このような状況になっております。
ただ、小・中学校とも、在校（庁）時間記録については、校長先
生の指導のもと、定時退庁などを小中合同で行ったりして、配慮
しております。
小学校で 80 時間を超える先生は、５月は２人しかいないのです
が、このような傾向が続くようにこれからも続けていきたいと思
っております。
それから、
「別添資料」の７～８ページをご覧になっていただき
たいと思います。
全国学力・学習状況調査が今年行われたところでございますが、
本町では、東京書籍版の標準学力調査を行っております。これを
一つの指標にして、今後の指導に活かしていきたいと思っており
ますが、４月に行われた小学校の結果が７ページ、５月に行われ
た中学校の結果が８ページに載っております。
まず、７ページでございますが、赤いところは、全国平均正答率
を上回っているものでございます。水色のところが、全国平均正
答率を下回っているところでございます。
この前、校長・教頭会議でもお話をさせていただきましたが、第
２学年が少し厳しい状況になっております。それから、学校とし
て、第２学年、第３学年、第４学年の算数が気になるところでご
ざいます。この辺の課題をどうこれから克服していくか、現在、
話し合い等を進めているところでございます。
第２学年には特に配慮しなければならない児童が多くて、今も坂
本教育指導員、田中指導主事に授業等にも積極的に入ってもらっ
ているのですが、少しずつではありますが、まだスタートしたば
かりなので、これから今のシステムで取り組んでいけば、少しで
もこういう状況が改善できるのかなと見ているところでございま
す。高学年になってくると、少しずつよくなってくるというのが、
一つのうれしいことかなと見ているところでございます。
８ページは、中学校でございます。
東京書籍版というのは、もちろん全国のすべての生徒が受けてい
るわけではなくて、数的には、昨年度中学校の教頭先生に調査し
てもらったら、大体 10 万人くらい中学校では受けているという
報告をいただきました。ですから、データ的には、平均正答率と
いっても、かなり信憑性があるのかなと見ております。
それから、レベル的にも高いのかなとは見ておりますが、それに
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しても中学校は、第２学年は英語、社会以外は頑張っているので
すが、第１学年は、まだ英語はやっていませんが、大変厳しい状
況になっております。
それで、この標準学力調査も含め、第１学年の対策については、
月曜日に関係者が集まっていろいろ対策を講じようかと思ってお
ります。学力向上は一朝一夕でできるものではありませんし、小
学校からの積み重ね等もありますから、それらを踏まえて、基本
的な生活習慣も含め、まず何に取り組んでいくかということをは
っきりして、定期的にチェックしていきたいと思っております。
田中指導主事に今分析をしてもらっておりまして、もちろん学校
でもやっているわけでございますが、この結果はちょっと厳しい
かなと思っております。これらを踏まえて、学力向上に取り組ん
でいかなければならないと思っております。
「別添資料」９ページは、来年度の公立高等学校入学者選抜につ
いてということで、新聞等でもご覧になっていると思いまが、石
巻市立桜坂高等学校が来年度１学級減になります。
令和４年度の募集定員は、上にありますように、令和３年度から
減っております。全県的にも学級減などが出ておりまして、この
ような状況になっております。
入試は、３月４日で大体固定してきたようで、第一次募集が３月
４日（金）、合格発表が３月 16 日（水）という予定でございます。
これに向けて第３学年には放課後学習等で頑張らせたいと思って
おります。
10～11 ページは、マル秘で取り扱っていただきたいものですが、
女川小学校では、毎年、言語検査をきめ細かく行わせていただい
ております。私の願いもありまして、言葉の指導は低学年に尽き
るということで、こういう検査を大事にして、通級指導等で指導
を行っているところでございます。
６名の児童が今度、二次検査に進む予定でございます。早い時期
に指導をすればするほど治りますので、ご家庭のご協力も必要な
のですが、言葉の教室等の中でしっかりと指導していきたいと思
っております。
12 ページは、来年度の全国学力・学習状況調査が４月 19 日（火）
に行われるという情報が来ております。
「教育長報告事項」の４ページに戻っていただきたいと思います。
下の方に、12 歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種に係る
ＳＮＳ上等での反応についてということで、厚生労働省が 12 歳
以上のワクチン接種も可能としたわけでございます。それで、簡
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単に言えば中学生は該当するわけでございます。
なお、これについては、あとで教育総務課長から協議会でご報告
をさせていただきます。
本町では、12 歳以上の中学生にも、もちろん保護者の承諾を第
一にいたしますが、進めてまいりたいと思っております。詳しく
は協議会で説明させていただきます。
ただ、そこにジタバタしないと書いたのは、国でも危惧している
のですが、ＳＮＳ上でいろいろな誤った情報が流されているとい
うことで、学校にもそういう情報が流れてきまして、接種はしな
いようにということが予想していたように来ました。そういうこ
とにいちいちジタバタしないで、しっかりとした対応をお願いし
ているところでございます。
これについては、あとでご報告させていただきます。
それから、３番目の第３回女川町議会定例会が、６月 16 日（水）
から 18 日（金）の３日間行われました。これについては教育総
務課長の資料に詳しく載っておりますので、そこで詳細について
は報告をさせていただきます。
今年は生涯学習課関連の一般質問があり、教育総務課は、質問に
関連するような内容でございました。詳しくは、あとで教育総務
課長から報告をしてもらいます。
５ページに入らせていただきます。
先程も話しましたが、校長・教頭会議が６月 23 日（水）に行わ
れました。
「別添資料」の 13 ページをご覧になっていただきます。
ここにあるようなことを校長先生、教頭先生方にお願いしたとこ
ろでございます。
先程申しました、
「はじめの３カ月」のチェックをお願いします
ということと、通学路が決まりましたので、もう一回危険箇所を
再チェックしてほしいということをお願いしたところでございま
す。それから、ワクチン接種については、あとでお話しますが、
理解促進を図ってほしい。梅雨時の健康管理等については、例年
と同じでございます。あと、その下に細かいことを書いておりま
す。これらを校長先生、教頭先生方にお願いしたところでござい
ます。
「教育長報告事項」の５ページに戻らせていただきます。
その他でございます。
ここにもありますように、いろいろな会議等がございました。
下の方にまいりますが、女川産業区の区長が、髙政の前社長から、
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今度女川町商工会の会長になりました木村昇さんに代わったとこ
ろでございます。その委嘱状の交付がありました。
それから、先程も話しましたが、東京 2020 オリンピック聖火リ
レー・聖火セレブレーション等がありました。
そこに書いたとおりでございますが、校長先生、教頭先生には、
わざわざ休みのところ出勤していただきまして、対応していただ
きました。
サンドウィッチマンが校庭を走りまして、熊谷教頭先生の配慮が
大変よろしく、早速サンドウィッチマンにサインなどをいただい
ておりまして、さすがだなと思って見ておりました。非常に気さ
くな方だったと教頭先生が話されておりました。
それから、今日の「石巻かほく」に町民野球場のリニューアルの
始球式の様子が載っておりました。大変いいところの写真を載せ
ていただきましたが、実際はあのような球ではなくて、本当に無
様な格好の内容でございましたが、貴重な体験をさせていただき
ました。
２試合とも大変すばらしい試合で、特に女川中学校出身の鈴木太
陽君がレギュラーで出場しておりまして、２安打２盗塁、確か２
打点もあったと思いますが、大活躍でございました。大変うれし
く拝見したところでございます。
そして、久しぶりに硬式野球の音というか、しかも日本製紙と七
十七銀行の試合ですから、いわゆるノンプロの醍醐味を味わうこ
とができました。
余談になりますが、ファールが結構飛びまして、参加されていた
方からネットを大きくつけた方がいいのではないかというような
ご意見等も頂戴いたしまして、生涯学習課長が頭を痛めておりま
したが、それはそれでまた別問題といたしまして、本当に久しぶ
りの硬式野球の試合でございました。
生涯学習課の職員には、前の日の聖火リレーと次の日のリニュー
アル記念試合と続きまして、大変ご苦労をかけたところでござい
ます。
以下、ここにあるようなことがありました。
老壮大学がありまして、今年も確か 66 名の申し込みがあって、
44 名の参加をいただきました。大変皆さん元気にご参加してい
らっしゃるということで、エネルギーをいただいたところでござ
います。これは確か５回ほど行う予定でございますが、女川の高
齢者というと私もそうなのですが、こういうことに多くの方が参
加しているということを大変うれしく思っているところでござい
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ます。
最後になります。
「終わりに」ということで、冬季間はあまりなかったのですが、
６月に入りまして、不審者情報が２件、そのあとにまた１件ござ
いました。
本町でもすぐその目の前であったものですから、不審者情報につ
いては、私は非常に神経をとがらせておりまして、これはしっか
りとやっていかなくてはならないと思っております。
それから、「夏至（21 日）は過ぎて・・・・梅雨入りはまだ？」
と書いたのですが、あとで梅雨に入ったと言われまして、大変失
礼しました。来週は雨が続くようでございますが、大雨の被害な
どがなければと願っております。
教育委員の皆様におかれましては、どうぞ梅雨時の健康管理には
ご留意いただければと思っております。
以上で、私からの報告を終わらせていただきます。
続いて、教育総務課長から報告させます。
教育総務課長 それでは、「教育総務課報告・連絡事項」という資料に基づきま
してご報告させていただきます。
まず、１、日程関係の実施済みについてでございます。
(１)子供の読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰伝達式が５月
25 日（火）にございました。
こちらの大臣表彰では、県からの推薦をいただいて叶ったという
ところでございまして、県の教育長に対しまして表敬訪問を６月
２日（水）に実施してございます。
(２)６月１日（火）、東部教育事務所所長訪問がございました。
(３)町議会６月定例会が６月 16 日（水）から６月 18 日（金）ま
での３日間ございました。
一般質問は、10 名からトータル 21 件。先程教育長からもござい
したとおり、教育総務課に直接関連する一般質問はございません
でしたが、他課関連といたしまして、佐藤誠一議員より「交通安
全対策について」という質問がございました。
報告事項は９件、一般議案が 18 件、補正予算が７件、すべて承
認、原案可決いただいております。
続きまして、実施予定です。
(１)第１回女川町学校警察連絡協議会が６月 30 日（水）午後３
時からございます。
(２)第１回女川町総合教育会議、７月２日（金）午前９時 30 分
から。会場はこちら、同じ場所でございます。教育委員の皆様の
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ご出席をお願いいたします。
なお、会議開催の前に、10 分程度でございますが、公共施設、
旧校舎の跡地利用の状況説明をさせていただきたいということで、
総務課長より申し出がございました。大変恐縮でございますが、
当日９時 20 分までお越しいただきますようお願い申し上げます。
(３)第１回女川町教育行政評価委員会が７月６日（火）午後１時
30 分からございます。
２、その他でございます。
学校支援といたしまして、１)番です。
（株）アルファテクノ様ほ
か関係会社４社様より、昨日になりますが、女川小・中学校へ空
気清浄機 66 台を寄贈いただきました。小・中学校内におきまし
て贈呈式が行われました。
一般事項につきまして、先程教育長からございましたとおり、不
審者情報がございます。
２ページに、さらに事案が１件増えておりまして、４件載せてお
ります。
石巻警察署県民生活安全課からの情報提供で、石巻市、東松島市
で発生しましたつきまとい、声掛け等の事案に関する情報提供で
ございます。校長・教頭会議におきまして、注意喚起、児童生徒
への指導をご依頼いたしました。
２ページ目の２)番です。プール監視員につきまして、女川町広
報紙６月号におきましてプール監視員を募集しましたところ、１
名から応募がございました。任用期間は７月 26 日（月）から８
月 25 日（水）、夏休み期間中 13 日程度を予定しております。
３)番、スクールバス運行に関する相談・要望についてでござい
ますが、竹浦区の住民の方々から、スクールバスのバス停の見通
し改善について相談・要望がございました。
県道に関する部分ですので、女川町で何かできるというところで
はないのですが、カーブがあって見通しが悪く、車の通行で少し
危険ではないかというようなお話です。法面部分の改善について
の要望でございまして、秋ぐらいに県の担当に直接要望したいと
いうお話がございますので、教育委員会といたしましても、引き
続き一緒に対応させていただきたいと思います。
以上、教育総務課からの報告でございます。
教育長 続いて、生涯学習課長から報告させます。
生涯学習課長 それでは、「生涯学習課報告・連絡事項」の資料で説明をさせて
いただきます。
まず、１番目、生涯学習課事業についてでございます。
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(１)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策でございます。
これに関しましては、リバウンド防止期間は過ぎておりますが、
図書室、勤労青少年センター、生涯学習センター、総合運動場の
現在の感染予防対策を引き続き徹底して行っております。
イベントに関しても、一番下にありますが、人数上限 5,000 人ま
たは収容定員 50％以内のいずれか大きい方というふうに今指示
をされておりますが、施設のソーシャルディスタンスという形を
取りまして、生涯学習センターのホール等は１ｍの間隔をという
ところもあるので、収容定員 50％以内という形で今のところ実
施をしている状況です。
(２)６月定例議会。こちらは教育長、教育総務課長からも報告が
ありましたが、６月 16 日（水）から３日間。
生涯学習課関係につきましては、一般質問が１件、
「女川町指定
文化財の実状について」ということで、女川町にある町指定の文
化財や関連の石碑等の今後の状況ということでの質問がございま
した。
補正予算につきましては、旧女川小学校体育館改修工事とありま
して、現在の旧女川小学校の校舎と体育館を切り離す工事を補正
予算で上げております。今後の体育施設等の利用を考えて、体育
館を単体で利用できるように電気、水道、消防用設備を切り離す
工事でございます。また、電気料に関しましては、現在校舎と一
体型になっていますので、基本料金が大きく掛かっているという
こともありまして、こちらから切り離して、体育館のみで基本料
金の軽減も図れるということで、改修工事をいたします。
(３)東京 2020 オリンピック聖火リレーです。６月 19 日（土）
に、テレビ等々でも報道がありましたようにあいにくの雨ではあ
りましたが、各協賛しているブースのパレード等、にぎやかに開
催させていただきました。
また、リレーの方々も雨の中笑顔で走っていただきまして、最終
的には、夕方５時 20 分出発６時 10 分到着でしたが、無事に終え
ることができました。
また、到着式ということで、セレブレーションにも多くの方に参
加していただきました。
(４)町民野球場リニューアル記念試合。次の日の６月 20 日（日）
になります。教育長のお話にもありましたが、改修工事が終わり
まして、10 年ぶりに野球場を使用することができるようになり
ました。
試合もそうでしたが、観戦している観客の方々からも、やはり野
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球はいいねというお声もいただきました。10 年ぶりに野球の音
であったり、声援を久しぶりに聞くことができて感慨深いものが
あるというお話を聞いております。
(５)令和３年度第１回老壮大学、６月 23 日（水）に開催してお
ります。
教育長のお話にもありましたが、申し込みは 66 名でしたが、当
日の参加者は 44 名でした。
この中で、
「健康ストレッチ 座ってでも出来ること」というこ
とで、生涯学習課体育振興係長の後藤から、座ってストレッチが
できるということで、笑顔を交えながら、笑いながらやってくだ
さいというようなお話をいただきながら、楽しくストレッチをす
ることができていました。
今後になりますが、(６)第 26 回全日本レディースソフトボール
大会が７月３日（土）
・４日（日）に開催されます。町民第二多
目的運動場で、新型コロナウイルス感染拡大防止のために開会式
は無しという形で開催いたします。
(７)第 41 回全国少年柔道大会宮城県予選会が７月 11 日（日）
で総合体育館で開催されます。
(８)すばらしい女川を創る協議会「見守り活動」ということで、
毎月行われております交差点での見守り活動を、今月は 14 日（水）
に実施いたします。
(９)です。今後になりますが、７月２日（金）に社会教育施設に
係る整備工事・改修工事の入札を行います。（仮称）清水公園グ
ラウンド整備の２期工事。昨年度はグラウンドとスタンドと管理
棟を建設しました。今回は、周辺と駐車場の整備工事の発注が行
われます。あと、昨年からありました体育館の大規模改修（床の
改修工事等）が行われます。これが７月２日（金）の入札となり
ます。
なお、これは金額的に 5,000 万円以上となりますので、議会の議
決案件になります。ですので、今後、教育委員会でも内容を説明
させていただいて、議会に議案の提出をいただくという形になり
ます。
また、現在、これに係ります条例の制定も進めております。10 月
１日（金）から清水公園グラウンドの芝の養生が終わりまして使
えるようになるということで、今後、そちらも一緒に、条例の改
正を議案の提出という形で進めていきます。
次のページをめくっていただきまして、生涯学習事業です。
２番、学校・家庭・地域連携協力推進事業ということで、
「女川
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町協働教育プラットフォーム事業」です。
１）、こちらにつきましては、本日になります。女川生活実学「キ
ャリアセミナー」ということで、ご覧の方々、海上保安庁、調教
師、プログラマー、薬剤師、保育士の先生方を迎えて、本日午後
からライフキャリアセミナーという形でいろいろなお話を聞く事
業を行います。
２、６月４日（金）になります。こちらは「潮活動」が開催され
ました。これにつきましては、今回はご覧のようなメニューで１
回目を開催しております。
下に写真等を載せております。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の関係で６月中の開催はで
きずに、７月から１回目という形で、期間のない中で行いました
が、今回はこういった形で６月から開催をすることができており
ますので、みんなの楽しい笑顔であったり、また、講師の先生方
からも、やっとこういうふうにやれるようになったということで、
毎年毎年いろんな生徒から元気をもらってやっているというよう
な評価もいただいております。
次のページになります。
３番です。被災者支援総合交付金を活用しました、
「子供への学
習支援によるコミュニティ復興支援事業」です。
先程教育長からのお話もありました、おながわ放課後「楽校」で
す。こちらに参加者数を載せております。名簿等もあります。赤
く色付けされているのは、児童クラブの参加申し込みがあるかな
いかの色分けになっております。
ご覧のように、参加される方は、８回中７回、６回という形でず
っと参加しております。学年別と全体という形で、全体平均の回
数が 23.5 となっていますが、これは全体の数字が間違っており
まして、全体割りますと 4.2 回になります。
裏のページになりますが、高学年になるほど参加者が少ないのか
なと思っております。
全体平均で 53.5％の参加ということで、申し込みの半分以上は
参加しているという形になります。
次のページに写真等が載っていますが、成果では、異年齢の交流
が行われているということで、一体型の校舎になってからそうい
った交流が積極的に行われている様子があります。
課題といたしましては、この事業を月曜日に行っているのですが、
なかなか周知されていなくて、当日に申し込みということもある
ので、その辺を徹底していきたいということ。あと、参加者から
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女川向学館の入会方法を教えてくださいというような問い合わせ
等々もありましたので、その辺は対応していきたいと考えており
ます。
次のページになります。
(２)子どもの放課後の居場所づくり事業を行いました。
１)、６月 14 日（月）には、わくわくエンタメ教室という形で、
このような事業をさせていただきました。第６学年の成長がすご
く感じられまして、低学年に合わせて、下級生にいろいろと教え
てあげたりというようなところが見られました。
２)、６月 16 日（水）にこども将棋道場ということで、12 名の
参加で、将棋倶楽部の支援をいただきまして、子供たちとやって
おりました。この将棋が家庭でのコミュニケーションツールとな
っているということも分かりました。
４番、その他の事業になります。
(１)家読推進事業といたしまして、１)子供司書講座になります。
６月５日（土）、２回目になります。受講生は８名でやりました。
こちらは、宮城県図書館の出前事業を利用しまして、県の図書館
の方が２名来ていただいて、本の分類であったり、調べたい本の
問い合わせをどのようにするかなど、そういったところの紹介を
する講座を受講しております。
２)中学校との連携ということで、読書に関しまして、以前、中
学生の本を読む率が下がっているということがありまして、つな
がる図書館を利用して中学生からリクエストをいただいておりま
した。それを、紙ベースではありますが、いただいて、それを持
っていって小・中学校の図書室に置くということをしておりまし
た。だんだんとその成果が表れてきておりまして、今まで読んで
いなかった中学生が読むようになってきているようです。
そういったことがあるので、これからも中学生がアンケートに書
いた本を購入したり、できれば、つながる図書館の移動バスがあ
りますが、そちらを使ったりというような形を今後考えていきた
いと考えております。
次のページに、７月の行事予定を載せております。
先程紹介したとおりでございますが、あとでご覧いただきたいと
思います。
以上、生涯学習課からになります。
教育長 報告は、以上でございます。
委員の皆様方、何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。
（発言なし）
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教育長 もしありましたら協議会でも結構でございます。よろしくお願い
いたします。
12 そ の 他
教育長 次に、６番「その他」に入ります。
教育総務課長からお願いします。
教育総務課長 それでは、その他といたしまして、お配りしております、宮城県
中学校長会からの要望書について、ご報告させていただきます。
Ａ４判１枚ものになります。
宮城県中学校長会から、令和３年５月 31 日に開催されました第
72 回総会において決議した「宣言」
「活動方針」に基づき、実現
への強いお願いとして、要望書の提出がございました。
要望事項として、１の人的条件の整備として、(１)特別支援教育
補助員・別室登校生徒支援員・学校図書館職員等の市町村職員の
任用配置、(２)免許外担当解消など、適切な教職員の確保に係る
県への働きかけについて。
次に、２の教育費の充実についてとして、(１)から(６)まで、施
設・設備等の充実や、各種の環境、条件整備、教育活動への助成
等について。
次に、３番、その他として、(１)から(２)まで、通学路の安全確
保のための交通安全施設及び交通標識等の整備や学校警備体制
の強化について。
合わせて 10 項目の実施等についての要望がなされております。
教育委員会といたしましても、児童生徒の就学環境や教職員の就
労環境の効率化などを第一に考え、各種条件整備に取り組んでま
いりたいと考えております。
なお、本件は、「教育委員会に対する陳情書等の取扱い」に基づ
きまして、
教育長が内容を確認のうえ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いたしましたことから、今般、
この写しを配布させていただいたものでございます。
以上でございます。
教育長 これについてはよろしいでしょうか。
（「はい」の声あり）
教育長 それでは、来月の日程を組ませていただきたいと思います。
〔７月 29 日（木）午前 10 時からということで調整〕
教育長 29 日木曜日ということで組ませていただきます。
それでは、令和３年第６回教育委員会は、これで終了させていた
だきます。
13 閉

会

午前 10 時 47 分
16

14 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 課長補佐 千葉 一志
上記記録の正確なることを認めここに署名する。
令和３年７月 29 日

会議録署名委員
２番委員
３番委員
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