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令和５年第１回女川町教育委員会会議録 

 

１ 招 集 月 日 令和５年１月２４日（火） 

２ 招 集 場 所 女川町立女川小・中学校 会議室 

３ 出席委員等 

 

 

 

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 

平 塚   隆 教育長 

４ 欠 席 委 員 なし 

５ 説明のため出席したもの 

 教育局 局長      阿 部   恵 

 教育局 次長      千 葉 一 志 

 教育局 次長      千 葉 英 貴 

 教育局 次長兼指導主事 田 中 浩 司 

 教育局 次長      中 嶋 憲 治 

 教育局 教育指導員   坂 本 忠 厚 

６ 本委員会の書記 

 次長 千葉 一志 

７ 開 会 午前10時00分 

教育長 それでは、令和５年第１回女川町教育委員会を開会します。 

８ 会期の決定  

教育長 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いたします。 

すでに配付されておりますが、委員の皆さま方何かお気づきの

点はありませんでしょうか。 

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 

４番 山内 哲哉 委員 よろしくお願いいたします。 

11 議 事  

教育長 

 

 

 

 

教育長 

それでは、議事に入ります。 

議案第１号「女川町教育委員会表彰被表彰者の選考について」

をお諮りします。 

書記に議案を朗読させます。 

（議案朗読） 

ただ今の議案につきましては、人事に関する議案ですので、秘
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密会にて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） 

教育長 

 

教育長 

暫時休憩します。 

（書記退室） 

休憩前の議事を再開します。 

 議事は、以上です。 

12 報 告 事 項  

教育長 続きまして、６番「報告事項」に入らせていただきます。 

はじめに、私からご報告をさせていただきます。 

皆さま、改めまして、おはようございます。 

2023年、卯年の１年が始まりました。 

先月の教育委員会では、卯年にちなんで、何かの時は脱兎のご

とく俊敏に動ける教育委員会、学校を目指し努力したいと思っ

ていますという話をしたのですが、卯年は何か新しいことを始

めるには最適の年だという話も聞きましたので、昨年から少し

ずつ温めてきたことを粛々と実施できる年にしたいと思ってい

ます。 

委員の皆さまにおかれましては、本年も変わらぬご指導、ご支

援を賜りますことをどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、レジュメに沿ってお話をさせていただきます。 

まず、学校関係であります。 

学校関係といっても、第３学期が始まってすぐということもあ

って、皆さまにこの場でお伝えすることはあまり多くはないの

ですが、１月８日（日）に「10,000人の寒げい古」ということ

で、女川町にお住まいの柔道、合気道関係者の皆さまにお集ま

りをいただいて初稽古を行いました。 

全部で十数人の参加ではあったのですが、小・中学生にも参加

してもらって、ピリッとした雰囲気の中で武道に向き合う姿に

触れ、いいなと感じました。 

１月10日（火）は小・中学校の始業式でした。 

記載のとおり、松山小学校、松山中学校から、小学校３年生と

中学校１年生の兄弟が通常学級、特別支援学級にそれぞれ転入

しましたので、小学校、中学校ともに在籍が１名ずつ増えまし

た。 

新型コロナウイルス感染症関係につきましては、年末年始をは

じめ、断続的に感染者が確認されていましたので、始業式につ

いても、小学校で11名、中学校で13名の子供たちが感染者、濃

厚接触者、コロナ不安のための欠席となりました。教職員につ
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きましても、同じ状況で、数名が欠席となりました。 

続いて、会議、研修、教育委員会関係では、まず、12月26日（月）

に『女川町誌第三編』が完成し、町長へ報告しました。 

『第三編』は、『女川町誌続編』に続くもので、平成元年から平

成31年まで、元号が令和に変わるまでの30年間の女川町の歩み

をまとめたものであります。 

完成までに５年以上の歳月を要し、中村委員にもご尽力をいた

だきました。どうもありがとうございました。 

本日、皆さまにもお渡しすることができました。どうぞよろしく

お願いします。 

すでに皆さんもご存知かと思うのですが、この５年、編さん委

員会のまとめ役としてご尽力なさってきた町誌編さん室の筧俊

明さんが、町長に完成報告をした翌々日の28日に、非常に残念

でございますが、ご逝去なされました。 

この場をお借りしまして謹んでお悔やみを申し上げますととも

に、教育委員会の皆さまにも改めて報告をさせていただきたい

と思います。 

12月27日（火）、本年度２回目となる女川町小中向連絡協議会が

ありました。子供たちへの効果的な指導、支援の在り方につい

て一緒に議論しました。 

１月８日（日）、令和５年女川町成人式がありました。 

まず、「成人式」という名称については、局内でも議論をしたの

ですが、最終的には、町長のご判断もあって、これまでどおりの

成人式としました。 

レジュメに記載のとおり、私はこれまで仙台市や石巻市の大規

模な成人式しか見てこなかったので、あのようなアットホーム

な、それでいて厳粛な式を拝見したのは初めてでした。新成人

の話を聞く姿勢や立礼の美しさ等、本当に凛としたたたずまい

に私は感動しました。 

１月11日（水）、第２回目となるブロック会議がありました。 

先日の会議でも話をしたのですが、各地区で小学校、中学校の

統合が進んで管理職のポストが減少しているために、現場から

直接昇任する、いわゆる純昇者が少なくなりそうだということ

は、この前も話をしました。 

校長への昇任者は少ないということなのですが、実は教頭昇任

は微増ながら増えているということでありました。 

これから本格的な人事作業が行われていくと思うのですが、詳

細については、来月の会議で皆さんにお話をさせていただきた
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いと思っています。 

１月23日（月）、昨日ですが、中村委員と県の市町村教育委員・

教育長研修会に出席してきました。 

部活動の地域移行につきましては、国もだいぶトーンダウンし

てきていて、読みどおり、一筋縄ではいかないということが分か

ってきたのかなというふうに思っているところです。 

しかしながら、本町においては、部活動について、地域移行うん

ぬんというよりも、今後の部活動をどうするかという視点で女

川の教育を考える会を中心に議論を重ねていきたいと思ってい

ます。 

その他であります。 

１点目は、先日の会議でもご検討いただきました、教育委員会

としての女川町教育大綱に基づいた、今後10年間で目指すべき

方向性を示したロードマップについてであります。 

ご指摘いただきました点については、修正させていただきまし

た。改めてご覧いただければと思います。 

２点目です。 

先程ご案内をさせていただいたのですが、２月３日（金）に開催

予定の第２回総合教育会議についてです。 

内容としましては、私が途中退室してしまったために第１回会

議の時に情報収集のみで終わってしまった、部活動の地域移行

について、さらには、教育委員会ロードマップについての議題

を中心に、町長を交えて話し合いができればと思っていますの

で、委員の皆さま方にもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

大項目５番、女川小学校、女川中学校の主な行事予定を含めて、

学校から上がってきたものについて、詳しいことについては後

ほどの協議会の中でお話をさせていただきたいと思います。 

結びになります。 

皆さんご存知のとおり「10年に一度の最強寒波」ということで、

今日の夜から、もしかすると今日の午後あたりからでしょうか、

大雪と、かなり寒くなるという話も聞いています。どうぞ水道

管の破裂などに気をつけられるよう、よろしくお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが、教育長報告とさせていただき

ます。 

以上でございます。 

 続いて、教育局長から報告させます。 

教育局長 まず、学校教育関連の報告を申し上げたいと思います。 

１の日程関係、実施済みにつきましては、ご覧いただいている
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とおりでございます。 

なお、(６)、(７)につきましては、生涯学習関係の中で出席者

数等をご報告申し上げたいと思います。 

実施予定のところをご覧いただきます。 

(１)鯨肉給食について。１月25日（水）、明日の給食でございま

すが、児童生徒に対し鯨肉給食を提供いたします。小学校第４

学年の児童が町長、教育長同席のもとで給食を通して鯨肉の食

文化について学びます。 

(２)です。公共施設整備対策特別委員会が１月25日（水）、明日

の臨時議会終了後に予定されております。教育局といたしまし

ては、旧第一小学校跡地の整備計画の中の勤労青少年センター

の代替施設の整備に関して出席をいたします。 

(３)番です。石巻圏域保育・教育人材育成協議会、１月25日（水）

午後３時30分から教育長が出席なさいます。 

(４)番、財務省主計局が学校視察に参ります。１月26日（木）、

３名の方がいらっしゃいますが、施設見学とＩＣＴを活用した

授業の見学、意見交換が予定されており、意見交換につきまし

ては、教育局の職員が対応いたします。 

(５)原子力災害対策本部運営訓練、１月30日（月）に予定され

ております。小・中学校においては、屋内退避訓練を実施いたし

ます。 

(６)管内教育委員会教育長会議が１月30日（月）午後２時30分

から予定されております。 

(７)第２回総合教育会議は、先程教育長が話されたとおりでご

ざいます。 

２ページ目をお開き願います。 

(８)管内教育長会議が２月10日（金）に予定されております。 

(９)教育委員会について。前回の教育委員会で２月14日（火）

午前９時30分からと予定したかと思います。教員の管理職人事

の議案提出の関係と当初予算案の議案のボリュームがあるとい

うことを考慮しまして、時間を午前９時30分とさせていただい

ております。よろしくお願い申し上げます。 

(10)番、第２回特別支援教育連携協議会講演会を２月16日（木）

午後２時30分から予定しております。講師としまして、宮城教

育大学の植木田潤先生にお願いをしております。 

(11)番、第３回ブロック会議が２月17日（金）に予定されており

ます。 

２のその他でございます。 
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一般事項といたしまして、まず、(１)次年度の「女川町奨学生」

の募集について。第２回目を２月１日（水）から２月28日（火）

までの間で受付けいたします。 

なお、11月に行いました第１回目の募集の際には、３名の新規

申し込みがございました。現在、選考委員会の日程調整を行っ

ているところでございます。 

(２)令和５年度被災児童生徒就学援助事業補助対象限度額の改

正案ということで示されました。「新入学児童生徒学用品等」の

区分の中学校の単価が、令和４年度「60,000円」から、令和５年

度は「63,000円」に引き上げになるということでございます。 

続きまして、生涯学習関係でございます。 

まず、事業についてです。 

(１)令和５年「新春年賀の会」を１月６日（金）に開催しまし

た。 

出席者は約150名ございました。新型コロナウイルス感染予防対

策としまして、飲食はせず、式典のみ実施いたしております。 

(２)女川町成人式については、１月８日（土）に開催いたしま

した。対象者が合計71名。町内出身者は48名で、そのうち43名

が出席したということで、９割の出席をいただいて、非常に高

い出席率でございました。 

(３)番、図書館教育につきまして、１)子供司書養成講座でござ

います。修了者の実践の場として、ご覧の３日間、読み聞かせを

実施いたします。 

(４)番、成人教育につきましては、１)夜間講座が２月18日（土）、

２)ＨＬＡＢサマースクール実行委員会が１月31日（火）に予定

されております。 

(５)青少年教育について。ジュニア・リーダーサークルうみね

この活動はご覧のとおりでございます。 

(６)視聴覚教育です。第２回子ども映画会を２月４日（土）に

開催いたします。ジュニア・リーダーが開会・閉会行事でミニレ

クリエーションを実施する予定としております。 

(７)すばらしい女川を創る協議会の「見守り活動」は、２月８

日（水）に実施される予定でございます。 

次のページをお願いいたします。 

プラットフォーム事業の(１)家庭教育支援につきましてです。 

２)家庭教育学級が２月17日（金）に予定されております。第５

学年に対しては「情報モラル教室」、第６学年は「コサージュづ

くり」ということで、授業参観に合わせて親子参加で実施いた
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します。 

(２)番、学校支援につきまして、①から④までは実施済みでご

ざいます。内容につきましては、ご覧のとおりでございます。 

⑤番、１月30日（月）、小学校第１学年を対象に「昔の遊びを体

験しよう」。文化協会と老人会のご協力をいただきます。 

⑥番、２月２日（木）は、中学校第２学年を対象に「思春期教

室」、石巻赤十字病院の助産師を講師に招きます。 

大項目２番、「おながわ放課後『楽校』」につきまして、１)特別

講座は、ご覧の三つを実施する予定としております。 

２)まなびっこについては、２月25日（土）に「冬の講座スペシ

ャル“キッズランド in女川”」と題しまして開催いたします。 

最後に、体育振興関係でございます。 

(１)番、新型コロナウイルス感染拡大防止対策につきましては、

これまでと特に変更はございません。 

(２)番、女川スタジアム公園ネーミングライツ事業について。

１回目の募集に対しましては応募がなかったため、今回、期間

を定めずに随時募集とするよう要項を改正し行います。 

(３)番、１月の実施事業につきまして、①令和５年宮城県公立

武道館協議会一万人寒げい古が１月８日（日）にございました。

柔道、合気道合わせて18名の参加がございました。 

②番、令和４年度ＮＰＯ女川町スポーツ協会・スポーツ少年団

本部合同表彰式が１月22日（日）にありました。スポーツ協会

長表彰は、体育功労賞１名、勲功賞１名、スポーツ少年団本部

表彰は、勲功賞２名、１団体、奨励賞２名、それぞれの代表者か

ら表彰状と記念品が手渡されました。 

③番、その他につきましては、ご覧いただいているとおりでござ

います。 

(４)番、２月の事業予定につきまして、①東北高校ラグビー新

人大会が16チーム参加で２月８日（水）から11日（土）までの間

開催されます。開催地は、福島県と宮城県の持ち回りでの開催

でございます。 

②その他につきまして、宮城県ミニバスケット新人大会、石巻

地区中学校サッカーウィンターリーグ、女川町バドミントン大

会がそれぞれ予定されております。 

(５)所管の施設整備状況についてご報告いたします。 

12月末現在です。 

女川スタジアム周辺整備工事につきましては、計画49％に対し

て、実施51.5％、庭球場改修工事は、計画50.8％に対して、実施
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55.3％ということで、順調に進んでおります。 

女川総合運動場フィールドアスレチック遊具改修工事とローラ

ー滑り台撤去工事につきましては、契約、着工して間もないと

いう状況でございますが、３月24日完成を目指し現在進められ

ているという状況でございます。 

以上、私からのご報告でございました。 

教育長 報告は以上ですが、委員の皆さん、ただ今の報告事項について

何かご質問、ご意見はありませんか。 

 （発言なし） 

教育長 なければ、報告事項についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

13 そ の 他  

教育長 それでは、７番「その他」に入りたいと思います。 

その他、何かございませんか。 

 （「ありません」の声あり） 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

それでは、来月の日程についてですが、前回の教育委員会であ

らかじめ決めておりましたので、２月14日（火）午前９時30分か

ら。会場は、女川町役場３階、小会議室にて行いたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

なお、この場で３月の日程も調整をさせていただきたいと思い

ます。 

 〔３月23日（木）午前10時からということで調整〕 

それでは、３月の教育委員会は、３月 23 日（木）午前 10 時か

ら、女川町役場３階、小会議室で行いたいと思いますので、委

員の皆さま、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

新福委員 小学校と中学校の卒業式の日程を教えてください。 

教育局長 卒業式につきましては、３月８日（水）が中学校の卒業式で、午

前９時30分から予定されております。小学校が３月17日（金）

午前９時30分からの予定でございます。 

教育長 ほかにございませんか。 

なければ、本日の教育委員会をこれで終了させていただきます。 

14 閉 会 午前10時25分 

15 本委員会の議決の次第は、次のとおりであります。 

 議案第１号「女川町教育委員会表彰被表彰者の選考について」 

                       （承認） 

  

16 この会議録の作成者は、次のとおりであります。 



9 

 

 次長 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５年２月14日 

  

  

         会議録署名委員 

  

          １番委員                

  

          ４番委員                

  

 


