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松島町教育委員議事録（令和2年7月定例会） 

 

 

１ 招 集 月 日        令和2年7月31日（金曜日） 

 

２ 招 集 場 所        松島町役場庁舎 301会議室 

 

３ 出  席  者        内海俊行教育長、鈴木康夫委員、瀨野尾千惠委員（教育長職務代理者） 

          佐藤実委員、安倍七恵委員 

 

４ 説明のため出席した者              

 児玉藤子教育次長、赤間隆之教育課長兼学校給食センター所長、 

 伊藤政宏教育課参事兼中央公民館長兼文化観光交流館長兼勤労青少年ホーム所長、 

 大宮司綾学校教育班長、石川祐吾生涯学習班長、 

 佐藤弘也学校教育班主査、三品隆教育指導専門員 

 

５ 議 事 日 程       

１．開会  令和2年7月31日（金曜日）午前10時00分  開会 （録音開始） 

２．前回委員会の議事録の承認 

３．議事録の署名委員の指名   瀬野尾教育長職務代理者・鈴木委員 

４．報告事項 

   （1）一般事務報告 

   （2）教育長報告 

５．協議事項 

   （1）令和2年8月定例会について 

      日程案：令和2年8月28日（金）午前9時00分 松島町役場3階 301会議室 

６．その他 

７．閉会 
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６ 議 事 録       

１．開会   午前10時00分  

〔佐藤主査〕みなさん、おはようございます。（「おはようございます」の声あり）これから松島町教育委員会

会議令和2年7月定例会を開会したいと思います。 

 開会の挨拶を内海教育長よりお願いします。 

〔内海教育長〕先ほど、子ども達の様子は順調に進んでいるということでお話ししましたが、コロナの状況はま

すます増えていて、ご存じのとおりある小学校では子どもが感染したということで5日間臨時休校になりました。

いつこういうことが起きるか分かりませんので、3密に気をつけながらやっていきたいと思いますが、そればかり

だと授業が萎縮してしまうので気をつけながら充実していきたいと思います。 

今日もいろいろな提案しますので、ご意見をお願いします。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。 

 

２．前回委員会の議事録の承認 

〔佐藤主査〕続きまして、2番、前回委員会の議事録の承認について。 

 6月定例会及び7月10日の臨時会の議事録について、配布のとおり承認ということでよろしいでしょうか。（「は

い」の声あり）ありがとうございます。 

 

３．議事録の署名委員の指名 

〔佐藤主査〕続きまして、3番、議事録署名委員の指名となります。 

 今回は瀬野尾教育長職務代理者と鈴木委員にお願いします。（「はい」の声あり）よろしくお願いします。 

 

４．報告事項 

（1）一般事務報告について 

〔佐藤主査〕続きまして、4番、報告事項に移ります。 

（1） 一般事務報告について、学校教育班からお願いします。 

〔大宮司班長〕資料の1ページ、学校教育班の行事報告を主なものだけ説明させていただきます。 

 7月9日木曜日、松島町議会の臨時会が開催されまして、前回の教育委員会定例会で提出した議案について、全

てが可決されました。 

続きまして、7月20日月曜日、例年ですと幼小中で終業式を迎える日ですが、今年は新型コロナウイルスのため

幼稚園だけが終業式となり、夏休みに入っております。 

ページめくっていただきまして、行事予定に移らせていただきます。 

8月7日金曜日、町内小中学校が終業式を迎えます。そして、12日間という短い夏休みになりますが、20日木曜

日には始業式になります。欄外に記載させていただきましたが本来ですと松島町立学校の管理に関する規則第3

条第1項第4号の規定により夏休みは7月21日から8月25日までと定まっておりますが、同条第2項の規定により特段

の事情があれば増減できるということを踏まえ、今回学校の夏休み期間を変更して12日間ということで対応させ

ていただいております。 

7月23日木曜日、航空自衛隊松島基地震災復興10年目行事ということで町内各小学校6年生に希望を募っており

ますが、全国で感染者数が増えていることから予定が変更になるかも知れないという連絡が来ておりますので経

過ですが報告いたします。 

 以上、簡単ですけれども、学校教育班の行事報告と予定を終わらせていただきます。 

〔佐藤主査〕続きまして、学校給食センターお願いします。 

〔赤間所長〕学校給食センターでございます。 

 行事報告ということでは、特にございませんが、7月8日の大雨により初原地区の水道管が壊れるという事故が

ありまして、それに伴って断水がありました。学校給食センターが断水の影響を受けまして、当日の給食の提供

も危ぶまれましたが、調理が終わっておりその日の給食は提供することができました。 

その後、復旧予定を確認したところ目処が立たないということで、翌日9日と金曜日10日は給食停止という措置

を取らせていただきました。結果的には9日の午前中には水道が復旧しておりまして、前の日の食器洗いが手洗い

でしたので、機械で洗浄し直したということでございました。 

 行事予定でございます。学校給食センター運営審議会について、延期になっておりますが、委員の日程調整が

できなかったため、8月中の開催ということで調整中でございます。 
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また、別添で8月の献立表がございますが、8日から19日まで夏休みということで給食の提供はないということ

になっております。詳細は献立表をご覧になっていただければと思います。以上でございます。 

〔佐藤主査〕それでは、学校教育班及び学校給食センターの報告について、ご質問等ございますか。 

（質疑）  

鈴木委員  27日の教育懇話会の内容はどのようなものでしたか。 

内海教育長  宮城県教育長を囲んでの懇話会になりますが、報告いたします。 

 1点目は、学校が休業になったときの対応について、各市町村教育長から説明をしました。各

市町村は黒川なら黒川という組になって対応したということでした。松島については組になると

いうことはありませんでしたが、二市三町の動向を情報収集しながら動いていたことと、うちは

他市町村と違って卒業式や入学式が順調にできたので、情報収集をしてすぐに対応したことが成

果に出たのではないかと話させていただきました。今後については、コロナが蔓延していったと

きにどう対応していくかということです。それについては、各市町村は情報収集してということ

でした。私の方には意見を求められませんでしたが、前回の教頭会の時に、あと何日休むことに

なったら今年アウトになるか確認したところ、第2波が来て1ヶ月となったら難しいが2週間だっ

たら何とかなるが3学期は3月末までやらなければならないということでした。それは各校で細か

く情報収集しているのでそういう風にならざるを得ないと思っております。そうはならないよう

に注意を払ってやっていきたいと思います。 

 2つ目はオンライン授業についてどうするかということでした。オンライン授業は、授業が6割

削減されたことに対する代案みたいなことを県教委で話していましたが、各教育長の認識として

オンライン授業は授業としてカウントできないという認識が極めて薄かったです。だから、オン

ライン授業をすれば大丈夫だという感覚が根付いていたのが気になりました。そして、オンライ

ン授業でPRしている学校がありますが保護者は勘違いをするのではないかと聞いておりました。 

オンライン授業をすれば授業時数としてカウントできるとなれば、松島町もオンライン授業をし

なさいとなりますが、訪問してプリントを渡すのと然程変わらないだろうなと。やらない訳では

なくて一人一台の整備を進めておりますが、仮に今後1ヶ月休校となったとき、オンライン授業

をやっても授業をしたことにはならないということです。それを保護者が誤解して、オンライン

授業をすればいいという話になってしまうのが怖いと思います。 

 3つ目は高校入試についてです。数社理は入試の問題範囲を短くするということでした。特色

選抜で野球やサッカーで素晴らしい成績を上げた子は加点の対象になりますがその辺はどうな

るか質問したところ、学校によって様々ですということでしたので、高校から中学校へ、中学校

から保護者へ早めに情報が伝わるようにしてほしいと要望してきました。 

 大きくコロナのこと、オンライン授業のこと、入試制度のことで話し合いをしてきました。以

上です。 

佐藤委員  今の点で、オンライン授業を時数にカウントできない理由は。 

内海教育長 それは文部科学省の通知の中で時数にカウントできないということで来ています。 

佐藤委員  時数にカウントできないんですか。進めておいて。 

内海教育長 いずれは変わるんじゃないかという話は出ています。 

佐藤委員  全員に配布されるようになったら、そうできるという話でしょうね。（「そうかも知れない」

の声有り）現在はそういった状況じゃないからという意味でしょう。 

内海教育長  例えば大学のように全員がオンラインできるようであればいいのでしょうけれども、やれる環

境の子とできない環境の子がいるので、まだ時数としてカウントできる状況ではないといことで

しょう。 

鈴木委員  ハードの設備が整っているかどうかの問題… 

内海教育長  松島の場合はタブレットの貸し出しも可能で対応できますよね、次長。 

児玉次長  たしか高校や大学は国の省令か何かで単位の何分の一かはオンライン授業を認めるというの

がありますが、義務教育ではまだそこまで出されていないので授業時数としてはカウントできな

いという状況です。 

 タブレットは前回の議会で一人一台整備の予算化したので、今年度中に整備する予定です。家

庭にインターネット環境がある方にはそれを貸し出しできますし、無い方には既に整備している

104台のLTE付きのタブレットの貸し出しや学校のパソコンルームを開放で対応できると思いま
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す。 

 今現在、104台の貸し出しはできますが、休業期間中に学校で毎週のように訪問して課題を出

し集めその内容を確認しフィードバックしているので、オンラインに偏ることなく学校で努力し

ていることもあって、要望が来ていないのかと思います。 

内海教育長  この間アンケートをとったところ、環境が整っていない家庭がありますが、次長が言った104

台を貸し出しすれば環境を整えられるので、コロナが発生してオンライン授業をしなければなら

ないとなればそれは可能ですが、完全な一人一台整備というのは来年からできるということで

す。 

 だけど、オンライン授業というのは何種類かあって単方向で配信するものがあれば、双方向で

会話ができるようなものもあります。人によっては、プリントとインターネットのハイブリット

がいいのではという人もいて、どれがいいのかは分かりません。 

佐藤委員  23日の航空自衛隊の震災復興10年目行事の内容はどういったものですか。 

児玉次長  もともと航空祭というものが毎年2日間あるのですがコロナで中止になりました。その代わり

に各自治体から200人の親子を招待するという航空自衛隊の事業です。松島町では小学6年生の親

子100組ということで募ったところ40組の親子から申し込みがあったのですが、県内のコロナの

感染者数が増えているので、書面では来ておりませんが中止の方向で考えているという連絡があ

りました。 

佐藤委員  分かりました。 

〔佐藤主査〕ほかにご質問等ございますか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

〔佐藤主査〕続きまして、生涯学習班お願いします。 

〔石川班長〕それでは資料の4ページをお開き願います。主な行事のみ説明させていただきます。 

 7月3日金曜日、仙台教育事務所の生涯学習担当の森次長、小野寺主幹、村石社会教育指導員の3名が来庁しまし

た。松島町の生涯学習の状況や悩んでいる事業のヒアリングや、現在のコロナ禍による近隣市町村の情報提供な

どをいただいております。 

 続きまして、7月16日木曜日、青少年健全育成松島町民会議役員会を文化観光交流館で実施いたしました。今回、

社会を明るくする運動と共同開催していた研修会が新型コロナウイルス蔓延防止の観点から中止の判断をしたた

め、秋頃に時期を変更して実施できないか協議をしておりましたが、このところ感染者が増加していることから

もう少し事態を見守りつつ時期を計るということにいたしました。 

続きまして、行事予定をご覧いただければと思います。 

時期は調整中でございますが、松島まるごと学推進委員会を開催予定としております。今回の新型コロナウイ

ルス蔓延防止による休校により、実施時期の変更、また内容の精査等を協議する予定になっております。 

 生涯学習班の行事報告並びに行事予定につきまして、以上のとおりでございます。 

〔佐藤主査〕続きまして、中央公民館・文化観光交流館・勤労青少年ホームお願いします。 

〔伊藤館長〕それでは行事報告から、7月29日巡回図書（幼稚園・保育所・児童館）とございますが、幼稚園につ

いては夏休みのために巡回できませんでしたので、幼稚園の方を削除願います。 

行事予定につきましては、8月6日の分館長会議は、分館長の移動研修会の研修先を諮るために開催するもので

すが、昨今のコロナウイルスの感染拡大に伴って中止も視野に入れて会議を進めたいと思います。以上でござい

ます。 

〔佐藤主査〕それでは、生涯学習班及び中央公民館等の報告について、ご質問等ございますか。よろしいでしょ

うか。（「はい」の声あり） 

 

（2）教育長報告 

〔佐藤主査〕続きまして、（2）教育長報告について、内海教育長からお願いします。 

〔内海教育長〕8ページをご覧ください。直近の教頭会議の資料からどのような指示をしたか、手短に説明させて

いただきます。 

夏休み授業について保護者に周知してくださいということで、今回、1学期の評価をしないのでその理由と、そ

の代わりに二者面談等で対応してくださいと伝えました。子ども達も通常ですと夏休みで楽しい気分を味わって

いるところを学校に来るのでモチベーションを下げないように。 

あと熱中症対策とエアコンについては、今年についてはそこまでの必要性はなさそうですが指示をしています。 
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英語の公開は、今年は2年指定の2年目ですので教育の日の前後に公開授業をしようと思っていたのですが、コ

ロナが蔓延してくると無理だろうということで中止にいたしました。しかし、来年には、このやって来た財産を

どこかで公表したいなと思っておりますので、自主公開を検討しています。 

それから、教頭として普段の授業を徹底と松島の授業スタイルに従ってやってくださいと伝えています。あと、

組織はリーダーの力量以上に伸びないと故野村監督の言葉ですが、校長教頭の力量次第で学校は変わるというこ

とで伝えています。これは私にも跳ね返ってきて、私の力量で教育委員会が変わるということになるので肝に銘

じて取り組んでいきたいと思います。 

それから、その他の2番目、新型コロナに対応した避難所開設マニュアルということで、自然災害で大雨がやっ

て来ますと鹿児島や山形のように洪水になったりして避難したときに、コロナでクラスターになることも考えら

れるので、学校の開放と町の避難所のリンクを考えているので、学校開放の要望があったらすぐに対応できるよ

うに、開放できない校長室、職員室、保健室などを決めて準備するように伝えています。 

9ページについては、村井知事から県民の皆様への緊急の呼びかけです。この時点から更に状態は悪くなってい

るのではないかと思います。 

10ページをご覧ください。そういった中でも、各小中学校、英語の授業を見学しあってスキルアップを図って

います。このように詳しい指導案を作りながら自分たちの英語の技術のレベルアップを図っていることをご理解

願います。以上でございます。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。それでは、教育長報告についてご質問等ございますか。 

（質疑）  

佐藤委員  今年度、エアコンを何回くらい点けたかと、プールにどれくらい入れたかを把握していたら教

えてください。 

児玉次長  エアコンに関しては、黒球式熱中症指数計というのを見て温度だけではなく湿度と併せて確認

して使うようにマニュアルを渡しています。今年は涼しくて学校は風通しもいいので、エアコン

を点けるまでに至っていないと学校から伺っています。 

 教室によっては風通しが悪いとか、子ども達が活動して体温が上がっているという場合にはク

ラス毎に判断して使うようにしています。 

内海教育長  プールについては、詳しい回数は把握しておりませんが、五小で数回入って、二小でも入った

と聞いています。 

 町長の話で、全ての行事が中止になっては子ども達の楽しみがなくなるので、プールも運動会

もできる限りやってほしいということでしたので、取り組んでいきたいと思います。 

瀨野尾委員 防災に関して、学校が避難所として開放されることは往々にしてあるかと思いますが、それの

ために地域の方々と学校で意思疎通の防災会議みたいなものを実施しているのかどうか。 

教職員がいないときに避難する事態になったときに解錠を地域に任せるシステムになってい

るのか確認したいと思います。 

児玉次長  鍵に関しては教育委員会で予備を持っていますので、夜間に避難所開設となったら職員が鍵を

持って現場に行くので、夜間に教員が開けるということはないです。職員が避難所グッズと併せ

て鍵を持っていきます。 

 学校をやっている時間であれば、学校の協力を得ながらになります。 

瀨野尾委員 避難所については、分かりました。 

英語に関して、素晴らしいなと思いながら指導案を読ませていただきました。気になっている

のは小中の連携ということで、小学校のこの内容は6年生ができればすごいなという感じですが、

中学校が小学校の子ども達がどこまでやって来ているかの認識がない形で、前と同じ授業をして

いるという実態を他の自治体の授業で見ていますので、松島はどうなのだろうと。6年生でこれ

だけの授業が成り立つのであれば、今までの教科書に沿った中1の入門期では子ども達は満足で

きないだろうと気にしておりますが、その辺りはどうでしょうか。 

大宮司班長  指定を受けてから推進委員会を何回かやっておりまして、小中の教員が必ず来ますので情報交

換を行っています。この7月16日の授業にも中学校の英語の先生、さらに松島高校の英語の先生

も来て、子ども達がどれくらいやり取りできるかを実際に観てもらいました。 

去年、この英語推進事業をやって中1になっている子達は、今までの中学校で1から教えなくて

はいけないことを既に小学校でやれるようになっているので、中1の英語を担当している先生か

らは、6年生がやっていることの情報共有ができることと、実際に子ども達が力を付けてスモー
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ルトークができるくらいに慣れているので、次のステップから教えることができるというか、フ

ァーストステップを小学校で済ませていることを踏まえた指導案づくりができるので、とても楽

になっていると伺っています。 

松島に関しては、小中連携2年目ですが、その辺りを加味されて中1の授業づくりが行われてい

るということでした。 

瀨野尾委員  昨年、二小で高校の先生も入った授業公開がありました。あの試みは素晴らしいし、今年もそ

ういう形でしていると思いますが、せっかくそういう取組をしていて、授業の流れがなんとなく

自然ではない形でもったいないなと思うところがありましたので、そういうことを授業研究で話

し合っていると思うんですが、そこら辺を活かしていただきたいと思います。 

 小学校の方は観ているんですが、班長が話したように中学校の実態がどうなっているのかを、

来年の自主公開の時には小中両方で観せていただければ大変有意義かと思います。 

 この指導案はマーティン先生が、ゲームの提案が上手なので子ども達が飽きずにやれる手法を

持っていたので、その良さが出ているなと思いながら読ませていただきました。 

〔佐藤主査〕ほかにご質問等ございますか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

５．協議事項 

 （1）令和2年8月定例会について 

   日程案：令和2年8月28日（金）午前9時00分 松島町役場3階 301会議室 

〔佐藤主査〕続きまして、5番協議事項に移ります。（1）令和2年8月定例会について、日程案として8月28日金曜

日、午前9時00分から役場3階301会議室で予定しております。令和元年度決算認定の議案審議がありますので、通

常よりも1時間早い開会となりますが、この日程でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）よろしくお願いし

ます。 

 

６．その他 

〔佐藤主査〕続きまして、6番、その他に移ります。 

 事務局又は教育委員から何かございませんか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

 最後に、全体を通しましてご質問等ございますか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

７．閉会  午前10時40分 

〔佐藤主査〕それでは、松島町教育委員会会議令和2年7月定例会を閉会したいと思います。 

 閉会の挨拶を瀬野尾教育長職務代理者にお願いします。 

〔瀨野尾委員〕それでは、冒頭に話がありましたがコロナ対応は、前回も話させていただきましたが子ども達第

一で考えてくただっている結果、今うまく進んでいるんじゃないかなと感謝しております。 

 感染者が増えてくると他人事じゃないなと、まず自分が罹らないように気をつけようと思って生活しておりま

す。お疲れさまでした。 
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