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松島町教育委員議事録（令和5年1月定例会） 

 

 

１ 招 集 月 日        令和5年1月26日（木曜日） 

 

２ 招 集 場 所        松島町役場庁舎 大会議室 

 

３ 出  席  者        内海俊行教育長、鈴木康夫委員、安倍七恵委員、佐藤晴子委員 

 

４ 説明のため出席した者              

 千葉忠弘教育次長兼課長、土井弘通生涯学習班長、岸淳一学校教育班長、三品隆教育指導専門員、赤間香澄中

央公民館長、熊谷賢学校給食センター所長、金津晶子学校教育班主査 

 

５ 議 事 日 程       

１．開会  令和5年1月26日（木曜日）午前9時30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   鈴木委員・安倍委員 

４．報告事項 

  （1）一般事務報告 

  （2）教育長報告 

５．議事 

 議案第13号 松島町立幼稚園々則の一部改正について 

６．協議事項 

  （1）令和5年2月臨時会について 

     日程案：令和5年2月10日（金）午前9時30分 教育長室 

    (2) 令和5年2月定例会について 

      日程案：令和5年2月24日（金）午前9時 松島町役場3階 301会議室 

７．その他 

  

８．閉会 
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６ 議 事 録       

１．開会   午前9時30分  

〔金津主査〕皆様、おはようございます。（「おはようございます」の声あり） 

 それでは、松島町教育委員会令和5年1月定例会を開会したいと思います。 

 まず初めに、本日小澤委員が欠席となっておりますので、よろしくお願いします。 

 では、開会の挨拶を内海教育長よりお願いいたします。 

〔内海教育長〕はい。皆さんおはようございます。（「おはようございます」の声あり） 

 足下の悪い中、本当に降りましたよね。朝起きたら５センチは降っていたような気がします。本当に久しぶり

の雪で、雪かきを朝からやっていただいた職員もいて、大体終わったのではないかと思うんですけれども、今日

はどうぞよろしくお願いします。 

 順調にスタートしたと思ったんですけれども、コロナだけではなくてインフルエンザの罹患者がでて、松島第

一小学校の2年生の1クラスでなりましたので、2日間学級閉鎖をして、今日から登校したということで、インフル

エンザ、コロナに気をつけて残り3月までのまとめの時期、しっかりやっていきたいと思います。 

 今日もどうぞよろしくお願いします。 

〔金津主査〕ありがとうございました。 

 

２．前回委員会の議事録の承認 

〔金津主査〕続きまして、2番、前回委員会の議事録の承認について、12月定例会の議事録について、配付してい

る資料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。 

 では、定例会終了後、署名をお願いいたします。 

 

３．議事録の署名委員の指名 

〔金津主査〕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、鈴木委員と安倍委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

４．報告事項 

（1）一般事務報告 

〔金津主査〕続きまして、4番、報告事項に移ります。 

 1番、事務報告について、学校教育班からお願いします。 

〔岸班長〕はい。それでは資料1ページをご覧願います。 

 学校教育班の行事報告について、主な行事について説明いたします。 

 初めに1月4日、幼保合同研修会を実施しております。今回は保育士の方と、あと町民福祉課の職員が講師とな

りまして、発達障害支援に係る研修会を実施しているところです。 

 1月10日、各小中学校・幼稚園で始業式が行われております。 

 冬休み期間中は大きな事故等なく、無事に3学期がスタートしたところです。 

 1月23日、宮城県市町村教育委員・教育長研修会が岩沼市民会館で行われております。コロナ感染症によりまし

て中止が続いていたんですけれども、3年ぶりに開催されております。参加していただいた委員の皆様、ありがと

うございました。 

 それから、1月25日、昨日ですが、各学校の諸表簿指導がありまして、小中学校の諸表簿について仙台教育事務

所の方に点検をしていただいたところです。大きな指摘はなく、無事に終了しているところです。 

 それから、こちら記載がないんですが、先ほど教育長からも報告がありましたとおり、松島第一小学校2年1組

26名中8名がインフルエンザに罹患したということで、1月24日、25日の2日間、学級閉鎖を行いまして、本日26

日から通常どおり授業を再開しているところです。 

 それから、昨日と今日、松島中学校に怪文書というか脅迫ファクスが届いておりまして、県に確認すると、県

内34市町村で180校に同じようなファクスが届いているということでした。町のほうとしては、警察等に連絡をし

まして、巡回強化のほう、あと町のスクールガードリーダーも配置しまして巡回の強化をしております。授業に

ついては通常どおり行っているところです。 

 行事報告については、以上となります。 

 続いて行事予定です。 

 資料の2ページをご覧願います。 



- 3 - 

 2月7日、仙台管内教育委員会協議会協議会研修会が、町の文化観光交流館で行われます。精神保健福祉士の阿

部正孝先生による講演を依頼しております。教育委員さん方の対象となりますので、委員の皆様も時間を見つけ

て参加していただきますように、よろしくお願いいたします。 

 続いて2月8日と2月17日に、こども版タウンミーティングを各小学校で行います。小学6年生と町長がまちづく

りについて意見交換を行う予定となっております。 

 それから、2月10日に、教育委員会の臨時会を予定しておりますので、そちらについてもご出席のほう、よろし

くお願いいたします。 

 学校教育班からは、以上となります。 

〔金津主査〕続きまして、学校給食センターからお願いします。 

〔熊谷所長〕行事報告の前に、先月の定例会で報告しました異物混入の件の経過につきましてご報告いたします。 

 前回、対象物の分析結果に関しましては、給食センターで検査を行うこととお伝えしましたとおり、検査を実

施いたしまして、分析結果が1月16日にできました。 

 結果としましては、直径5ミリで表面がニッケルと銅でコーティングされている球体の磁石であると判明いたし

ました。 

 当該物質の検査結果につきましては、宮城県と、あと納入業者にも同じように報告書を提示してあります。 

 また、幼稚園、小学校側に原因となるものがあるかどうかの点検をお願いしておりますが、現在のところ、原

因究明には至ってはおりません。 

 なお、給食センター及び米飯納入業者の従業員への異物混入の原因となるものの持ち込み禁止など、徹底する

ように指導をしております。 

 また、学校等の関係機関におきましても、校長会等を通じまして、施設の再点検等を含め再発防止対策に努め

ていただくようお願いをしている状況であります。 

 それでは、行事報告のほうさせていただきます。 

 12月24日から1月26日までの期間につきましては、1月10日と11日、給食を再開しております。 

 25日、昨日の第2回学校給食担当者会議につきましては、大雪と悪天候のため書面での開催といたしました。 

 行事予定としましては、特にございません。 

 以上になります。 

〔金津主査〕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でしょうか。 

（質疑）  

佐藤委員  事故なく、まず3学期がスタートできたということ、本当によかったと思います。 

 あとまた、インフルエンザにも適正にご対応いただいたことに感謝申し上げます。ありがとう

ございます。 

 3点お話しさせていただきます。 

 1点目は、縦割り長縄についてです。こちら、各学校で取り組んでいらっしゃるようで、やは

り、子どもたちの体力づくりと、それから良好な人間関係づくりということに関係しているかと

思いまして、とてもよいことだと思います。 

 あと2つ目は、松中でいじめ問題サミットに生徒会長が参加されたということで、県代表とし

て参加をしたということが、もうすばらしいなというふうに思いました。いじめは、どこの場所

でもいつ起こるか分からないという認識の下に、いろいろ対応していくことが非常に重要だと思

いますけれども、動画の作成であったり、こういったサミットに参加することで、改めていじめ

について考える機会となっておりますし、県の代表ということもとてもすばらしいことであると

思います。 

 最後3点目です。もみの木教室の取組なんですけれども、手作りゲームを作成したり、そうい

ったことに取り組んでいるということで、やはり子どもたちの楽しさを感じるこころと、それか

ら人との関わりの大切さというのを味わせていただいていることに感謝申し上げたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

安倍委員  今学期もスタートしたということに安堵しつつも、あらインフルエンザが来てしまったのかと

いうところで、やはり今期は両方に気をつけなければいけないんだなということで、改めて気が

引き締まった思いでいます。 

 雪がひどくなる前に校外学習に行けたと、ホームページを、24日でしたか、この大雪の前でよ
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かったなと思いながら見ておりました。着々といろいろな体験を、今学期はあっという間に過ぎ

てしまうと思うんですけれども、今後ももしかしたら学級閉鎖等々、起きてしまうかもしれませ

んが、締めに向けていろいろな思い出づくり等々で過ごしていっていただければなと思っており

ます。 

 昨日の大雪で、松中に子どもを私は迎えに行ったんです。怪文書の件もあったので行ったんで

すけれども、もうスクールガードの方も早くから車で待機していただいてありがたいなと思って

いたのと、あと、松中を高城のほうに帰っていく、信号のない例の横断歩道のところで、松中の

先生が、子どもたちが渡りやすいようにということで、横断歩道の渡り切ったところと渡り終え

たところの歩道も含めて雪かきをしていただいている姿を見て、すごくありがたいなと思って、

思わず窓を開けてちょっと話しかけたりとかしていたんですが、今朝は今朝で、二小の校長先生

が子どもたちを見守りながら、歩道のところでやはり雪かきをしていただいている姿を見て、安

全に登校できるようにということで、かなりご配慮いただいていることに感謝申し上げます。 

 私個人の話なんですが、雪かきをしていたらなんですけれども、松中の、恐らく3年生ではな

いと思うんですが、1、2年生、恐らく体形からすると1年生かな、「こんにちは」「こんにちは」

と元気よく挨拶してくれて、「僕、代わりに雪かきしましょうか」とか声かけてくれて、「大丈

夫だよ、ありがとう。気をつけて帰るんだよ。滑らないようにして帰るんだよ」と言ったら、「は

い」とかって言って、その固まりの集団がいなくなって、また次ぽつぽつと来ても、「こんにち

は」「こんにちは」とすごく声をかけてくれる生徒に、何か今まで自転車とか歩きで通過した子

を見ても、向こうから声をかけてもらうというのはなかなかなかったので、何かすごくうれしい

なと思うのと、校外でもそうやって挨拶ができることが、人間形成の中で成型されているという

のが、すごくうれしく思った一場面でした。 

 私もいじめサミットですか、これＮＨＫのちょうど放送を拝見したんですけれども、この体験

を基に、やはりいじめのＣＭもつくってきたりしているのもあるので、松中の生徒たちみんなに、

今回の体験、参加体験で終わらずに、それをみんなで共有できる何かの形に生かしていける、そ

れが全て松島一小、二小、五小にも広がって行けるような形で、このサミット参加が、これで終

わらず生かされていけばいいなと思って見ておりました。立派にインタビューに受け答えをして

いる彼の姿を見て、すごく誇らしく思った日でした。 

 以上です。 

鈴木委員  はい。私も大きな事故もなくよかったなと思います。 

 ただ、新聞、テレビを見ていると、何かこの頃変な人が多いですね。殺人事件とか、何か前よ

りちょっと変なのが非常に多いですね。 

 昨日、怪文書が来たって、何が書いてあったのか、もし分かっていたらひとつ。さっき何十件

と出たということなんですけれども、この地域じゃないんだなっていうことなんですが、それが

1つと、あともう一つ、さっき磁石の二、三ミリのやつだったということなんですけれども、こ

れ、磁石の粒というと、何か意図的というか故意じゃなく過失みたいな感じもするんだけれども、

いや分からないけれども、今後の対応は終わりかな、その2点、ちょっと教えてください。 

岸班長  まず怪文書の内容なんですけれども、内容的には、いろいろな不満があるので、いろいろ書い

てあるんですが、世の中に不満があるので、自暴自棄になっているので、生徒を殺すと。 

鈴木委員  殺すと、そういうような。 

岸班長  ただ、猶予をあげます。昨日の場合だと11時45分までに264万円、指定の口座に振り込めばや

らないよというような内容のものが来ております。 

 一応、振込先の口座の名前とか差出人の名前もあって、実在するお名前なんですけれども、そ

れは全部同じような内容で県内の中学校、あと県外にも同じような内容のものが出ているという

ことで、警察も調べを進めているというお話でした。 

 以上です。 

鈴木委員  なるほど。これは、警察で対応して、しっかりいただくしかないね。 

 あと、さっきの磁石の混入も調べていただいたけれども、それを周知したと。気をつけてくだ

さい、関係者はということですかね。 

熊谷所長  異物混入に関しましては、発生した時点で給食センターに、米飯業者の施設内は保健所のほう

で点検しておりまして、その後、設備業者にも点検していただいて、施設内で同じような磁石と
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か使っている部品はないということで、安全が一応確認された上で、次の月曜日からは給食のほ

う再開をしております。 

 なかなか、混入経路、それ以上の、通常であれば、経路としましては米飯業者と学校の間でし

か移動というか、経路がございませんで、お互いの施設等、給食センターも可能性はあったので

確認をしましたが、もともとそういう機械にはないですし、従業員ももともとアクセサリーとか、

何か混入するものは持ち込まないというのが規定にありますので、物として科学的見地としまし

て、どういったものという分析は行ったんですが、それがどこからどういうふうに入ったという

ことの経路までは、なかなか到達することは難しいものではあるんですが、ここというのが分か

ればはっきりできるんですが、なので、確かに危ないものではありますので、たまたま今回は、

生徒が見つけまして、口に含む前に大事に至らないで済んだというのはあるんですが、もし、口

にしてしまった場合には大変なことになりますので、可能性があるところ全てにおきまして、金

属を含めいろいろなものの異物が混入しないように、常日頃気をつけてはいるんですが、なお、

気をつけていただく上で、何か今回のものが、もしかして発見できた場合には報告いただくとは

思うんですが、1か月、2か月たった上で、こういうものがあったというところまで至っていませ

んので、なかなか、どこから入ったのか、もしかして誰かが入れたのかというところまでは、な

かなか突き止めることは、現時点では難しいというところではありますが、再発防止には最善の

努力に努めていくことにはしております。 

鈴木委員  関係者に周知することなんでしょうね。そういうことですね。 

千葉教育次長

兼班長 

 あと先生、衣服も、さっき所長が言っていたとおりで、何かに磁石に反応してポロっとかとい

うのも気をつけるようにというのを、再度米飯業者、うちの給食センターの従事者、それから学

校のほうも、混入しないように、人が入らないようにとか、なお、今もやっているんですが、も

う一回みんなで注意してほしいということで、呼びかけたところです。 

 以上です。 

鈴木委員  よろしくお願いします。 

安倍委員  給食の混入が起きたときに、簡単なというか、その時には分からないこともたくさんあった中

での、第1報のメールが保護者には配信されているんですけれども、こういったことを踏まえて、

こういうこともきちんと調べて、こうしたけれどもこうだった、こういうところに周知していき

ますというようなことで、どっちかというと親たちの中では宙ぶらりんというか、不安をぬぐえ

ないままで、でもきっときちんとしてくれているんだろうなという状況でした。 

 そして、先生もどうしようもないんだろうなという状況は分かってはいるけれども、その後ど

うなっているかについて、皆さんが議事録を、町のものを必ず見るというわけではなく、ホーム

ページは見たとしても、ここまで遡って見るかといったら、そこは分からないです。私はこう聞

いているので聞かれれば「こうだから」ということは、もしかしたら言えるかもしれないけれど

も、やはりきちんとした形で「対応してくれたんだ」「今後もこうしてくれるんだ」という何か

がないと、あの感じのメールでは「だから何なの」ということが、やはりぬぐえないままなのか

なと思います。そこのところは今後どうなのかなと思いました。 

千葉教育次長

兼課長 

 安倍委員さん、その件、教育委員会内部でも検討させていただいて、どのような形で周知でき

るかも含めて検討させていただきたいと思います。 

安倍委員  お願いします。 

〔金津主査〕そのほかございませんでしょうか。 

 それでは、続けさせていただきます。生涯学習班よりお願いいたします。 

〔土井班長〕はい。それでは、生涯学習班の行事報告並びに行事予定をご説明させていただきます。 

 資料4ページを開いていただければと思います。 

 初めに行事報告になります。 

 12月28日から1月4日までは年末年始ということで、運動公園並びにＢ＆Ｇ海洋センターということで、体育施

設の休館措置となっております。 

 1月15日に、こども落語体験・落語会ということで、これは今年で2回目となりまして、今年度につきましては、

落語体験は42名の児童と保護者の方々、そして落語会については144名にご参加をいただいて、大変好評な行事で

終わったところでございます。 

 なお、落語会の前に、今年度、第一小学校では大漁唄い込みを学習発表会でやっておりまして、一応、学校の
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ほうにご協力をお願いして、今回、落語会前に一小の子どもたちの4年生、任意になりますけれども、28名の児童

に参加をしていただいて、落語会の前に大漁唄い込みの踊りを披露していただいたというのも、また好評になっ

たのかなと思っております。 

 続いて1月20日並びに25日ですけれども、特別名勝松島保存活用計画（案）に係る説明会ということで、こちら

の特別名勝松島の活用計画が、今見直し作業を行っていまして、一応3月に計画が出来上がる予定となっておりま

す。そして、案について各地区の住民の代表ということで、今回は高城地区と磯崎地区に出向きまして、県から

地区の役員さん等にご説明をさせていただいているところでございます。 

 1月23日につきましては、第3回松島町社会教育委員会議ということで、今回は現地視察ということで、松島第

二小学校で放課後子ども教室をやっているのを、社会教育委員に見ていただきました。 

 こちらの放課後子ども教室は、今年度、少しやり方を変えてやっているところもあるんですけれども、今回視

察していただいたのは体験遊びということで、こま回しであったり、あやとりだったり、ゴム跳びだったりとい

うことで、昔やったような遊びのことを、今の子どもたちが体験できないようなことを、地域の方々と触れ合っ

てやっている姿を見ていただいたところで、社会教育委員の皆様方も大変、「こういうの懐かしくていいね」と

いうことで好評のお話をいただいているところでございます。 

 続いて行事予定になります。 

 1月27日、明日になりますけれども、文化財防火デー警防演習ということになりまして、一昨年はコロナの関係

で中止、そして昨年は縮小開催ということで、今年度は通常どおりに戻して、今のところ、明日開催の方向で進

めているところですが、あいにくのこの天候というところもありまして、ちょっとその辺については、本日、調

整をして、予定どおり実施するか、万が一中止になるかというところも含めて調整をしているところでございま

す。 

 飛びまして2月16日、第4回松島まるごと学推進委員会ということで、学期もほぼ終わりに近づいていますので、

そちらのまるごと学の振り返りの部分と、来年度に向けた内容についての調整をそちらで実施していく予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

〔金津主査〕続きまして、中央公民館からお願いいたします。 

〔赤間館長〕5ページになります。 

 行事報告でございます。 

 12月29日から1月3日、年末年始の休みを経まして開館しておりますけれども、毎週のようにイベントが続いて

おりますけれども、今のところ、特に大きなトラブルはございません。 

 1月8日日曜日、第74回松島町成人式が行われました。成人年齢が引き下げられて初めての二十歳を祝う会とし

て式典が催されております。対象者が115名、最終的に115名になりましたが、うち79名の出席でございました。

来賓は58名です。出席いただきました教育委員の皆様、大変ありがとうございます。 

 続きまして1月26日、第7回松島町分館長会議が本日行われます。年度末を迎えまして、事業の実施状況につい

て、また任期満了に伴います分館長などの改選などについて協議される予定となっております。 

 次に行事予定でございます。 

 2月3日、かわいい小物教室でございますが、こちらは定員に達しないため中止となっております。 

 7日、いろとことばあそび教室は、今のところ予定しております。 

 以上でございます。 

〔金津主査〕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でしょうか。 

（質疑）  

佐藤委員  成人式が盛大に実施できたこと、本当によかったと思います。私、初めて松島町の成人式に参

加させていただきまして、とてもよかったなと思います。 

 よかったと思いましたのは、理由としては式が本当に厳粛であったということ。日本列島いろ

いろなところで、いろいろなことが起こっている状況があるんですけれども、本当に厳粛に行わ

れたということ。それから、代表の方の所作がすばらしかったんですね。きちんとされていて、

これは赤間館長さんはじめ皆様ご指導いただいて、事前の指導があったからこそ、ああいうふう

な所作がきちんとできたんだろうな、そういったことも成人の方もそうなんですけれども、周り

で見ている方についても、いろいろな意味で学ぶ機会になったなと思います。 

 それから、3つ目としては、すずめ踊りが成人式に本当に花を添えてくださっていて、年齢的

にはすごく幅があって、小さいお子さんとかどうなのかなと思いながら見ていたんですけれど
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も、本当にピタッピタッと動きが合っていたので、とても感動いたしました。 

 ですから、今後もあの踊りは伝承していける内容なんだろうなということで、今後に向けての

楽しみも味わわせていただきました。 

 赤間館長さんはじめ皆様に感謝いたします。ありがとうございました。 

安倍委員  ご報告ありがとうございます。 

 私も、この教育委員になってから、仕事で行けなかったり、コロナで来賓縮小という形だった

りで、今回が初めて成人式の来賓として参加という形で、当日行かせていただいたんですけれど

も、中学校のときに見ていた我が子の１つ上の子たちなので、その中学校のちょっと幼さも残る

ような感じだった子が、一気に何かもう大人びていて、すごく異国に来たような感じで見ていた

んですけれども、やはりニュースだったり、あとインスタだったりを見ていると、結構激し目な

子も世の中にはいるのに、やはり、前に教育長先生から、松島の成人式に出席された来賓の感想

として、すごい素直な子たちがそろっているんだねということを、毎回参加されたときに言われ

るんだよというのを聞いたことがあって、「あ、そのとおりだな」と、こんなふうに、毎年みん

な素直に育った子たちが参加しているんだなということを体感できて、次年度は我が子なので、

こんな感じで催しごとが行われるんだということで、そういう意味も含めて、すごく充実した時

間を過ごさせていただきました。 

 あのようにサプライズで、お父さんとお母さんが成人の子たちに向けてメッセージや歌もあっ

たりで、やはり母の気持ちは同じだと思うので、ああいうところでうるっとする場面もあったり、

すずめ踊りでほっこりする場面もあったりで、やっぱりいいな、祝いごといいなと。お天気も良

くみんな足元も崩れることもなかったので楽しく過ごせたと思います。 

いい経験をさせていただいてありがとうございました。 

 以上です。 

〔金津主査〕ありがとうございます。そのほかございませんでしょうか。 

 

（2）教育長報告 

〔金津主査〕では続きまして、（2）教育長報告について、内海教育長、お願いいたします。 

〔内海教育長〕はい。私の方から重複しますけれども、資料2つ差し上げておきました。 

 1つは、全国いじめ問題サミットへということで、晴子先生がお話ししていただいたように、県代表として松島

中学校の生徒会長さんと、あと松島第二小学校の女の子でしたね、その2名が文部科学省に行って、いじめを撲滅

するにはどうしたらいいかというセッションをしたということです。 

 テレビに松太郎君が出たんだけれども、私ちょっと見られなくて悲しい思いをしたんですが、しようがないな

と思いながらいたところです。 

 2ページ目には、話し合うような場面が乗せてあります。あと、松島中学校でメッセージとしてつくった、ちょ

っと見づらいですが、ブルーの、島をかたどった「楽しい」「勇気」「理解」みたいな、4つのキーワードでいじ

め撲滅について攻めていくというような提案でした。だから、インタビューなんかもされたんだと思います。よ

く言われるのは、１つの町から小中一緒に出ていくのは非常に珍しいということなので、松島町教育委員会とし

ても誉れ高いなと思っております。 

 2つ目の資料は、これもタウンミーティングについて岸班長さんから説明いただいたんですけれども、これが後

の町長とのタウンミーティングにつながる布石で、長期総合計画を基に子どもたちのまちづくりについて学んで

いるところです。 

 下のほうを見てください。一番下、これはもう付せんをいっぱい子どもたちがつけて、真剣にやっているとい

うことで、とても子どもたちも面白かったという話でしたので、これが町長とのタウンミーティングのほうに、

このまま引き継いでいくと。町長さん、たじたじにならないように頑張ってほしいなと思っております。 

 最後は、高校受験について。これは資料がないんですが、松島高校の高橋校長先生と、高校受験についてお話

しする機会があって、私も認識不足だったのは、まず定員割れがすごかったと。でも中央は定員割れがしてない

というお話がありました。 

 なぜかというと、高校の私立は全額国負担なんだそうですね、学費。ただ施設料とか何とかというのは必要だ

から、二、三万取られるけれども、授業料は国負担なので、別に公立に行かなくてもよくなったということです。

公立もゼロですけれども。 

 そうなってくると、やはり行きたいところに行くということになって、私立を狙う子が急に増えたと。しかも、
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試験がない私立もあるんだそうです。なぜかというと、それが私立は何人受験したのか、そういうのを公表して

いないから全然分からないんだそうです。 

 そうすると、地方の公立学校、地方というとあれなんですけれども、地方の公立学校については、やはり分が

悪くなるんだそうです、同じ無償と言っても。そうすると定員割れが起きてくるということで、松島高等学校の

普通科が120人いたのを40人減になって80人、観光科が80人。これから高校が生き残るのには、松島高校みたいな

特色ある観光科とか、多賀城の防災とか、ああいう学校が残っていくだろうという話をしていました。 

 ただ、観光科の就職は、今だとコロナなので、非常にこれも追い風じゃないという、向かい風になっていると

いうことで、それで、観光科に入るお子さんは、保護者も大学とかあまり望んでない。でも、逆に大学から言わ

せると、観光科とか望んでいるんだそうですね。そういうものなんですかと言ったら、そういうものなんですっ

て、松島高校の校長先生がおっしゃっていたので、よくよく高校の傾向とか聞いて受験していくということが大

切なのかなと思いました。 

 こういう受験がスタートしましたので、コロナとかインフルエンザとか、そういうのにかかってもフォローは

できるんだけれども、受験日にコロナだから何日後にもう一回やらせてもらいますというと、動揺は走りますよ

ね。できるだけコロナとかインフルエンザにならないように、万全を期して受験に臨んでほしいということを、

中学校の校長先生、教頭先生がお話ししておりました。 

 以上、3点でございます。よろしくお願いします。 

〔金津主査〕ありがとうございました。 

 それでは、教育長からの報告について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

５．議事 

 議案第13号 松島町立幼稚園々則の一部改正について 

〔金津主査〕それでは続けます。続きまして5番、議事に移ります。 

〔内海教育長〕それでは議事のほうに移ります。 

 議案第13号 松島町立幼稚園々則の一部改正についてを議題とします。 

 事務局から提案理由の説明を求めます。 

〔千葉教育次長兼課長〕議案第13号 松島町立幼稚園々則の一部改正について。 

 このことについて、教育長に対する事務委任規則第2条第1項第2号の規定により、別紙のとおり提出する。 

 令和5年1月26日提出。松島町教育委員会教育長内海俊行。 

〔岸班長〕内容について説明させていただきます。 

 資料の10ページ、11ページをご覧願います。 

 幼稚園々則の一部改正についてなんですが、まず初めに11月の定例会で、認定こども園の開園に伴いまして松

島第二幼稚園を閉園とする松島町立学校の設置に関する条例の一部改正についてを承認していただきまして、12

月の定例議会におきまして条例改正が承認されております。 

 これによりまして、幼稚園の園則につきましても同様に松島第二幼稚園と記載されている部分を削除する内容

の一部改正となっております。 

 施行日は条例と同じく令和5年4月1日としております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

〔内海教育長〕はい。議案の提案理由の説明を終わります。 

 質疑に入ります。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 それでは、議案第13号について採決をします。本案に賛成の委員は挙手を願います。（挙手全員） 

 ありがとうございます。採決の結果、議案第13号については多数賛成で可決されました。 

 議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

〔金津主査〕ありがとうございました。 

 

６．協議事項 

 (1)令和5年2月臨時会について 

 (2)令和5年2月定例会について 

〔金津主査〕では、続きまして、6番協議事項に移ります。 

 (1)令和5年2月臨時会につきまして、日程案としまして、2月10日金曜日午前9時30分から、松島町役場教育長室

で開催を予定しております。 
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 内容としましては、校長、教頭の人事異動に係る案件となっております。 

 その日程でよろしいでしょうか。 

〔内海教育長〕聞こえなかったかもしれませんけれども、管理職、校長、教頭の人事関係でございます。一般の

はまだ後なんですけれども、そのような会議になりますので、よろしくお願いします。 

〔安倍委員〕仕事で休みです。（「大丈夫です」の声あり） 

〔金津主査〕続きまして、(2)令和5年2月定例会につきまして、日程案としまして、2月24日金曜日、午前9時から

松島町役場3階301会議室での開催を予定しております。令和5年度の予算についての説明となりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

７．その他 

〔金津主査〕続きまして、7番その他に移ります。 

 その他の中で、何かございますでしょうか。 

 それでは、最後に全体を通しましてご質問等はございますでしょうか。 

 

８．閉会  午前10時15分 

〔金津主査〕それでは、閉会のご挨拶を鈴木教育長職務代理者よりお願いいたします。 

〔鈴木教育長職務代理者〕はい。ご苦労様でございました。 

 冒頭、教育長の話があったように、無事に大きな事故もなく授業が再開した。大変いいなと思っております。 

 併せて、いじめ問題全国サミット、大変いいなと思いました。 

 それから、さっき長総ですか、長期総合計画企画のほうが中学校で概要をご説明になった。講義でやったと。

これはいい。 

〔内海教育長〕長総だよね。 

〔鈴木教育長職務代理者〕長期総合計画でしょう。これいいね。町で10年後なりの姿というものを、みんなの意

見を集めて、こういうのを今つくって、こういうふうに向かっていくよということ。これとても大事だなと思う。 

 さっき松高の話もありましたが、高校でやってもいいような気がします。新聞を昨日だかおととい見ていたら、

大学のほうも地元の人が受験しないで全部東京のほうに行ってしまうと。どんどんそういうふうになって進んで

いっていると。いろいろなことを視野を広げてくるのはいいんだけれども、今度戻ってくるんだろうかというこ

ともあります。やはり夢を小さいうちからもって、さっきの成人式もなんだけれども、大変素直に育って、とて

もそれはすばらしいけれども、さっきの長期総合計画も含めて、子どもたちに大きな町の未来づくり、夢、ロマ

ン、本当は持ってもらうといいなと、さっき思いながら伺っていました。 

 何かとてもいい、素直な子どもたちに育って、事故もなく、とてもいいなと思うんですが、もう一方、一つ何

か今、我々教育委員としてそういうことを与えられないかなと思いながら、ぜひそういうものをつくっていきた

いなと思っています。 

 今日はご苦労さまでした。 

〔内海教育長〕長総は、子ども用です。 

〔鈴木教育長職務代理者〕子ども用の長期総合計画をつくっているわけですね。（「概要版」の声あり） 

〔金津主査〕以上をもちまして、松島町教育委員会令和5年1月定例会を閉会いたします。ありがとうございまし

た。 

 

 この会議録の作成者は、次のとおりである。 

  教育課学校教育班 主査 金津 晶子 

 

 上記会議録が正確であることを認め、ここに署名する。 
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