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平成 30 年度 第２回利府町総合教育会議 議事録 

 

 

１ 会 議 名  平成３０年度第２回利府町総合教育会議 

 

２ 開催日時  平成 31 年 3 月 27 日（水） 

午後 1 時から午後 2 時 30 分まで 

 

３ 開催場所  利府町役場 第 1 会議室 

 

４ 出 席 者  別紙「出席者名簿」のとおり  

 

５ 概 要  以下のとおり 

 

（１）開 会 

 

（２）あいさつ 

 

（３）議 題 

①平成３１年度施政方針について  

  ②利府町いじめ防止基本方針の改正について 

 

（４）報告事項 

①教育委員会所管 施設の状況について 

  ②キャリアシップについて 

  ③利府町部活動ガイドラインについて  

  ④いじめの重大事態について 

 

 （５）閉 会 

 

（１）開会【司会】 

  それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

ただいまから、平成 30 年度第 2 回利府町総合教育会議を開催いたします。

開会にあたり、熊谷町長よりあいさつを申し上げます。 
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（２）あいさつ（町長：熊谷町長） 

 大変お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。去る、12 月

20 日に利府小学校新校舎の完成を記念し、落成式が開催され、約 700 名の

方々が参加されました。23 日には内覧会を開催し、約 400 名の方々が見学

に訪れ、利府町産の木材をふんだんに活用した温かみのある新校舎に大変好

評をいただいております。子どもたちは、冬休み明けの 3 学期から真新しい

校舎で元気いっぱい学んでおります。また、中央公園野球場が人工芝のグラ

ウンドにリニューアルされ、4 月から一般利用の開始を予定しております。

今後、これまで以上に多くの皆様にご利用いただける新球場となることを期

待しております。 

 さて、委員の皆様も既に御承知のとおり、東京２０２０オリンピック競技

大会では、宮城スタジアムを会場に、各国の代表によるサッカー競技が開催

されます。このような世界から注目される大会が利府町を会場に行われるこ

とは誠に喜ばしいことであり、スポーツを通じた親善、さらには国際交流に

大きな役割を果たすものと期待するとともに、被災地の復興を世界中の人々

に発信する大きな機会としても期待しております。本町といたしましても、

来町される世界中の方々に夢と感動を与えられるよう、精一杯のおもてなし

に努めてまいりたいと考えております。オリンピックの運営には多方面から

の支援が必要ですので、委員の皆様におかれましても御理解、御協力を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 結びに、今後も教育行政の充実と町の発展に向けて、関係機関との連携を

密にしながら各種事業に取り組むためにも、本日は、限られた時間ではござ

いますが、皆様と意見交換をし、情報共有を図りたいと考えておりますので、

忌憚のない御意見をお願い申し上げ、挨拶といたします。  

 

（３）議題  

【司会】 

ありがとうございました。それでは次第に基づきまして、議題に入らせて

いただきます。利府町総合教育会議運営要綱第 3 条に基づき熊谷町長が議長

となり進行させていただきますので、熊谷町長よろしくお願いいたします。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  それでは、暫時の間議長を務めますので議事進行に御協力をお願い申し上

げます。それでは、協議事項（1）平成 31 年度施政方針について私から説明

させていただきます。 
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【説明】（熊谷町長） 

 施政方針でも触れさせていただいておりますが教育文化を豊かにする私の

公約に基づいて教育行政を進めていきたいという旨を前回、お話しさせてい

ただきました。そこで、様々申し上げているとこではありますが、やはりオ

リンピックに関しては子どもたちに印象付けるイベントになると思いますの

で、どのように教育現場に反映させていくのかが大きな課題の一つになると

思います。 

 話は少し変わりますが、新しい教科書の検定が通ったというニュースが新

聞に取り上げられておりました。全ての教科において、対話的学び、いわゆ

るアクティブラーニングを重視する、という内容となっております。脱ゆと

りのため、文部科学省も教科書会社も気合、気概をもって、教える内容、質

の充実を反映した、という記事の内容でした。このアクティブラーニングは、

主体的、対話的に、深い学びを通し思考力の育成をすることで、これからの

グローバル化主体の世の中にも大変重要になってきます。また、アクティブ

ラーニングの考え方が、道徳教育、技術家庭でのプログラミング、防災及び

英語にも導入されているとのことです。しかし、これに伴い教科書のボリュ

ームは増えるばかりで、先生方の働き方改革とどのように折り合いをつけて

いくのかなと、非常に難しくなっていくのではないかと思っております。よ

り一層、先生方個人の力量が試されるようになるのではないかと思います。

その力量をどのように伸ばしていくのか、スキルアップの機会をどのように

整えていくのか、ということも考えていかなければならないのかなと思いま

す。生徒個人の人生に先生が関わることが多い、というのが日本の教育の特

徴です。英語、防災、プログラミングと色々なことが入ってくる中で、どの

ように先生たちがスキルアップをしていくのか、ということも考えていかな

ければならないと思います。 

 新しい教科書には、東京２０２０オリンピックの話題も記載がありました。

それを、どのように学校の現場で教えていくのか、教えるべきなのか迷うと

ころですが、それに向けた「おもてなし」が先生たちの負担になるのであれ

ば、「学校茶道」という言葉にもあるように、地域の保護者、その中に裏千

家、表千家のように「おもてなし」を包括的に体現する茶道をやられている

方が多くおりますので、そういった外部指導者の方と連携していければいい

のかなと思います。子どもたち自身が教えを受けるのが難しいのであれば、

まずは先生たちが外部指導者から、おもてなしの心はどういったものか連携

して学んでいく、そして学んだ成果を子どもたちに教えるということもでき

るのではないかなと思います。 

 また、本日は私がオリンピックを考えるうえで参照する書籍を 1 冊持って



4 

きました。「五輪を楽しむまちづくり ロンドンから東京へ」という国土交

通省の官僚だった喜多功彦さんが書いた本です。彼はロンドンに出向してい

た際にロンドンオリンピックを経験し、ロンドンの公立学校に息子、娘が通

っていたので、学校教育にどのようにオリンピックが反映されていたのかと

いうことも書いてある本です。その中で驚いたのですが、オリンピックを支

えるスポンサーが学校現場に入ってきており、スポンサーのロゴの入った景

品や商品を運動会の商品にして、オリンピックを宣伝するといったことを普

通に行っていたとのことです。例えば子どもたちもオリンピックのロゴマー

クが入ったピンバッチが欲しくて、頑張るというようなこともやっていたよ

うです。本町としても、いろんなことを民間の皆さまとコラボレーションが

できるのかなと思っております。いずれにしても、リオが終わった直後に

「FROM JAPAN」という、利府町内の子どもたちが関わって東京に向かっ

ていくぞ、と世界に示したわけです。どのように子どもたちが一生に一度あ

るかないかのオリンピックに関わっていくのか、ということは非常に重要だ

と思います。そういったことも協議できたらと思っております。  

 参考に、町のこれまでの大きな大会での取組を説明します。国体では、利

府小学校のマーチングバンドの設置、開会式に向ける演奏、プランターの絵

の作成、応援旗の作成、会場に設置、開会式への参加、各小中学校のダンス

披露を行ったとのこと。翌年の日韓ワールドカップでは、宮城スタジアムで

対戦する国の料理を給食の献立にしたり、児童が応援用の国旗を作成したり

しました。ロンドンオリンピックでは一国一校運動というのがあり、例えば

利府小学校はアメリカを応援して、アメリカのことを色々学ぼう、専門家に

なろうという取組を行ったとのことです。色々な取組はありますが、こうし

た外部からの刺激により、子どもたちにどう影響していくかは、町としても

腰を据えてやっていかなければならないと思っています。色々とお話をして

しまいましたが、いずれにせよ今回新しい教科書が発表されたということで、

討論とか意見発表というものが小中学校の現場で多くなるようです。面白い

なと思ったのは、新聞に先生からの相談も多く載っていて、その内容は、女

性の先生なのですが、高学年の男子児童の口答えが多くなったと書いており

ます。意見表明とか、討論とか、ディベートとか習ってきたことを、口答え

と捉えるか、議論と捉えるか、これは大人側も受け入れをしないといけない

ということです。役場でもあるかと思います。例えば新規採用の職員が上司

に意見表明したことをどう捉えるか。これは教育の成果と捉えるのか、生意

気だと捉えるのかという風に。今後、新教育要領で育ってきた子どもたちが

社会でどう受け入れられるのか、試されるところではないかな、と思います。

自分たちが良かれと思って教育を受けてきたことを、社会でどんどんやった
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ら、受け入れられなくて引きこもってしまったとか鬱になってしまったとか、

そういうことが起こりかねないなと、ある種、危惧しております。そういっ

たところを、私たちは心の準備をして受け入れ態勢を作っていかなければな

らないな、と思いました。教育文化という中で、オリンピックを使いながら、

クラスルームイングリッシュから、おもてなしイングリッシュにするという

教育現場での主体的な動きもあると思いますので、歓迎したいと思いますし、

チャレンジをして国際交流、グローバル化した社会の空気に触れるというこ

とを子どもたちに体験してもらい、利府町で開かれたオリンピックというの

は、その後の人生にものすごく役に立ったと言ってもらえるようにしていっ

てもらいたいと思っています。 

 公約では、子どもたちの議会傍聴についても掲げさせていただいておりま

した。町の課題を議論するところが議会です。その議論に触発されて子ども

たちが社会に必要な課題というものに目覚めて、その学びの意欲につながっ

ていけるような、同時に若い子たちから議会での議論を傍聴されることによ

って議会の活性化、議員の皆さまの質問意欲につながっていき、それが町や、

教育の活性化につながっていけば良いと思っております。 

 開催まで残り 500日を切ったオリンピックに向けてどのようにソフト面で

充実させていくのか危機感を持って取り組んでいかなければならないという

話をもって、施政方針に代えさせていただきます。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  ただいまの件について、教育委員の方々から御意見をいただきたいと思い

ます。何かございますか。 

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

    町長からお話しのあったとおり、オリンピックに向けて色々、小中学校の

先生が大変になるのかな、というのは分かります。ですが、昨日もそうでし

たが、しらかし台小学校の先生方が、22 時過ぎまで校舎に残っているのが、

何故なのだろうかと、納得しかねる部分があります。今は児童が来ない休み

の期間にも関わらず平日の 22 時までいるというのはなぜなのか。土日も来

ていることもある。今回の教科書が変わるという件もあるが、それは先生方

に対して、どれだけ影響が出てくるのか分からない部分があります。それを

やりますとなったときに、難しい話なのかなと思います。学校の先生もワー

クライフバランスを実施しなければいけないと思うのですが、それが今は崩

れてしまっているのではないかと思います。 

  また、オリンピックは確かに大事ですが、オリンピックが終わったあと、
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次の年からどうするのかを今から考えていかなければならないと思います。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  続いて村松委員お願いします。 

 

【教育委員】（村松委員） 

  オリンピックというスポーツを通して、グローバルの視点を含めて、多く

のことが学べると思います。ただ、石川委員が言うように、先生方の負担に

ならないようにしなければならない。ワールドカップ開催時には、コミュニ

ティと一緒にやった部分もあるので、例えば町内会の人と一緒にやるといっ

た方法を取ることで負担も分散するのかなと思います。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  続いて髙田委員お願いします。 

 

【教育委員】（髙田委員） 

  脱ゆとりという言葉とアクティブラーニングという言葉がつながるのか分

からないがアクティブラーニングを中心として、ディスカッションなどを通

し考える力を鍛えるというのは、とても良いことだと思います。また、その

中で議論しながら考えるのであれば、ある程度時間的なゆとりがないと進ん

でいかないのかなとも思います。 

  もう一点は、オリンピックにあまり振り回されないようにしていただけれ

ばと思います。生涯学習の観点で考えると、子どもに今足りないものは遊び

場だと考えます。歓声を浴びながら遊べるような広場のようなものがない。

結果として、家で静かにしていることが多くなり、選択肢としてテレビゲー

ムをやるような面もあると思う。オリンピックの開催に合わせて整備するよ

うな施設があるのであれば、せっかく自然がたくさん残っている地ですので、

併せて遊び場を作るといったことも考えてもらえればと思う。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  続いて本明教育長お願いします。 

 

【教育長】（本明教育長） 

  オリンピックに関しては 1964 年、私が小学校 6 年生のときにテレビを見

て、皆で応援したという印象が残っています。今は世界的な情勢も変わり、

その当時は外国人が街中を歩いているのを見たことがない時代から、今では



7 

当たり前に歩いている時代となり、必然的に英語教育を行うという話になり

ました。町としても、オリンピックが来れば子どもたちは外国人と接せざる

を得ないと思います。子どもたちが直にオリンピックを見ることも大事です

し、外国の人と関わっていくということに少しでも喜びを感じてグローバル

化につながっていけばいいなと思います。特に、色々なことをやり始めて負

担がかかってしまうとなると、教える側、教えられる側どちらにとっても負

荷が大きいかなと思います。楽しみながら、関わっていけるような体制を取

っていければと思います。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  委員の皆さまありがとうございました。1964 年のオリンピック、私も話で

も聞いたこともないくらいです。では 2020 年のオリンピックはどれぐらい

のドキドキ感やワクワク感が育まれるのかな、というのは不安です。世界で

少なくとも 30 億人がテレビで見るなど何らかの関わりをもつ大会です。そ

こで、私たちの利点としては、東京の開会式 7/24 の 2 日前にキックオフと

いうことで試合が始まります。2 日前から競技が始まるのは全国で 3 箇所、

「札幌」、「福島」、そして「利府」です。福島のあづま球場は御存知のと

おり狭い球場ですので、増設しても 3 万人ほどしか入れません。その一方で

利府の宮城スタジアムは 5 万人収容できますので、復興オリンピックという

冠を信じるのであれば、この宮城スタジアムに多くの皆さま、マスコミを始

め、世界の皆さまの注目が集まることは、ほぼ確実です。また、サッカー協

会の名誉総裁は久子妃殿下ですので、御皇族の方を始めとして、退位された

今上陛下がいらっしゃる可能性もあると考えますと、多くのありとあらゆる

階層に向けた準備をしていかなければならないということは、論を待たない

ところです。そういった思いもあり、オリンピックを受け入れる町として、

今のうちからありとあらゆることを準備しておかなければならないと思いま

す。 

 

【教育委員】（髙田委員） 

    おもてなしについては所作も大事ですが、来る人が安心・安全を意識でき

ることが一番大事だと思います。特にスタジアムは輸送の問題がありますの

で、しっかりとシミュレーションを行い、有事の際はこうするという部分に

ついてもオープンにしたうえでのおもてなしかと思います。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。それでは次に、



8 

協議事項（2）利府町いじめ防止基本方針の改正について、教育総務課から

説明をお願いします。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

  「利府町いじめ防止基本方針」の改定については、平成 26 年に作成し、

その後、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」、「宮城県いじめ防

止基本方針」がそれぞれ平成 30 年 3 月に改定があったため、そちらを参考

としたうえで、利府町のいじめ事案があったことから、提言書も作っており

ます。それを踏まえたうえで「利府町いじめ防止基本方針」を改正するもの

となっております。 

 

【担当】（鈴木学校教育班長） 

  改正の主なポイントについて説明します。本日、改正後の「利府町いじめ

防止基本方針」をお配りしておりますが、改正のポイントについては資料「「利

府町いじめ防止基本方針」の改定について」を用いて説明します。主な改定

の 1 として、「いじめの認知について」です。従来の基本方針では「喧嘩は

除く」と記載されていたが、改正後は「喧嘩やふざけ合いであっても、見え

ないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を

行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断す

る。」としています。次に「いじめの防止等に関する基本的考え方」につい

ては、「家庭との連携について」の重要性を明記しております。「いじめに

対する家庭の気付きと教職員の気付きを互いに共有できるよう、連絡を密に

していくことが重要である」ということを追加しております。次に「「学校

いじめ防止基本方針」の策定について」です。（1）として策定する意義を

明記しております。（2）では「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の

実施状況を、学校評価の評価項目に位置付けることを規定しております。（3）

では「学校いじめ防止基本方針」の周知についてです。各学校のホームペー

ジへの掲載等により、保護者や地域住民が方針の内容を確認できるような措

置を講じることとしております。次に 4 の学校いじめ防止等に関する措置に

ついてです。（1）として教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しなか

った場合は、いじめ防止対策推進法の規定違反が考えられることを明記しま

した。（2）ではいじめの「解消」の定義を詳細に規定しております。  

  その他、全体を通して教育相談専門員、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー、弁護士などの専門家の活用や、警察など関係機関との

連携の必要性を明記しております。また、現在、規則により設置を規定して

いる利府町いじめ対策調査委員会について、基本方針の中では教育委員会は
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調査組織として設置すると記載しておりますが、その委員の構成についても

外部委員を含めた構成としていきたいと考えております。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  ただいま、説明がありましたが、石川教育長職務代行委員、何かご意見は

ありますか。 

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

  「利府町いじめ防止基本方針」16 ページの赤字部分についてです。いじめ

の解消を認定する条件として、被害者へのいじめ行為が目安として 3 か月止

んでいること、と記載があります。中々、この文章からは、いつの時点から

3 か月なのか判断することが難しいため、文言の整理等が必要ではないでし

ょうか。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

  検討してまいります。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  次に村松委員お願いします。 

 

【教育委員】（村松委員） 

  「利府町いじめ防止基本方針」4 ページの「家庭との連携について」です

が、基本的に連携先は学校になるのでしょうか。  

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

  基本的には学校ですが、教育委員会には教育相談専門員もおりますので、

場合によっては教育委員会も連携先となり得ます。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  次に高田委員、お願いします。 

 

【教育委員】（髙田委員） 

  いじめの対策はとても難しい問題であり、また、それを文章で表すという

のは大変だったのではなかったでしょうか。お疲れ様でした。いじめの定義

というのは結構難しいと思うのですが、個人的見解として、根底にあるのは

相手の尊厳を傷つけているかどうかだと思います。同じような喧嘩であって
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も、上下関係があり、尊厳が著しく傷つけられているときは、いじめと認定

されるでしょうし、或いは対等な喧嘩であってもそれがきっかけになって禍

根となり、いじめにつながる場合もあるので、喧嘩を見たときにどう改善す

るかが 1 つのテーマになると思います。もし、いじめの定義を「相手の尊厳

を傷つけている状態」とすると、加害者側に対する教育は「人権教育」につ

ながり、それがうまくいけば心からの謝罪につながっていくのかな、と思い

ます。そうすると、小学校低学年のいじめと高校生のいじめでは質が変わっ

てくるということを念頭においたうえで指針を利用していただけると良いと

思います。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

  国が示すいじめの定義は「苦痛を感じていること」とされております。苦

痛を感じることに対して、そこに教員の介入があるわけですが、スクールカ

ウンセラー等の専門家も入り、被害者、加害者どちらについても対応してほ

しいと学校に話しております。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  次に本明教育長、お願いします。 

 

【教育長】（本明教育長） 

  学校生活の問題の中で自死を選ぶということが一番問題視されています。

学校教育だけではとても解決できない課題でもあり、家庭教育の大切さも当

然ありますので、その中で連携していかなければならないという部分がどう

しても出てきます。つまり、子どもの様子に早く気付いて対処するというこ

とが大切です。小学校の場合はまだいいのですが、中学校にあがると、親に

も先生にも言わないというケースが発達段階で出てきます。微妙な変化まで

気付くような体制づくりや、親や学校に相談できなくても相談センターのよ

うなところに連絡をとれる状況という体制づくりが行政側に求められてきて

います。いずれにしても、集団生活の中で、子どもたちの間で、いじめに似

たようなことが起こるのは自然的なものもあります。発達段階に併せて、人

に嫌がられることはしないという原則がありますので、幼児教育の中から家

庭とともに教えていくのが必要があると思います。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

  やはり、学校の教職員が気付くというのが一番良いのかなと思います。い

じめの会議の中でも話が出てきたのですが、その基本となるのは学級づくり
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だろうということが出てきております。そういった部分も含めて対応してい

く必要があると考えております。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  児童虐待の事案の中で、アンケートを用いて子どもがせっかく訴えてくれ

たにも関わらず、親の圧力に屈してしまうという事案がありました。大変遺

憾で残念なことです。そうしたアンケートを受ける側の支える体制作りとい

うことも非常に大切なのかなと考えさせられた内容でありました。相談され

る側も、ひとりで抱えないようにすることを徹底してほしいと思います。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  それでは、次に報告事項について事務局からお願いします。  

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

 報告事項（1）教育委員会所管施設の状況について申し上げます。対象施

設は小学校６校、中学校３校及び給食センター２施設です。  

 

【担当】（佐々木総務給食班長） 

 まず、施設の大規模改修状況について説明申し上げます。平成 11 年度と

平成 12 年度に、町内小中学校において唯一耐震改修が必要であった、利府

第二小学校の改修を完了しております。次にトイレ改修事業については、7

校が改修済みとなっており、平成 31 年度に利府西中学校、平成 32 年度に利

府小学校の体育館、特別教室棟を実施し、全 9 校が完了見込みとなっており

ます。太陽光発電設備については、平成 30 年度で 9 校とも完了しておりま

す。LED 照明灯改修事業については、県のみやぎ環境税を原資として、現在

4 校が実施済みです。平成 32 年度に青山小学校を実施予定です。また、国の

臨時特例交付金を用いてエアコン設置事業を実施し、普通教室、特別教室、

職員室及び校長室に設置予定としております。  

 次に施設の懸案事項について説明します。ご存じのとおり、施設そのもの

が大変古いため、年数が経つごとに改修や修繕に要する費用が増加傾向にあ

ります。また、利府小学校同様に築 50 年を目安に校舎の改築を行った場合、

今後、20 数年から 30 年後にかけて、校舎の建替えが相次ぐことになり、多

額の財政負担を強いることとなります。これを踏まえ、平成 31 年度策定予

定の「学校施設等長寿命化計画」において、中長期的な維持管理等に係るト

ータルコストの縮減及び予算の平準化の観点から、今後の施設の整備手法に

ついて検討していくことになっております。 
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【担当】（高橋生涯学習課長） 

 次に、生涯学習課所管施設について御説明申し上げます。まず、文化施設

として、生涯学習センター・郷土資料館・公民館・ふるさと創生館・図書館

について説明します。生涯学習センターは昭和 40年に役場として建設され、

平成 16 年にリニューアルされております。建築から数えると 54 年経ってい

る建物です。改修状況ですが、空調設備が特に故障率が高く毎年修理を行っ

ている状況です。公民館・ふるさと創生館は平成 2 年に完成し、29 年目とな

っております。こちらは特にボイラー機の不具合が多く、経年劣化による故

障等が懸念されております。なお、公民館・ふるさと創生館は、文化複合施

設開館に伴い、児童館として再利用する計画としております。郷土資料館に

ついては第 2 期工区に含まれているので、それまでは継続利用の予定です。

次に 3 ページの体育施設、総合体育館、サブ棟、屋内温水プール、中央公園

及び沢乙北公園について説明します。総合体育館は昭和 59 年建築であるた

め、35 年目を向かえます。躯体及び屋根の改修が必要な状況です。サブ棟、

旧勤労青少年ホームは平成 3 年建築であり、28 年目となっております。屋内

温水プールは平成 9 年建築であり 22 年目となり、現在ボイラーと濾過機の

補修を行っております。4 月 15 日に補修完了することを目指しています。中

央公園についても平成 9 年に完成し、22 年目となり、野球場付帯設備やテニ

スコートの改修が必要となっております。沢乙北公園は昭和 48年に完成し、

35 年目となります。これらの施設における懸案事項についてですが、築 50

年を目安に対象建築物の改築を実施した場合、今後、10 数年から 20 年後に

かけて、施設の建て替えが必要となる状況を踏まえ、長寿命化計画を策定し、

中長期的な施設管理等について検討していく必要があります。  

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

 次に報告事項（2）キャリアシップについて申し上げます。平成 22 年度か

ら町内事業所の協力をいただき、中学 2 年生全員が参加し 5 日間の職場体験

学習を実施しております。大変高い評価をいただきながら実施してまいりま

したが、今年度において事故が発生しました。  

 

【担当】（鈴木学校教育班長） 

  利府町キャリアシップ実践報告書、2 ページをお開きください。今年度の

対象者は利府中学校が 141 名、しらかし台中学校が 115 名、利府西中学校が

118 名の計 374 名でした。実施期間は平成 30 年 11 月 12 日から 16 日までの

5 日間で実施しております。受入れ協力を表明いただいた事業所は 118 事業
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所でありましたが、生徒の人数、希望職種の兼ね合い、都合により受け入れ

出来なくなった事業所が 5 事業所あったため、実習の受け入れ先は 113 事業

所となっております。34 ページをお開きください。キャリアシップにおける

事故について御報告します。今年度のキャリアシップ事業では 3 件の事故が

発生しました。今後の事業の実施において生徒の安全対策を最優先に考え、

再発防止に向けて対策が重要課題となっております。まず、通勤中の交通事

故についてです。初日の朝、男子生徒が自転車で事業所に向かう途中に転倒

し、病院で診察を受けました。本生徒は 3 日目の 14 日から実習に参加して

おります。次に 14 日に起きた自動車事故についてです。徒歩で事業所に向

かう途中の男子生徒が、横断歩道のない道路を横断した際、自動車と接触し

ました。緊急搬送され、手術、入院加療の後、翌週から通学しております。

以上の通勤中の事故再発防止対策としては、通勤時の注意条項を整理し、生

徒への事前指導を徹底することとしております。次に実習中の事故について

です。平成 30 年 11 月 16 日、実習作業先において刃物による事故が発生し、

救急搬送され手術、入院となりました。本生徒は 12 月 6 日から通学してお

ります。実習中の事故について、キャリアシップ推進委員会を開催し、委員

の皆さまから御意見をいただき、再発防止対策について検討しました。対策

の一つ目としては、事業の再構築の検討です。事業実施前後のアンケート等

により、各事業所、保護者の意見を分析し、事業内容の精査を行い、今後の

安全対策を構築することとしております。次にヒヤリハット集の作成につい

ては、事業実施中の事故を未然に防ぐため、各事業所における注意事項やヒ

ヤリハット等を聴取し、業種ごとにどのようなリスクがあるか確認し、まと

めることとしており、現在各事業所に対して照会を行っているところです。

次にキャリアシップの成果と課題についてです。アンケートなどの意見をま

とめ、成果と課題について整理しました。事業所からの意見としては、多く

の事業所から、実習生を受け入れることにより職場の雰囲気が明るくなった

との意見をいただきました。しかし、半数以上から事前事後指導を望む声が

あり、事前学習の更なる充実が求められております。また、今回発生した事

故についても多くの意見をいただいております。また、保護者意見としては、

職場体験は有意義であったかという問いに対し、9 割の保護者から「そう思

う」、「わりと思う」という評価をいただきました。しかし、保護者意見に

おいても、事故に対する対応を求める意見が多くあったことから、今後の事

業の再構築が求められております。次に学校意見についてです。生徒が希望

職種で体験できないことや、通勤距離、日数の違いなど事業所ごとの差につ

いての意見がありました。また、内容の確認や事前打ち合わせ時間の確保の

必要性を求める意見もありました。以上の意見を踏まえ、今後の実施につい
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ては事業の持ち方を再検証するとともに、事業所の協力のもと意見等を参考

にしながら、具体的なヒヤリハット事例を作成するなど、安全管理について

再考し、学校・生徒・保護者・事業所が安心して実習を行えるよう、安全面

に十分に配慮した事業実施に向け、カリキュラムの再考と事故のない体制の

構築を図っていきます。また、早い段階で事業所への受け入れ依頼を行い、

事業所の確保、生徒の割り振りを早期に対応し、事前指導や打ち合わせに要

する時間を確保するとともに、教育委員会・学校・事業所間での更なる連携

を図り、事前指導や実習内容等の打ち合わせに要する時間を確保するよう努

めてまいります。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

 次に報告事項（3）利府町部活動ガイドラインについて申し上げます。平

成 30 年 3 月、スポーツ庁から部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ンが策定され、運動部活動の適切な運営等に関する指針が示されました。ま

た、県においても部活動での指導ガイドライン、部活動指導の手引きが策定

されております。町としても適切な活動に向けてのガイドラインの策定を求

められております。これを受けて、本町においても教育を踏まえた運動習慣

の確立、指導体制の構築、生徒の健全な成長と教職員のワークライフバラン

スの厳正化を目的に策定を行いました。  

 

【担当】（鈴木学校教育班長） 

 利府町中学校部活動のガイドラインについて説明します。大きなポイント

としては適切な休養日及び活動時間等の基準の設定です。基本的な考え方と

しては、成長期にある生徒が、バランスのとれた生活を送り、学校生活と学

校外の活動とを併せて充実したものとすることができるよう、部活動の休養

日等について具体的な基準を設けるものです。その具体的な基準としては、

学期中の休養日の設定をしております。週当たり 2 日以上の休養日を設ける

こととし、平日は少なくとも 1 日、土曜日及び日曜日は少なくとも 1 日以上

を休養日とすることとしております。また、土日に大会参加等があった場合

は他の日に休養日を振り返るものとしております。長期休業中についても、

学期中の休養日に準じた扱いをすることとしております。1 日の活動時間は、

平日は 2 時間程度、学校の休業日は 3 時間程度とし、できるだけ短時間に、

効率的かつ効果的な活動を行うこととし、朝練習については大会前等を除い

て原則禁止としております。例外として、ハイシーズンの設定をしておりま

す。目標とする大きな大会の前において、校長が必要あると認めた場合は、

大会の前 4 週間を限度とし、ハイシーズンの設定を行うことを可能としてお
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ります。ただし、ハイシーズンの設定にあたっては、恒常的にハイシーズン

設定とならないよう、その計画はあらかじめ年間活動計画において、設定す

ることとしております。次に部活動の活動方針についてです。各中学校では

毎年度学校の部活動に係る活動方針を策定し報告することとしております。

次に、顧問による活動計画の作成についてです。顧問は年間を通した活動計

画を作成することとしております。その作成にあたっては保護者、生徒との

ミーティングを通し、意思を確認したうえで作成することにしております。

その他、教職員のワークライフバランスの実現や部活動の指導者の資質向上、

事故防止対策について定めております。  

 

【議長】（熊谷町長） 

  ただいま、説明がありましたが、石川教育長職務代行委員、何かご意見は

ありますか。 

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

  利府町中学校部活動ガイドラインの 3 ページにある、部活動の活動方針の

策定についてです。小中学校のホームページを見ると、ほとんど昔のままの

ところが多い状況です。この方針をホームページに載せるとのことですが、

いつ頃から掲載予定ですか。 

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

 学校側がガイドラインを策定したうえで、新年度早々に公開する予定とし

ております。 

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

  現状のホームページ運営状況ではなかなか、難しいのではないでしょうか。

これに限ったことではありませんが、教育委員会としても学校のホームペー

ジの運営状況、必要な情報の公開状況を確認する等が必要かと思います。  

 

【担当】（庄司教育総務課長） 

 お話のとおり、公開に当たっての課題をたくさん抱えております。現在、

政策課の力を借りて見栄えの良いものとしております。掲載について、4 月

から開始をできるところもありますが、そうではない部分もありますので順

次、対応してまいります。 

 

【議長】（熊谷町長） 
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  部活動のガイドラインについてですが、確実に守られるよう指導をお願い

します。私が仙台市で教員をしていた際に、部活は週 1 回としましょうとい

う通知があったのですが、誰も守りませんでした。結局、試合が土日に組ま

れる実情もありますので。部活動の位置付けが保護者に伝わっていないとい

う現実もあると思います。部活は必ず入らなければならない、入ったならば

勝たなければならない、勝つためにはそれなりに練習をしなければならない

という風潮があります。そして、勝てない先生に対する視線がプレッシャー

になってしまう実情もあるのかなと思います。もう少し、教育的な意味合い、

例えば負けることも子どもたちの成長につながる一つの大きな糧だというと

ころを保護者の皆さまに理解していただければと思います。校長先生がリー

ダーシップを取るようになるかとは思いますが、しっかりと説明をしていた

だければと思います。 

 

【教育委員】（村松委員） 

  先生によっては非常にアクティブな先生もおり、土日構わずやる先生もい

ます。その人の意見に振り回される可能性もあるのかなと思います。校長先

生、教頭先生はそういった部分も配慮していただきたいと思います。  

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

  この部活のガイドラインやいじめのガイドラインもそうですが、新年度始

まる際に必ず PTA 総会がありますので、そこで先生方から保護者に説明を行

うのが良いと思います。そうすれば、村松委員が懸念する、1 人の先生に振

り回されることを防ぐことにもつながるかと思います。ホームページ上に公

開することももちろんですが、保護者に直接話すことのできるせっかくの機

会ですので、活用してもらえれば良いのかなと思います。 

 

【議長】（熊谷町長） 

  部活動で活躍している先生の発言力は強くなるところがあり、その先生が

生徒指導でも優秀であると、その先生のやり方に他の教員がなびいてしまう

部分もあると感じています。やはり、管理職がしっかりと説明する機会を作

って、徹底していただければと思います。  

 

【教育委員】（石川教育長職務代行委員） 

  県のスポーツ振興計画でも部活動のあり方については触れられております。

利府町だけではなく、宮城県全体がそういう状況だということを、保護者に

説明すべきだと思います。 
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 （報告事項(4)については秘密会により審議）  

 

（４）閉会 

【司会】 

  以上をもちまして、平成 30 年度 第 2 回利府町総合教育会議を終了いた

します。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございま

した。 


