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（午前 10時 55分）

学校教育課長 定刻には少し早いですが全員お揃いですので、ただいまから

令和２年度第１回つるぎ町総合教育会議を始めます。

本日は、兼西町長及び横野教育長並びに教委育委員全員が出

席しております。また、説明のために町長部局から山蔭総務課

長が、教育委員会事務局からは植田生涯学習課長、そしてこの

総合教育会議の事務局書記として古林が同席させていただい

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず初めに兼西町長からごあいさつをいただきた

いと存じます。

兼西町長 おはようございます。

本日、教育委員の皆様にご出席を賜り、令和２年度総合教育

会議が開催されます。皆様には、日頃のご労苦に対しまして感

謝を申し上げるところでございます。平素は、本町の行政の推

進及び町づくりのご協力に加え学校教育や社会教育に関して

ご指導を賜っております。

しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によ

りまして、国も本町も苦慮しているのが現状でございます。経

済の悪化に伴いまして、来年度以降の地方交付税がどのように

なるかというのが、行政運営におきましては大きな課題でござ

います。

そのような状況にありながらも、子どもたちの教育行政につ

いて停滞があってはならないと考えております。

皆様は、教育について精通されている方ばかりでございま

す。本日は忌憚のないご意見を賜りながら本会議を集約したい

と思っておりますのでご理解を願い申し上げましてあいさつ

とさせていただきます。

学校教育課長 どうもありがとうございました。

続きまして、横野教育長からあいさつ申し上げます。



横野教育長 暦の上では立秋を過ぎておりますが、たいへん残暑が厳しい

日が続いております。こころから残暑お見舞い申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、本町

の教育も大きな痛手を被ったわけでございます。今年の夏休み

は、例年の半分以下に短縮いたしております。今週いっぱいは、

夏休みで、来週からは新学期が始まります。おかげさまで無事

に新学期を始めることができそうです。

町長さんにはお忙しい中、つるぎ町総合教育会議を開催して

いただきまして、心からあつくお礼申し上げます。ご存じだと

は思いますが、この総合教育会議は、平成 27年の法律改正に
基づき実施することとされたものでございまして、本年が 6
回目ということになります。

今までもいろんな案件をご協議いただき、それぞれ実を結ん

でいるところでございます。昨年は、半田スポーツセンターの

天井改修工事、中学校の統合問題等についてご協議いただきま

した。

短い時間ではございますが、年に 1度の会議でございます。
委員のみなさまにはいろんな観点からのご意見をいただけれ

ばと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

学校教育課長 それでは、議事にうつらせていただきたいと思います。これ

からの進行は、兼西町長さんにおまかせしたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。

兼西町長 これからは、私が議事を進行させていただきます。

それでは、まず（１）半田中学校トイレ改修工事について説

明をおねがいいたします。

学校教育課長 学校教育課の古林でございます。半田中学校のトイレ改修工

事について説明申し上げます。

半田中学校の耐震工事は終了しておりますが、長寿命化の視

点からの対策は、まだ修了しておりません。半田中学校のトイ

レは老朽化しており、以前から要望があったものでございま

す。地震から命を守るという対策は修了しましたが、設備の環

境整備は、まだできていないということでございます。

2 年前の教育会議でも教育委員さんから半田中学校のトイ
レについてご意見がありまして、町長さんのご決断で実施する



こととなったものです。

半田中学校には、1階から 4階まで男女トイレがございまし
て、それを文部科学省の補助金を受けて改修するものです。

事業費は、4,500万円、補助金は約 1,400万円となっており
ます。設計費が約 300 万円、工事費が約 4,000 万円と考えて
おります。

トイレの現況を説明いたしますと、男子と女子トイレがコン

クリートの壁を隔てて設置されています。この壁一枚で隣り合

っているということから、隣の音が聞こえるということでござ

います。

具体的にどのような改修をするかと申しますと、入り口にド

アがありますが、このドアが重くて危ないということですの

で、除けようかと考えています。そうしますとトイレの中が丸

見えになりますので、外から見えないように仕切り板を設置し

ようかと考えています。また、現在は、湿式と呼ばれるタイル

のトイレですが乾式と呼ばれるトイレに変更しようと思って

おります。トイレについても壁に対して背中合わせで設置され

ている便器を壁から離す方向で検討しております。

便器の数と配置につきましては、生徒数の状況にあわせて便

器を減そうと思っています。また、現状は和式が多いのですが

洋式に変更し、ひとつだけ和式を残そうと思っております。

潔癖症の生徒さんもいらっしゃるので和式をひとつは残そ

うと思っています。

このような案を保護者や学校の意見を聞きながら煮詰め、本

年度設計、来年度施工というスケジュールで実施したいと考え

ています。トイレを改修いたしますと配管を大幅に変更いたし

ますので、かなりの事業費になると思われますが、できるだけ

事業費を圧縮できるよう検討したいと思います。

以上、半田中学校のトイレ改修について説明申し上げまし

た。

兼西町長 半田中学校のトイレ改修について説明がありましたが、みな

さん何かご質問はありませんか。

今回整備すると、あとはなかなか整備できません。学校や保

護者と協議して納得できる改修をお願いいたします。国からの

補助金が 3分の 1あるとのことですが、残りは起債ですか。



総務課長 学校教育整備事業債という起債を充当しております。

豊田委員 便器は新品ですか。

学校教育課長 そうです。

矢野委員 個人的に子どもたちの施設を充実させることに賛成です。し

かし、町民目線から見るとかなりの金額なので、いずれ合併し

なければならないのに、これだけの投資をするのかという点に

ついてきちっと説明できなければなりませんね。

学校教育課長 半田中学校は、4階建てで、すべての階にトイレがあります。
生徒たちが勉強している 3 階のトイレと職員室のある 2 階、
グランドからすぐに使える 1 階の改修はしなければならない
と思います。4階は特別教室だけなので、改修するかどうかは
要検討ですが、1年生が利用しているそうです。このあたりの
ことは、学校と協議して判断したいと思います。

兼西町長 今年度は,国勢調査の年となります。国勢調査人口は交付税
算定の基礎となりますので、新型コロナによる国の財源不足と

国勢調査人口の減少による交付税減少は避けられません。財政

的に厳しい時代がくる可能性は高いですね。

しかしながら学校の統合については、慎重な判断が必要で

す。昭和 30年 9月 30日に半田町は、八千代村と合併いたし
ました。当時の半田町は、1万 2千人の人口でした。貞光町も
同じ時期に合併し、同様の規模でした。同規模の町でもありま

したから、今までの経過を考えると貞光と半田の統合は、簡単

なものではありませんし、行政側から行動を起こせる状態には

ありません。

矢野委員さんのおっしゃるとおり町民目線から見ると

4,000万円は高額に見えるでしょう。この件については、町議
会で議員のみなさんのご理解をいただいて、子どもたちが納得

できる施設とするようすすめていきましょう。

横野教育長 昨年の総合教育会議で統合についてのご意見がありました。



その時の総合教育会議の総意としては、合併ありきではなく保

護者や地域の意見を聞いて対応するようにということでした。

そのことから保護者や地域に意見を伺ったところ、すぐに合併

を望むという意見はありませんでした。これを受けて議会で

も、今のところ合併を進める状況にはないと答えております。

豊田委員 保護者からすると部活動から徐々に合併できればと思いま

すが、中学校体育連盟によりますと、いろんな条件があって難

しいようですね。

兼西町長 プールで泳ぐより吉野川で泳ぐ方が筋肉がつきます。さら

に、吉野川より瀬戸内海で泳ぐ方が筋肉がつきます。つまり、

大きな場所で競争しあうということが重要であり、行政として

も誘導するべき時期だとは感じていますが、住民意向も勘案し

ながら対応しなければなりません。

矢野委員 住民の方も統合を望まないと言いながらも、厳しい時代にな

っているということは感じているかもしれませんね。中学校の

トイレ改修は、重要なことだと思っています。家に住んでる人

の性根を見るには、その家のトイレを見ろというぐらいのもの

ですから、気持ちよく使えるトイレは、子どもたちにも良い影

響を与えるのではないでしょうか。ＪＲ四国が民営化したとき

に、まずトイレをきれいにしたという話を聞いたことがありま

す。

兼西町長 半田中学校トイレの改修について、その他ご意見がございま

せんか。それでは、説明のとおり改修を実施したいと思います。

続きまして(2)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金事業について説明願います。

学校教育課長 この件につきましては、学校教育課と生涯学習課の事業があ

ります。まず、学校教育課から説明させていただきます。

町長から説明がありましたとおり、新型コロナウイルス感染

症は収束の兆しが見えておりません。景気も大幅に悪化してお

りまして、地方もアイデアをだして感染症対策と景気浮揚対策

を実施しなさいというのが、この事業でございます。

教育委員会部局にも多くの予算をいただきまして、学校教育



課は、安心教育環境整備事業という名前で実施いたします。こ

の事業は、教職員が児童生徒への感染症対策や学びの保障とい

うことを目的に実施するものです。

ひとつめは、空気清浄機を小中学校の教室に設置して感染症

対策を行います。39台導入しまして 395万円の予算をつけて
いただいてます。

ふたつめは、学校活動での新型コロナ感染症対策にかかる追

加費用支援でございます。これは、新型コロナウイルス感染症

によって、修学旅行の日程や交通手段等の変更があった場合の

キャンセル料金や校外学習や遠足に利用するバスを 3 密回避
のために大きなものに変更した場合について、保護者の負担を

軽減するために追加費用を支援するものでございます。1,780
千円を予定しております。

三つ目は、子どもたちの学習保障対策でございます。臨時休

業が起きた場合でも学びを止めないためにＩＣＴ機器の導入

を行います。デジタル教科書を使うための電子黒板や臨時休業

時にも学びを止めないためにオンライン授業が可能となる児

童生徒ひとりに 1台の端末導入を整備します。
また、本年度に臨時休業が約 3 ヶ月ございました。そのた

め夏休みが短縮されました。その授業日の給食費を無償化する

費用を支援いたします。電子黒板に 20,900 千円、端末等に
28,785 千円、給食費の無償化に 1,671 千円を予定しておりま
す。

四つ目は、その他の感染症要望対策でございまして、マスク

が不足していたときに布地を用意しマスクをつくり小学校に

配布いたしました。学校保健特別対策事業として、学校を再開

するにあたり学校現場として新型コロナウイルス感染症対策

に必要なものを購入するために小中学校に各校 100 万円の予
算をつけました。

以上が、学校教育課の事業でございまして、総額が 61,394
千円となっております。

生涯学習課長 続いて生涯学習課から説明させていただきます。

まず、公民館でコロナ感染症対策として空気清浄機を 8 台
購入する予定です。就業改善センターの施設改修としまして、

コロナ感染症対策として換気をするための網戸の取り付け工

事を行います。6室に設置いたします。また、就業センターで



の会議の際、密接にならないよう会議机を 20脚購入する予定
です。イベントにおいても密接とならないよう屋外用テントを

8張り購入予定でございます。
生涯学習課では総額 2,922 千円のコロナ対策予算となって

おります。

兼西町長 新型コロナウイルス感染症対策として実施する事業につい

て説明がありました。ご質問等は、ございませんか。

北室委員 修学旅行は、実施することにしてるのですか。

学校教育課長 半田中学校については、9月に予定しておりましたが中止と
しております。修学旅行を実施する方向で検討しておりました

が、最近は感染症が拡大傾向にありますので、2泊 3日を 1泊
2日にする方向に、さらに状況が悪化するようであれば日帰り
にという方法に変更し保護者と相談をしておりました。就学旅

行も授業の一貫ですので、20人中 5人以上の欠席があった場
合は、中止にしようと相談したところ、5人以上の欠席があり
ましたので中止といたしました。

貞光中学校は、12 月に予定しておりますが、近隣の状況を
みながら判断したいと考えております。

貞光小学校と半田小学校は、関西方面に修学旅行の予定を組

んでいましたが、ご存じのとおり関西は感染の拡大が見られま

すので中国地方か四国内で実施する方法に変更を検討してお

ります。ぎりぎりまで検討することにしております。

兼西町長 まさにぎりぎりの調整ではあるが、危険は回避しなければい

けません。

学校教育課長 行くところは、密集しないところ、できるだけ屋外という検

討をしております。保護者の方は、できるだけ行かせたいとの

意向のようですが安全とのバランスをとりながらの検討とな

ります。

豊田委員 遠くに行くことは危険ですが、世界農業遺産に認められた徳

島県内でも良いかもしれません。



橘委員 キャンプなら安全で思い出になるでしょう。

学校教育課長 徳島県内ということも検討しているようです。

矢野委員 子どもたちは、軽症が多いようですが、家族にお年寄りがい

て感染が広がるのが怖いですよね。

兼西町長 秋から冬が近づくにつれて、県西部もいつ感染者が現れても

おかしくはないです。人々は行動してますから。

全国的に問題になってますが、感染したら白い目で見られる

ことは避けなければなりません。なりたくて病気になる訳じゃ

ないですからね。

でも、半田病院において、三好病院から患者の受け入れがあ

ると、外来や入院患者が激減し経営が厳しくなると予想されま

す。町のサポートにも限界がありますから悩ましいものです。

国からの支援がないと無理ですね。

橘委員 透析や産婦人科は、半田病院でなければ近隣にありません。

絶対に守らなければなりません。

矢野委員 新型コロナウイルスのワクチンができると接種の優先順位

があるのでしょうか。たとえば、修学旅行に行く児童生徒とか。

出口戦略は、まだ見えてない状況でしょうか。

兼西町長 国は、ワクチンを海外から買い上げる予定にしてるようです

ね。しかし、この秋以降は、景気を含めてかなり厳しい状況に

なると思われます。

豊田委員 オンライン授業が必要だということは理解できますが、指導

する先生の技術力アップが必要でしょう。

学校教育課長 今回の事業の中にＩＣＴ機器と併せて先生への指導やマニ

ュアルづくりといったことを行う、ＧＩＧＡスクールサポータ

ーの委託も含んでおります。

いきなりオンライン学習は難しいので、段階的にすすめて行

くべきだと思っています。



兼西町長 修学旅行の件ですが、中止になった場合には、子どもたちの

思い出になるものを用意してほしいです。

学校教育課長 承知しました。

北室委員 運動会や文化祭は行うのですか。

学校教育課長 各校とも運動会は実施する方向です。ただし、一般参加と来

賓はご遠慮いただくことになっています。時間も短縮し、午前

中で終了するスケジュールのようです。

矢野委員 新型コロナウイルス感染症は、まだまだ継続するでしょうか

ら、いろんなことを見直して先生方も負担がかかっているイベ

ントを見直す機会になるのではないでしょうか。

北室委員 学校のサポーターとなる人たちを学校に配置する予定はあ

るのですか。

学校教育課長 今回の資料には記載しておりませんが、放課後の清掃や消毒

作業のために 3名ほど配置を予定しております。

豊田委員 テント 8 張りというのは、具体的にどのような時に使うの
ですか。

生涯学習課長 イベントでのソーシャルディスタンスを確保するために用

意いたします。

兼西町長 これからのイベントや催しは旧来型というのは淘汰される

でしょうね。

総務課長 ワクチンができたとしても、この状況は変わらないでしょう

ね。

北室委員 就業センターに網戸をつけるそうですが、半田の公民館も網

戸がないので、夜に活動をして換気のために窓を開けると虫が

入ってきます。半田の公民館も検討願います。



総務課長 半田の公民館は、半田の支所を含めて今後あり方について協

議させていただこうと思っています。

橘委員 先日、火事がありました。全焼のようですので、子どもさん

の教科書があるのか気になります。

学校教育課長 教育委員会として対応することにしています。

北室委員 げんきっこで夏休みの給食が始まったそうですが、評判はど

うですか。

横野教育長 評判は良好です。

兼西町長 ほかにご意見ございませんか。

ご意見もないようですので、今後とも教育行政に倍旧のご指

導、ご支援をお願い申し上げまして、本日の会議を終了させて

いただきます。

本日は、ありがとうございました。


