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（午前 10時 55分）

教育次長 定刻よりも少し早いですが、全員おそろいですので平成 30 年
度つるぎ町総合教育会議を始めさせていただきます。

この会議には、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学校教育課長と緒方生涯学習課長が

出席しております。また、この会議の書記として教育委員会次長

の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、会議次第に沿って会議を進めてまいります。

まず初めに、兼西町長からごあいさつをいただきます。

兼西町長 おはようございます。教育委員の皆様には、ご多用中にもかか

わらず平成 30 年第 1 回総合教育会議にご出席をいただき感謝申
し上げます。

また、平素は教育行政に格段のご理解ご協力をいただいており

ますことにお礼申し上げます。特に、少子高齢化が進む本町にお

きまして、21世紀を担う子ども達の教育環境をしっかりとつくっ
ていくことが、行政に課せられた重要な使命だと感じておりま

す。

本日は、限られた時間ではございますが専門的なご意見を賜り

ながら今後の施策に活かしていきたいと思いますので、倍旧のご

指導ご協力をお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。

教育次長 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 おはようございます。本日は平成 30 年度の総合教育会議を開
長 催していただきましてありがとうございます。平成 27 年の法律

改正によりまして、町長部局と教育委員会が、より密接に協議し

て教育行政を進めることといたしたものでございます。

町長と直接にお話ができる機会ですので、日頃のお考えや要望

等について忌憚のないご意見をだしていただければと考えており

ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。



教育次長 ありがとうございました。それでは、議事を進行いたしますが、

これからの議事の進行は兼西町長にお願いいたします。

兼西町長 それでは議事を進行させていただきます。

まず、「つるぎ町スポーツセンターの天井耐震改修工事につい

て」を事務局より説明願います。

教育次長 つるぎ町スポーツセンターの天井耐震工事について、資料に沿

って説明申し上げます。

東北や熊本の震災では、地震によって天井板が脱落し被害を受

けるという事故がございまして、対策を行うようにとの指導が国

からございました。

昨年度は、貞光中学校の体育館の耐震工事を行いまして、来年

度は半田にありますスポーツセンターの耐震について準備をすす

めているところでございます。

事業費は、約 5,700万円程度必要だと考えておりまして、国か
らの補助金が 1,900万円程度、合併特例債を 3千 610万円、町の
負担を 190万円程度と考えていることろであります。
工事内容についてご説明申し上げますと、スポーツセンターの

外構につきましては、テニスコートが利用されておりませんので

撤去し駐車場として利用することを考えております。

内部につきましては、落下の可能性がある天井部材を撤去する、

天井の照明をＬＥＤ化する、ガラス面に飛散防止フィルムを張る、

舞台正面にある大きな板塀に吸音素材を取り付けることを考えて

おります。

兼西町長 事務局の説明に対してご意見、ご質問をお願いいたします。

大中委員 舞台の上で歌ったり演劇をするには音響が悪すぎます。改善で

きるでしょうか。以前に、コンサートを行いましたが、舞台では

できずフロアにおりて歌ったことがあります。

兼西町長 たしか、この施設は平成 9年度に整備した施設であったと記憶
しております。音響が悪いと言うことで、合併前に改修を行いま

したが、あまり良い結果にはなっていないようです。

音響の悪さは、構造的なこともありまして、耐震工事を主目的



とする本工事で、音響も改善するというのは望めないと考えてい

ます。正直言って、専門家の人が見ても原因が分からないのです。

矢野委員 天井を改修すると音も変わるでしょう。外への影響はないので

すか。

古林次長 イベント時には、フロア部分で行うことが多く、外にも影響が

あるようには聞こえません。

横野教育長 南側がガラスになっていますので、構造的にも難しいと思われ

ます。

兼西町長 体育館としては十分機能を果たしていますが、イベント施設と

しては辛いものがありますね。

違和感のある施設をこのまま使い続けるか、近い将来新設する

か考えなければならない時期ではありますので、十分検討願いま

す。

大中委員 テニスコートを撤去するということでしたが、その位置にプー

ルを設置できませんか。コンパクトなプールで良いじゃないです

か。水害の心配は、少しありますね。

古林次長 検討してみます。

兼西町長 平成 16 年の台風による出水でも浸水しておりませんので心配
ないとは思っています。

横野教育長 以前にプールの設置について検討した際の案にも、この場所は

提案していましたね。

大中委員 プールを整備するかどうかは、まだ決まってないのでしょう。

横野教育長 そうです。プールについての打ち合わせでは、とりあえず民間

の施設を利用しましょうということになりました。町民プールに

年間 80 万円程度の維持費が必要でした。民間に委託すると、そ
れ以下で対応可能だという理由からです。

プールを整備すると、将来に向けて維持管理等の負担が必要だ



との意見もございました。

兼西町長 私は、プールは必要だと思っています｡子ども達にとって、プー

ルがないというのはかわいそうです。教育は、費用対効果だけで

語っては駄目だと考えています。さらに、民間プールの往復に 30
分も 40 分もかかるようでは、学校運営に支障もでるでしょうか
らね。

その辺を含めて、できる方向で十分に検討願います。

横野教育長 幼稚園や小学校の低学年が、特に必要としています。

兼西町長 それでは、議案 1については原案のとおり決定・推進していき
たいと思います。

続きまして、議案の２「つるぎ町教育委員会の事業経過と将来

の課題について」説明をお願いいたします。

古林次長 それでは、続けて説明をさせていただきます。

資料の 1ページをご覧ください。これは、つるぎ町の少子高齢
化がこのまま進行するという資料でございます。平成 57 年には
高齢化率が 60％まで上昇し、児童・生徒においては、平成 27年
時点で 638人であったものが、平成 57年には 143人まで減少す
ると予測されておりまして、非常に厳しい状況が訪れるというこ

とでございます。

次のページをお願いします。このページからは、学校関係施設

に対して、つるぎ町がどのように投資をしてきたかを記述してお

ります。

小学校におきましては、他市町村に先駆けましてエアコンの設

置を行いました。また、半田幼稚園の新設や貞光幼稚園の長寿命

化改修も行いました。

中学校においては、小学校と同様にエアコンの設置はもちろん

ＩＣＴ教育のための設備整備や貞光中学校の新設、貞光中学校体

育館と半田中学校の耐震も行いました。

5ページをお開きください。つるぎ町の子育て支援としまして、
園児や児童の放課後預かり事業を無料で他市町村に先駆けて実施

しております。

また、遠距離通学者には、タクシーによる送迎も行っておりま

して、つるぎ町のどこに住んでいても学習環境に不利がないよう



対策を施しております。

6 ページの生涯学習においては、高齢者の多いつるぎ町ではあ
りますが、これらの人たちを地域の成長を促す力として活用する

べきだと考えておりまして、シルバー学園等の活動を積極的に進

めております。

7 ページからは、近い将来に考えられる課題についてでござい
ます。人口減少によりクラブ活動や学校運営に支障がおきないよ

う、小中学校をどのようにするかという課題があります。

対策としましては 2つの案があります。ひとつは、半田・貞光
地区の小中学校を一貫教育校と指定する方法です。これは、教員

の相互交流が可能となり合理的な学校運営が可能となります。

ふたつめは、半田と貞光の中学校を統合する方法です。

次の課題として、グローバル化や情報化への対策や教職員の働

き方改革をすすめなければなりません。

また、民法の改正によりまして成人年齢が 20歳から 18歳に引
き下げられましたので、成人式をどのように行うかも近い将来の

問題であります。

どの課題にしましても慎重に検討してまいります。

兼西町長 事務局から説明がありました。ご意見、ご質問をお受けいたし

ます。

横野教育長 ちょっと補足をさせていただきます。小中学校の一貫校という

のは、半田小学校、半田中学校も残りますが校長が一人となりま

す。メリットとしましては、中学校の英語の先生が小学校で英語

を教えることができるというのがあります。半田と貞光に学校を

残すことによって、お互いに切磋琢磨することで町が活性化する

というものです。

一方、学校の統合は、無くなった地区は寂しく感じてしまいま

す。そのほかにも、小学校から中学校に移ったときに停滞すると

いう現象を解消するために、義務教育学校というのもありまして、

これは 9年間をくぎりとするものでございます。卒業式は 1回と
なります。これは、全国的にもあまり例がないのですが、検討す

る価値はあると考えております。

北室委員 一貫校になると始業式とか終業式もいっしょに行うのですか。

校長先生は一人になるということですね。



横野教育長 始業式等を一緒にやる場合もあれば、別にする場合もあると思

われます。

校長は一人になりますが、職員室をひとつにするので、日常的

に情報交換を密に行えるというメリットがあります。徳島県では

佐那河内村と三好市の東祖谷が行っています。

北室委員 太田小学校は、統合となるのでしょうか。

横野教育長 太田小学校は、現在 18名の児童がいます。平成 31年度には、12
名になります。学級数は 4 学級で先生は 6 人配置されています
が、来年度は 3学級で 4人の先生となりそうです。校長と教頭を
除けば、先生は 2人ということになってしまいます。限界がきて
いると考えることもできますが、統合については最終的に地域の

人たちの要望によると考えます。まだ、統合してほしいという声

は届いていません。

矢野委員 太田地区から貞光小学校に通学させているという現象は起きて

いますか。

横野教育長 起きています。

兼西町長 学校の統合は、行政主導ではいけません。保護者の機運が高ま

らないと駄目ですね。そのような声が出始めれば委員会で吸い上

げて対応してください。

矢野委員 町長もおっしゃいましたが、教育は経済合理性だけで諮っては

いけません。プールの話もありましたが、水泳の練習は水害事故

に備えて自らの命を守るという目的もあるのですから。

私も太田地区に居住していますので、統合がひたひたと近づい

ていることは感じています。

兼西町長 中学校においては、1 校だけでは野球チームが構成できなくな
っているというのも悩ましい問題です。

橘委員 私の子ども達も少年野球をやりましたが、朝練習が非常に良か

ったと記憶しています。朝、ちゃんと起きて練習に行くという規



則正しい生活や切磋琢磨して競い合うという気持ちが成長の糧と

なったと思います。

大中委員 つるぎ高校と半田・貞光中学校との連携校というのが考えられ

るのなら検討していただきたいと思います。今、那賀高校がやっ

ています。つるぎ高校は、県西部唯一の工業高校でもあるため、

全県下から学生が集まってくるので難しいとは思いますが、地元

密着型の高校として盛り立てるために、小・中・高校の連携校が

できないか検討願います。

横野教育長 つるぎ町の人権研修や補導関係では連携してやっています。つ

るぎ高校があるという経済効果もありますので、大切にしなけれ

ばならない高校であることは事実です。

兼西町長 ゆうゆう館前の桜並木に整備された電飾は、つるぎ高校が原材

料費だけで整備してくれました。大切な高校であることは十分理

解しておりますので応援していきたいと思っています。

それでは、議案 2は原案のとおりとさせていただきます。
続いて、その他として報告事項「つるぎ町立中学校における運

動部活動方針について」を事務局より説明させていただきます。

植田学校教 つるぎ町ではスポーツ庁が定める運動部活動のあり方のガイド

育課長 ライン、そして県教育委員会の方針を参考にしながら、つるぎ町

立中学校における運動部の活動方針を定めました。

これは少子化が進む中の部活動のあり方、それから運営体制を

見直して教職員の過重労働の原因となる部活動のあり方を見直す

ことによって働き方改革を進めるものです。

要点を説明させていただきますと、休養日の設定として、週当

たり 2日以上の休養日を設ける、平日は少なくとも 1日は休養日
とする、土曜日・日曜日は、少なくとも 1日は休養日とする、週
末に大会参加した場合は、休養日を他の日に振り替える、長期休

暇についても学期中と同様の扱いとし、生徒が十分な休養がとれ

るとともに運動部以外の多様な活動を行うことができるよう休養

期間を設けることとなっています。

1 日の活動時間については、多くとも 2時間程度、学校の休業
日は 3時間程度行い、できるだけ短時間に合理的かつ効果的な活
動を行うということになっております。



また、少子化にともない単一の学校では特定の競技の運動部を

もうけることができない場合には、生徒のスポーツ活動を損なう

ことがないよう、複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加する

など、合同部活動の取り組みを推進するというのが要点となって

おります。

つるぎ町教育委員会が 8月に策定しましたこの方針を参考に、
貞光中学校、半田中学校が方針を作成し、2 学期から実行してお
ります。

それに関連しまして、つるぎ町の部活動合同チームの推移予測

表について説明申し上げます。合同チームを組んでいるのは、野

球部、サッカー部、ソフト部となっています。ソフト部において

は 4名となっていますので、美馬中、岩倉中、阿波中の合同チー
ムとなっています。野球・サッカーチームについては、半田と貞

光の合同チームとなっておりまして、野球は半田中学校でサッカ

ーは貞光中学校で練習を行っています。

今後の部活動について予測いたしますと、野球部とサッカー部

ともに平成 33 年度が活動できる部員数のぎりぎりとなります。
貞光小学校から美馬中学校に進学する生徒があれば、さらに厳し

い状況がおきてくると予想されます。

また、幼小中の児童生徒数についての予測は、平成 33 年度に
なりますと、中学校は 125名の生徒数となります。半田中学校は、
39名、貞光中学校は 86名になると予想され、部活の維持がます
ます難しくなると思われます。

兼西町長 事務局から説明がありました。我々も厳しい状況は認識してお

りますが、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。

北室委員 先月の町の広報に支援員を募集するという記事がございました

が、どのような状況ですか。

植田学校教 支援員とは、学校の活動をお手伝いするボランティアを募集し

育課長 ております。多くはありませんが、ぼつぼつ集まりつつあります。

北室委員 学習支援は別ですか。

植田学校教 技術の時間に木工を指導してくださる方を募集するということ



育課長 はあります。先日もそのような要望があったのですが、指導でき

る方が体調を崩されまして実現はしませんでした。

北室委員 半田小学校の校長先生が、教員不足を嘆かれていました。先生

だけでは限界が来ているのでしょう。支援員の方が協力してくだ

されば、先生も授業に集中できると期待しているのですが。

給食センターができるので、預かり保育やげんきっこの給食サ

ービスができないものでしょうか。お母さん方も働いている人が

多いですからね。

兼西町長 教育委員会は、前向きに検討しているようですよ。先日、その

話を聞きました。給食センターの人的な問題は、特にないのでし

ょう。

古林次長 人的には問題がないのですが、来年の夏休みは新しい給食セン

ターが 2 学期から稼働するためのリハーサル等に忙殺されるた
め、夏休みは難しいかもしれないというお話を町長にさせていた

だきました。できれば、再来年度から開始できないかと考えてお

ります。

いずれにせよ、本来の給食に支障のないように十分検討の必要

があります。

横野教育長 給食センターという方法以外にデリバリーという民間からの

提供もあります。小さな子どもは、一度に多くの食事がとれませ

んので、幼稚園では捕食としておにぎりを配送してもらっていま

す。

兼西町長 この件は、積極的に検討願います。その他ご意見ございません

か。

大中委員 私見ではありますが、中学校の子ども達や運動部のことを考え

ると統合しかないと思っています。

もっと大切なことは、地位の声だろうと思っています。八千代

中学校の相撲部を担当していたとき、地域のお年寄りが毎日応援

してくれました。差し入れまでしてくれて、四国大会に行くとな

るとバスで応援しに来てくれました。国技館での大会でも多くの

人が応援に来てくれました。



部活動は地域の連携や地域に住む人の生きがいにつながりま

す。その点を十分に考えてください。

兼西町長 旧半田町での八千代中学と半田中学校の統合は、人口の減少な

ど、逼迫した社会条件から比較的やり易かったというのがありま

す。たしかに、運動部の合同チームは、やるべきだと思いますが、

半田中学と貞光中学の統合は、今のタイミングでは非常に難しい

と思います。

大中先生 他町村では合併している小中学校がありますよね。好きなクラ

ブ活動ができる環境を整えることで、クラブ活動の選択肢を増や

したり、町外の学校に通うことを防ぐことができればといいと思

います。

兼西町長 おっしゃることは十分理解できます。学校の統合というのは、

ものすごい労力が必要です。学校の統合の問題だけでなく、行政

全般において難しい時代になってきています。

教育行政におきましては、みなさんのご意見をいただきながら、

まろやかな解決策を探りたいとおもいますので、よろしくお願い

いたします。

いろいろとご意見をいただきました。委員の皆様には、あらゆ

る角度からのご意見をいただき課題解決に至ればと考えており

ます。これからは、日増しに寒くなってきます。十分にご自愛さ

れましてご活躍くださいますようお祈りさせていただきまして、

この会を閉じさせていただきます。

ありがとうございました。


