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令和 3年度 総合教育会議 会議録 

                日時 令和 3年 8月 26日 

                       場所 農業構造改善センター 

 

 

植田次長      皆さんお揃いですので、ただいまより令和 3 年度つるぎ町総合

教育会議を始めます。本日は兼西町長及び古林教育長が出席して

おります。そして町長部局から山蔭総務課長、教育委員会事務局よ

り近藤生涯学習課長、そして私が参加させていただいております

のでよろしくお願いいたします。 

それでははじめに兼西町長よりごあいさつを申し上げます。 

 

兼西町長   失礼いたします。一言ごあいさつさせていただきます。厳しいコ

ロナ渦の中でありますが、皆様方にはきわめてご多用中と拝察い

たします。そうした中で令和 3 年度の総合教育会議が開催されま

してご出席をいただきました。こころから私の立場から感謝を申

し上げるところでございます。非常に厳しい平常をかけ離れた一

年半以上を過ごしております。そうした中で今なお収束の目途た

たないところではありますが、すべての行政に大きな負担をかけ

ると言っても過言ではございません。行政は停滞することなく

粛々と明日、明後日を見ながら進めていかなければならない。皆様

方には特に教育行政に精通されている方ばかりでございます。限

られた時間ではございますが、きたんのないご意見を賜りながら

その他を含めまして 3 件上程しておりますので、しっかり協議を

いたしていただけたらと思います。これから残暑の厳しさもござ

いますが、皆様方にはお体をご自愛なされましてご活躍、ご健勝を

祈念いたしながら、簡単ではございますがごあいさつとさせてい

ただきます。 

 

植田次長   それではさっそくですが議事に移らさせていただきます。議事

の進行を兼西町長さんにお任せしたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

兼西町長   議事を進行させていただきますのでよろしくお願いいたします。

さっそくでございますが［1］のスクールタクシーの利用地域につ
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いてを議題としながら説明を求めたいと思います。 

 

植田次長   A4のスクールタクシーの資料をご覧ください。現在つるぎ町で

は小学校では半田小学校、貞光小学校、中学校では半田中学校、貞

光中学校がスクールタクシーを利用しています。利用できる範囲

としましては、区域の学校が休校または廃校になり別の校区へ通

学しなければならない場合に、スクールタクシーが利用できるこ

とになっています。例があるので読み上げますと、日浦小学校区の

児童であれば、小学校が廃校になっていますので半田小学校へス

クールタクシーを利用できる。また旧半田小学校区、貞光小学校区

は校区内であるためスクールタクシーは利用できない。 

そして、今回は太田地区のことなんですが、太田地区は貞光小学校

区からすると校区外ではあるんですが、太田小学校がまだ存続し

ているのでスクールタクシーは利用できないという状況になって

います。 

そして太田地区の現況でございますが、太田地区に小学生が 16

名おりましてそのうち 14 名は太田小学校には行かずに貞光小学

校に通学する予定です。令和 4 年度に太田小学校が存続した場合

は 14名はスクールタクシーを利用できないことになります。今回

見直案を出させていただきましたのは、太田校区をスクールタク

シーの区域に追加するというものでございます。 

そうすることによって、交通手段がないということで太田小学

校に通っている子どもも、貞光小学校を通学の選択肢にいれるこ

とができます。しかしこれは、太田小学校の休校を促すものではな

く、行きたい学校を自由に選択することができるということにな

ろうかと思います。次のページをお開けください。現在太田小学校

の対象ということで、令和 4年度の対象の児童 16名を学年別にし

ています。 

来年度になるとこのうち 2 名は太田小学校に通うことになりま

すが、来年度貞光小学校に通学するかどうかは決めかねている状

況です。もし 2人が貞光小学校に来ることになれば 16名がスクー

ルタクシーを使うことになります。登下校の時間ですが登校時に

7 時 40 分くらいには学校に到着しており、下校時は 16 時頃に学

校を出て行くということでした。今回太田地区でスクールタクシ

ーを使うことになれば、交通手段は関係機関等と協議した上で決

定したいと思います。以上で説明を終わります。 
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兼西町長  ただいま事務局から説明がありました。それについて質問、ご意見

等はございませんか。 

 

豊田委員  太田地区の対象生徒は 16人おられるんですね。団地に多くいらっ

しゃるんですか。 

 

植田次長  太田団地の方もいらっしゃいますし若者定住住宅とか一戸建てを

建てた方とかいろいろです。 

 

北室委員  下校が 16時くらいとなっていますが、げんきっこに行った場合は

16時以降に親が迎えに行くんですか。 

 

植田次長  げんきっこは帰りは親が迎えにいくことに決まっていますので、

タクシーは使わないということになると思います。 

 

橘委員   その際の人数確認はちゃんとできますか。 

 

植田次長  タクシーの運転手さん、それから先生と連絡を取り合って調整が

できていると聞いています。 

 

矢野委員  親御さんからの要望が出たのですか。 

 

植田次長  要望というほどのものではありませんが、スクールタクシーがあ

れば便利になるのに、という意見は聞いています。 

 

北室委員  前に話しがあった時は 2 名の児童だけが小学校に残りたいという

意向であると聞いていましたが、その 2 人にはスクールバスが出る

ということを伝えてなかったんですか。 

 

植田次長  北室さんにお話した時には 2 人に伝えてなかったんですが、この

計画が出た段階では、計画をしているということを伝えました。1人

の方は貞光小学校へいくことを積極的に考えてるようです。 

 

兼西町長  古林教育長が誕生してから掘り下げて関係者が協議してこういっ

た方向になっていますが、結論には至っていない。子どもたちにはで
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きるだけの配慮をしてほしい。 

 

古林教育長 保育所、幼稚園と貞光に来てると、太田小学校に行くとなると、別

れることになり、友達関係が離れてしまうということが以前から耳

には入っていました。太田小学校がなくなると、地域に子どもの声が

しなくなるのは非常に悲しいという意見もあります。その辺のとこ

ろが非常に難しいところだと感じていました。 

      そしてタクシーの要望もあり、人数をひらってみたら 16名もいら

っしゃるということがわかり、親御さんに負担がかかっているんだ

ということがわかりました。そしてタクシーを検討してみようかと

いうのが今までの流れです。そして太田小学校に通ってる児童の親

御さんに植田次長からお話をしたら、1人の方は貞光小学校に行きた

い。もう 1 人の方は残りたいという話がございまして、この辺につ

きましては強制するものではございませんので、太田小学校へ 1 人

で行ってもらうこともあるかもわかりません。 

      太田小学校が存続するとなると先生の配置が必要になってきます

ので、県教委の方との調整がいりますので、この日までには親御さん

に決めてもらうということも出てくると思います。 

 

豊田委員  令和 4 年度に 1 年生になる子ども 2 名は貞光小学校に行くのです

か。 

 

植田次長  おそらく貞光小学校に行くことになると思います。今貞光幼稚園

に行かれていますので。確認はしていませんが。 

 

豊田委員  教育長のおっしゃるとおり貞光の幼稚園に行っているのなら、そ

のまま貞光小学校へ行くでしょうね。 

 

古林教育長 今幼稚園の年長の子どもが太田小学校へいきたいという希望があ

るということは耳には入っていません。 

 

北室委員  子どもさんの考えが一番大切ですよね。 

 

古林教育長 スクールタクシーを出せば太田小学校が休校になる可能性がある

というのはこの 4月には県教委に説明しています。 

      今の現状ではお一人は貞光小に行く希望があるということも、お
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伝えしておりまして結論を出すのはいつごろまでならいけますかと

話をしているところではあります。また県教委の方は学校の存続に

ついてはつるぎ町の問題ですが、県教委には人員配置の問題がある

ということです。 

 

北室委員  たちまち学校行事の運動会とかになったらなかなかできないでし

ょうね。 

 

豊田委員  先生がたくさんいて専門の先生がいたほうが教育上においてもい

いような気がしますね。 

       音楽や美術なんかも専門の先生に教えて欲しいなと思いますね。 

 

兼西町長  まだ決定までに時間がありますので、盲点になっているところが

あればみなさん教えてください。お願いします。 

      それではスクールタクシー利用地域については決定とさせていた

だきます。 

      次に児童生徒数の推移と学校施設について事務局より説明します。 

 

植田次長  資料をお配りしています。大きい A3の資料をご覧ください。これ

は町内の幼小中の児童、生徒の推移についてまとめているものでご

ざいます。真ん中から左側の上から 2 番目の枠が令和 3 年度となっ

ておりましてその前が令和 2 年度となっています。令和 3 年度を基

準に令和 9 年度までの児童の推移を予測しています。これはつるぎ

町で生まれた子どもを参考に予測していますので、転入転出を考慮

したものではございません。まず令和 3 年度は令和 2 年度と比べま

して小学校では人数が増えています。そして幼稚園、中学校が大きく

減っています。特に半田中学校が急激に減っていますが、ここ 6 年

の予想からすると今年度が一番少ない水準となっています。数字ば

かり見てもわかりにくいですから、下の棒グラフを見ていただけた

らよくわかります。大体ゆるやかに少しずつ減っていく予想になり

ますが、半田中学校においては今年度が一番少なく、少しずつではあ

りますが、増加するのではないかと予測されます。それに反して貞光

中学校の方は減少していく方向になっています。 

      そして次のページになりますが、中学校の部活の状況の資料をつ

けています。こういう状況ですので人数が少なく特に半田中学校は

少なく団体種目はすべて合同チームで行われています。そのうち社
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会体育の剣道に参加されている子どもさんもいらっしゃいます。 

      次に貞光中学校ですが、貞光中学校では今年度野球部が休部にな

りました。今合同チームを組んでいるのはサッカーが半田中学校と

合同チームを組んでいます。貞光中学校におきましても社会体育に

おいてラグビーとか陸上を目標をもって学校の部活以外のもので頑

張っている子どももいます。 

      またその下にはスポーツ少年団の状況なども簡単につけています。 

これを見ますと野球もさみしいところではあるんですが、1 つの学

校で野球部をもてるような人数にはならないと思われます。野球部

が復活しても合同チームという形になるのではないかと思われます。 

 またサッカーのエスパーダを見ると将来は貞光と半田の合同チーム

で十分やっていけるのではないかと思われる人数です。 

 また続いて施設の説明をさせてもらいましょうか。 

 

兼西町長   ここで切って委員さんの意見をいただきましょうか。 

 

矢野委員   推移を見てこれからのことを判断していかなければならないと 

いうことですね。 

 

兼西町長   未来ある子に夢や希望をというところで、行政は考えていかなけ

ればならないと思う。少年野球は熱心にしてますよね。その子たち

が中学校へ進学する時に野球部が休部になってたら、夢を絶つこと

になる。本音で議論して、保護者と向かいあって行政になにができ

るかという着眼点をもって対応して欲しい。指導者に立派な人もい

ますからね。たとえば美馬中にサッカー部があり美馬中に行くとい

うことも、自由があるとはいえ、つるぎ町に学校があるのでよそに

行くのを私は評価しない。そういうこともあり、しっかりと議論し

てほしい。 

どういう結論になろうとも、議論をしたほうがいいように思います。

特に 21 世紀をになう子どもたちのために財源はそのためにしっか

りと対応しなければならない。子どもたちのために財源を投資して

いかなければならない。そして教育委員さんの意見もいただきなが

ら施策に反映したほうがいいと思います。 

 

豊田委員    町長さんがおっしゃられたように財源を投入して部活動をなる

べく存続させる。町職員さんのような感じで部活の顧問をおいたら
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できるかもしれないと思います。先生は顧問や副顧問をつけてする

のが負担になるということを聞いたことがあります。ですから現役

の先生でない人で指導してくれる方がいたらなあと思います。 

 

北室委員   中学校で野球部を存続させるというのは可能なんでしょうか。 

 

兼西町長   私も野球には強い思いをもっています。ですから野球したい子

どもたちには夢や希望をもってもらいたいから、全国レベルの技

術を身につけてもらいたいと思います。 

 

北室委員   小学校まで野球をやっていたのに中学校でとぎれてしまったら、

高校ではできなくなりますね。 

 

兼西町長   そのとおりですね。それがさみしいし、ちょっと情けない感じが

します。 

 

古林教育長  なんらかの形で対策しなければならないということは、教育委

員会としても感じています。資料をみてもらいますとスポーツ少

年団の 6 年生が 4 人となりまして 1 チームできない。そうなって

きますと他校と合同チームにならざるえないということになりま

す。そうなると、なんらかの形で送り迎えをするとか考えなければ

ならないかなと思います。そうするとつるぎ町にいながらでもク

ラブ活動ができると思います。そのへんのことは町長さんをまじ

えて協議しなければならないと思います。 

 

兼西町長   しかたがないなあと片付けたら進んでいかないので、しんどい

ですが検討してください。 

 

矢野委員   部活動は学校単位でまたは合同チームということで試合をする

んですか。 

 

古林教育長  競技によって微妙に違うようです。サッカーなんかは社会体育

のチームも出場していますが大会によって出れる出れないの決ま

りがあるようです。 

 

兼西町長   野球がしたいのに野球部がない。そうなると夢を遮断すること
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になる。そこをできるだけ子どもたちの意向も踏まえて、阻害しな

いようなやり方・あり方をつくれないだろうか。現実は簡単ではな

いと思うが理想論ではあります。 

 

矢野委員   隣の美馬中なんかは人数が多くて有り余ってますか。 

 

植田次長   美馬中も人数に余裕はないようです。 

 

古林教育長  徳島市内の部活の状況と西部地区ではだいぶ違いますから県教

委へ町教委や学校側からも働きかけているんですが、なかなか歩

が遅いところがあります。 

豊田委員   中体連の規則というのは誰が変更できるんですか。 

 

古林教育長  中体連の役員等のメンバーです。実績のある人の影響力がある

ようです。 

 

兼西町長   そういうところでこの件に関しては、できるだけということで

またよろしくお願いします。 

       では次に施設の方の説明をお願いします。 

 

植田次長   つづきましてつるぎ町の長寿命化計画について簡単に説明させ

ていただきます。 

       まずは長寿命化計画についてですが、従来の老朽化の建て替え

から長寿命化により施設の維持を図って、施設整備のコストの低

減および平準化を進めていくことを基本としています。しかし長

寿命化が困難である場合は、建て替えも検討していくというもの

でございます。そしてつるぎ町の現状でございますが、Ａ4の資料

の真ん中あたりにあるんですが、現在稼働中の施設は 2幼稚園、3

小学校、2中学校をなっています。その中で半田幼稚園は 6年、貞

光中学校は 9 年の建築年数になっていますが、それ以外の施設は

築後 36 年から 51 年経過しています。半田小学校校舎並びに体育

館、半田中学校校舎及び貞光小学校体育館については、過去 10年

以内に耐震改修を行っています。また耐震診断で強度が基準内で

ありました貞光幼稚園においては、劣化が激しかった床やロッカ

ーの改修工事を行っています。そして半田中学校においては、今年

度トイレの改修工事を行っています。したがって優先順位が高い
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のは耐震診断で強度が基準内であったため、耐震改修を今までお

こなっていない貞光小学校の校舎で、あらゆる面において劣化が

大きくなっているので計画的に改修工事を進めていかなければな

りません。今年度の 9 月の議会に貞光小学校の屋根を改修するた

めの基本設計を計上しまして、承認をいただけましたら来年度の

予算で雨漏り工事の予算を計上する計画でございます。 

       そして次のページをおひらけください。つるぎ町の建物の一覧

となっています。特に濃く色づけされている貞光小学校のところ

を見ていただくと右の劣化状況評価があり、貞光小学校のところ

がＣとかＤの劣化がひどいということになっています。このこと

から貞光小学校を中心に改修工事を進めていかなければならない

ということになってくると思われます。 

       続きまして次のページをご覧ください。次は写真になるんです

が、昨年も貞光小学校の屋根を簡単に修繕をしたんですが、結局雨

漏りが止まりませんでした。今の屋根の状況ですが、防水シートが

大きく破れていたり、へぐれていてなかなか雨漏りが止まらない

状況です。そして校舎の中のコンピューター室や音楽室の中へ雨

漏りがしている状況です。以上で説明を終わります。 

 

兼西町長   いかがでございますか。教育長どんな動きになっていますか。 

 

古林教育長  いま説明がありましたように、貞光小学校はつるぎ町の本庁の

ありますところの小学校です、のできれいにしていただけたらと

思います。実は今まで建て替えについて検討中で、待ってもらって

いましたところ、長雨の時は雨漏りがひどいことになります。それ

から今後新しい学校をどうするかについては決まっていないんで

すが、とりあえず雨漏りを抑えようということでやるんですけど

防水シートを貼るだけで 1000 万円くらいはかかると思われます

ので、ちゃんとした積算を出さなければならないということで設

計に出してみて来年度工事をするということになりました。その

間にどういうふうな校舎にするか、げんきっこクラブも同様に建

てなければならないし、工事の間の代替場所はどうするか。また道

の細い校舎の周辺ですが、場所は今のところでいいのか等も考え

ていかなければなりません。またさきほど説明したように将来子

どもが少なくなってきますのでそういったことも考慮して、幼稚

園等も含めて考えていかなければならないと思っています。ベス



 

10 

 

トとはいかなくてもベターな方針を出すことができれば、委員さ

んにも相談させていただき町長さんにも承認いただけたら実施に

かかっていかせていただきます。 

 

矢野委員   雨漏りがひどいということは内部は相当腐食がすすんでいます

ね。安全面は大丈夫ですか。 

 

古林教育長  ここ一、二年で特に腐食が進んだように感じます。 

 

北室委員   カビなんかも体によくないし、最近は集中豪雨が多いので事故

が起こらないようにしてほしいですね。 

 

兼西町長   最短でいくとなるとどうなるんだろう総務課長。起債事業にな

るだろう。また補助金の補助率ってどれくらいですか。 

 

山蔭総務課長 補助率は 3分 1ぐらいです。 

 

兼西町長   ５．６億円はかかるだろな。６億として２億は補助金。４億は過

疎をいれるのか。 

 

山蔭総務課長 学校専用の起債もあります。裏の財源は打てると思います。 

       今いろんな事業が動いていますので計画的にやらなければなら

ないと思います。改築は必要だと思います。計画を具体的に立てた

中で調整をさせていただけたらと思います。  

 

兼西町長   基本設計から実施設計へコンサルに渡していかなければならな

いね。 

 

山蔭総務課長 今回は雨漏りに対する応急処置になります。そして来年度に雨

漏りの対策工事を行います。 

 

兼西町長   抜本的な計画をいつするんですか。 

 

古林教育長  来年度からどうゆうふうな整備をしていったらいいかを協議し

ていけたらと思います。 
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兼西町長   なんとかいいものができるように、できるだけ早い時間で結果

が出せるようにしてもらいたいです。進めてください。他いかがで

すかこの件について。 

 

豊田委員   将来的に新築するとしてもつるぎ町全体で使えるようなものに

するのがいいように思います。 

   

兼西町長   つるぎ町全体がとなると保護者の機運が高まらないとなかなか

いかないと思います。本音の議論をして子どもたちを守ったり、高

齢者の人たちに温もりを与えれるようなことを行政はしていかな

いけません。この町に生まれ、嫁ぎ、住んでという町づくりをする。

これは私の政治理念です。 

       それではその他にはいりたいと思います。どんなことでも結構

ですのでお願いします。 

 

北室委員   今回は学校の建物のことだけだったんですが、公民館活動とか

についてですが、今の公民館は細い坂を上がっていかなければな

らいない。不便なところでないところは、他に立地条件のいいとこ

ろはないですか。 

 

古林教育長  中央公民館や半田支所を含めてこれから検討していくというこ

とで協議にはいっていると聞いています。そこで方向性が決まれ

ば町長さん承認いただいて提案させていただきます。 

 

北室委員   車で行っても対向もでないところなのでできたら平地にしてほ

しいなと思います。 

 

山蔭総務課長 事務レベルではあるんですが協議をはじめています。できるだ

け教育委員さんのおっしゃったように、よい方向で調整ができる

ように進めていますのでご了承いただけたらと思います。 

 

橘委員    徳島県はコロナの感染者が多いですが、つるぎ町の学校ではど

のような対応をされますか。 

 

古林教育長  明日園長校長会を開催する予定です。始業式での対策は、つるぎ

町は感染が起こってないので普通にやることになりました。 
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       しかし、いつ感染が起こっても不思議ではないので、一律に休校

ではなくて学級閉鎖にするとか、3日くらいの休みをもっと伸ばさ

なければならないのではないかとかの話をします。そんな中で状

況によっては分散登校や時差通学を検討しなければならないなと

いう話をさせていただければと思います。 

       たちまち運動会は非公開、修学旅行、遠足についても延期という

ことになっています。文化祭も非公開です。吹奏楽や合唱なんかは

基本的に授業でもやらないことになっています。 

 

兼西町長   今は何をしても危険な時期です。行政としては感染者を保護す

るというのが行政です。町職員は個人情報の守秘義務を重んじて

くれている。 

 

矢野委員   成人式はどうなるんでしょうか。 

 

近藤課長   令和 2年度の方の成人式につきましては、8月 14日に開催する

ということになっていましたが、感染の急拡大を受けて再延期に

なっています。 

 

兼西町長   成人式が延期になったため、みんな準備していたので一律 2 万

円を経費として給付したんですよね。 

 

近藤課長   対象者は 81名です。 

 

兼西町長   81名には給付金の案内はしてくれてますね。 

他にも福祉大会、敬老会等もあるがそれもちょっと難しい状況。

楽しさを奪うようになるがそれが安心安全につながりますからね。

辛抱してもらわなしかたない。 

 

近藤課長   対象者も予定が伸びると大変でしょうから、対象者のためにも

早めの判断をさせていただきたいと思います。 

 

兼西町長      12月 28日から 30日くらいを視野に入れたらどうか。 

      生涯に 1 回の成人式なので、真剣にとらえて無理な場合は記念品

等も考えてもと思う。まあいろいろと考えて決めてください。  

       みなさん教育行政にいろいろとご意見をだしてもらえたらと思



 

13 

 

います。 

 

近藤課長   成人式についてですが、令和 2年度の方を年末にして、令和 3年

度の方を 1月 3日に開催するというのが今の計画ではあります。 

 

兼西町長   それも臨機応変に教育長と協議して、委員さんには予定をいう

ことでお知らせしてもらえたらと思います。 

       日程の決定については、１０月ぐらいを目途に決めたらいいと

思います。 

       さてそういうところでどうぞみなさんお気づきのところはあら

ゆる角度からアドバイスください。そしてまろやかな町をつくっ

ていかなければならないので、引き続いてご指導ご協力いただけ

たらと思いますのでよろしくお願いします。 

 

植田次長   それではこれをもちまして会を閉じたいと思います。皆様お疲

れ様でした。 


