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会議に付した協議・調整事項
(1) 令和３年度における教育関係施策について
(2) コロナ禍における学校教育の在り方について
(3) その他

５

特記事項

６

会議内容

開

傍聴人 １名

会

教育部長

ただ今から、令和３年度第１回さぬき市総合教育会議を開会します。
この会議は原則公開とされておりますが、今回、新型コロナウイルス感染症
の感染予防のため、会議の日程を公表しつつ傍聴の自粛を呼び掛けておりまし
て、傍聴者については、さぬき市ケーブルネットワークの取材関係者１名と
なっておりますので御報告いたします。
なお、議事録を会議後に公表することを申し添えいたします。
それでは、開会にあたりまして、市長から御挨拶をお願いします。

市長

（挨拶）
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教育部長

続きまして、教育長から御挨拶を申し上げます。

教育長

（挨拶）

協議・調整事項
教育部長

それでは、協議・調整事項に入ります。
ここからの議事進行については、さぬき市総合教育会議運営規程に基づきま
して、市長にお願いします。

市長

それでは、議題に入ります。
（１）令和３年度における主な教育関係施策につきまして、資料１について
関係課長から説明をお願いします。

各関係課長

（「資料１

令和３年度の主要施策」について説明した。）

市長

今年度の各課の主要施策について説明がありました。
御質問や御意見がありましたら、どなたからでも結構ですのでお願いしま
す。

教育委員

生涯学習課の社会体育施設管理事業として、照明のＬＥＤ化を進めるという
ことを予算計上していますが、社会体育施設として使用している、例えば学校
関係の体育館のＬＥＤ化は、かなり進んでいるのでしょうか。学校の体育館も
かなり電力量を消費しており、使用頻度も高いのでお聞きします。

学校教育課長

学校の体育館については、来年度以降、ＬＥＤ化を進めていきたいと考えて
おりますが、現時点では、長尾中学校体育館、長尾小学校体育館等の４校が法
令で規制されている水銀灯を使用していると把握しています。８月までには、
各学校の現状を踏まえて、今後、どういう形で進めていくかを計画していきま
す。

市長

逆にＬＥＤになっているところはどこですか。さぬき南中学校とか、新しい
施設はＬＥＤになっていますか。

学校教育課長

ＬＥＤになっているのは寒川小学校のみです。

市長

委員からも御指摘があったとおり、学校施設を地域に開放していることもあ
るので、使用頻度が高い所だけではなく、学校の体育館等で、照明がどうなっ
ているのか実態調査をして、必要なものについては、来年度に向けて、当初予
算編成までに協議をしたいと思っております。
他にございましたら、お願いします。

教育委員

教育総務課の津田小学校進入路整備事業で、旧商工会の建物が古くなってい
るので取り壊して、その跡地は、通路とか駐車場として活用されるのでしょう
か。

教育総務課長

道路の関係もありますので、道路として使用する部分と、学校の教職員の方
の駐車場のスペースも確保したいと考えております。

教育委員

国道１１号の道路に出るのが危ないので、教職員にとってありがたいと思い
ます。

市長

委員のおっしゃるとおり出たり入ったりするのが危ないです。とりあえずは
建物の除却だけの予算は議会に認めてもらいましたので、土地はフラットな面
を確保して、今後、駐車場の整備なども考えていく必要があると考えていま
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す。
教育長

その件につきましては、ご案内のとおり、津田小学校の駐車場が変形になっ
ているのをどうにかしたいと考えているのと、子どものスクールバス、送迎バ
スの出入りについても、今の建物を除くことによって、良くなるのではないか
と、それと給食の運搬車の出入りについても、非常に良くなるのではないかと
思っているところです。そういうところも考えて、安全安心な通行ができるよ
うな方向で考えていきたいと思っております。

市長

他に何かあれば、お願いします。

教育委員

学校教育課のＡＬＴの件で、令和２年４月に１人帰国してしまって、１人空
いた形であったと思うのですが、ＡＬＴがいた時といなかった時とで、学習に
どういう影響があったのでしょうか。

学校教育課長

昨年４月に帰国したＡＬＴ１名につきましては、長尾中学校区の担当でし
た。本来、市内の中学校３校で３名を配置しておりますけれども、例えば、試
験中や学校行事など中学校で授業を行わない時については、小学校であります
とか、幼稚園、保育所に派遣するという形を取っておりました。メインが中学
校になりますことから、長尾中学校１校だけＡＬＴがいないのは具合が悪いと
いうことで、２人のＡＬＴに協力してもらいながら、さぬき南中学校に配置し
ているＡＬＴを長尾中学校に、長尾小学校、長尾幼稚園には、志度地区のＡＬ
Ｔを派遣して弾力的に運用しております。ＡＬＴの人数が減りましたことか
ら、今までどおりの回数というわけにはいきませんけれども、ある程度は、２
名でカバーはできていると思っていますが、やはり３名体制がいいと考えてお
ります。

市長

昨年からＡＬＴ２人でいっているということで、今年の６月に１人入国され
て、一時的には３人になるけれども、今いる２人が帰国される予定ですね。

学校教育課長

はい、そうです。それで、帰国する２人の後任についても、順次入国予定と
いうことになっているのですが、ただ名前までは決定されていないので、入国
される希望者がいるかどうかも含めて不透明な状況です。

市長

次の人が決まるまでは、今の２人が引き続いでするという特例はないのです
か。

学校教育課長

特例はありますが、それについては、今の２人に打診しています。

市長

２人がいいと言っても、派遣元のＪＥＴの方が了解しなければならないので
はないですか。

学校教育課長

昨年も、今いる１人を延期することについては、ＪＥＴの方が、「３人希望
しているのだから、市が１人を延期するのであれば、３人プラス１人の４人体
制にしてください。」とのことで、予算を計上していたのですけれども、結果
として、１人が入国できなかったので、現状の２人体制ということで維持して
います。ただ、延長を希望すれば、入ってくる３人プラス延長２人で５人体制
になります。しかし、今の２人が延長を希望しませんでした。

市長

新しい人が入ってくるかどうかわからないということでしょう。

学校教育課長

はい。
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市長

それなら、早く次の人を決めてもらって、決まった段階で、今の２人が延長
するのかどうするのかを検討しないと、人数が多い方がいいのかもしれないけ
れど、そういうわけにもいかないと思う。

教育委員

ＡＬＴは、必ずアメリカなりオーストラリアからの外国から来るものなので
しょうか。

学校教育課長

基本、外国からです。

教育委員

国内にいる他のＡＬＴが、今度香川県に来たいからという内部での異動とい
うのはないのでしょうか。

学校教育課長

内部の異動はよくわかりませんが、ＪＥＴの場合は、どこの国を希望します
か、男性を希望しますか、女性を希望しますか、どちらでもいいか、という選
択肢があります。さぬき市の場合は、アメリカということで希望していますの
で、アメリカからの入国になっています。

教育委員

６月に来るかもしれないというのは、アメリカからですね。

学校教育課長

はい。

教育委員

しかし、渡航禁止ということで、結構厳しいのではないでしょうか。

学校教育課長

そうですね、今決定しているＡＬＴについては、昨年１２月に入国予定だっ
たのですが入国禁止、２月末にも、次は本当に来ますよと言われていたのです
が、また入国禁止になったという経緯がありますので、この辺りは、我々でど
うしようもないところです。

市長

学校現場では、ＡＬＴがいるのといないのとでは、語学の、教育の立て方と
いうのが違ってくることはないのでしょうか。教育長、いかがでしょうか。

教育長

やっぱり、それは全然違います。だから、市としたら希望するのですが、国
と国の関係で、先ほど委員さんがおっしゃったように、向こうの国が出さない
といえばどうしようもないので。

市長

ＪＥＴではなくて、例えば、国内やさぬき市に住んでいる外国の方で、素養
のある方を雇うなど、県レベルの会議でＡＬＴの在り方の議論はないのでしょ
うか。

教育長

そういうのは聞いたことがないですね。

市長

そういうことができる裁量を、国が市に与えてくれたら、さぬき市には、英
語圏だけではないですけど、外国の方が４００人余り住んでいるのだから。

教育委員

ＪＥＴの枠にしても、アメリカにこだわらず、シンガポールとかオーストラ
リアとかニュージーランドとか希望してもいいのではないかと思います。
あと、香川県に在住している外国の方にしても、皆さん、英語といえばアメ
リカとかイギリスを思い浮かべるかもしれませんが、フィリピンだったりシン
ガポールだったり東南アジアとかインド系でも英語が喋れる人がたくさんいる
ので、国際交流ということで英語を学ぼうというスタンスから考えたら、欧米
系にこだわらなくていいと思います。
もっと、さぬき市独自で面接などをすることにより、ＪＥＴに頼らずに、い
いＡＬＴの人材が発掘できるのではないかと思います。

市長

そういう人にも、国がＪＥＴと同じように財政措置をしてくれたらいいんで
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すけれど。
教育委員

生活支援員とかも授業中に入るじゃないですか。その枠で取れないのでしょ
うか。語学支援員とかの枠だったら、財源はどうにかなるのではないですか。

市長

ＡＬＴの今後の動きと、要は一番大事なのは、現場で役に立つかどうか、現
場で困っていないかどうか、そういう意味で、一度、今後のＡＬＴの見通しな
どについて、サマーレビューの議題として入れてください。

学校教育課長

はい。

市長

他になければ、次に進んでもよろしいでしょうか。
それでは、２番目のコロナ禍における学校教育の在り方について、資料２と
資料３を含めて、関係課長から資料の説明をお願いします。

各関係課長

（「資料２
「資料３

新型コロナウイルス感染症感染防止対策（施設整備関係）」、

新型コロナウイルス感染症感染防止対策（行事・施設利用制限関

係）」について説明した。）
市長

幼稚園関係のところで、「可動式布団収納ワゴン」について、未配備の幼稚
園に整備をする予定であったが、文科省の補助対象外となったため見送りと
なっていますが、これは、令和２年度では補助の対象であったけれど、令和３
年度では対象とならないとは、どういう理由なのか。単に国に予算がないとい
うことですか。

幼保こども園
課長
市長

どういう理由かわからないのですが、手のひらを返したように変わってし
まって、対応し難いところではあります。
元々、要らなかったのに付与していたという建前だったのか、対象にしてい
たものを対象にしなくなったのが、理由を聞いた上で対応しないといけない。
例えば「可動式ワゴン」で子どもが怪我をして危ないというのが分かったとい
うのなら、その辺は何も国からの理由はなく、対象にしないということだけの
通知が来ているのでしょうか。

幼保こども園

はい、そうです。

課長
市長

県を通じてでも理由を聞いて、幼稚園で、こども園も含めて、予算の関係で
あるところとないところがあるというのは教育上よくないので、それについて
夏のサマーレビューの議題にして協議をしてください。

幼保こども園

わかりました。

課長
市長

それで、今のコロナ関係で、資料２及び資料３について説明をさせていただ
きましたが、この内容でも結構ですし、これ以外でも構いませんが、その前
に、夏場に向けて、コロナ禍で熱中症がなくなっているわけではないので、そ
れらを含めて、小・中学校の対応についてはどうなっていますか。

学校教育課長

熱中症関係につきましては、昨年度、中学校には自動製氷機、小・中学校に
水を冷やすとか必要な物品を冷やすものを購入しております。先ほど申し上げ
ましたとおり、まず昨年度購入したもので対応できるものと考えております。

市長

特に、熱中症対策をするのなら夏前にしないといけないので、緊急性がある
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ものについては協議をしてください。
熱中症については、今、コロナの陰に隠れているかもしれませんが、やっぱ
り大きい問題だと思うので、子どもだけでなくお年寄りの方にとっても大きい
課題なので、十分注意していただきたいと思います。
幼稚園の方はどうでしょうか。
幼保こども園
課長

外遊びとかの時にマスクをしていると熱中症のリスクが高まるので、先生方
の判断でマスクを外して遊ばせたり、給水をしながらという形になると思いま
す。

市長

教育長さん、昨年の夏は、子どもさんの熱中症というのは、特に例年よりも
増えたとか、例年よりも減ったとか、例年並みとか、そういう状況はどうで
しょうか。

教育長

熱中症対策については、ショーケース（水保冷）とか、製氷機とかを購入し
て整備できましたので、熱中症の発症は少なかった。熱中症には十分注意し
て、幼稚園・学校運営を行っていたというのも事実です。

市長

「前門の虎、後門の狼」ではないが、虎ばかりを気にしていて狼に噛まれて
も困るので、熱中症は我々が考えている以上に重大なことであり、昔は暑気と
いって帽子を被っていれば大丈夫だといれわていたが、今、熱中症はれっきと
した病気だという認識を持って、是非、十分に注意していただきたいと思いま
す。

市長

コロナ関係について、何が御意見はありますでしょうか。

教育委員

幼稚園の施設の整備関係で、できている幼稚園とできてない幼稚園の差があ
るのはいけないと思うのですが、私立の幼稚園・こども園も、公立の幼稚園・
こども園と同じように整備できているのでしょうか。もしできていないのであ
れば、どのような指導をしているのか、補助があるのか、行事に関しても、私
立の幼稚園・こども園についても、公立と同じようにされているのか、調べと
か指導をしているのか、お伺いしたいです。

幼保こども園
課長

まず、備品については、私立も同じ様にできているかは、十分把握できてい
ません。ただ、私立が公立と同じようにしなければならないかというと、なか
なか調整が難しいところではないかと思っています。行事とかについては、私
立の方から、公立はどうしているのかという問い合わせがある場合もあります
し、特にコロナ対策については、同じような形ということで、昨年は、検温
サーマルカメラとかを整備しておりますし、ケースバイケースでの対応になっ
ていると思います。

市長

私立の幼稚園とか、教育委員会とは直接の関係がないが、私立の保育園と
か、また市の保育所などとの意見交換の場はあるのですか。

幼保こども園
課長
市長

残念ながら、年１回、４月に開催したところでありますが、今はそれだけで
す。
それは、全部の施設、私立も公立も含めて、幼稚園、保育園、こども園が寄
る会があるということですか。

幼保こども園

はい、私立のこども園も含めて、全ての施設長が顔合わせも兼ねて、という
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課長

会となっています。

市長

そういう場で、何か活発な意見とかはありますか。

幼保こども園

時間的なこともありますし、なかなか意見は出ていません。

課長
市長

子どものことを中心に考えるときに、学んでいる場が、たまたま公立か私立
かによって、その子どもに影響があるのはいけないことだと思いますが、私立
には私立なりの教育理念をもってされているので、それは尊重すればいいこと
ですが、それ以外のことで、やっぱり最低レベルの、市民としての子どもの教
育を保障するという意味で、もう少し、私立の施設との意見交換を、または課
長が訪問して意見をまとめるとかをしてもいいのかもしれません。
公立については、現実、幼稚園ごとに差はあるのでしょうか。

教育長

さぬき市立の幼稚園については、全て教育計画を出しておりますので、それ
に従っております。

市長

合理的な区別は構わないと思いますが、不合理な差別はあってはならない。

教育長

それはないです。

市長

他に何か御意見はありますか。

教育委員

小学校、中学校、幼稚園のコロナ対策への取組関係については、潤沢にして
いただいていると思います。ただ、各学校の施設、子どもが触る場所などの清
掃については、どのようにされているか気になるところです。例えば飲食店で
あれば、メニュー表であったりドアノブだったり、お客さんが触るところを全
て１回１回アルコール消毒しています。
子どもさんが感染されているというのは、あまり聞かないのですが、学校の
感染対策については、どのようにされているのか気になっています。

学校教育課長

消毒関係につきましては、アルコール関係は、各学校に十分に配備できてい
ると思います。ただ、アルコールを使っての消毒については、子どもが使った
後にすぐ消毒というところまでは難しいのですが、昼休み、放課後等の授業を
行わない時に、各教員などが消毒作業を行っております。
小学校については、今年度、全学校にスクールサポートスタッフが配置され
ましたので、いわゆる空き時間には、スクールサポートスタッフが、手すりで
ありますとか、ドアノブでありますところを消毒しております。

市長

給食のことが気になりますが、コロナ対策として給食の状況はどうなので
しょうか。

教育長

よく言われますように、黙食、一方向に向いて、皆、正面を向いて、以前は
４人で１グループを作って話ながら食べていたのですが、今は全員が前を向い
て、黙って食べるというのが定着しているようです。

市長

例えは、子どもと子どもの間に仕切りのような物はありますか。

教育長

そういう物はないです。個人机ですので、間隔を開けています。

市長

仕切りにどれだけ効果があるのかわかりませんけれど、間に透明な仕切り
を、アクリル板みたいなものを市役所の窓口で設置しているのですが、そうい
うものはありますか。
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教育長

そういうものはないです。

市長

配膳は、給食当番の人が、個人机を回っているのですか。

教育長

今はセルフサービス方式で、食器に入れたものを、自分で取りに行っていま
す。

市長

配食する人というのは、消毒して、手袋をつけたりして、直接食器に触れな
いようにしているのですね。

教育長

はい。

市長

今まで、学校給食でクラスターが発生したというのは、あまり聞かないです
よね。それは、リスクが少ないものなのか、今までのウイルスに子どもが強
かったのか。ところが、変異株がでてきたので、最近は、１０歳未満の感染者
が出てきていますよね。学校給食みたいなのは、どうしたらいいんでしょう
か。変異株というなかでの学校給食の在り方については、保護者の方とか心配
されているのではないでしょうか。
学校でもし感染するとしたら、食事の時とトイレですよ。トイレは、例えば
水洗になっていますが、学校ではフタをして流しましょうという風になってい
ますか。

教育長

それは、各学校によります。

市長

学校のトイレは、洋式の場合フタはありますか。

学校教育課長

ほとんどあると思います。

市長

洋式トイレのフタの裏にウイルスを吸収するシートを張り付けておいて、フ
タをしてから排せつしたものを流すことで、ウイルスが空気中に飛散しないよ
うにする方法があるのですが、科学的に実証されていない部分もあって、文科
省も、そこまでの指導はしていないと思います。
普通の家でもそうですが、飛沫感染というのは、食べる時と排せつする時が
一番のリスクなんです。食事をする時とトイレの時に気をつけたら、あまり神
経質になったら勉強どころでなくなるんですけど、これをしたら安全だという
マニュアルのようなものは、文科省から出ていないのでしょうか。

教育長

それは、新しい生活様式というので、その都度改訂されて、全国的に配布さ
れて、さぬき市に届いたものを各学校へ配布して、それによって生活するよう
にしています。

市長

実際に、具体的に学校でどのようにしたらいいでしょうか。

教育委員

もっと、保健所の人とかの意見を取り入れて、実際に学校の給食の現場を見
てもらって、いくら変異株といっても、今まで学校給食でクラスターになった
ことはないので、だいたい今のやり方で間違いはないと思うんですけど、保健
所の専門家に見てもらって、これは大丈夫だというお墨付きをもらったらいい
のではないでしょうか。

市長

委員さんが言われたように、専門家の意見を聞いて、学校での生活に何か改
善点があるかどうかを聞くというように、こういう時こそ専門家の知見を生か
すようにしたいと思いますので、今後、保健所に協力していただくことについ
て考えてみたいと思います。
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また、コロナ禍ではありますが、熱中症には気を付けていただいて、熱が出
ることで、今は、熱中症とコロナで簡単に区別できないので、熱中症で命を落
とさないように気を付けてください。
市長

次の議題ですが、先日、ある市民の方からの話で、家の陰から中学生と思わ
れる女性が飛び出てきて、車がぶつかりそうになってブレーキを踏んだら、車
の後ろに自転車が当たって自転車が転倒したそうです。慌てて声をかけたら、
中学生は、「すみません、すみません。何もありません。」と言って、去って
行ったらしいです。
その方のおっしゃるには、最近、通学はともかく、自転車に乗っている中学
生で危ないことが多い、学校でどういう指導をしているのか、ということなん
です。その方には「もちろん学校で指導しています。」と説明しました。
また、市議会で質問があった際にも、教育長が、学校で指導していると答弁
しております。
香川県でも独自の条例を作って、自転車事故をなくしましょう、自転車保険
にも入りましょうとしていますが、もう一度学校の方でも、学校長会等で注意
喚起をお願いできたらと思います。

教育長

はい、私もその件は聞いていたので、先日、園長校長会があった折に、自転
車については十分注意するように言ったところですが、再度、注意喚起を行い
たいと思います。

市長

自転車の保険とかは入っていますか。

教育長

通学の時、登下校の時については入っていますが、遊びに行ったりする時は
入っていません。保険会社などで自転車保険がありますが、それは全員が加入
しているのではなくて、個人の意思によります。

市長

ワクチン接種と同じで、義務があって加入するものでもないので、万が一、
事故があったときのために、保険に入ったから大丈夫ということではないので
すが、何かの機会に周知をしてください。

教育長

はい。

市長

それでは、まだ言い足りないことがありましたら、教育委員会の会議の場で
言っていただいたら、教育長さんとはいろんな機会で話すことがありますの
で、問題があれば教えていただいて、できる部分については最大限努力したい
と思いますので、教育委員さんにおかれましては、これまでと同じように、こ
れまで以上に、子どもたちのために、何ができて何が相応しいのかという観点
から、今後とも御意見を賜りますことをお願い申し上げまして、令和３年度第
１回総合教育会議を閉じさせていただきたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。

閉 会
教育部長

以上をもちまして、令和３年度第１回さぬき市総合教育会議を閉会します。
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