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平成 30 年度 第 1 回三好市総合教育会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

      平成３０年６月２６日（火）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   午後２時００分 

                                      閉会   午後４時００分 

 

（２）出席委員の氏名 

        市  長  黒川 征一 

        教 育 長   竹内 明裕       委員長職務代理者  前川 順子 

        委    員  新久保 由美子     委    員      大北 慶子 

委  員  植本 修子      委  員     喜多 雅文 

 

（３）委員を除くほか、議場に出席した者の氏名 

        ▼出席職員 

        教育次長                篠原 伸幸 

総務部次長              木邨 忠利 

総務課主幹              大西 清愛 

          生涯学習・スポーツ振興課長       小野寺 武夫 

文化財課長                山崎 陽子 

三好市学校給食センター所長      大西 利恵 

学校教育課長               高井 貞行 

        学校教育課教育指導主事          川人 正恭 

学校教育課主幹            岡田 由紀 

  

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

◆木邨総務部次長 

 本日進行を務めさせていただきます、総務部次長の木邨と申します。どうかよろしくお願い致します。

ご案内の時間が参りましたので、ただいまより平成 30年度第 1回三好市教育総合会議を開催いたします。 

 まず始めに、黒川市長よりごあいさつをお願いします。 

 

（５）市長挨拶 

◆黒川市長 

 皆さんこんにちは。先程の定例教育委員会と連続して会議をするというお疲れのところ大変恐縮でご
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ざいます。この総合教育会議という会議は平成２７年度から導入されまして、毎年２回開催しておりま

す。平成３０年度では第１回となりますが、今回で連続して７回目ということになります。この会議の

意味合いは首長・市町村長が教育の中に噛み込めということです。これは子どものいじめ問題が発端で

あったということもあり、噛み込むということはいい意味で私は大事であると思っております。予算の

編成権は首長にありまして、その教育の効果を高めるかどうかということについても、首長が予算をか

けるかかけないかといった問題でもあります。三好市内の小中学校はいわゆる冷暖房エアコンを含め、IT

関係もどこにも負けないという整備をしてきました。皆さんとの意思疎通を図りながら教育の効果を上

げていく、もっと言えば次代を担う素晴らしい人材をこの三好市から育成するという観点で頑張ってい

きたいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願い致します。 

また、最近の話ではご案内のとおり、ウォータースポーツのまちという言い方もされていますが、昨

年の１０月にラフティング世界大会を開催致しました。これが 22カ国 600人近い外国人とトータルで 1

万 9千人の動員観客があったということでして、広島経済大学が経済効果を試算しておりまして、大体 8

億 2 千万の経済効果があったということをはじき出していただいております。一番大きな成果をあげた

のは昨年の１２月１４日にアメリカの大手旅行雑誌「Travel leisure（トラベルレジャー）」が２０１８年

に世界の５０カ所を挙げて行くべき旅行地として、日本では唯一「祖谷 valley（バレー：谷、盆地）」が

入ったということで今海外からの旅行客が増えております。日本でこの世界の 50カ所に選ばれたことが

あるのは、京都と金沢だけです。まさに京都と金沢に同列になったと言わんばかりの「祖谷 valley」が

紹介されたということであります。何故このような結果が出たのかといいますと、昨年のラフティング

世界大会での大成功がアメリカの「Travel leisure（トラベルレジャー）」に紹介されるということに繋が

りました。ラフティングの成功というのは凄いものを生み出しました。Travel leisureに原稿をいれたス

イスのライターの方がそういったことも含めて紹介してくださっております。 

引き続いて、今年の８月３０日から今度は教育委員会生涯学習・スポーツ振興課の担当でウェイクボ

ードの世界選手権大会が４日間予定されております。これが開催されるということは、２年連続して世

界大会が日本で初めて開催されるということです。 

吉野川の大激流で行うラフティングと、静水面で行うウェイクボードは全く違ったスポーツというこ

とで、一つの河川の中に激流と静水面があり、しかも１０キロ内外で開催することができるという場所

は世界に三好市しかありません。これほど素晴らしい自然環境に恵まれているということを知っている

か知っていないかで、こんなにも変わります。 

ウェイクボード世界大会は第３０回ということですが、アジアで初めて開催するということもあって、

３０ヵ国から参加があるようです。実行委員会は、アジアの会長であり世界の副会長である薄田克彦さ

んを迎え、中核となって動かしていただいています。薄田さんは、三好市をウォータースポーツのまち

にするという大きな狙いを持ってくれておりまして、嬉しい限りでございます。まさに、人が世の中を

つくって行くということの照査であると思います。そうした意味で教育委員の皆さんにもご理解をいた

だき進めて参りたいと思っております。 

 さて、本日の会議というのは、公共施設の再配置計画に基づく教育関係施設配置基準という方針につ

いてと、スポーツ推進計画の策定の２つのことについて話し合うようになっております。 

公共施設に関しましては、三好市がどんな状況にあるのかを一言でいうと、１千棟の「ハコモノ」が

あると言われています。１千棟もの「ハコモノ」があるということは、もっと具体的に言いますと、三

好市の２０１３年度末の人口１人あたりの公共施設延床面積は 12.29 ㎡でありまして、全国平均が 3.42
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㎡ですので、3.6倍の面積の建物を三好市は持っているということです。これを全国平均にするとなると、

大変多くの建物をスクラップしなくてはなりません。スクラップアンドビルドではなく、スクラップア

ンドスクラップということになる訳であります。この 1 千棟の「ハコモノ」をどう壊していくのか、こ

れを壊さないでおくと三好市は経済的に潰れます。もう一つ別のことで言えば、橋だけでも 636 橋あり

ます。道路の延長は市道と農道と林道があるのですが、これが 2 千キロあります。これは青森から鹿児

島までの高速道路を使った距離になるということで、とてつもない道路と橋を持っている。いかにして

スクラップアンドビルドをするかということになっております。 

学校関係で言いますと、これがどれほど凄いか比較しますと、三好市の人口は現在 2 万 7 千人で、同

じような人口で言いますと石井町が 2万 6千人です。その石井町の面積は 28ｋ㎡に対し、三好市は 722k

㎡です。石井町は小学校が 5校、中学校は 2校あります。三好市の場合は小学校が 14校、中学校が 6校

あります。参考までに申しますと、合併前は小学校が 30近くありました。 

同じ様に藍住町は面積が 16k㎡で、小学校が 4校、中学校が 2校。三好市とは全然違います。三好市

は清水から名頃まで行くのに 2時間かかります。藍住町や石井町は端から端に行くのに 5分から 10分で

行くことができます。これらと比較しても三好市がとてつもない状況にあると認識して頂けるかと思い

ます。再配置計画を立てていかにスクラップするかということでありまして、これは教育委員会関係の

みを上げていますが、それ以外の道路の維持管理、橋の維持管理、それから市の公民館や集会所等を含

め、支所も５カ所ありますがこれらほとんどが耐震施設ではございません。耐震は井川支所が少し補強

しますと大丈夫ですが、他の支所は震度７が来ますと全て崩壊するといった状況で、スクラップする以

外に三好市の生きるすべはありません。このことをふまえ、本日の議題としております。 

 また、スポーツ推進計画の策定についてはスポーツを推進していく新しい計画を立てていくというこ

とになります。私はスポーツについては、「健康というのは最大の社会貢献である」という言い方をして

おります。 

なぜならば、健康であれば医療費がいらない。介護保険もいらない。そしてみんなが幸せになれる。

そしてこのことが、元気をつくっていくということでありまして、健康は最大の社会貢献であると、そ

の健康を作るためにスポーツがあると考えられています。コミュニケ―ションを高めることができ、常

に人々がこのまちに住んで良かった、住み続けたい、そして多くの方に訪れて良かったと思っていただ

きたい。そのために、生まれてからずっと元気でいられるようにと考え、私が市長になってから健幸づ

くり条例を制定いたしました。四国で初めて健幸づくり条例を制定したのですが、その意義たるものを

どれだけの人が理解していただけているかはわかりませんが、これに基づいて健康づくりに努めてほし

いということであって、単なるポイント制ではありません。健康は最大の社会貢献であるということが

大事でして、そういった意識も含めて市民が理解し、納得し、そして元気になっていく。三好市に行け

ば元気になれる。三好市に行けば楽しいと。なによりも健康に勝る宝はなしと言われておりますので、

ご理解を頂きながら、しっかり進めて参りたいと思っています。 

その他もございますが、忌憚のないご意見をいただけたらと思います。今お話ししたことを含めて、

１番目２番目の問題は三好市の将来を作るということで、財政的な意味合いで色々挑戦しようと思いま

す。 

しかし、人づくりという面でもスポーツ推進計画は大事だろうと思っていまして、そのあたりを教育

委員さんにご理解いただき、当然職員はそのことをしっかりと感じて取り組んでいただかなければ、私

が喋ったようなことは全部水泡に帰すということになってしまいますので、どうかそうした意味で、私
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の思いだけは理解して頂ければ幸いであると思っておりますので、最後までよろしくお願い致します。 

◆木邨総務部次長 

 ありがとうございました。それでは議事に移ります。三好市総合教育会議設置要綱第４条の規定によ

りますと、議長は市長が務めることになっておりますので、ここから議事の進行は黒川市長にお願い申

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

（６）議  事 

 （１）公共施設再配置計画に基づく教育関係施設配置基準の方針について 

  （２）スポーツ推進計画の策定について 

  （３）その他：教育行政に関する意見交換 

◆黒川市長 

 それでは、議事次第に則って進めさせていただきます。まず、議案第１号「公共施設再配置計画に基

づく教育関係施設配置基準の方針について」を議題といたします。このことについて説明を事務局から

お願い致します。 

◆篠原教育次長 

 教育次長の篠原でございます。まず、お手元の資料をご覧ください。議案第１号「公共施設再配置計

画に基づく教育関係施設配置基準の方針について」ということで、ご説明を申し上げたいと思います。 

まず三好市公共施設再配置計画とはということで、ご説明を申し上げます。全国の自治体で、道路や

橋梁、水道施設などとともに、いわゆるハコモノの老朽化が深刻な問題になっている中、本市でもかつ

て建築した建物の修繕等、維持管理に相当の費用と労力を要している現状があります。今後ますます厳

しさを増すであろう、財政状況の中、永続的にこれからの施設を維持管理していくことは極めて困難で

あり、一定の基準を設けて修繕、撤去、譲渡など、具体的に整理する作業を早急に行う必要があります。 

そこで本市では平成２９年３月に「三好市公共施設再配置計画」を策定し、その中で市内全部の公共

施設を個々に検討し、存続か廃止、または統合などの方針を明確にするという指針を定めることになり

ました。ということで、別冊でお手元にお配りしております、冊子「三好市公共施設再配置計画」にな

ります。 

その次に、教育関係施設配置基準に方針についてということで、こうした流れの中、教育委員会部局

にあっても自らが管理する公共施設については同様に費用と労力を要しており、公共施設配置計画の基

本理念を共有する形で配置基準を設けることになりました。中でも、公民館については合併前の設置状

況にバラつきがあり、今日までそれを継続して維持管理を行ってきましたが、設置基準の見直しによっ

て再編するという方針が打ち出され、公民館配置基準策定ワーキンググループによって検討を重ねてき

たところであります。 

 下の参考１は、対象となる公共施設の位置付けで、先程市長の方からは道路や橋梁による話がござい

ましたが、市有財産の中では公共施設であって、建築系施設である学校、庁舎、市営住宅等の部分が今

話題になっているものでございます。その下にインフラ系施設とありますが、これが道路、橋梁、上下

水道施設、光ファイバーといったものというふうに位置付けをしております。 

次のページの参考２に三好市公共施設再配置計画の中で分類別の一覧となります。字を濃くしてある

ところが教育委員会関係の公民館や図書館になります。今回ご説明申し上げますのは、この一番上の市

民文化系施設にある公民館と、一番下のその他に分類される教職員住宅ということで、これらについて
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ご説明をさせていただきます。 

次のページ参考３ですが、基本の話になりますのでご承知をしていただきたいということで資料を作

って参りました。先程も申し上げております、ハコモノ庁舎等の性質による分類をしたものです。一番

左に市の所有する財産では、①の「公有財産」その並びで「物品」「債権」「基金」といったものが市の

所有財産になるのですが、今回対象となっておりますのが①の「公有財産」です。公有財産が分かれま

して、②の「行政財産」と⑤の「普通財産」に分かれます。なお、その行政財産が更に分かれまして、

③の「公用財産」は市が直接使用するもので例えば市の庁舎や分庁舎や教育委員会施設の市民の利用を

前提としていない専用のものについては公有財産という分類をしております。それから④の「公共用財

産」は学校等の市民が共同利用する行政財産ということで、学校、図書館、公民館、公営住宅等という

ふうになっております。これらについては、貸し付け、交換、売却、譲渡などができないとなっており

ます。それらの目的がないものが⑤の「普通財産」ということで、行政財産以外の財産で用途を廃止し

たもの等を含みます。例えば学校などで、用途を廃止したものは普通財産の方に入るとされて、貸し付

け、交換、売却、譲渡などができるといった分類の仕方になっております。 

 次のページをご覧ください。これからは、具体的な教育関係施設配置基準の方針について、先ほどの

基準に基づいてご説明を申し上げます。 

 休廃校となった学校の利活用についてでございますが、平成２４年８月、副市長を委員長とする「三

好市廃校等施設活用推進委員会」が設置され、「休廃校施設については地域の実情や施設の状況を踏まえ、

活用等の基本的な方針を策定し実施する。また活用策の検討に当たっては雇用の創出など地域の活性化

に結びつく有効な活用を目指す。」という基本方針を定め、今日まで利活用を重視した施策を続けており

ます。 

 手続きとしては貸し付け等のために用途廃止を経て普通財産化し、地方創生推進課が地域多目的施設

として管理しています。先程定例会議のときに委員さんからご質問がありましたが、休廃校の利用とい

うのは一旦このような手続きを受けまして、利活用をしております。 

 それから、特に利用しなくなった教員住宅の管理方針についてでございます。教員住宅については使

用、不使用を含めて学校教育課で管理しています。別表１というものがございますのでご覧ください。

三好市教員住宅の現状ということで、使用中のもの、滅失済みのもの、滅失中のもの、今後方針を決め

るもの（原則滅失）と分類しております。25 施設の内、使用しているものが現在、三野町教職員住宅、

山城町教職員宿舎、東祖谷中学校教職員住宅、栃之瀬落合教職員住宅、第２一宇教職員住宅、河内小学

校教職員宿舎の 6 棟です。河内小学校教職員宿舎は貸し出しをしているということで使用中になってお

ります。 

 滅失済みのものが 4棟、滅失中のものが 3棟で、今後方針を決めるものが 12棟です。再利用という意

見もございますが、原則使わなくなったものは滅失をしていく方針を立てております。 

 元に戻りまして、公民館の設置基準についてでございます。公民館にあっては前述のとおり、合併前

の設置状況を踏襲しており整理ができていない状況でありました。公共施設再配置計画に基づいて配置

された公共施設再配置検討部会で作成が必要であるという判断から、公民館配置基準策定ワーキンググ

ループを編成し、総合的な公民館の設置と運営を検討することになりました。ワーキンググループでは、

現状を分析した中から、各地区住民福祉協議会、いわゆる地区住協を単位とし、本館、地区館は現状を

重視し、分館においては一地区住協に一公民館分館という案などを盛り込んだ「公民館の配置基準及び

運営の見直しに関する方針（原案＝資料１）」を決定致しました。詳細については別紙の資料をご覧いた
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だければと思います。 

 続いて、Ａ３用紙の資料をご覧ください。分館等配置検討資料案ということで、これはワーキンググ

ループの検討案の中で出された集約の案になります。先程申しました、地区住協単位での一分館という

ことになりますと、井川地区にあっては分館を 8 つに統合するという原案をもっております。それから

東祖谷地区では、和田分館と釣井分館を地区住協が同じということで、現在検討を進めている公民館の

集約の案になります。 

 市民の皆様へのご説明、あるいは公民館運営協議会への説明等については今後行います。 

 最後になりますが、教育施設管理のあり方ということで、公共施設再配置計画は、今後の公共施設の

管理計画の方針として、財政面のみならず、行政経営全般に対して大きな役割を担っております。教育

委員会事務局にあっても、本計画に基づき各担当課が自ら管理する施設について、地域の実情や将来展

望に基づいて的確な判断の下に滅失や譲渡を含めた適切な管理を行うことが求められております。 

 議案第１号「公共施設再設置計画に基づく教育関係施設配置基準の方針について」は以上になります。

よろしくお願い致します。 

◆黒川市長 

 「公共施設再配置計画に基づく教育関係施設配置基準の方針」について説明がございました。これに

ついて、委員の皆様からご質疑を受けたいと思います。どなたからでも結構でございますので、ご意見

をお出しいただきたいと思います。 

 先程私があいさつで申しましたが、公共施設の 1 千棟のハコモノを、取り壊そうとしますと多額な費

用が必要になります。全部三好市の一般財源がなくなってしまいます。できるならば、合併特例債を５

年延長しましたので、合併特例債を使って進めて行こうと思います。合併特例債とは、７０パーセント

の補助金が出るというふうに理解して頂ければと思います。 

 例えば、山城に今から約８５年前に作られた「賃とり橋」というのがありまして通行止めしなければ

いけないくらい危険になっております、その危ない橋を壊すのに建設部にかかる費用を聞きましたとこ

ろ１億円必要だそうです。橋１本でこの額ですのでとんでもないことになろうかと思います。しかし、

合併特例債を使いますと 7千万円は補助されまして、3千万円で済みます。そのような状況をみて、公共

施設の再配置計画は徳島県下で最初に三好市が作りました。どこよりも早いです。それほど私は危機感

を持っておりまして、これ以上ハコモノを作らない。ハコモノを壊さなければ、子どもや孫の将来のた

めにならないと考えております。 

◆前川教育委員 

 井川町にはたくさんの分館があります。様々な公民館活動をしておりますが、「活動する場所の確保が

大変だ。」という話を聞きました。なぜかといいますと、老人福祉センターでも活動をしていましたが、

取り壊しになり使えなくなったからです。公民館も元々たくさん活動があり使用されているので、これ

からどこで活動しようか場所を見つけるのが大変だという事です。もう少し住民が活動できる場所を確

保して頂ければと思います。使ってないところもありますが、残せる場所があるとすれば残していただ

きたいと思います。 

◆黒川市長 

 井川は池田と同じくらい分館があります。池田町は面積が 170ｋ㎡あり、井川は三野とよく似ており面

積 42ｋ㎡くらいしかありませんが、分館が多く井川は恵まれていたと思います。三野は面積がほぼ一緒

ですが分館は 5つで、井川はその３倍の 17分館です。これが積もり積もって結果的に１千棟になってお
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りますので、井川の方にはご理解を頂きながら、平準化するということになろうかと思います。 

 それから老人福祉センターは借地契約の期間が満了するので取り壊しをすることになりました。 

◆新久保委員 

 使用している分館はどれくらいあるかまた、使用頻度がわかるようなものがあればいいですね。使用

している人は把握しているかもしれませんが、周りからはわかりませんので、全然使っていないところ

もひょっとしたらあるかもしれません。 

教員住宅については山城しかわからないのですが、外から見たら使用しているようには見えなかった

りもします。中は改装されているので使用している人はいるそうですので、一度その調査も必要かと思

います。 

◆前川委員 

 井内に白銀荘というのがあるのですが、そこは何になるのでしょうか。 

◆大西主幹 

 高齢者コミュニティー施設関連になると思います。 

◆黒川市長 

 先程も申しましたが、取り壊すには費用が必要ですが、費用がなかったので、今の合併特例債を使っ

て取り壊すということが急がれます。ですので、５年間合併特例債が伸びたというのは天の恵みであり

ます。 

 下野呂パーマメントは、下野呂内小学校を壊す寸前で利活用して頂いて活況を呈するような形にして

くれていますが、これは全国でまれに見る素晴らしい取り組みだと思います。 

格別意見がないようでしたら、こういった状況にあるというご認識を頂きながら、今後担当の方で教

育委員会部局や市長部局等で、地域に入って行って再配置計画を、進めていく状況でありますので、三

好市の将来を考えるのであれば「しなければならない」ということをご理解ご協力いただきながら地域

の皆様にもお伝え頂きたいと思います。 

 それでは次に移りたいと思います。議案第２号「スポーツ推進計画の策定について」を議題といたし

ます。このことについての説明を事務局の方からお願いします。 

◆篠原教育次長 

 先程の資料の続きになって参ります。議案第２号「第２期三好市スポーツ推進計画の策定について」

説明を申し上げます。三好市スポーツ推進基本計画をお配りしております。この三好市スポーツ推進基

本計画は平成２３年の２月２３日に策定されまして、期限が本年度の平成３０年度までということです

ので、これを引き継いで次の計画を平成３１年度から４０年度までの三好市スポーツ推進計画と位置付

けて策定を考えております。 

 策定の根拠といたしましては、三好市スポーツ推進計画は、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８

号）第１０条第１項に基づき、国のスポーツ基本計画を参酌して、市町村が地域の実情に即したスポー

ツの推進に関する施策について定めるものです。 

 計画の位置付けとしましては、国の第２期スポーツ基本計画（平成２９年度から平成３３年度）及び

徳島県スポーツ推進計画（平成３０年度から平成３４年度）を参酌するとともに、三好市総合計画のス

ポーツ分野の個別計画として位置付けられるものです。また、「三好市教育振興計画」（平成３１年度か

ら平成３５年度）などとの整合性を図り、市民意見の反映に努めながら、本市の地域性を踏まえた計画

として策定するということでコンセプトが語られております。そもそもこのスポーツ推進計画が目指す
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ところは、「みんなが主役、生涯スポーツのまち 三好市」といったスローガンで策定をしておりまして、

先程市長からのお話にもありました健康づくりのためにスポーツの振興をしようということで、基本的

な目標を設定しながら策定しているところです。 

 現行第１期三好市スポーツ推進計画は平成２３年度から平成３０年度の８年間、次期計画第２期三好

市スポーツ推進計画が平成３１年度から平成４０年度の１０年間ということで、５年を目途に見直しを

行うことになっております。 

 策定方法といたしましては、三好市スポーツ推進計画策定委員会による審議、諮問・答申を行うよう

にしておりますが、委員 20名以内で委嘱し、スポーツ団体代表者、学識経験者、公募委員等によって組

織をする予定です。その中身としましては、委員の意識調査やスポーツ団体等へのヒアリングを経まし

て、パブリックコメントによる市民の意見を反映し、さらに庁内での調整会議を行い策定する予定です。 

 策定スケジュールについては、次のページのとおりになっております。策定委員会については４回程

度開催する予定です。最終的には３１年の３月に教育委員会で提案し、教育委員会からの諮問に基づい

て計画を策定して、答申を申し上げるという流れにしております。このあたりの主な部分につきまして

は、調整をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。 

 予算は策定のためのコンサルティング料を計上し、認めて頂いております。早速６月の諮問で業者を

決定していこうというところまできております。そのスポーツの推進規約ですが、これからヒアリング

もしながら策定をしていこうという段階ですので、具体的にどういうふうな考案になるかというのはま

だないという現状でございます。 

最後のページに考えられる章立てというのを作って参りましたのでご覧ください。第１章が計画の策

定にあたって、第２章が計画の基本的な考え方、第３章が施策の推進、第４章は参考資料といった章立

てで現在検討しています。先程も申しましたが、市民の健康づくりのためにスポーツの推進計画を策定

しまして、市民の皆様にスポーツに親しんでいただき、また健康な体を作っていただくという様なコン

セプトの下に考えている計画でございますので、どうぞよろしくお願い致します。以上です。 

◆黒川市長 

先程話しました「健康は最大の社会貢献である」という思いで、健幸づくり条例ができております。

これは四国で初めてつくった条例でありますので、今回の推進計画につきましては、前のよりはバージ

ョンアップと充実感をもったものをお願いしたいなという思いがあります。 

◆前川委員 

 チャレンジデーの日に健康づくり課の活動に参加したり、公民館活動なんかで個人的に運動している

ので、地区住協単位でみんなでしようという意識ができればいいなと思います。一人でウォーキングを

しているという人もいますが、もっともっとチャレンジデーをきっかけに地区住協単位で動きがあれば

いいなと思います。女の人は自らそのような活動をされている方が多いのではないかと思います。 

◆黒川市長 

 こちらは交通手段がどうしても車が便利ですので、歩くことが少なく糖尿病の死亡率がワースト１位

ですよね。都会の人は交通手段が電車なので駅まで毎日たくさん歩いています。 

◆前川委員 

 駅には階段がたくさんありますし、運動になっていますよね。 

◆新久保委員 

 先週東京に行ってきました。自分のスマホを見ますと 1 日 2 万歩歩いておりました。地下鉄等を利用
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して色んなところを回ったのですが、通勤にしてもみなさん歩く速さも速く、自分自身も都会にいた方

がしっかり歩いているなと思いました。こちらでは意識しなければ歩かなくなっているのではないかな

と感じて帰って参りました。 

 三好市も、高齢者の方や子どもたちが集まり遊ぶ場所の整備が必要だと思います。そういった場所が

ありましたら、歩いて行けるのではないかと思います。何もなくても運動している方はいますが、設備

も必要ではないかなと感じましたのでお願いしたいです。 

◆黒川市長 

 物があればするとは限りません。総合体育館の傍にいる方はいつも利用されているかというとそんな

こともないですし、私のところも市道と国道だけでウォーキングコースはありませんが、昨夜もかなり

の距離を歩きました。女房と共に歩いておりますが、自分一人でも歩くという、その歩こうと思う気持

ちが大切です。 

◆前川委員 

 施設があって利用数が多いところといえば、三野の健康防災公園のパークゴルフはよく利用されてい

るのではないでしょうか。 

◆黒川市長 

 喜んでくれてはいますが、人口から言いますと圧倒的少数です。 

◆竹内教育長 

 学校現場では今の子どもたちはサッカーしている子はサッカーで、野球している子は野球でとスポー

ツの内容が、部活動や少年スポーツ団体に限られております。どうしても施設を作らなければできない

という、スポーツに関しての概念を変えていかなくてはならないと思います。 

テレビでキャップベースボールというのを知りました。大学生が考えたもので、ペットボトルのキャ

ップでストレートや七色の変化球を投げることができ、チームを作って試合をし、そのチーム数が増え

ているそうです。我々も全く知りませんでしたし、他にも気軽に遊ぶことができるスポーツがたくさん

あるだろうと思います。そういったものを紹介する機会があればいいのかなと思います。中学生が集ま

ってサッカーボールを蹴っていると地域の人に怒られ、なにもできないのです。しかし、キャップベー

スボールといった遊びもあるよ、というようなことを学校現場でも教えていく必要があるのかなと感じ

ました。 

◆黒川市長 

 今、何か始めようとすると物を買え、物を買わないとできないとなっておりますが、私が子どもの頃

は何もないから木に登ったり、自然の中でお金を使わずに遊んできました。それが今は子どものおもち

ゃを買うことが親の仕事のようになっています。しかし自分で遊ぶものは作れます。池田総合体育館で

全国大会の試合ができるとか、相川のグランドで野球ができるとかいったことも大事ですが、何かがな

ければだめだという考えは改めて、一定程度は物を揃えるというのが良いのかもしれません。 

◆前川委員 

 井川町の子は男子サッカー、女子バレーのスポーツ少年団があり、ずっと活動しておりましたが、女

子のバレーが成立できない状況です。ただでさえ人数が少ない中で、スポーツをしないで、音楽をする

といった子も多くなっています。昔はスポーツをする子が多かったのですが、今はバレーの人数が確保

できないそうです。とてもアンバランスな成長になってしまわないかなと心配です。 

◆黒川市長 



10 

 

 スポーツ推進計画立てるのには、そこら辺まで注力しなければならないのでしょうか。 

◆植本委員 

 野呂内の上の上野呂内小学校も空いているのですが、そこでボーイスカウトの大会が行われていたそ

うですが、ボーイスカウトみたいなものはないのでしょうか。 

 私が東京にいたときはそういったのはわざわざ自然のあるところへ行って帰って来るというものでし

たが、ここは行かなくて済むなと思っています。教育機関の中で自然を使った授業みたいなものがない

なというのが気になりました。それはどうしてなのでしょうか。学習に必要なことではないからなので

しょうか。わりと運動神経に関わってくるのではないかなと思い、勿体ないなと感じました。 

◆黒川市長 

 自然との関わり合いをしていて、もし事故が起きましたら先生の責任になりますので、なるべく安全

を考えた上で無いのだと思います。 

◆植本委員 

 ボーイスカウトでしたらきちんとした指導の下でできそうな感じがしますが。 

◆黒川市長 

 ボーイスカウトもどんどん減っているでしょう。かつてのボーイスカウトとは違う形で縮小に入って

おりますので、それらのルートができて、やれるようになればいいなと思いはありますがなかなか難し

いです。 

◆喜多委員 

 今は教育課程の中である程度押し込められてしまっております。 

◆竹内教育長 

 以前は雲辺寺とか美馬の竜王山に宿泊施設があり、夜泊まってキャンプをしたりしておりましたが、

三好市の子どもたちには海を体験させてあげたいということで、海へ連れて行く方が主になってきまし

た。 

◆植本委員 

 都会の子どもたちと一緒に自然で交流できそうな気もしますね。それこそ、空いているハコモノが沢

山あって、キャンプできそうな場所でしたらそういった施設があってもいいのではないかなと思います。 

◆黒川市長 

 ボーイスカウト、おもしろいですよね。 

◆植本委員 

 ロープの結び方とか、火をつけたりするのをわざわざ体験しにいっている同級生がいたなと思い出し

ました。そしてその大会が上野呂内で行われていたという話を聞いて、そういったことがこちらではで

きるなと思いました。 

◆黒川市長 

 市が持っている施設としては腕山スキー場があります。これは唯一のものです。 

◆植本委員 

 スキー体験が授業である学校もありますよね。 

◆前川委員 

 授業といいますか、行事で年に１回高学年が体験させてもらえて、三好市の子どもは大変恵まれてい

ると思います。 
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◆黒川市長 

 自然を活かしたのであれば、池田湖イレブンというウェイクボードをやっている小学生の話やラフテ

ィングの話、いわゆるアウトドアスポーツをどのように活かしていくかということもあると思います。 

◆前川委員 

 最近は私たちの子ども時代と違って、外で遊んだ活動をするということが少ないと思います。自然の

中で体力は作られますし精神面も作られる場合が多いのですが、最近は室内でゲームばかりですよね。

そんな生活で本当にたくましい大人に育つかどうかわかりません。 

◆黒川市長 

 私も面白い話がありまして、一時期眼鏡をかけていたのですが、今は新聞を読むのにも全く眼鏡が要

らないんです。いわゆる歩き遍路と、断食をして視力回復したので、食わずに儲けたとはまさにこのこ

とです。良いものを食べて体を動かさないという悪い方へ傾斜している方が多いのですが、自然の中で

体を動かすというのは「健康は一番の社会貢献である」ということに繋がります。現在不健康な子ども

や大人が増えてきております。これは大きな経済的損失です。働かない、逆に人を殺すような子が生ま

れてきています。不登校や、家に引きこもる子どもが増えてきている社会です。 

大北さんはなにかございませんか。 

◆大北委員 

 三野町は、一部のお年寄りが元気に運動していて、後は子どもさんがスポーツしているような感じで

す。ところがスポーツ推進計画というのは、大人も子どももその中間の方たちも運動しましょうという

ものだと思うのですが、先程教育長さんのお話を聞いて、今までのスポーツの概念にとらわれないスポ

ーツというのを指導できるようなボランティアみたいな方ができればいいなと思います。こんなのスポ

ーツっていえるのかというものでも、少人数でしかも、子どもも大人も一緒に楽しんでできるゲームが

できれば素敵だなと思います。 

色んなおもしろいスポーツ協会が他ではいっぱいできているんですよね。そういったものに地域で取

り組んでも、楽しく参加できていいのではないかなと思いました。 

◆植本委員 

 うちの息子は某有名なモンスターを捕まえるスマホゲームが好きなのですが、隣人のおじさんに一緒

にやろうよと言って池田を歩き回っているみたいです。おじさんの方が凄くて、たくさんモンスターを

捕まえて歩いているんです。それを見ていますと、どうしても子どもはゲーム好きじゃないですか。取

り上げるのは無理だと思います。しかし悪いことばかりではなく、そういうのと体を動かすのがちょう

ど合っていて、大人も子どもも一緒に楽しく体を動かしている、今回の場合はまれなことですが、そう

いったパターンもあるのだなと思いました。ゲーム性があっておもしろく運動できたらいいなと思いま

す。 

◆大北委員 

 設備と人数がある程度いないとできないというのだと、なかなか取り組むのは難しいと思います。 

◆新久保委員 

 新しいスポーツが沢山出てきておりますが、New スポーツの道具ってとても高価なものです。チャレ

ンジデーのときだけ私も毎年お手伝いに行くのですが、色んなスポーツがあって、やってみますと楽し

いのだけれども、聞きましたところお値段がかかるものが多いので、もっと手軽にいろんな場所ででき

るところや機会を広げていかなければいけないのではないかなと思います。 
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 子ども達は基本ゲームが好きなのですが、へそっこ公園で集まって遊びに行くときにも、もちろんゲ

ーム機を持っていきます。しかし、今日何して遊んだのかと聞くと、ゲームばかりではなくて、水鉄砲

で打ち合いをして遊んだとか、鬼ごっこをして遊んだとか、色んなことで遊ぶみたいです。水風船をし

たと聞いたときは後始末をしっかりしたのかと叱りまして、片付けをさせに行きました。しかし、やは

り子どもは家庭環境がいろいろですので、場所が必要というのを感じました。集まる場所があって一緒

に遊ぶということは大事だと思います。 

◆黒川市長 

 日常的に定期的にというのもありますが、場所があることは素晴らしいですよね。徳島市の方には大

きな施設とかがありますが、しかし遠くへはしょっちゅう行けない。時々行くからまた楽しみが増える

ということもありますね。 

遊びに行く以外でも様々なことが考えられます。縄跳びなんかは、買ってこなければならないという

訳ではなく、そこらへんにある縄でできますよね。ウォーキングをするなら杖を買ってこなければいけ

ないと思いがちですが、杖は竹の棒でもなんでもいいんです。そういったように身近なもので代用でき

ます。ウォーキングでしたら何もいりません。 

◆新久保委員 

 目標を持つということは大切ですよね。実際に何歩歩いたか目で見えればやる気がでますよね。 

◆黒川市長 

 具体的な話をしますと、「三好市はみんなが体を動かして糖尿病が０です。」となればいいですよね。 

◆竹内教育長 

 テレビで徳島県に住む「うんていおじさん」の話を見ました。例えば三好市に２００メートルくらい

のうんていを作ったら四国内外や瀬戸大橋渡ってでもやってくると思いますよ。施設ハコモノという発

想でなくて、そういった話題性も考えないと人を寄せることはできないと思います。 

◆黒川市長 

 自然を活かした西祖谷のアスレチックが今話題になっていますね。あれはお金がかかりますが、かか

らないものであればいいのですが。 

◆前川委員 

 私も小さいときによく木登りをして遊びました。やはり自然に子どもたちが木登りをしたり、何か１

人で遊んでも楽しいなと思うような自然なものがあれば良いなと思います。私も子どもを遊びに連れて

いったときに、この木に登ってもいいよと昔は言ったりしたのですが、多くの子が登れなかった事を思

い出します。もう少しこういったものを使って木登りを楽しんでもらえたらいいなと思います。 

◆黒川市長 

 是非柿の木は登ったらだめだと、ビワの木は登っても大丈夫だというのを体験してもらいたいと思い

ます。ビワの木は粘りがあるので登っても丈夫なのですが、柿の木は雨降りのときは絶対に登ってはい

けません。木の幹が剥がれますので滑り落ちてしまいます。私自身が経験者です。 

◆大北委員 

 そういったことを経験させたいという親御さんがどれくらいいるのだろうかと思いました。 

◆喜多委員 

 つい最近、孫と家の前でシャボン玉をしました。そこを通りかかった小学生も一緒に遊び始めました。

孫は喜んでいましたが、その時寂しい思いがしました。小学生たちも小さい時にシャボン玉遊びはやっ
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ていると思うのですが、２歳の子と遊ぶよりほかに楽しく遊ぶ相手がいるのではないだろうか。小さい

子と遊ぶことは、将来的には良い事もあると思うのですが、同じ年齢の仲間と遊びたくてもそれができ

ないのが、市長さんも心配しておりました西祖谷の現状です。 

 もう一つ、私の近所で親と子どもが散歩をしていましたが、ただ歩いて家に帰るだけという感じでし

た。もしちょっとした憩いの場所みたいなものがあれば、そこで子どもを自由に遊ばせるなどして親子

の絆を深めることができるのではないかなと思いました。 

先程、公民館や教員宿舎の話がありましたが、壊しますと結構広い敷地になるのではないかと思いま

す。そんなにお金を掛けなくてもそこをちょっとした憩いの場にすれば市内の各地でそういった場がで

きるのではないかなと思います。公園というのは難しいので、ベンチを置くなど、あまり大きなものを

置きますと管理が大変になりますので、可能な範囲でできないだろうかと感じました。 

◆黒川市長 

 丸太を太鼓ずりにして置いておくだけでベンチになりますね。太鼓ずりとは、まん丸い木の両方を切

るんです。切ったのを二つ下に並べその上に置きますと簡単にベンチになり、座ったり、その周りを走

り回ったりできるんです。 

◆新久保委員 

 私も作ったことがあります。自分で鋸は使えませんので、知り合いのかたに切っていただいて簡単に

できました。 

◆大北委員 

 ある程度木があって、ここへ登ってみなさいと言える親御さんが実際どれだけいるかというのもあり

ますし、最近はスポーツ少年団の現場にも親御さんがいつも心配で来られていると聞きました。練習に

も、毎日の送り迎えをしていて、色んな所へ試合に連れて行くにしても親御さんが付いて行かなければ

いけないから大変です。任せてくれたら連れて行きましょうかと言われても、親御さんが安心して手放

せないという様な感じが最近は多いなというのを聞いたことがあります。 

 ですので、なかなかいろんな経験もさせたいのでしょうが、何かあったらということがやはりありま

すね。そして先程木登りのような話が出ましたが、家庭の中で親がお子さんと遊ぶという経験があまり

されていない気がします。親の仕事は色々ありますが、その家庭で子どもと一緒に遊ぶのも親の大事な

仕事の一つだと思うのです。 

他の国で親の仕事はなんですかと聞いたときに、子どもの世話をする、ご飯を作る、清潔に育てる等

があってその中に、「子どもと一緒に遊ぶ」というのも親の仕事の何割かを占めていました。日本は昔か

ら親が子どもと家で遊ぶというのがあまりなかったのかもしれないなと思います。そうやって一緒に遊

ぶ中で、工夫をしてみたり、ちょっと背伸びしてチャレンジしてみたりといったことも、養われていく

のかなと考えると今の若い親御さんたちは忙しすぎます。より一層子どもさんと遊ぶ機会も減ってきて

います。 

◆喜多委員 

 忙しいからどこかへ預けるということによって、なおさら離れてしまいますよね。休みの日の活動っ

て、親にとってはものすごく大切なものですね。 

◆大北委員 

 預かるところも預かるところで大変で、木があっても木登りは禁止です。あっちの木は土手に向いて

伸びている木だから子どもに登らせてはいけません。でも、こっちの木は広いとこに真っ直ぐ立ってい
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て丈夫な木だから登らせてもいいのではないかといった判断をせずに、一斉に木登りは禁止というふう

になっているのが現状です。 

◆前川委員 

 少年自然の家に連れて行ったときに、木に登って座りましょうというのをさせていただいたところが

ありました。そんな高い木ではありませんが、そこへ登って子どもが喜んですごくおもしろかったと言

っていました。今はそういった場所も機会もなく、大変寂しくなっております 

◆黒川市長 

 植本委員さんは、自然や川の流れといったものを中心にした活動を今から進めて行く人だと思います。

出合小学校で専門家を入れて遊びをしているというので、今度の下野呂パーマメントでも面白い展開に

なるだろうと期待をしております。 

できましたら、このスポーツ推進計画ではこの三好市でしかできないことを考えたい。例えばラフテ

ィングとウェイクボードが同じ河川で１０キロ内でできるというのは世界中何処にもないんです。だが、

ほとんどの人がその認識がありませんでした。三好市へ行けば面白いと話題になるウォータースポーツ

のまちを今から動かしていきます。 

◆前川委員 

 安全を確保して是非三好市の子どもたちに腕山スキー場と同じように体験させてあげれば、かなり親

も意識が違ってきて、親子で一緒にやろうといった流れになっていくような気がします。５年くらい前

ラフティングができた頃に、私の同級生のお友達は、孫家族を連れてラフティングに来たそうです。年

齢を考えると不安でしたが子どもに進められて一緒にしたそうです。とても面白かったと話をして下さ

いました。私もやりたいと思いながらも時間が経ってしまったのですが、もっと設備を整え宣伝しまし

たら、若い子でしたら口コミ等で広まり、訪れるのではないかなと思います。 

◆黒川市長 

 世界大会を毎年やったらどうですかという方がいまして、こらえてくださいというお話をしました。

世界大会を毎年開催するというのはとても無謀なことで、ラフティング世界大会もウェイクボード世界

大会も、次来るのは何十年先かわかりません。そういった大会を開催するだけが目的ではなくて、日常

的にウォータースポーツが三好市ではできるということを広めていきたいと考えております。確かに毎

年してほしいと言われるほど、効果はありましたが毎年となると難しい話です。 

ですから、三好市でなければできないというようなものを自然の中で、先程言っておりました柿の木

と梅の木とビワの木を登ってどの木が登れるのか登れないのかを経験していただくような変わったもの

をしたいですね。 

◆喜多委員 

 そういったことが市民の意識調査の意見で出てくるとおもしろいですね。 

◆黒川市長 

 意識調査からこのスポーツ推進計画に繋がる、今までとは少し違うものが出てくればと思います。た

またまウォータースポーツのまちや地方創生といった面でも、今海外の方が訪れて下さって良い雰囲気

にありますので、そこに少し火を付けますともっと広がるのではないかと思います。 

そんなことで是非教育委員さん、教育長や次長含め各担当課長にお力いただきまして、ド肝を抜かれ

るようなことができればいいと思っております。 

◆喜多委員 
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 ウォータースポーツのまちとしての市の発展という意味でラフティングやウェイクボードに参加した

小・中学生や高校生が継続的にできるようになれば最高だと思います。せっかく挑戦しようとしている

ので継続してサポートしていただきたいですね。 

◆黒川市長 

 それをして下さるのが薄田さんという方です。大会をするために頑張るのではなくて、大会は一つの

出発点だといった考え方で取り組まれています。今までなんでもありがちでした発表会が終わったら終

わりではなく、そこがスタートラインですので継続してこれからもっともっとウォータースポーツのま

ちとして三好市を盛り上げていきたいと思います。 

 では、三好市スポーツ推進計画の策定については以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

◆黒川市長 

 それではその他ということで他にごさいませんか。 

◆大北委員 

 子どもさんの学校での部活動のことですが、子どもの部活動は人をつくることが大事ですが、大会が

あって結果が出るものなので結果も大事だと思います。ただチームを強くし、良い成績を出すというの

が重視されると違った方向に行くのではないかなと思う部分があります。先生方によっては実績を出し

たいという気持ちが強い方もおいでると思います。三好市の話ではございませんが、顧問の先生が異動

するときに自分が指導していた優秀な選手を一緒に連れて行くというお話を、実際そのとおりしたのか

どうかはわかりませんが聞いたことがあります。いい結果を残したいという熱意をもって指導してくだ

さる先生なのでしょうが、優秀な選手を一緒に赴任先の学校に連れて行くというのは行き過ぎではない

かと思いました。ある程度人を育てるということをやはり一番に考えていかないといけません。 

 またラフティングでは、祖谷がアメリカの旅行雑誌に紹介されてというのもそうですけど、祖谷があ

れだけ観光スポットとして注目されるのも、世界大会が成功したのもやはり結局は人が作ってきたもの

だと思います。祖谷の方のお話で、海外の方が旅行で来られて夕方バス停でずっと待たれていたと聞き

ました。普通の町中でしたらバスがまだある時間帯ですが、祖谷は夕方の４時くらいでバスが来なくな

ります。そのことを知らない海外の方がずっとバス停で待っていたそうです。地元の方がこの時間には

もうバスが来ないことを教えてあげて、家の車で駅まで送ってあげたそうです。こういったことは、し

てもらった人はとても記憶に残ると思いますし、本当に人があってのことだと思います。 

そういった話を聞いて、三好市の自然が良かったのだなというだけでなく、三好市の人も褒めてくだ

さってとても自分のことのように嬉しく思いました。やはりスポーツもそうですが、それをきっかけに

人が育って行ってくれることが大事かなと思います。 

◆竹内教育長 

 今のスポーツに関しては、やはり人間だと思うのです。部活顧問の教師を慕うのは私自身ありだと思

います。それだけ素晴らしい指導をしているのだろうと思います。しかし、先生の方から無理やり自分

の赴任先の学校へ連れて行くという様なものは、だめだと思います。ただ、三好市から鳴門の方へサッ

カーをやるために行きたいという子もいます。それは本人と保護者とで将来を考えておりますので、そ

の辺は見極めないといけない部分だと思います。 

◆大北委員 
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 やりたいのに環境のせいでできないというのは考えたいと思いますよね。 

◆喜多委員 

 西祖谷の保護者は悩んでいる方がたくさんいると思います。子どもがバスケットをしたい、野球をし

たいと他の学校に行きますと、西祖谷の中学校はどうなるのだということになります。子どもを活躍す

る場所に本当は行かせたいのに、出せない。保護者は色んな悩みがあり、早めに小学校から転校させよ

うかと思う方もいらっしゃると思います。 

◆新久保委員 

 部活がなくなってしまって、ずっと野球をしてきた子から頼まれれば、親は通える範囲だったら送っ

てあげようかと思います。昔はそれをしてしまうと子どもが集まってしまうのではないか、片寄ってし

まうのではないかと思った時代がありましたが、こんなに生徒数が減少し部活もなくなり、今は仕方の

ないことだと思うように変わってきたと私自身も感じております。 

◆黒川市長 

 逆にやりたいことができなかったから、辛抱したために大人になってぐんと反発精神と忍耐力で強い

大人になる場合もありますよね。 

◆竹内教育長 

 部活の指導者にチームで勝ちたい、子どもに勝たせたいという思いがないと、熱心な指導はできない

と思います。行き過ぎはいけませんが、その目標がないとやはり成長しないと思います。 

◆黒川市長 

 それから先生が忙しすぎるというのもどうにかしなければなりません。先生の心に余裕があってこそ

色んなことをイメージできますので、先生がくたくたになって働いている状況はよくないと思います。 

生徒数が少ないところはまだゆとりがあるかもしれませんが、大規模校では多忙感が激しいという話を

聞きます。 

◆竹内教育長 

 今のところ三好市は大丈夫ですが、今後取り組むべき課題です。ただ大規模校では生徒数が多いので

１つしかない体育館をいくつかの部で時間ごとに使用時間を割り振っている学校があるそうです。例え

ば吹奏楽部は１９時以降でないと使えないといった中で部活動をしている。そうしますと１９時が来た

らみなさん帰りましょうといっても帰れない状況にあります。 

◆大北委員 

 先生の仕事は増える一方ですね。 

◆黒川市長 

 先生の仕事で今までしていたものはずっとそのまま引き継いで、新しい仕事が増え続けています。い

わゆるスクラップがなくてビルドアンドビルドばかりが繰り返されているので大変ですよね。 

◆前川委員 

 夜の７時８時までしないと仕事が終わらないと多くの先生がおっしゃっているので、働き方を考えよ

うという話し合いを委員会の方でもしています。 

◆黒川市長 

 教育委員会がスクラップすることも考えませんと、ビルドアンドビルドそんなことをしておりますと

潰れてしまいますよ。うちの職員にも言っておりますが、昔からの仕事を全部引き継いで、新しい仕事

をまた増やしていきますと、どんどん本人自身一杯いっぱいになってしまいます。やはりスクラップア
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ンドビルドをしなければ質が上がりません。１千棟のハコモノもビルドアンドビルドばかりしてきたの

で、壊すことを考えなければもう財政がないということで今からスクラップを考えていきます。 

 昔と違って、機械で便利になってきているのにも関わらず、それでも仕事が忙しくなってきていると

いうのはおかしな話だと思います。 

◆竹内教育長 

 仕事が増えてきているのも事実ですが、学校現場は子どもが帰るまで自分の仕事に専念できません。

どうしても残業をしたり、自宅に持って帰ってしなければ終わりません。 

◆大北委員 

 薄暗くなっても荷物いっぱい抱えて帰る先生はまた家に帰ってするのでしょう。 

◆竹内教育長 

 早く帰りなさいということになれば、そういったことになってしまいます。 

◆黒川市長 

 昔みたいにテストを作らなくても、出来上がったものを使うようになったのですが、仕事はそれ以上

に増えて、年がら年中忙しくなってきておりますね。先生方の働き方改革をお願いします。 

 格別ご意見ないようですので、また次の機会にご意見いただきまして、三好市で学べばよかったと言

われるような、また斬新なスポーツ推進計画を立てていただきたいと思います。 

 これから暑い時期になりますので、委員の皆様におかれましては、お体を十分ご自愛いただき、お元

気でご活躍されますことを祈念いたしまして、意見交換を終了させていただきます。では、事務局に進

行をお返しします。 

◆木邨総務部次長 

 長時間にわたるご審議大変ありがとうございました。以上をもちまして、平成３０年度第１回三好市

総合教育会議を閉会致します。ありがとうございました。 


