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平成 30 年度 第 2 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１２月２７日（木）      三好市交流拠点施設真鍋屋 会議室 

                                    

      開会   午後１時３０分 

                                      閉会   午後３時２０分 

 

（２）出席委員の氏名 

        市  長  黒川 征一 

        教 育 長   竹内 明裕       教 育 長 職 務 代 理 者  前川 順子 

        委    員  新久保 由美子       

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 

          学校教育課長               高井 貞行 

        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 

        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 2回三好市総合教育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。今週末には大寒波と報道されておりますが、今年１年間を振り返りますと、漢字

では災い、災害の「災」だと言われておりました。三好市にとっても災害の多い年でした。 
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２月の初めの山城町での大寒波、１０日間に渡って水道が破裂、断水するという本当に厳しい状況が

ありました。７月の西日本豪雨もまた山城町で大災害があり、全国的に２２０人を超える人が亡くなる

中で三好市は幸いにも人命にかかわることはありませんでしたが、今年は災害の年であったと言えます。 

そういった状況の中で年末を迎えるわけでございますが、第２回の総合教育会議ということでご案内

いたしましたところ、皆様方には大変お忙しい中お集りいただきましてありがとうございます。午前中

に引き続いての会議ということで大変お疲れであろうと思いますので、順序良く進めていければと思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

本日の会は、「教員の働き方改革について」と、「公共施設再配置計画」という２つの議事が用意され

ております。公共施設についてはどういった形で再配置計画を詰めていくかが重要です。いわゆる標準

的な人口一人当たりの面積から考えますと三好市は 3.6倍の面積の公共施設を数多く持っております。小

中学校生徒の減少等から考えますと、合併に伴うものであると考えられます。 

皆様方にも議事としてお示し、ご理解とご協力を頂きながら将来に渡って健全な財政、今の三好市を

取り巻く環境からして、しっかりと問題に対応することが将来夢を持った子どもたちがシティプライド

を持つことができることにも繋がってくると思っておりますので、どうかよろしくお願い致します。 

また、ご案内の通り、8 月 30 日から 9 月 2 日までウェイクボード世界大会第 30 回という記念すべき

大会、アジアで初開催ということもあり、教育委員会の皆さん、そして市全体の皆様のおかげで大成功

を収めることができました。この大会は 10億円近い経済効果があったとされます。また子どもたちには

あの池田湖の素晴らしい静水面でスポーツを楽しんで活躍していただきました。 

池田ケーブルテレビで来年の新春の挨拶の収録がありまして、その場でこのような話をいたしました。 

昨年は激流のスポーツである「ラフティング世界大会」が大歩危小歩危山城であり、そこから 10ｋｍ

下ったところにある池田湖で今年は静水面のスポーツ「ウェイクボード世界大会」が行われました。 

10ｋｍしか離れていないところで激流のラフティングと、静水面のウェイクボード、この 2 つもの世

界大会ができたというのは、この三好市でしかない。世界のオンリーワンであることをお話しますと、

池田ケーブルの方に感心して頂けました。 

三好市の持つ自然の素晴らしさ、シティプライドを教育の中でどう知っていただくことができるのか

と考えております。池田湖イレブンの皆さんがそういった意味で今回体験したことは子どもたちが大き

くなり、世界へ羽ばたいたときにも自慢できることです。第 30回がアジアで初めての開催が三好市だっ

たということを本当に嬉しく思います。 

 また学校教育の関係で言いますと、子どもたちが毎年 3 人ずつアメリカのオレゴン州ダルズ市へ 1 ヶ

月間の留学に行く機会があります。今年の参加者を含めて今まで 9 人の中学生の方が異文化で 1 ヶ月間

の留学をされました。これもまた将来の人材をいかにして育てるかというのに大きな意義があると思い

ます。そうした意味でも今後良いところは引き続き進めて継続していくということが大事だろうと思っ

ておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 そういったことがありまして本日平成 30年度第 2回の総合教育会議であります。皆様方の忌憚のない

ご意見を頂きながら市と教育委員会と一体となって自分たちのまちを、そして自分たちの生き様をどう

いった形で作り上げていくのかというのを大事にすることが本来の目的であると思っておりますので、

最後までよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

◆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
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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）教員の働き方改革について 

  （２）公共施設再配置計画について 

  （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「教員の働き方改革につい

て」を議題といたします。このことについて説明を竹内教育長の方からお願い致します。 

◆竹内教育長 

 学校の働き方改革ということで、私の方から現状を説明させていただきます。ご存知のように電通の

職員の過労自殺問題から残業について日本国内いろいろな報道がありました。その中で教員の調査をし

た結果、過労死ラインである月80時間を超える時間外労働者が多数いるということが判明いたしました。 

そこで、昨年の 12月に文部科学省の方から働き方改革に関する緊急対策が出されました。長いので掻

い摘んでご説明いたしますと、教員は今まで使命感を持って子どものために頑張り、仕事内容があまり

にも広範囲になっているので、見直す必要があるということです。 

まず、業務の役割分担適正化を着実に実行するための方策としての指針が示されました。何かと言い

ますと、今まで教員がやってきたものを大きく３種類に分けて、業務内容を見直すというものです。 

最初に、「基本的には学校以外が担うべき業務」ということで、今まで登下校に関する対応や、放課後

から夜間における見回りとか、児童生徒が補導されたときの対応、学校徴収金の管理等は学校以外がで

きるものとされています。 

次に「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」ということで、調査や統計等への回答

や、生徒の休み時間における対応、校内清掃については学校の業務であるが他に頼んでもいいのではな

いか。また部活動にしても学校の判断で実施しないということも可能であるし、実施する場合でも教師

以外が担うことも積極的に検討すべきであるとされています。 

3つめに「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」ということで、給食時の対応、授業の準備、評価

や成績処理、行事の運営、進路指導等かなり細かく示されています。 

実際にやっていた教師にとって、どうなのかといった意見が大半を占めるようなものまで細かく示さ

れております。 

少子化などにより規模が縮小している学校においては、学校に設置する部活動の数について部活動指

導にたけた教師の配置状況や部活動指導員の参画状況を考慮して適正化するとともに、生徒がスポーツ

等を行う機会が失われることのないよう複数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツクラブとの

連携等を積極的に進めるように促すということも示されました。 

学習評価や成績処理についても、宿題等の提出状況の確認、簡単な漢字・計算ドリルの丸付けなどの

業務は、教師との連携の上で、法令上の守秘義務が課される地方公務員、非常勤職員の人にサポートを

頼めるようになっています。 

 勤務時間のことについては、勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のためにタイムカードに
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よって勤務時間を客観的に把握して集計するシステムを構築するよう促すというものです。 

 また、保護者や外部からの問い合わせ等に備えた対応を理由に時間外勤務をすることのないよう、緊

急時の連絡に支障がないよう教育委員会事務局への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメー

ルによる連絡対応等の体制整備に向けた方策を講ずることを促すとしています。 

 長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定期間の学校閉庁日の設定を行うことを促

すということで、今年の夏休みは多くの学校が、お盆時期に閉庁日を設けております。 

 時間外勤務の抑制のための措置については、時間外労働の限度について原則月４５時間、年３６０時

間と示されています。それを参考にして長時間勤務を減らすために、予算が組まれています。学校から

すれば本来、定数を変えて、先生をもう少し増やして下さった方が有難いのですが、実際にはカウンセ

ラーやサポーターの数を増やすといった方策です。 

それを受けまして、今年の１１月、徳島県が働き方改革プランをまとめ上げました。現在すでに総合

教育センターのホームページでこれをアップしております。 

改革プランではまず、勤務実態の状況を調査した結果が表で示されています。全国平均よりは徳島県

は平均的に月当たりの時間外勤務の状況は少ないのですが、それでも５６時間とか８３時間といったデ

ータが示されております。８０時間を超える者の占める割合も中学校では部活動の関係で非常に多いと

示されています。 

次に、業務の適正化に関して推進するための５つの柱が示されています。①勤務時間の管理と意識改

革②業務改善の推進③外部人材等の活用④部活動の適正化⑤保護者・地域への理解促進といったものが

示されて、それに対する取り組みがまとめられています。 

まず、働き方改革宣言ということで、目標として年休を前年度より２日以上取得すること。毎日１５

分早く仕事を切り上げるなど細かく示されております。 

勤務時間の管理に関しては、既に先進的に取り組まれている学校の事例が掲載されています。例えば

牟岐小学校の例ですが、帰る時刻の設定とパブリックスペース有効活用といった写真があります。身近

なところでは、ICT の活用による業務の効率化、各教室にタブレットを設置して職員室と連動するとい

う事例は東みよし町足代小学校の取り組みです。授業の時間の変更や、突然な連絡について職員室で打

ち込んだものが教室のタブレットにすぐに表示されるというものです。 

また、市町村での時間管理の取り決めの事例も示されています。教職員の勤務態様による勤務時間の

割振りということで、7:00 に学校を開けた人は 15:45 で帰る。7:30 に学校に来てあいさつ運動をした人

は 16:15 で帰る。8:00 に出勤した人は 16:45 で帰ると時間を徹底して勤務時間を調節するというもので

す。しかし学校現場は目の前に子どもがいますので、それで割り切っていけるのかなという不安があり

ます。  

ICT を活用した勤務時間管理の導入・整備の検討ということで、出退勤時刻を把握するためのソフト

ウェアやタイムカードを導入する方策も進んでいきます。 

続いて県下統一した小中学校統合型校務支援システムの導入を県が進めております。この統合システ

ムを入れることによって、いろいろなところで軽減される時数もデータを取って示されています。 

今後の研修出張講座に関しても、サテライトによる研修を随時導入していくとか e ラーニングを中心

にやっていく方法も書かれています。 

部活動の適正化ということで、部活動に関しては休養日を設けなさいといったかなり細かい指針が出

ております。それに合わせてスポーツ庁がガイドラインを出しましたので、それに基づいての内容にな
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ってきております。 

三好市では平成 27年 3月に中学校部活動の指導についての通知をすでに出しております。この内容を

県や国の方針と比較しますと、例えば休養日であれば、週当たり三好市は「1日~2日」、スポーツ庁は「2

日」。平日は三好市、スポーツ庁ともに「1日」。週末においては、三好市では「第 2日曜日（実施できな

い場合は他の日曜日で確保）」、スポーツ庁は「週に少なくとも 1 日以上（活動した場合はその他の日に

振り替える）」となっています。 

長期休業に関しても三好市としては「ある程度長期のまとまった休養日を設ける」としており、スポ

ーツ庁も「学期中に準じた扱いを行う。またある程度長期の休養期間を設ける」といった指針になって

います。さらにスポーツ庁には出ておりませんが、三好市では冬季についても記載しております。「12

月から 3 月の 4 カ月については土曜日か日曜日のいずれかを休養日とする。両日が活動日となる場合は

他の曜日で確保する」。週当たりの活動時間について三好市は言及していませんが、スポーツ庁は「16

時間未満とすることが望ましい」とされています。平日の活動時間は「2 時間以内」で休業日は「3~４

時間」で、朝練は原則行わない。その上記方針範囲内で学校長が事項の実態に合わせて決定してほしい

としております。 

最後に三好市としての働き方改革の取り組みですが、今年の学校訪問でも先生方が何時ごろ帰ってい

るかという確認もさせていただきました。三好市の小学校は大体５時半~６時半くらいにはほとんどが帰

れているようです。中学校は部活動で遅くなると言われておりますが、現在三野中学校以外は全てスク

ールバスが出れば部活動は終了しているのが現状です。学校閉庁日は８月１３日~１６日としております。 

留守番電話に関しては、取り入れておりません。私が現場にいたときにも子どもが帰った後、ごくた

まに「子どもがまだ帰ってこないが学校にいませんか」という電話があり、いた先生がすぐ対応し、一

緒に部活動していた者に連絡を取って事なきを得たという例があります。 

留守番電話にしてしまうと連絡が取れず、教育委員会にかけても繋がらない。そういった場合もある

かと思います。いろいろなことを想定して、親との信頼関係が重要であるという判断をしています。 

文科省やスポーツ庁が出している指針というのは全国一律です。その地域に応じた働き方改革という

のを進めていく必要があるのかなと考えております。働き方改革に関しては私からの説明は以上になり

ます。 

◆黒川市長 

 ただいま教育長の方から教員の働き方改革についてということで、スポーツ庁や文科省から市町村教

育委員会、学校等々のところから出されている指針に基づいて三好市の状況もお話しながらの説明があ

りました。このことにつきましてご意見ありますか。 

◆前川委員 

 私も図書館サポーターの活動に参加させていただいています。図書館の環境整備や子どもに本の紹介

をしているのですが、私が教員だったときは図書室の環境とか理科室の環境とかは教科担任の先生がし

ていたので物凄く負担でした。 

図書館の環境を私たち地域のボランティアサポーターとして施設ごとに図書館の環境を整備すること

で少しでも先生の負担を軽くできていればいいなと思います。 

◆黒川市長 

 やはり学校の先生が長時間労働以上という限界がありながら、どういったサポーターがいるのでしょ

うか。根本的には教育長さんがおっしゃっていましたが教員を増やしてほしいと、全く同感であります
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がそうは言っても一番大事な本流をつつけないで枝葉の枝葉末節な部分を言ってきているのでしょうが、

７２０ｋ㎡という広大な面積の中で生徒がどんどん減っている中、本当に子どもたちの教育の現場が圧

倒的少数の中で悪戦苦闘しております。池田小学校、池田中学校でさえも子どもが減少している状況で

ありますが、三好市の先生方の長時間労働という実態はどうですか。県全体は全国平均より低いという

ふうにありましたが、三好市内の小中学校の先生方はどうなっていますか。 

◆竹内教育長 

 80 時間を超えるという先生がいるのも事実です。何故かと言いますと、調査の仕方によって随分変わ

るのです。子どもが結構早く来ますので、その時間に先生は生徒を迎えるために、7:30 に出勤すること

があります。30分早く来れば時間外労働は月に 10時間になります。 

そして 17 時以降 2 時間残ればそれだけで 40 時間近くになり、中学校だと部活動で土日に指導します

と 80時間を超える先生はいます。 

 ただ、先ほど言いましたように意識改革が進んでいますので今調査をかけると 80時間を超える先生は

ほとんどいなくなったと思います。 

◆黒川市長 

先程三野町はとおっしゃっていましたが、三野町は突出しているのですか。 

◆竹内教育長 

 いえ、三野町は自転車通学が多く、三野以外の学校はスクールバスでの通学が多いためその分はっき

り下校時間が分かるということです。 

 もう少し補足でよろしいでしょうか。先程、足代小学校の例を少し話しましたが、昔であれば先生方

が顔を合わせて口で連絡事項を伝えていました。しかし今は便利になって、タブレット等で連絡ができ

ています。それで生まれた時間を子どもと向き合う時間にできるようになったと言われればそうですが、

一人ひとりの先生が追い込まれている状況が出てきていると思います。本当は顔を合わせて相談したい

のに相談する時間が取れないといったようなことは出てきているように感じます。 

また時間外勤務に関して「働きすぎは悪」というような表現があまりにも出てきてしまっています。

それによって若い先生があまり仕事しなくていいのでは、といった状況を作りかねないです。我々のと

きは「教育は今日行く」と教えられ、「生徒に何かあった時は今日行く、それが教育である」とやってき

たのが昔と考えが違ってきて不安の意見もあります。 

先生方が働きすぎて体を壊すことは避けなければいけないことです。ですが、あまりにも働きすぎと

いうのを前面に出して、教員のしんどさばかり報道されて、教員になろうという人間もどんどん減って

います。 

教員養成の鳴門教育大学の卒業生も 3分の 1くらいが企業へ就職しているといった現状を作りながら、

働きすぎ働きすぎだと言っている。もちろん都会の教員の実態はそうかもしれませんが、現状そぐわな

い地域があるのではないかと思っております。 

◆植本委員 

 私はずっとその世界にいたのですが電通の働きすぎとはまた違うと思っていて、学校の現場を一緒く

たに働きすぎと言っているのは実際どうなのだろうかと思います。 

 若い子達が時間外と分けたがるのがあって、自分のやるべきことが終わってなくても時間が来れば帰

るという社会にだんだんなってきていると思います。小学校 1 年生の子どもがいる親としては 6 名しか

いない中で、できない勉強があって追いつけないままでいるものは少人数なのだから、もう少し指導し
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ていただいてもいいのではないかなと思ったりもします。 

せっかくの少人数の良さみたいなものがあまり感じられなくなってしまっている気がします。短くし

ていいところと、そうではないところとが計画的にできればいいなと感じます。 

◆新久保委員 

 先程教育長が言いましたように 11 月 21 日に市町村の教育委員会の大阪へ研修会があったのですが、

その時に初めて学校で行わなくてもいい業務等を見たときは本当に驚きました。その中に学校以外が担

うべきもので、学校のお金を集めるとかは、考えればそんなものも全て昔は教員がやっていて、朝早く

に行って子どもの集金を先生が集めてチェックしてといった業務を当たり前に思ってしていた時代があ

りました。こういったのが振り込みになったりしてなくなっていっているというのは改革ができている

からだと思います。 

教員以外ができることをしてもらうというのは、教員が授業のために使える時間が増えてとてもいい

事なので、そういったところはしっかりやっていくべきだと思いますが、全国一緒に揃えていくことは

難しいことなので、教育長もおっしゃいましたように地域に応じた改革をしていくことが必要になって

くると思います。 

 熱心な先生ほど労働時間が増えていってしまって、差が出てきてしまいます。やはりこれ以上は無理

だといった指針が必要になってもきますので、国の方も出してきてはいますが、そのまま鵜呑みにして

いく必要はないのかなと思います。成績も手書きでしたが ICT を利用するだけでも時間短縮になってい

ると思うので短縮できるものは進めていく必要性があり、そこの見分けをきちんとするべきでないと思

います。 

◆前川委員 

 子どもに関することはやはり外せないと思います。学習の支援とか、保護者の方への対応とか、その

日にやっておかないと子どもの心を傷つけることもあります。 

先生からの保護者との連絡対応や、生徒の日記を見て書いていることに対して返事を書いてあげたり、

宿題を見たりというのがその日のうちにできればいいと思います。学習発表会とか交通安全教室といっ

た行事も沢山あります。計画を立て予行演習をして、反省会をするとなると大変だと思います。 

しかし、生徒や保護者との関係に影響を及ぼすことがありますので、それを大切にしていかなければ

いけません。だからサポートでしてもらえるものは学校でしっかり判断してもらって、支援できるもの

を支援して頂くことが大切だと思います。 

◆喜多委員 

 少し視点が違うかもしれませんが、教師の時間外労働は新聞なんかでサービス残業とか教員が好きで

やっていると表現した人もいましたが、そういう形で捉えられています。これは何処から来ているかと

言いますと、教職調整手当という一律の手当が全員に付いているからいくら時間外労働をやっても手当

は付かず無給であるというところからスタートしているためだと思います。 

結局過労死ラインになっているのは極端に言いますと、それらが教員の当たり前のベースになってい

るからだと思うのです。 

これを解決するためにどうすればいいのか考えなければならないときに、今年から小学校には英語教

育といったものが入ってきましたよね。入ってきたということは英語を勉強するということなのですが、

先生の負担がそれだけ増えるということです。また道徳が教科化になることによって評価をしなければ

ならないということは教師の立場からしますと、負担が増えるということです。先程教育長さんが言っ
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てくださいましたように大きな学校ではできるが、小さな学校では先生が少なく厳しいことが沢山あり

ます。 

 個人的な意見ですが竹内教育長と同意見で人を増やす以外ないと思うのです。例えば小学校の学校の

形でいえば 1 人の先生が担任している学級を全教科教えます。それを体育専門の先生や音楽専門の先生

を 1 人配置します。体育や音楽専門の先生がその学校の 1 年生から 6 年生までを教えていけば、学級担

任の先生は体育や音楽のときは時間が空くわけです。そうしますと、業務や事務的なことができます。 

小学校の先生は朝学校に着くと、教室から帰れないという現状が多いです。時間ができると少しでも

職員室で業務ができますし、先生方とのコミュニケーションをとって情報交換もできます。 

中学校においても部活動を一つの授業と同じように考えて、例えば部活動を持った人は他の授業時数

を削っていくということをすれば、またそこで時間が減っていくのではないでしょうか。１人増えるだ

けでも色んな活用の仕方が出てきます。ここのところを考えていかないと１年２年しますと同じことが

繰り返されているような気がしますので、なかなか簡単に改善されるのは難しいと思います。 

◆前川委員 

 仕事量が多いので、人数を増やしてくれれば少しは解消するのではないかと思います。 

◆竹内教育長 

 しかし、部活動等を指導してくれる人がいないのも事実です。もし池田中学校、池田小学校は忙しい

ので１０人増やしてもいいと言われても人がおりません。 

とにかく今、三好市は各学校現場からこれについてもっとという声は上がってきてはおりません。正

常な形で動いているのかなと思います。 

９時１０時まで残っている学校というのは、例えば東祖谷ですが、徳島等から泊で来てくれている先

生は、学校で皆さんと子どものことなどで相談したり、話したりするのがストレス発散にもなるので遅

くまで残っていますということでした。 

◆喜多委員 

 監視しているわけではございませんが、私の家のすぐそばの学校の教頭先生は朝７時から来て待って

いるのを見かけます。いろんな準備、事務的なものをしたりするので担任の先生も７時半から来ていま

す。登校するのが早い子がいますので早くから出勤されていますし、帰りもやはり遅い人は遅いですし、

土曜日、日曜日の休日も学校に来ています。それだけ先生方には仕事があるのだなと思いつつ、全部の

先生ではないのですが、そういった人もいるのは事実です。 

◆植本委員 

 私の出身校がそうですが、このことは 3,000 人生徒がいる学校の話なんじゃないかなと思ったりもし

ます。確実に人数が全く違うので担任と副担任がいて 2 人体制だとしてもどう見積もっても人数が違い

すぎるのと、行事の規模が違うので、運動会等の 2,000 人以上が一気に動く行事を年に何回も行ってい

ると思うと業務の負担がかかるので、文科省が問題にしているのは主にそういった学校なのではないか

なと思います。 

◆喜多委員 

 私としては東西祖谷の担当の教育委員ということで、西祖谷東祖谷の現状ですが、西祖谷の小学校の

場合は完全に複式化しています。そうしますと 1 人の先生が 1 時間で 3 年生と 4 年生の子どもたちを教

えるため授業研究だけでも 2 学年の内容を同時にしなければならないのでエネルギーが大きいと思いま

す。 
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それから 1年間通して見ても、3年生の国語の教科書と 4年生の教科書を授業研究していかなければい

けません。普通であれば 1 学年の教科書だけのところを複式化は 2 学年分の教科書の授業研究をしなく

てはならないという負担も現れてくるのは間違いなくあると思います。 

中学校の場合は 3 学級ですが、去年と一昨年は 2 学級でした。そうすると教員の数が 6 人か 7 人しか

いないのです。教科の担任は国語・数学・社会・理科・英語・音楽・技術・体育・家庭科ですのでどう

しても自分が持っている免許以外の教科を教えなければいけないというのは精神的にも大きな負担なの

ではないかと思います。このような目に見えない負担も今後考えて行かなければいけないと思います。 

◆黒川市長 

 意見が大規模校と小規模校など色々ありますが、先生に余裕がなくなると子どもも余裕がなくなると

思います。 

また、今トップダウンの社会になってしまっているのでないでしょうか。アメリカのトランプ大統領

も言っておりましたが、ボトムアップの社会がなくなってきたら大変な社会に入っていくということで

すよね。ボトムアップのない社会というのは現場の意見が上がらないということです。今日も実はここ

へ来る前に、国土交通省の河川国道事務所の方とお話をしました。 

徳島県で例がないのが 7 月西日本の豪雨で 30 数億円の被害を受けて、今工事を発注しておりますが、

だれも取ってくれない。いわゆる不調フラッグというものです。工事を発注しても土建業者が落とさな

いということは工事がいつまでもできません。このことで河川国道事務所長にお話ししました。 

市道林道といった道路があるのですが、30 数億円の災害を受けているので、復旧して設計をします。

国の設計基準に沿って設計し、財務省の査定を受けます。復旧するために一番値段が安い方法のブロッ

ク積みでするのです。ブロック積みでも直線ですと簡単ですが、内カーブとか外カーブになったところ

は設計が難しいだけでなく、設計ができたとしても施工できる石工が少なく、結局取っても仕事ができ

る人がいないので取らないそうです。 

 コンクリートで復旧できるのであれば簡単ですが、未だにコンクリートですと査定では飛ばされ、国

は安いのでブロックでするように言われます。この問題を東京へ持ち帰っていただけるようお話をいた

しました。人がいないので災害があっても直すことができません。災害復旧というのは 3 年間で仕上げ

なくてはなりませんので、来年再来年の台風が来ない様に拝むしかありません。また来ますと復旧でき

ていないところにさらに災害が起こるのです。今回はたまたま山城町だけが大災害になりましたが、新

久保委員さんの方は大丈夫でしたでしょうか。 

◆新久保委員 

 市長さんがおいでる前に丁度その話をしておりました。生活道路が 2本ありますが、1つの道は完全通

行止めになっています。もう一つの道は現状通行できていますが、崩れかけている所があり、冬場の凍

結により崩れる危険があり集落が孤立してしまいます。そこで生活している人間は不安を抱えています

ので、できるだけ早く復旧してくれることを望んでいます。 

◆黒川市長 

 技術を持った方がおりませんので発注しても取れないんです。これが三好市全域になりますと大変で

す。そんなことを高知県香美市の市長さんが昨日三好市においでましてお話をいたしましたが香美市も

大豊町も、また全国の災害現場で同じようなことが起こっております。 

◆新久保委員 

 だいたい真っ直ぐなところではなくカーブの道が落ちますよね。 
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◆黒川市長 

 はい。これが今の状況です。少し話が離れましたが、ボトムアップのない社会、トップダウンの社会

というのはそんなに必要ないんですね。学校現場もボトムアップで、確かに大規模校・中規模校・小規

模校とありますが、そこの中で知恵を出しながら頑張っていくという姿を共有しながら工夫をしていか

なければいけません。 

市役所の中も 600人いたのが 200人近く減り今 400人程になります。その中で仕事を同じようにしな

ければならない。学校で言いますと英語が必修化するとか言われておりますが、市役所の中の仕事もど

んどん増え、職員が大変な状態に入っています。 

また喜多先生がおっしゃいました東西祖谷の現状と、池田小学校の状況は違ってきます。三野の様に

ある程度 44ｋ㎡内にかたまってコンパクトに中学校小学校があるところと、山城町の様に散在して人が

いるところもあります。三好市はそういった意味では色々な状況があるので、この問題がすぐに解決す

るということではございません。今言った議論の中のことを工夫していただいて、工夫できないところ

は上にしっかり意見を申し出ていただきたいと思います。 

教員の働き方改革については教育長の方から提起されて、文科省等でこのように示されているという

ことを、しっかり見ていただいて、参考にしながら三好市の状況で改善できるところは改善し、何度も

言いますが意見はしっかり申していただきたいと思いますし、これからも改革は止まることはありませ

んのでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは次に「公共施設の再配置計画について」ということで、教育次長の方からお願い致します。 

◆篠原教育次長 

 失礼いたします。議題 2 の公共施設再配置計画につきましては 6 月の第１回総合教育会議でも基礎的

な概要等について本会議でご説明をさせていただいたところでございます。本日進みまして教育委員会

事務局でこれに関係するものを今後どのようにしていくのか、若干踏み込んだ形のご説明をさせていた

だきますのでよろしくお願い致します。 

 まず下線が付いております、施設類型別の方向性（抜粋）と書いておりますが、これは公共施設再配

置計画の中に出てきている施設を類型別にしてその方向を示すというものでございます。 

 まず１－１市民文化系施設です。これにつきましては教育委員会事務部局としては公民館が対象にな

ります。整理検討の対象は井川の１６分館の内の８分館と、東祖谷の３分館の内２分館が該当になりま

す。２０１９年度から井川地区、東祖谷地区での地域分館別ヒアリングを行い、統廃合に向けた方針を

策定するとなっております。近い場所で公民館がある場合には統合をすることができないか地元の意見

をお伺いしながらになります。 

 １－２社会教育施設については、図書館・東祖谷生涯学習交流センター、西祖谷交流学習施設が該当

になっております。東祖谷生涯学習交流センターというのはかつて池田高校の分校があったところです。

西祖谷交流学習施設というのは旧の西祖谷中学校の寮で、分類上は博物館という取扱いになっておりま

す。それから図書館につきましては中央図書館、井川図書館とも公共施設再配置計画の中で継続してい

きますが、東祖谷、西祖谷の施設につきましては廃止・撤去を検討しております。 

 次に１－３社会体育施設は体育館でございます。現在利用中の体育館は継続しますが、井川体育館は

撤去で検討しております。これにつきましてはカラー写真がございます。場所は井内小学校の川の挟ん

だところにあります。今これらについて井内放課後児童クラブ、井内消防格納倉庫、井内小プール、井

内幼稚園、横断歩道橋これらも含めて撤去といった方向で検討をしているところです。老朽化して危険
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であるというもの、また使用しないというものについては維持管理費用を節約するためにも撤去すると

いう方針で取り組んでおります。 

 １－４産業系施設については該当ありませんので省略させていただきます。 

１－５学校教育施設は学校または給食センターについてです。学校については別指針によりますとい

うことで学校関係のものについては別紙で説明させていただきます。給食センターについては現在統廃

合で進行しております。池田給食センターは撤去いたしまして、州津の三好市学校給食センターに集約

をしました。この施設については撤去をすることで決定をしております。 

１－６子育て支援施設は教育委員会施設では幼稚園が該当になりますが、こちらも別指針によりまし

て検討することになっております。 

続いて１－７保健福祉施設については該当がありません。 

１－８医療施設についても該当がありません。 

 １－９行政系施設については今該当の教育委員会事務所があります建物ですがこれは本庁舎整備に合

わせて検討するということになります。 

 １－１０供給処理施設についても該当がありません。 

 １－１１その他の施設で旧教員住宅となります。これについては第１回のときもご説明させていただ

きましたが、基本的に撤去の方針になっております。これを私自身も振り返っておりまして文化施設の

中に文化財的なハコモノの記載がなされていないということに気が付きました。利用活用ということで

このハコモノをいわゆるハコモノとしてスタートしたので文化財的なものには漏れたのかなという気が

しますが、文化財の基本方針として保存及び利活用をいった方向が出ておりますので当然文化財につき

ましても建物についてはそれだけでなく利活用も必要だということです。 

まさに今この建物「真鍋屋」は文化財ではございませんが利活用しております。タバコ資料館につい

ては保存をしながら利用を図るということで、これについては私もスタートの時点で分類が違うという

ことで再配置の中に入っていなかったのかという気がするのですが、今申し上げましたように利活用と

いうことがありますので、他の学校とか他の指針によって運用がなされるにしてもこれについては盛り

込んでいく必要があるのではないかというふうに思っております。今後の方針ということで、教育委員

会事務局としては公共施設再配置計画についての今後の方針というのは今申し上げました通りでござい

ますが、学校関係につきましては別途資料を用意させていただいておりますので、ご説明をよろしくお

願いします。 

◆高井課長 

 お配りしております資料 2 公共施設再配置計画について（学校関係）という資料をご覧ください。ま

ず 1ページですが現在の三好市管内の学校施設建物状態一覧表を掲示しております。王地小学校から 14

番東祖谷小学校までございます。 

まずこの黄色の部分は 40 年以上経過ということで王地小学校の南側校舎が築 44 年ここには理科室と

音楽室がございます。 

45 年以上経過しているものについては薄いオレンジ色で示しております。芝生小学校北側校舎築 47

年普通教室が 4教室、特別支援教室が 2教室です。 

そして濃いオレンジの部分が50年以上経過している建物は池田小学校が校長室、職員室のある管理棟。

また白地小学校の校長室、職員室のある管理棟でございます。 

 次のページをご覧ください。中学校と幼稚園の建物の状況でございます。まず 40年以上経過している
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ものが井川中学校の南校舎築 44年、北校舎が 43年で技術室が 41年となっております。 

 45年以上経過は三野中学校北校舎教室が 5教室特別支援が 4教室です。 

 そして 50年以上経過しているのが池田中学校西校舎 52年、特別活動教室、生徒会室等がございます。 

次のページをお開き下さい。これは今後における三好市の人口ビジョンデータから引き出しをしまし

た、0 歳~4 歳、5 歳~9 歳、10 歳~14 歳、15 歳～19 歳の人口の合計でございます。まず 2015 年にいた

しますと 5歳~9歳については 691人、これが 2040年になりますと 479人ということで 69.3%となりま

す。また 10歳~14歳につきましては 868人であったものが 2040年には 493人ということで 56.8%とな

ります。小学校だけの人数になりますと、平成 30 年と 35 年を比較いたしますと資料の添付はしており

ませんが今年度 896人に対して平成 35年には 830人 66人で 7パーセント減、そして中学校は 501人で

ございますが平成 35年には 453人と 48人の減ということで 9パーセントの減が生じて参ります。この

ことをお考えいただきまして 4 ページからご説明させていただきます。学校施設の長寿命化計画策定に

係る解説書ということで、5ページをご覧ください。 

これは文科省が出している解説書でございまして、「我が国の公立学校施設は、第 2次ベビーブーム世

代の増加に伴い、昭和 40 年代後半から 50 年代にかけて多く建設されましたが、それらの建物が今、一

斉に更新時期を迎えつつあり、老朽化の波が押し寄せている。」ということで国の方では従来のように築

50年未満で建て替えるのではなく、80年程度の長期間に渡って建物を使用しようではないかといった方

針このことを「長寿命化改修」といいます。ただし、80 年に延ばすためには基礎工であったり構造躯体

が健全でないと必要な安全が確保できません。今後、個別物ごとに長寿命化改修の可否を判断する必要

があります。 

それでは 6ページをお開き下さい。6ページの図を中に個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）と

いうところがございます。策定主体が各教育委員会ということで策定時期については平成 32年ごろまで

に策定することとなっています。次に、長寿命化の目的でございますが 7ページをご覧ください。 

「地方公共団体による学校施設の長寿命化計画策定の主な目的は、中長期的な維持管理等に係るトー

タルコストの縮減及び予算の平準化を図りつつ、学校施設に求められる機能・性能を確保することであ

る。」ということになっております。このことを踏まえまして、先程施設の建物状態を説明させていただ

きましたが、三好市におきましてもこの生徒数が減る中で今後どのように建物を維持していくのか。ま

た、統合等も見据えた形でどう進めていくのかといった方向性を示していく必要性があります。 

今後、学校施設においては皆さんのご意見等をお聞きしながら検討して参りたいと考えております。

以上簡単ですが説明とさせていただきます。 

◆黒川市長 

 いわゆる公共施設の再配置計画ということで三好市がこのままの状態だと、公共施設の維持管理費だ

けで潰れると言われているため、この公共施設の再配置計画を三好市は徳島県下で最初に策定いたしま

した。5年程前に提起をしておりまして、今具体的にどこを潰してどこを活かすか、どこを長寿命化する

かを見極めなければなりません。例えば三野で言いますと小学校が 2 つと中学校が 1 つですが、スクラ

ップするか、スクラップアンドビルドするか問題になってきたときに身の丈に合った施設をどう作るか

というのも大切になってきます。 

高度経済成長の時は、どんどん増やして右肩上がりが当たり前でしたが、人口減少で経済縮小の社会

に入っている中で、身の丈に合ったことをどうするかということが今問われております。三好市はいい

意味で最先端、逆に言えばマイナスの非常に厳しい状況にあるということであります。この施設「真鍋
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屋」は古民家を再利用して地域の活性化をしました。ここは無償でいただきましたが、改築費用にたく

さんかかりました。前へ進もうとしますと大変なことは必ずつきまとうということをご理解いただきた

いと思います。 

例えば三縄幼稚園に園児が少なくて幼稚園は三縄小学校の方に入っていますので、ずっと閉鎖したま

まですし、また東祖谷の京上にある池田高校の分校があったところなどあちこちあります。 

 井川の公民館は１６分館あるのを 8分館にするというのも大変です。 

◆前川委員 

 辻地区の方はお年寄りが多いので、月に 2 回くらいの利用頻度が高い公民館もありますが、あまりに

も利用頻度が少ないものはもったいないのかなとも思います。数を減らして、1分館ごとの利用頻度が増

えていい場所になればなという思いです。 

◆黒川市長 

 この話は教育委員会の管轄ではございませんが、具体的な話をしますと、西井川保育所の送迎バスが

来年度から廃止になります。3年間に渡り説明をしてきましたが、いざ廃止するとなりますと反対の声が

上がってきました。保育所の送迎は西井川しかしておりませんでしたので、なぜ井川だけするのかとい

う根本的な問題もありましたが、車も古くなりまして廃車にしなければならず、運転手もいませんので

廃止が決まりました。 

 公共施設の再配置計画というのは具体的に提起し、今の身の丈に合った財政や人口減少から考えて最

低ここまでは残そうといったことを進めていかなければいけません。あれば何でもいいという方策では

三好市は破たんすることは明確であります。全国平均の 3.6倍です。4年前の調査ですので人口は減って

いるためもっと高くなっていると思います。 

◆植本委員 

 これは何について話したらよいのでしょうか。 

◆篠原教育次長 

 前回この公共施設の再配置計画については概要からご説明を申し上げました。そして今日は市長部局

から教育委員会事務部局にある再配置計画の流れにそってスクラップアンドビルドまでがずっと立て続

けてきた教育関係のものについてこのような廃止の流れが同調していってのお話ですので、それについ

て教育委員の皆様にもご理解をいただきたいということです。 

市長事務部局からの依頼ということで教育委員会もこれにそって動くお話を頂いている状況ですので、

今学校教育課長が申し上げましたように学校の建物も半世紀を迎えるようなものがありますので、これ

について公共施設再配置計画の中で言いますと、学校の再編についてはこのような計画になります。計

画と言いましても予算は立てておりませんので、計画というにはまだ早いのでこのような方向性もある

という話を今市長事務部局の方に、学校に関してはこのような方針であるというご相談申し上げたとこ

ろです。 

先程喜多委員さんもおっしゃいましたが、複式の話もありますのでそのあたりも施設の再編と同時に

検討の間に複式の解消も入ってくると思います。今回は市長事務部局から前回の続きで教育委員会事務

局にあっても公共施設再配置計画に基づいて方向性を合わせるという話です。 

◆前川委員 

 子どもの数が減っていくということで活動するのにやりにくいという事態になるかもしれなません。

そのときにはどこかと合併しなくてはいけないというのは 25年先のことを思うと可能性があります。50
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年も経っているので使えないのであれば廃止ですが、将来を見据えて無理に建てなくていけないわけで

はない気もします。 

◆黒川市長 

 学校関係の施設もですが、市長部局の施設でも大変なスクラップアンドビルトしなくてはいけません。

もっと詳しく話しますと「秘境の湯」「サンリバー大歩危」を早く手放さなければ身が持ちません。かつ

ては国が賛成して作ったものを今潰すのか、どこかへ譲るかしなければなりません。同じような形で「あ

わの抄」もそうです。何もかもがそういった時代に入っていると一つの例を言いましたが、その他にも

沢山あります。それをずっと後生大事に持っていたら維持管理費で大変なことになります。 

 そして今、合併特例債といった国からの 7 割の補助が出まして、安く撤去することができるのです。

それが期限を過ぎますと大変な費用がかかりますので、このタイミングを逃せません。 

◆喜多委員 

 この学校関係施設の年数によって色分けしてくださっている資料がありますが、この資料を基になに

を考えたらいいのかを知りたいです。少し漠然としすぎてどのように捉えるといいのでしょうか。 

◆高井課長 

 この資料を基に今後学校の編成をどうしていくかという事を踏み込んで考えていただかなければいけ

ないということになります。現状の各地区ごとに人数が少ない中で学校をいかにして運営していくか、

これまで統合等の議論はあまりされてきていない部分があります。今までは地域住民主体型で保護者や

地域が残してほしいと言えば、こちらの教育委員会から積極的に統合の話を持ち込んだことがないと思

います。ただこれからは施設の老朽化によって、地域での小・中学校をどう編成していくか教育委員を

交えた中で結論を出していく必要があります。そういった意味での資料です。 

◆喜多委員 

 最初資料を見たときに再利用ということで、国の基準としては何年以上であれば危険であるというの

があったのですが、新しく 40年以上でも大丈夫という考え方が出てきたのでこの資料を出したというふ

うに捉えていました。今の話を聞いていますと、以前は耐震の問題があったので、あのときであればこ

の学校は耐震基準を満たしていないがため危険である。だから対策を取らなければならない。改修をす

るか統廃合するのかいろんな考えができたと思うのですが、具体的に直接結びつくものではないという

ことですね。 

◆高井課長 

 はい。建物の長寿命化 30 年延ばすことになっても、10 年後の生徒数をみると子どもたちにとって良

いのか悪いのかを委員会として考えなければいけません。将来のことを見越した考え方を委員会として

も立てていく必要があります。 

◆喜多委員 

 50 年以上の建物の長寿命化を考えても、もしかすると何年後かには子どもがいなくなるかもしれませ

ん。 

◆新久保委員 

 小中校各町村で一つに統合するということも考えられるということでしょうか。 

◆高井課長 

 そういったことを考えていくようにはなるかと思います。非常に重い課題ですが将来的には出てくる

可能性も考えられます。 
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◆植本委員 

 実際、三縄小学校もわざわざ池田へ送り迎えする親御さんもおられますので、ますます減ってきてし

まうのではないかと思います。 

◆前川委員 

 地域に一人でもいれば学校を残してほしいと地域の方は思いますが、保護者の方としては子どものこ

とを考えますと少しでも多いところで切磋琢磨しながら育っていく環境に置きたいと考えて、送り迎え

をしてでも子どものためにという保護者が増えているのではないかと思います。 

◆植本委員 

 わざわざ住民票を異動したりして少ない学校を避ける傾向がありました。 

◆竹内教育長 

 エアコン一つ設置するにしても、この先その教室が空くのが分かっていても現在必要だから設置する

のか、またプールもいつまで使用する子どもがいるのかとか、そういった事例も出てきていますので、

今後の大きな課題です。 

◆黒川市長 

 非常に厳しい選択ということで身の丈に合ったという話をしましたが、どこかでは決断しなくてはな

らないという三好市が全国平均の 3.6倍の建物の面積を持っているということで、今人口は 24,000人お

りますが、2040年には 13,000人と言われています。そんなことになりますと、この数字を 3.6倍という

ことで人口が半分になると、6倍もということになってきます。 

 一方インバウンドやウォータースポーツの面では勢いを持っております。三好市は両極端を持ってい

ると思います。今日の新聞で赤ちゃんの写真を見ていますと、お隣の東みよし町には 2 人ほど載ってい

ましたが、三好市は 0人で寂しく思いました。 

 それではこの後終わり次第、中学生の短期留学の発表がありますので以上でよろしいでしょうか。そ

の他ございませんか。 

◆高井課長 

 ありません。 

◆黒川市長 

 それでは以上をもちまして、平成３０年度第２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。 

 


