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２０１９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 

      令和元年６月２５日（火）      三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   午後１時３０分 

                                      閉会   午後３時３５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  大北 慶子       委    員       植本 修子 

委  員  喜多 雅文      委  員      深田 晃司 

 

（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              東口 栄二 

          学校教育課長               宮内 一也 

        生涯学習・スポーツ振興課長       宮岡 浩司 

三好市学校給食センター所長      近藤 嘉男 

教育指導主事               川人 正恭 

文化財課主任主査             加藤 智子 

        学校教育課主幹            岡田 由紀 

  

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

◆東口総務部次長 

 本日進行を務めさせていただきます、総務部次長の東口と申します。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、ただいまより令和元年度第 1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。ご多忙のところ２０１９年度第１回目の総合教育会議にお集まりいただきまして

ありがとうございます。梅雨入りもしておりませんが梅雨が明けたような気象状況であり、非常に地球
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がおかしくなってきているのではないかと感じるのは私だけではないと思います。 

 今から５２年前の６月２１日が一番梅雨入りするのが遅かったといったデータがありますが、今年は

まだ梅雨入りをしておりません。雨が降らず水不足も心配されますが、我々行政には今人口減少、過疎、

少子高齢化という大きな問題があります。子どもが減り、学級編制がまわらなくなっていかないよう学

校の運営をどうするかといった問題を一番考えなくてはなりません。 

それを政治的には地方創生と言い換えますが、地方創生たるものはできてから５年目になります。２

０２０年度から第２期の地方創生を編成することになっております。 

地方創生の中で、国が内閣府からシティマネージャーを配属し始めたのは今から５年前です。シティ

マネージャーを内閣府から四国で初めて承認したのが三好市で、野村総研の横山政策監でございます。

現在も地方創生に取り組んでいただいておりますが、いわゆる CCRC という｢まち･ひと･しごと地方創

生｣という形で、箸蔵と池田で取り組んでおります。 

しかしインバウンドを中心とした誘客の問題、子育ての支援の問題、最終的には小学校中学校教育の

中に入っていくと考えられていますが、そういった中で去年１年間の赤ちゃんの出生数は１００人程で

す。かつて５００人、１０００人といましたが、２０年後の成人式は１００人しかいないのが現状です。 

 西暦２２００年には日本人は７５００万人になると国連が明らかにしました。しっかり子育て支援を

充実し、また子どもたちが夢と希望を持てるような地域をどう創っていくかが地方創生だと思っており

ます。そんな中で平成２７年から８回総合教育会議を開催してきました。今回で９回目になります。 

今日のテーマとしては先程お話した人口減少ということが初等中等教育にも関わってきます。どの程

度で学級を作るのか国の指針はありますが、それを適応しますと、適正配置の小学校は池田小学校だけ

で、中学校は池田中学校と三野中学校しか残らないということになってしまう現状です。人口減少を防

ぐためにも新しい地域づくりをどうしていくのかを考えなくてはなりません。 

また３番目のジオパークですが、学校教育の場や社会教育の場でシティプライドを高めるためにも、

どう作っていくのかが重要です。三好市を離れてもシティプライドを持っていただけることは大変大事

であろうと思っております。 

 また三好市の近況を言いますと、この前のチャレンジデーでは久しぶりに三好市が勝利をいたしまし

た。秋田県三種町の参加率は 55.7 パーセントでありましたが、三好市の参加率は 67.5 パーセントと最高

の参加率で金メダルを獲得いたしまして、三好市発足以来の快挙であると言われております。 

 また最近のニュースですと、来年２０２０年のオリンピック・パラリンピックでは聖火リレーの最初

のスタートが三好市であるというのも報道されております。詳しいことは決まっておりませんが、その

ような動きも今あります。 

全国的にも珍しい中学生のアメリカ合衆国オレゴン州ダルズ市への１ヶ月間の留学も４年目になりま

す。毎年送り出していただいて、異文化に接することによって新しい気持ちとまた地域でのオピニオン

リーダーとしての人材ができれば幸いだと思っており、教育委員会の取り組みにもそういった他の地域

にはない取り組みをしていていただき感激しております。 

今おかれた地域の中で積極的にやることをやるしかないだろうと、一昨年のラフティングであったり、

昨年のウェイクボードであったり、ウォータースポーツのまちとしての自負を固めるという意味ではや

ってきたつもりでございますが、決して人口減少を止めたとか、少子化が解消されたわけではなく、我々

にとって厳しい状況であります。 

本日限られた中での議論となりますが、ご意見いただきたいと思います。よろしくお願い致します。 
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◆東口総務部次長 

 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）初等中等教育における人口減少への対応について 

  （２）人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について 

  （３）ジオパークと教育行政について 

（４）その他：教育行政に関する意見交換について 

 

◆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「初等中等教育における人

口減少への対応について」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 

 教育次長篠原でございます。どうぞよろしくお願いします。まず資料インデックス４をお開き下さい。

第２章本市の教育をめぐる現状となっておりますが、これは三好市教育振興計画の資料です。棒グラフ

がありますが、これが三好市の今後の人口推計になっております。 

２０１０年、２０１５年は国勢調査による実数でございます。２０２０年以降は国立社会保障・人口

問題研究所が推計した数値になっております。ここには出てきておりませんが、合併直前の２００５年

の国勢調査が６町村合わせて３万４１００人余りでございました。従いまして、２０１５年が２万６８

３６人ということは１０年余りで７２６０人、割合で２１%ほど減少したということになっております。

１０年間で７０００人減ですので単純に 1 年で７００人程度減っている計算になります。この棒グラフ

を見てみますと三好市における人口減少については今後もこのように減り続けると予想されております。 

そこで本日のテーマ「初等中等教育における人口減少への対応について」ですが、まず資料４ページ

をご覧ください。学校規模の標準についてということで、「法令上、学校規模の標準は学級数より設定さ

れており、小・中学校ともに、「１２学級以上１８学級以下」が標準とされている。」となっております。 

インデックス４の６ページをご覧ください。ここに２０１９年度幼小中の児童生徒数の右端に学級数

という欄があります。先ほど市長からお話がありましたが、これを見ますと池田小学校以外はこの標準

を充足しておりません。さらに現状では複式学級になっているところもございますので、学校の統廃合

の問題は近々の問題であるというふうに言えます。 

しかし一方で、この１２から１８学級という基準については、学校教育法施行規則第４１条で「小学

校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情

のあるときは、この限りでない。」と文部科学省が示しております。地域の実情によっては１２から１８

学級でなくてもいいといった訳でありますが、地域コミュニティと市の役割と地元の賛同を得られない、

あるいは統合するべきかどうか距離が長い、統合しても次の統合が待っているなどの事情によって統合

が進んで行かない現状。これは本市だけでなく全国的に未だに大きな課題として残っている状況です。 

そして、統合して適正な規模にするのか、また小規模校の利点を生かして存続させるのかについては

国にあっては地域コミュニティの各都市の役割を重視し、小規模校の維持を選択する市の判断を尊重す
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るというふうにしておりますので、あくまで統合か、存続かは市が判断することになっております。 

私ども教育委員会としましてはこの問題をどのようにしていくのか非常に難しいところでございます。

最近では井川地区の井内幼稚園、井内小学校が保護者からの要望書という形で休校統合が提案され、実

現されております。しかし、今のところ地元からの要望がなければ、私ども設置者の提案で統合を決め

るようなことはしておりません。先般、教育関係の審議会委員より学校の統廃合の問題について質問が

ありました。やはり地域の存続希望が大きいと思われると回答したところ、維持経費の負担増や、少人

数教育のデメリットを考えると、強制的な統合は無理としましても、少なくとも問題提起をし、協力を

依頼するなど教育委員会も公共施設の整備経費削減に努めるべきではないかというご意見を頂きました。 

 そこで今後の学校規模の適正化について考えるとき、様々な課題が浮かび上がってきています。先程

も申し上げましたが、地域コミュニティの役割をどうするのか、学校がなくなると地区が一気に寂れる

のではないかという思いにどう折り合いをつけていくのか、もう一つは学校間の距離が長く、スクール

バスでの移動時間が長くなってくる、また統合した後にさらに統合が待っていること、あるいは統合条

件として老朽化対策として校舎の新築を考慮しなくてはいけないのではないかといったようなことがご

ざいます。こういった条件があったとしても将来的にはやはり維持修繕費がかさむことや少人数教育の

デメリットが大きいこと、中学校では学力向上に支障をきたすことがあるかもしれないというふうに考

えると、例えばしかるべき場所への新校舎建設や、寮や寄宿舎の建設も考慮しながら、統合もやむを得

ないのではないかという思いが致しております。 

 この方向性について委員の皆様と市長のご意見をお伺いしたいと思っております。 

 さらにもう一点は高等学校の問題でございます。現在池田高校の池田本校、三好校、辻校があります

が、生徒数の減少問題は小中だけではなく、高等学校においても喫緊の課題であると言えます。県立学

校ですので、直接的に市が介入できることではありませんが、本市の活性化を維持している中間人口の

確保は高等学校の整備が現実のものとなったときには、消費経済の上でもあるいは交通機関 JR の確保の

上でも大きなダメージになって跳ね返ってくるのではないかという気がしております。 

 県立高校に対しての生徒数の確保など、できることから一つずつ取り組んで行くことが求められてい

るのではないかと思われます。このことについてもご検討いただければと思います。以上になります。 

◆黒川市長 

 教育次長から現状と課題の説明がありました。この初等中等教育における人口減少の対応について、

教育委員の皆様からご意見ご質疑を承りたいと思います。 

◆竹内教育長 

 私からよろしいでしょうか。只今の次長の説明の中で現在の小中学校の児童生徒数と学級数ですが、

資料の表の学級数は支援学級のクラスも含んだ数になっています。  

◆黒川市長 

 小学校では池田小学校、中学校では池田中学校と三野中学校が国の基準を最低満たしているという状

況にあります。かつての６町村で一番多いときは人口が７万５０００人いました。今、２万６０００人

ですので５万人減っています。東祖谷で９０００人いたのが今は１０００人です。井川町では辻よりも

井内が多かったのですが、その井内小学校が休校になってしまいまいた。 

◆前川委員 

 確かに子どもの数も減少していますが、その前に若い人たちが三好市には少ないです。子育てをしや

すいよう取り組んでいただいて、若い方が少しでも留まるような支援を考えなければいけないと思いま
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す。せめて今三好市で住んでいる子どもたちが健やかに活躍できるよう、また大きくなったときに三好

市を盛り立てたいとそんな大人に育ってくれることを切に願っています。 

 三好市の子ども達は他に比べて大変健全に育っているように思います。中学校にいってもどこの学校

もあいさつができて荒れた状態はなく、しっかり授業を受ける雰囲気になっています。三好市の子ども

たちの現状は大変素晴らしいなと思います。 

◆大北委員 

 統合の話がありましたが、検討されているのですか。 

◆篠原教育次長 

 資料の最後のページにこれから先５年間の児童の数の予想が出ています。住所地で考えたものなので、

通っている児童を正確に拾ったわけではありません。山間部を中心に地元の学校に通わず、校区外に通

っている生徒が多くなっている現状がありますので、もっと極端に差が出ることが十分予想されます。 

 事務局側としてはある程度早く道筋を考えた方が児童生徒のためになるのではないかといった思いも

ありますが、今のところ統合の具体化はしていないのが現状です。そのあたりは早く方向性を見い出し

てあげた方が、将来の子どものためにもなるのか、本日ご協議頂ければと思います。 

◆竹内教育長 

 実際、山城の政友小学校や井内小学校の統合で一区切りついたと考えていました。ところが次長も申

し上げましたが、各地域に住んでいる子どもをみますと人数はいるのだが、校区外の池田小学校や池田

中学校に通う子どもが増えたことで、予想していた以上に児童生徒が少なくなった学校が周辺に出てき

ました。 

◆大北委員 

 次長がおっしゃいましたように、これはしょうがないなといった段階になってからでは遅いのではな

いかと私も思います。地域の方にこれだけ子どもが減ってきている現状を少しずつ理解していただくよ

うな働きかけも必要じゃないかと思います。地域にとって学校は大事なものであるというのはひしひし

と感じますので、こちらから決断するのではなくて、地域の方の意見を尊重するのも大事ですので、現

状を知っていただいて理解していただく必要があると思います。 

◆喜多委員 

 確かに地域コミュニティという中に学校が重要であるというのは理解できます。それでもやはり子ど

ものことを一番に考えた場合には統合という問題はさけては通れない問題になることは間違いないと思

います。ただ気を付けなければいけない部分もあるのではないかと思います。どうしても西祖谷という

立場で話をしてしまいますが、西祖谷の子どもたちが統合してどこの学校に行くのか、現状の数字的な

問題で言いますと、池田中学校まで通わなくてはなりません。そうしますと、私が住んでいる一宇から

でも５０分近くかかります。毎日５０分バスに乗って通うというのは子どもたちにとって物凄く負担に

なります。まだ一宇であればいいのですが、一宇よりさらに奥に住んでいる方にとってはもっと負担に

なることも十分考えなければいけません。 

それから先程、寮・寄宿舎の問題が出ましたが、現役のときに長い間寮生活を舎監という立場で担当

しておりました。１３歳から１５歳というのは物凄く多感な年頃です。あの頃は１週間家から離れて暮

らしていましたが、はっきり言ってこれはもう繰り返したくないというのもあります。寮を作ればそこ

に子どもたちは住めて学校に通うことができますが、実際には多くの問題を抱えることになると思いま

す。自分の立場としては人口減少について考えると、今一番大きな問題は保護者が学校教育に対して大
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きな不安を持っていることだと思います。特に先程教育次長がおっしゃいましたが、学力についての不

安というのが大きくなっているのではないかと思います。 

 例えばの話ですが、保護者は子どもの可能性を伸ばしたいと思っています。しかし、実際それを伸ば

す環境が小さな学校になってくるとなかなかありません。例えば中学校ですと部活動です。野球やバレ

ーをしたくても学校が少人数ですとその部活自体がないので、自分の可能性に挑戦することができない

といったことが生まれてきています。 

 それから集団生活の中で競争したり、刺激を与えたり、また協力して目的に向かって取り組む環境も

ありません。そのような面の不安というのは西祖谷の場合従来からありました。私が現役のときも生徒

数は７０人ほどでしたので、そのような問題を親としては持っておりました。 

 最近になってきて大きな課題は何かと言いますと、まずは複式の学習形態です。これによって親は子

ども達は十分な学力を身に付けることができるのだろうかといった不安があります。 

 中学校においても免許外の先生が指導していることを保護者が意識し始めた不安がある訳でございま

す。ここの解消に向かってほしいと今日の議題を見たときに思いました。この問題の解決は各学校にお

ける学力の充実、学習の成果を上げる取り組みを学校がどこまでしていくかというのに繋がってくると

思います。 

 今学校において先生方は学力向上面について、いろんな取り組みをしていますが、限界があるのでは

ないかなと思います。 

 私自身が考えた中で、一つの方法として挙げられるのが、加配教員といったものを優先的に配置して

いくということであります。無理であれば、市費の教員といったものを採用して頂いて学校に配置でき

れば、保護者の方も学力向上に向けて頑張ってくれているなという気持ちが生まれます。少しなりとも

安心感に結び付くのでないかなと思います。 

 保護者は複式学級や免許外の先生が教えてくれることに対して学力に不安を感じ、校区外へ転出して

いるのが現実になってきています。そういった取り組みをしていかないと、今のままでは児童生徒数の

減少に拍車をかけていくのではと思います。 

だから最後の７ページのところで、年度ごとの小学校を卒業する人数と、中学校に入学する人数が違

うのではないかと思います。そういった問題を解決していかないと三好市の中ではさらに過疎化が進み、

コミュニティの場として大切な学校というのがなくなり、保護者自体がもう西祖谷を諦めて出て行って

しまうという現象も現れてきています。池田町へ行くと西祖谷や東祖谷から出てきたという方が沢山い

らっしゃるのではないかと思います。十分その辺りも考慮して進めていって欲しいと思います。一意見

としてお願いします。 

◆大北委員 

 私は三野町のことだけしか見えていませんが、今のお話で三好市の中でも地域によって事情が大きく

違うのだなということが、本当によく分かりました。 

◆竹内教育長 

 喜多委員さんがおっしゃいましたが、市費で教員を置こうとしましても実際に教員がいないのが現状

です。 

◆喜多委員 

 そのような制度をつくることで教員志願者自体がこれから増える可能性はあると思います。そのあた

りは現実から逃げていたら何も動けなくなりますので、そういった制度があるかないかの心配でした。 
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あるのであればそういった方向の検討をしていただいて、もし教員がいれば採用すると良いと思いま

す。そのためには予算付け等様々な問題がありますので簡単ではないと思いますが検討をお願します。 

◆黒川市長 

 三好市は７２２㎢という四国一広い面積を持っております。琵琶湖よりも大きい。淡路島よりも大き

い。東京２３区よりも１００㎢大きいと話しますと、三好市は大変なところであると東京も大阪の方も

分かって下さいます。北海道や岐阜も大変面積は広いと思いますが、人が住んでいる可住面積は小さい

のです。三好市の場合住むところが点在しています。東祖谷から始まって、名頃からずっと散在してお

り、学校も離れているのが現状です。面積が広いだけではなく散在していますので、東祖谷西祖谷をど

うするか、山城も考えなくてはなりません。井川にしましても井内と辻があんなに近くてもこういった

現象が起こったわけでありますが、山城の場合は西へも東へも広い面積があります。そんな中、池田へ

集中しているという問題が出ています。三野は離れておりますので大丈夫そうですが、小学校は一つに

なる可能性があります。ですので、三野か池田といった形になってきております。井川でも部活やクラ

ブができなくなるので、今度は井川の方も池田へ集中する可能性があります。 

 強制的にこちらから統合するように決めることはありませんが、先程先生がおっしゃいましたような

話も地域の事情として十分考えていきたいと思います。 

◆植本委員 

 三好市でも東京でも親の悩みはみんな同じであり、勉強をしない子はしないので大変悩まされており

ます。私の取り組んでいる事業に絡んでくることもあって、模索しながらしているのですが、私は校長

先生という立場ではないので、どこに向かっていけばいいのかがわかりません。 

少人数の学校でも私は悪くないと思うのですが、多くの方が望んでいる大人数にしてあげたいという

動きなのか、少人数でも充実している小学校が顕在しているという教育なのか、全体を見た教育はどち

らに向かっていけばいいのでしょうか。 

 今少人数学校の利点を生かして、よりプラスに持っていくと、それをいいと思う人が移住してきてく

れる可能性もあると思うのですが、大人数にまとめてしまうのとどちらがいいのか私は分かりません。

せっかく教育委員として関わらせていただき、教育委員会には大変素晴らしい先生方が沢山いらっしゃ

いますので、是非伺いたいと思っておりました。 

どちらがいいのかは人それぞれ違うと思いますので、私自身はどっちの利点も選べるといったのがで

きれば一番良いと思います。大きいところに行きたくて大人数が合う子どももいれば、少人数が合う子

どももいて、みんな同じじゃないなと感じます。少人数２、３人だともっと一人一人子どもに勉強を教

えることができて、学力が上がるのではないかと安直には思いますが実際そうはいかず、一番はやはり

子ども自身の興味ややる気なので、学力の面は小規模も大規模も関係ないと思います。 

◆深田委員 

 私も現役のときには少人数の学校で近隣の学校とインターネットで結んで画面に映しながら合同で授

業を受けるといったチェーンスクールを実験的にしておりましたことを思い出しました。あれはどうい

った結論に至ったのでしょうか。今も進めようという方向に向かっているのですか。 

◆竹内教育長 

 サテライトを使った授業を進めていたのですが、今は時代が進みすぎてしまいまして、アベノミクス

が次世代にむかってソサエティ５．０という方策を打ち出しています。IoT と人工知能の AI を駆使して

過疎化や教育はもちろん社会全体をを変えていこうとしています。 



8 

 

一例をあげると、新しくなる教科書の中には QR コードが載っているものがあります。それを家に帰

って親のスマホで読み取りますと、家庭でできる問題が出てきます。子どもが何度も間違っている苦手

な問題を AI が判断し、苦手な部分に関わるような問題を繰り返し出してくれるといった時代に変わって

きてしまっています。労力をかけてサテライトを繋いでというよりも、個人に対して IoT といった仕組

みを進めてく方向に変わってきている現状です。 

 少人数のメリットを生かすにはどうすれば良いのか、今後三好市が通信網をうまく使った教育を進め

ていくのが良いのか、それとも統廃合を考えるのか。寄宿舎を作ることにもメリットはあります。今中

学校で寮を持っている学校は県下にありませんので、場合によっては市内だけでなく市外からも転入生

が入ってくる可能性はあります。そういったことも含めて非常に難しい問題です。 

◆前川委員 

 今植本委員がおしゃいました、小規模と大規模と子どもが選べるような環境であればいいとのことで

したが、小規模の学校も本当にメリットがたくさんあると私も思います。大きな学校ではできない小回

りの利く地域とのふれあいとか、ちょっとした体験とか、地域一体となった教育が進められやすい等が

あります。 

 もしも井川の子が池田に行った場合、井川の事はほとんど学べません。井川の子どもがもし統合で池

田へ行った場合、自分が住んでいる地域のことを知る機会が減るのではないかという心配があります。

そうなりますと、地域の方や親がしっかり地域に触れさせる機会を意識して作っていかなくてはならな

いと思います。 

 また小規模校の特徴として考えますと、少人数での指導ができるのは良いと思いますが、先生もすぐ

みてくれますので、子どもは自分で考えているようで考えていなかったり、友達同士で意見を交換して

いるようでしていなかったりということがあるように思います。大人数ですと、あの子は素晴らしい考

えをもっているとか、違った意見を持っていること等で多様な人がいることを理解できると思うのです

が、少人数ではその機会は少ないと思います。 

◆喜多委員 

 へき地の保護者の悩みを聞いておりますが、大規模校で切磋琢磨して喧嘩しながらも育つというのも

良いと思いますが、前川委員がおっしゃったように小規模の学校も良いところがいっぱいあると思いま

す。先日行われた西祖谷中学校合同運動会ですが、少ない人数だが半日、午前と午後のプログラムをし

っかりこなしていくバイタリティが生まれています。計画性から行動力というのは小さな学校だからこ

そできる教育です。９月に西祖谷中学校の文化祭がありますが、子どもの数が２０人以下でどこまでで

きるのか興味あると思います。是非見ていただければ小さな学校でもこれだけできるのだなと実感して

頂けるのではないかなと思います。 

◆竹内教育長 

 一つ不安に思っていることがあります。先程次長の話にもありました高校のことです。池田高校の定

員が２年続けて定員割れを起こし心配していた中で去年なぜ定員が埋まったかというと、今まで県が指

定していた県外の受験制限枠を取り払ったことで県外からの生徒数が増えたからだそうです。今以上に

池田高校の定員が減りますと、この地域に高校が無くなるのではないかという危惧を持っています。 

 実際に東祖谷の子どもたちが進路を選ぶ時に、自宅から通うことができないので、市外や県外へ出る

進路をとる生徒がいます。もし高校が維持できなくなるとますますつらい状況になってきます。 

 ◆喜多委員 
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 学校の統合のメリットは出てくるでしょうか。私はどうしても西祖谷の立場から考えるのですが、転

出する人が増えてきていると先ほど話しましたが、子どもだけが祖谷から通うのではなく、家族で転出

してしまうという現象が起こってしまいます。転出先が三好市内の地域だけではなく、三加茂中学校や

三好中学校といった場合の可能性もあります。三加茂の方へ移転している方は少なからずいると思いま

す。祖谷から池田町内の方へ移転してくれば三好市内の全体としては変わらないが、市外へ出ていくの

は子どもの数が減るだけでなく世帯数が減ってくるという問題にも結びついて逆効果になる可能性もあ

ります。 

◆黒川市長 

 小規模校で勉強した子は将来しっかりなるのかというのは分かりませんし、大規模校の方が一部の人

は上手くいくのかもしれませんが、そうでない人もいます。過疎の進む地域の子どもたちが、その地域

を出なくてもいい形をつくっていきたいとは思いますが、生徒が一人になっても学校として動かすのは

勇気がいります。昔一人に対して校長先生、担任の先生、用務員の先生を置いて学校教育を続けた学校

が池田町影野というところでありました。 

◆前川委員 

 ５年ごろ前に西山でも他の子は池田へ行ったが、一緒に池田へ行かずに一人でも西山にいたいといっ

た６年生の子がおり、１年間１人で西山小学校に通い卒業した子もいました。 

◆黒川市長 

 彼は卒業式でピアノを弾きました。西山のことも存じ上げております。影野の話が有名で昔テレビで

よく取り上げられましたので影野のお話をさせていただきました。 

 今高校の話がでましたが高知県の山の中に梼原町というのがありまして、坂本龍馬が脱藩したことで

有名な梼原町です。人口は非常に少ないのですが、そこに高校があり、その高校は高知県内の生徒より

愛媛県の生徒が沢山通っております。有名な人が設計された図書館ができて 1 年目になりますが、梼原

の図書館というのは大自然の中に作っております。小学校中学校に生徒はおりませんが、高校はあって

隣町からたくさん梼原高校へ通っており、他にも日本のトップになる施策等をしております。流れに乗

ることが全てではないので、逆転の発想でいくという事もありますので、そういった例に依拠していた

だいて是非よろしくお願いしたいと思います。 

 小規模校の学校について植本委員より出ましたし、大規模校における教育の問題、そして義務教育だ

けではなく高等学校の教育まで言及して頂きましたので、またデータとして見ながら多くの皆様の意見

を拝聴してほしいと思います。そんな中で決まっていくことだと思いますし、強制的に進めていくもの

ではないと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 この件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 

 初等中等教育における人口減少の対応については以上でお願いしたいと思います。 

 続いて、議題２つめの「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」事

務局より説明をお願いします。 

◆篠原教育次長 

 続きまして、今度は人口減少の中で社会教育をどのように振興するかといったお話をさせていただき
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ます。人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（諮問の内容）とありま

すのでここからご覧いただければと思います。 

まず諮問ですが、平成３０年３月２日、文部科学大臣が中央教育審議会に対して諮問をしております。 

理由は少子高齢化の中、過疎地域にあたっては地域社会の維持が困難になり、人と人とのつながりの

希薄化、高齢者や若者の社会的孤立が課題になっているということで、地域の中にはこうした問題解決

に自ら動きだした所もあるが、一部にとどまる。さきの調査研究にあっては、「地域課題解決学習」を社

会教育の概念に明確に位置づけ、さらに新しい学びの場づくりや社会教育施設の運営設備も検討を要す

ると提言をしております。 

 審議を依頼する内容①では、関係者の連携と住民の主体的な参画による新しい地域づくりに向けた学

習・活動のあり方についてを諮問する。もう一つは、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設に求め

られる役割について。またその役割を果たすために必要な具体的方策について文部科学大臣が中央教育

審議会の方へ依頼をしたという事になります。 

 まとめとしますと、人口減少の中で地域社会の維持が非常に難しくなってきている現状があるという

事です。そういった地域社会の維持の困難なところに向けて社会教育としてどのような役割が果たせる

かどうか研究してほしいと、もう一つが社会教育施設、図書館、公民館、博物館といったものが地域社

会に文教分野だけでなくいろんなことに貢献できるのではないか、研究をして下さいという話です。 

 次のページをご覧ください。これが人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策に

ついて答申の概要となっておりますが、答申の本文を見ますと非常にボリュームが大きくて難解になっ

ておりますので、一言で説明するのが困難になっております。 

 先ほど申し上げました様に社会教育という部門を通じて、この高齢化社会をどのようにアプローチを

し、解決を探っていくのかという事になっております。まず、１．地域における社会教育の意義と果た

すべき役割は「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながりづくり・地域づくりということをキーワ

ードにしております。その下のところに行きますと、人づくりは「自主的・自発的な学びによる知的欲

求の充足、自己実現・成長」、つながりづくりは「住民の相互学習を通じ、つながり意識や住民同士の絆

の強化」そして、地域づくりについては「地域に対する愛着や帰属意識、地域の将来像を考え取り組む

意欲の喚起。住民の主体的参画による地域課題解決」となっておりまして、次が２．新たな社会教育の

方向性については「開かれ、つながる社会教育の実現」ということで、住民の主体的な参加のためのき

っかけづくり、あるいはネットワーク型行政の実質化、地域の学びと活動を活性化する人材の活躍とい

うふうに集約をされています。非常に外面的で分かりにくいのですが、総合しますと、今後の社会教育

のあり方進め方については、いかに地域コミュニティの維持に貢献できるか。また人と人のつながりや

社会の中での居場づくりにどうつなげていくかが課題になってくると思います。 

 ひきこもりが社会問題になっておりますが、この答申にあるようにこれからについても社会教育が貢

献できるのならば今後一層強化をしていく必要があるのではないかなといった結論になっております。 

 私なりに解釈をしますと、カラー刷り１枚目最後に１．学びへの参加のきっかけづくりの推進に、「社

会で孤立しがちな人に対して、福祉部局等との連携により、アウトリーチの取組を強化」することとあ

ります。情報提供を待つのではなくこちらから働きかけていこうというアウトリーチが求められていま

す。 

 もう一つは、３．多様な人材の幅広い活躍の促進ということで、教育委員会における社会教育主事の

確実な配置、多様な主体による「社会教育士」の取得推奨とあります。 



11 

 

 最後になりますが、２．多様な主体との連携・協働の推進ということで、首長部局との連携を効果的

に図るため、総合教育会議の活用や、部局間の人事交流を推進というところに提言がされております。

従いまして、内容については社会教育、具体的に言えば公民館活動など、部局間を越えて地域づくりコ

ミュニティづくりに役立てていきましょうということで今後首長事務部局との連携を強化していきたい

と考えています。 

 2 番目の図書館、公民館、博物館といった社会教育施設を地域の学習拠点施設の役割から観光・防災・

保健医療など社会教育のみならず地域活性化のための複合施設という性格を帯び始めているとも書かれ

ております。いろんな議論見解を考えながら市長事務部局と協働しながら多方面のことを考えていくべ

きであろうと思います。市は文化財におきましては、文化財の保護から活用というふうなことで観光面

での利用が求められている傾向もございますので、例えば公民館・図書館教育だけでなく観光や防災の

活用も考えていくべきだろうと提言をされています。このことにつきましてはここで議決をいただくよ

うな項目ではございませんが、文部科学大臣、中央教育審議会がこのような方針を出しているというこ

とで、私どもとしましても答える形で市長事務部局との協働についてはとことん詰めていきたいと考え

ておりますので、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 教育次長の方からご説明がありましたが、皆様方からご意見があればよろしくお願い致します。 

◆前川委員 

 移動してから初めて図書館へ行きましたが、今の図書館は、狭くて、展示も限られておりますし、様々

な面で不自由をしておられると思います。図書館がこれから先長い間あのままですと、三好市にとって

は文化的に図書館が重要視されていないという気がしますので、できるだけ早いうちにもっと図書館ら

しい、三好市の文書をたくさん保管して頂きたいと思います。 

以前は、あらゆる分野の本がありましたので、たいへん快く調べることができていましたし、学ぶこ

とができていましたので改善をすることが大切ではないかなと思います。 

◆黒川市長 

 図書館においては前から言われておりますが、サンライズビルが解体ということになりまして、そこ

に入居していた方には移っていただいて、解体に向けて粛々と進めているところでございます。解体後

に新しくビルを建てたいということで、今 1 万２０００㎡の面積がありますが、その２分の１程度の面

積を考えております。ビルの中については図書館と中央公民館と、その他市民からのニーズがあればそ

れを考えたいと思います。今度図書館ができた場合は素晴らしい図書館になるだろうと思います。教育

委員会だけでなく市民の方もどういった内容の図書館にするのか考えなくてはなりません。 

先程お話しさせていただきました、高知県梼原町の図書館というのは世界的に有名な隈研吾さんとい

う方が設計しておりますが、「雲の上の図書館」というネーミングです。とても素晴らしい図書館を持っ

ております。是非見ていただきたいと思います。 

 これまでの図書館よりはかなり充実していろんな事ができたり、多くの皆さんが参画して素晴らしい

ものを作っていただくというものです。担当は地方創生推進課の方でしておりますが、ご意見いただき、

５年以内にできればいいと思います。解体するのに２年ほどかかると思います。石綿が全館包囲してお

りますのでそれを取り除くのに時間がかかると思われます。それから建てますので、今からどういった

内容のものにするのか議論し、人口減少を見据えながらも素晴らしいものを作ることによって人口減少

を食い止めることができればと思います。ここに住んで良かった、生まれて良かったと思えるまちを作
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ることができればいいと思っております。 

 図書館に限らずコミュニティをどう作っていくかが全体的な話だと出てきましたが、例えば野呂内の

シモノロパーマネントなんかは素晴らしいことをしておられますので参考にしながら、大自然を活かし、

なおかつ人口減少に負けずに頑張る三好市の大きな核になるものになればいいなと思います。 

是非たくさん市民のみなさんの意見をくださると有難いです。三好市民２万６０００人の願いをお聞

きしても、全てを叶えられるわけではございませんが、ご意見いただきたいと思います。 

◆篠原教育次長 

 カラー刷りの市民大学講座と公民館学習講座をお配りしております。参考にご観覧いただければと思

います。よろしくお願いします。以上でございます。 

◆黒川市長 

 それでは人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策については、今までもしてき

ておりますが、更に進めていくということでお願いをしたいと思います。 

 次にジオパークと教育行政についてということで、状況についてのご報告をお願いします。 

◆宮内学校教育課長 

 学校教育課宮内です。本日の資料ですが、殿谷さんとお話をさせていただいたり、殿谷さんに作って

いただいた資料で私が聴き取りをして付け加えたものになります。現在行っております、プチガイド養

成講座のチラシ、小中学校へのジオパーク出前授業の授業風景を添付させていただいております。また

市の広報誌に２０１８年の４月号に１年間のジオパーク活動と今後の予定と、２ページ目にはジオパー

ク活動のこれまでとこれからとあります。三好市は２０１７年から政策的重要プロジェクトとしまして

ジオパーク認定を目指して取り組みを始めたとなっています。当時の広報誌ではジオパークについては、

ジオとパークを組み合わせた言葉であり三好市を一つの公園として、その中にある特徴的な「大地」「生

態系」「人の歴史文化」がジオパークの見どころとなります。それらを繋ぎ物語にし、観光事業や教育活

動などまるごと地域振興に活かすというのがジオパーク活動であるとなっております。地域の方々が自

分の郷土にある地域自然に繋がりがあることを認識し、興味を持ち地域内外へアピールしていく長期的

目線を踏まえた地域振興がジオパーク活動にはございます。つまり、観光振興のためのジオパークでも

学校、生涯教育などのジオパークでも後世に残していくためのジオパークでもあると記載されておりま

す。本文内に書かれました「まるごと地域振興」に活かす取り組みというのはまさしく今年度三好市の

組織再編の目玉となっております「まるごと三好」に繋がるものであると思っています。 

 実績でございますが、広報誌を見ていただきますと学校関係は記載のとおりです。社会教育面でもジ

オに関して携わることにつきましては殿谷さんと協議をしました。社会教育における事業実績でござい

ますが、２０１８年１０月に三好市民大学講座において「大地の変化と三好の風景」といった講演を行

っております。殿谷さん曰く、社会教育の事業と考えると婦人会、社協、文化協会等における講演など

単発で終わるものが多いそうです。また殿谷さんが手掛けておりますジオカフェやガイド活動などは地

域資源や地域の良さを発見し、繋がりを理解し発信できるような活動であるということから、社会教育

の要素を既に具備していることも考えられます。 

 今後の計画としましては、市民大学講座に外部講師を招いてみたいとおっしゃっていました。今まで

の三好市における講演につきましては主に殿谷さんが担ってこられましたが、講師が変わりますと、ジ

オの見方や考え方が全く変わってくるということで、今まで受講された方々にも新しい発見があるとよ

り影響や効果が期待できるということでございます。またジオガイドの会のスキルアップ研修、プチガ
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イド養成講座を地道に継続していくことによりジオに関係する市民を増やしていければと考えておりま

す。継続して受講をすれば楽しくなってくるような研修の構築や、私が実感しましたのは市職員が率先

して三好市のことを知り、三好市を訪れた方々に三好市の魅力を紹介できるような講座をやってみては

どうかといったことを話し合うことができました。ジオパークに関する取り組みというのは非常に広く

関係することがあります。この他にもまだまだあると思われますので今回の会議で頂いた件を殿谷さん

と話し合いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 ジオというのは自分たちが生活しているところ、住んでいるところが他の地域と違うことが分かりま

すので、住んでいる地域が危ないところであるといったことも知ることができます。ご存知だと思われ

ますが、中央構造線があります。池田から川之江へ行く途中、白地に井の久保という場所があります。

井の久保は上から滑ってきて馬路川にずれてきたところで丁度トンネルがありますが、馬路川が閉塞し

自然ダムになるところでした。６０年前に馬路川が氾濫をして大変なことになったこともありますし、

３０年ほど前は馬路川が洪水となって駐在所員が亡くなったこともあります。それは地滑りで井の久保

から馬路川に滑ってきたという事例がありまして、防災という面でも自分たちが住んでいる地域をよく

知る、どうするかを考えなくてはならない重要なことです。 

 もう一つ別のことで言いますと、国土交通省の四国整備局の中で四国４県を統括する四国山地砂防事

務所というのが井川町の西井川にあります。日本全国で４県を統括する砂防事務所はここ四国にしかあ

りません。 

何故あるかといいますと、それほど危険な地域に徳島県、香川県、高知県、愛媛県はあるのだと国が

示して、そこに事務所があるということです。中央構造線があり、三加茂構造線があって、そこには三

波川変成帯という変成岩があり、それが阿波の青石になります。三波川変成帯があるから吉野川の流れ

ている水がエメラルドグリーンに青く見えるのです。 

大歩危小歩危で言いますと、国の文化財保護法に基づく天然記念物に指定されて、平たく言えば日本

列島の成り立ちが分かるというのが大歩危小歩危です。それは背斜構造という形でなっておりますが、

フィリピン海溝プレートが入り込んできて跳ね上がり出来上がったのが剣山であります。三加茂構造線

がそういった形になっているといったことがあります。だから東西祖谷は災害に非常にもろいことが分

かります。山地砂防事務所があるということは国家公務員が１００人くらいいます。山地砂防事務所の

所長は３０代ですがキャリア組が山地砂防事務所になっております。四国４県を管轄しております。京

都大学の地滑り研究所も箸蔵にあります。私たちが生活している問題が大変ジオと関係しているので、

問題を知り、それが観光にも名前を馳せているという事にもなります。ジオは最初、文化財課の方にジ

オの担当者を置いていたのですが、地方創生絡みのことであるということで異動しました。地方創生よ

りも観光の方にもっと特化するためにジオを観光の方へ管轄を移して、まるごと三好観光戦略課の中に

入りました。防災といった観点も含めてジオのことを子ども達や大人にも知っていただきたいというこ

とで、学校教育と社会教育の中でジオパークの問題を取り上げてほしいという意味で、是非カリキュラ

ムに入れてしていただきたいと思います。 

かずら橋が９０年前にできて、これは当時の田原作太郎という町長が、三縄村も箸蔵村も入っていな

いときの池田町の発展のためには西祖谷にはかずら橋がなくてはならないということで、かずら橋を当

時の善徳の青年団の片山さんと一緒になって９０年前、昭和３年に作った名残りです。それが今では世

界のかずら橋になり、年間３５万から４０万の人が訪れて１億５千万から２億円のお金が動いておりま
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す。その田原作太郎がいなければかずら橋は作られなかったはずです。  

そのようなことを地域の人がどれだけ知っているかというのもジオの問題であります。それから明治

４１年井内に四国で初めて水力発電所ができました。大正元年には三縄に発電所ができました。「水力発

電の父」と言われた福沢諭吉の娘婿の福沢桃介が三縄の発電所を作りました。そして送電線で香川県に

電気が送られたという事で、香川の工業発展に繋がったのですが、ここは今逆に廃れてしまいました。

借耕牛の話も一緒です。香川の発展は、阿波から借耕牛が行って阿讃山脈を越えるときに越えられなく

て死んでしまい、その墓石が沢山あるといった話があります。今も水を供給していますが、讃岐の発展

は阿波からだと、そんな昔話があったりします。 

ぜひ教育委員会の方でジオをしっかりしていただいて、子ども達には自分たちが住んでいるところは

非常に景観豊富であり、観光面ではインバウンドで素晴らしい成績を上げているといった話や、反面災

害に対する弱さがあることも教えて欲しいと思います。また、大歩危小歩危の話では明治２５年に三名

村の村長が小歩危ダム反対闘争を行いました。国は、当時全長１９４キロの吉野川に早明浦ダムと池田

ダムと小歩危ダム等を作ろうとしましたが、反対闘争のために、小歩危ダムといくつかのダムはできな

かったという歴史があります。早明浦ダムの渇水期なると鉄筋の庁舎が出て来るのは、ダム反対闘争の

シンボルが出てくるんです。そんな歴史があって、渇水になると大川村という役場の庁舎が出て来るの

です。大川村には４０００人いたのが、今は４００人です。４０００人が４００人になったが今頑張っ

て移住人口がどんどん増えている状況であると村長さんから話を伺いました。そんなこともあります。

ジオという視点から三好市をもう一度見直して、防災の面や、観光面からジオを進めていただいて、社

会教育と学校教育で伝えてほしいと思います。それによって子どもたちがシティプライドを持ったり、

多くの市民の方にはシティプロモーションをできるようになっていただければ素晴らしいと思います。 

 私ばかりお話してはいけませんので、皆様方からご意見お願いします。 

◆喜多委員 

 現在の三好市の現状を考えてみたらジオと共生するというのは物凄く大切な生き方ではないかなと思

います。ただ、それだけ学校教育にジオについての教育をしていくというのも大事になってきている。

そうすることによって子どもたちが将来三好市で頑張ろうと思える、学校現場のことであればそういっ

たことも考えながらジオに関して学校現場に取り入れていくべきであろうと思います。 

 ただ、大事だと言ったことに矛盾する意見ではありますが、今学校の方では働き方改革をしておりま

す。三好市にあるジオに関することを学校に全ておろしていくと、ジオのことだけで学校がいっぱいに

なってしまうほど、三好市にはジオが沢山あります。学校と教育委員会で計画しながら、学校の負担に

ならない形でおろしていって欲しいと思います。 

 学校というのは地域の協力なくしては教育できないので、お願いしますと言われると断れない部分も

あります。そういったところを考慮していただいて、ジオの教育に対しての指導をお願いしたいと思い

ます。 

◆黒川市長 

 今までのトレンドで言いますと、三好市は何にもない。山と川しかないといった流れがあったと思い

ます。今西祖谷の生徒たちがかずら橋へ行き、英語で案内をするといったことをしております。かずら

橋がいつできて、誰がどういった経緯でできたのかといった話を知ることができれば、もっと話が膨ら

むと思います。 

例えば、シラクチカズラは３０年から４０年育たないとかずら橋には使えないこと、そんなカズラを
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何処から採ってきているのかとか、そのかずらの別名をサルナシと言うこと等を知ることができます。

サルナシというのは美味しいフルーツなんです。福島県では「さるなしサミット」というイベントをし

ております。 

 西祖谷で言えば直接的にかずら橋の話から入っていけば、英語でおもてなしをすることだけではなく

て、観光客は３０万人超えて来ているとか、V 字形に切れ込んだ祖谷でないと、吉野川ではかずら橋は

架からないといったことまでもジオで学習していただくともっと郷土のことがよく分かると思います。 

◆喜多委員 

 市長の言っていることも分かるのですが、今西祖谷中学校では英語教育とかずら橋というのは別の問

題ととらえております。英語はあくまで英語、地域の要望という中で外国人のお客さんが来たときに対

応する力ということで英語教育にも力を入れています。かずら橋についても今、シラクチカズラと出て

きましたが、鉢植えをしてシラクチカズラが大事だということや、東祖谷の奥まで行ってようやく採れ

ることも学んでいます。これからかずら橋を永久的に残すとしたら、こうして苗木から育てていかなく

てはならないんだということを教えているわけです。そういった面は西祖谷中学校にはあると思います。 

 他にも山城小学校では年に１回ほどラフティングを経験させていただいています。周囲の岩肌のこと

についてとか、水の美しさについても一緒に勉強できるのではないかなと思います。肌で感じて学べる

ことは物凄く大事なことだと私は思います。ですが、それがあまりにも多くなりすぎてしまうと学校の

負担にもなりますし、子どもの負担にもなると思います。 

◆黒川市長 

 朝から晩まで英語やジオのことだけを教えるわけではございませんので、保護者会なんかで少し話を

しておけば、家庭で話ができたりするのではないかと思います。 

◆喜多委員 

 かずら橋のことを徹底的にやろうと思えば、１回や２回じゃないので、講師さんが来て１時間講演し

てもらうための手続きもあります。そしてまた次の回も考えていると負担にはどうしてもなりますので、

工夫や配慮が必要になります。 

 理想は市長がおっしゃったことを全てできるのが良いのですが、これがかずら橋だけではありません

ので、学校現場では大変だと思います。 

◆黒川市長 

 三野町には三村用水というのがありますので、三野の子は関心を持ちます。池田小学校はといいます

と丸山公園から中央構造線が見える町の話をすれば関心を持つと思います。 

井内の子が三野の三村用水のことに関心を持ってもいいが、自分たちがおかれている状況からジオを

知っていくのが理解しやすいと思います。 

加茂野宮や芝生と清水の三村用水は地元からいえばジオの関係になります。地域の課題をどういった

形で自分たちで体験するフィールドワークという形をジオとしてやってほしいということです。そうい

ったところからシティプライドがつくと思います。 

◆竹内教育長 

 ジオパークは深いことを学べば学ぶほど、この地域は危険なんだということが分かります。帰ってき

て家を建てるとなったときに、危険だといったことで逆効果もあるのではないでしょうか。 

◆黒川市長 

 私は防災意識を持っていただかなければいけないと思います。観光の良いことばかりを発信するので
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はなく、危険であることも発信し、市民の皆さんの防災意識を高めることも大変重要であります。 

 悪いことも、良い面も知らないことは知っていただかなくてはいけません。 

◆竹内教育長 

 ジオガイドの講習を受けている方は、私たちに近い年代ですので、面白いと感じていただけている方

がいますが、小中学生にどういった教え方をすれば興味を持ってもらえるかを工夫しなければならない

と思います。 

◆黒川市長 

 川から子どもたちが遠ざかってきたことを問題視していますが、川も危険なものですのでこれをどう

いったように教えるかというのが欠けている状況であるのではないかと思います。 

◆前川委員 

 私も殿谷さんが来てジオの話をしていただいて、この地域の成り立ちがよく分かりました。吉野川を

挟んで向こう側は青石だが、剣山側は砂岩が出る。吉野川を挟んだだけで山の石がこんなにも違うとい

うのは大きな地殻変動があったとお話をして下さいました。 

 また中央構造線が加茂の河原に出たというのが市報に載っていたので、殿谷さんにお願いをしまして

井川町のガイドをしている方と一緒に見に行き、説明をしていただきました。 

 また池田の地滑り地帯を池田の方から見ると、地滑り地帯を綺麗に開墾して作物を作っているという

のが分かり、人間は自然の変動をしっかり利用して生きてきているのを感じました。 

 大歩危にも連れて行って下さり、石を見せていただいて、殿谷さんのお話を聞いてからはジオが大変

身近にたくさん関係していることがあることを実感しました。 

 ですから子どもにも少しでもきっかけを作り、自分の生まれた場所に興味関心を持っていただきたい

です。山城町や井内の防災マップができましたが、ほとんど真っ赤で危険地域であることに改めて恐怖

感を抱いた反面、やはりもしものために用意をしておかなくてはならないと防災意識が高まりました。

子どもたちにも伝わると良いのではないかと思います。 

◆黒川市長 

 学校教育と社会教育の中で、どのように伝えていくべきかということが大切です。知ることが子ども

たちの成長にもなりますし、大人としての構えも出て来ると思います。 

 そう言いましても、市役所の職員自体が三好市の歴史についてどれだけ知っているかもわかりません。 

四国で初めて水力発電ができたということから含めて、何故そうなったのかと知ることもまた追及して

いくことができればいいのですが、ジオを一つのきっかけにいろんなことを知っていただけたり、興味

を持っていただければいいと思います。 

 ジオパークを提起しましたのはもう４年前になります。提起したときにはジオパークとはなんである

かというところからでした。素晴らしいリーダー殿谷さんが来て３年目になりますが、ジオパークとは

何かを知っていただくのにもここまでかかりました。ジオという言葉と状況を知っていただきましたの

で、これをどうこれから広げていくかというのが重要です。 

 三好市に生まれて良かった、住んで良かった、住み続けたい、もう一度帰ってきたいと思っていただ

きたいと思っております。 

 その他についてございませんか。 

◆篠原教育次長 

 テーマによらずご意見ありましたら、この機会にということで事務局の方からはございません。 



17 

 

◆黒川市長 

 事務局の方からは無いようですので、皆様方からその他ございましたらこの機会にお願い致します。 

◆黒川市長 

 その他ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 それでは事務局の方にお返しいたします。 

◆東口総務部次長 

 皆様、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、２０１９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。 


