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 平成２７年度第１回三好市総合教育会議 議事録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

      平成２７年５月２７日（水）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   １５時３０分 

                                      閉会   １７時０５分 

 

（２）出席委員の氏名 

        市  長  黒川 征一 

        委 員 長   小松 正       委員長職務代理者   谷   敏司 

        委    員  前川 順子         委    員     新久保 由美子 

教 育 長   倉本 渟一 

 

（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                松丸 忠仁 

総務課長               日浦 之暢 

総務課長補佐             藤井 幸男 

          学校教育課長               東口 栄二    

        生涯学習・スポーツ振興課長       近藤 一樹 

文化財課長                中岡 久雄 

        教育指導主事               喜多 雅文 

池田学校給食センター所長       内田 妙子 

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

◆日浦課長 

 本日は進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ただいまより、第１回三好

市総合教育会議を開催させていただきます。この先、座って進行させていただきます。 

 本日は、三好市総合教育会議設置後初めての会議ということになります。今回の大きな法律改正に

より、５月１５日付で設置されました本総合教育会議の制度説明につきまして、松丸教育次長から説

明申し上げます。 

◆松丸教育次長 

 座って失礼します。お手元に“地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案

の概要”という用紙があると思います。ご覧いただきながら、お聞きいただけたらと思います。 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）」（以

下「改正法」という。）が、平成２６年６月２０日に公布され、平成２７年４月１日から施行されまし

た。 

 改正の内容につきましては、大きく分けまして資料のとおりの４点ほどございますが、資料の“概

要”２点目の“総合教育会議の設置、大綱の策定”がございます。総合教育会議の設置は「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律」第１条第４項に規定されており、首長と教育委員会により構成さ

れるところでございます。 

 後ほど、「三好市総合教育会議設置要綱」の詳細につきましては、ご説明申し上げますが先般、法律
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に基づき市長部局のほうで三好市における「三好市総合教育会議設置要綱」を定めましたので、設置

要綱に従いまして、総合教育会議の委員の皆様にご出席をいただいた次第でございます。どうかよろ

しくお願いいたします。 

◆日浦課長 

 会議についてはただいま説明があった通りでございます。 

 それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

 まず初めに黒川市長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

（５）市長挨拶 

◆黒川市長 

 みなさん、こんにちは。緑が豊かなで人間が元気になる、自然の豊かさを実感する昨今であります。

本日は３２度の外気があるようです。夏本番を迎えたようで、猛暑を感じるところであります。 

 先ほどお話がありましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正があり、首

長の教育に関与する問題と、教育委員会の政治的な中立の問題が拮抗するなかで総合教育会議が設置

されました。もともとは、いじめが発端であり、２０１１年に「大津市中２いじめ自殺事件」、２０１

２年に大阪市立桜宮高等学校「バスケ部体罰自殺事件」が起こりました。いじめ問題では、教育委員

会が機能していない、命の問題に対しても十分対応できていないというところから地方教育行政の組

織及び運営に関する法律を改正し、総合教育会議を設置することになったというのは、ご案内通りで

ございます。三好市においても良い意味で総合教育会議を設置し、市民や市外から三好市へ行き、教

育を受けたい、育ちたい、住み続けたいという町を作っていくことが一番大事であろうと思っており

ます。特に、国の関係でいえば、厚労省、文科省との関係で、幼稚園と保育所の問題が長年の課題で

ありましたが、認定こども園も設置されることになり、三好市内の過疎化のなかで、この問題は必要

不可欠になってきました。その中で、今後幼児教育をどのようにするか、また、一方では昨今の地方

創生ということで、素晴らしい教育をしている町があり、全国から UIJ ターン現象が起こっていると

いうことも事実でございます。三好市においてはいわゆる野村総研から横山喜一郎さんを政策監とし

て迎え、地方創生をしっかり取り組んでいく中で教育に視点を置いてやっていきたいという思いもあ

ります。そういった意味で、本日、初めての総合教育会議がスタートラインに立ち、あの時、こうい

う問題について議論した、計画をした、ロマンを語った、ということが歴史に残るような第一歩であ

ってほしいと思います。虚心坦懐で有意義な時間を過ごせれば幸いだと思っておりますので、どうか

よろしくお願いします。 

◆日浦課長 

 ありがとうございました。続きまして、出席委員紹介でございます。恐れ入りますが、小松委員長

より順にお願いいたします。 

（６）出席委員挨拶 

◆小松委員長 

 ５月の教育委員会で本年度の教育委員長となりました、小松です。よろしくお願いします。 

◆谷委員 

 谷です。一生懸命頑張ろうと思っています。よろしくお願いします。 

◆前川委員 

 前川です。今年３年目になります。どうぞよろしくお願いします。 

◆新久保委員 

 ５月１３日付で森本委員のあと、教育委員になりました新久保です。教育現場でおりまして、委員

会の方々には大変お世話になりました。また、教育の場に戻って子どもたちのために頑張りたいと思

っております。よろしくお願いします。 

◆倉本教育長 

教育長の倉本です。私は、教育が原因で三好市外に転出する子どもたちをつくらないという思いで
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頑張ってきました。しかし、先ほど市長の挨拶の中にありましたように、出ていかないようにするの

ではなく、三好市の教育を受けたいということで市外から子どもを呼び込む教育を目指すべきだとお

っしゃいました。私も気持ちを切り替えて、努力しなければならないと思いました。どうか、よろし

くお願いします。 

◆日浦課長 

 ありがとうございました。続きまして、議事に移りたいと思います。議事は市長の進行でお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

（８）議   事 

 （１）三好市総合教育会議設置要綱について 

 （２）三好市総合教育会議運営規程（案） 

 （３）三好市「教育施策の大綱」（案）について 

◆黒川市長 

それでは、議事次第にのっとって進行させていただきます。 

 まず“三好市総合教育会議設置要綱について”、“三好市総合教育会議運営規程（案）”を議題といた

します。説明を事務局からお願いします。 

◆松丸次長 

 それでは、“三好市総合教育会議設置要綱”について説明させていただきます。お手元の資料２ペー

ジ「別紙１」をご覧ください。 

 第１条は、市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市教育ビジョン及び課題を共有し教育行

政を推進するために設置するものでございます。 

 第２条は、所掌事務。教育施策の大綱の協議、教育振興の重点施策、児童生徒に緊急事態が起こっ

た場合の措置でございます。 

 第３条は、構成員 

 第４条は、会議でございます。会議は、市長が招集し議長になること。教育委員会も会議の招集を

求めることができること。そして、総合教育会議において事務調整が行われた事項についての尊重義

務でございます。 

 第５条は、意見聴取 

 第６条は、会議の公開 

 第７条は、議事録の公表 

 第８条は、事務局 

をそれぞれ規定したものでございます。 

 附則といたしまして、平成２７年５月１５日から施行されております。なお、この要綱は、すでに

決定されております。 

 引き続きまして、“三好市総合教育会議運営規程（案）”について、ご説明いたします。お手元の資

料３ページ「別紙２」をご覧ください。 

 第１条は、法及び設置要綱で定めるものに加えてこの運営規定を制定する趣旨でございます。 

 第２条は、定例会の回数で３回、そして教育の大綱を定めるときに臨時の会議を開くことができる

規定でございます。 

 第３条は、招集の手続きで、１０日前までに通知および告示をすることを定めたものでございます。

なお、臨時の会議の場合は３日前、緊急の場合はこの限りではございません。 

第４条は、教育委員会から招集を要請する場合の手続きでございます。 

第５条は、関係職員の出席 

第６条は、会議は、設置要綱により原則公開でございますので、傍聴に関する規定でございます。 

第７条は、会議録の公開の方法でございます。５０日以内にホームページで公開することとしてい

ます。 
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第８条は、庶務 

第９条は、この規定以外に必要な事項は市長が定めることへの委任でございます。 

附則といたしまして、この要綱は公布の日から施行いたします。 

以上よろしくお願いいたします。 

◆黒川市長 

 設置要綱及び運営規程について説明がございました。委員の皆様からご質疑を受けたいと思います。

ご意見のある方は宜しくお願いいたします。 

◆倉本教育長 

 先日、四国都市教育長連絡協議会がありました。そのとき、総合教育会議をどのように行っている

かという、情報交換をする場がありました。まだ十分にできていない市がほとんどでしたが、先進的

な市が取り組んでいるのは、第２条の「会議は、定例会として年３回開催する」という報告がありま

した。４月に年度当初、１０月頃に予算絡みで、２・３月に教育委員会評価の関係で合わせて３回と

いうことです。しかし、３回と決めてしまうと非常に窮屈になってしまうかなと思います。初めは３

回、４回と必要になるかもしれませんが、何年か経つうちに、回数が決まっていることが徐々に窮屈

になってしまうのかなと思います。たとえば、３回「程度」、３回「以内」などという表記も可能かな

と思います。市長のご意見、ご意向があればお願いします。 

◆黒川市長 

 同感です。３回というのは時間配分でいうと、年度当初、次の年度の予算編成、年度末になると思

います。最初のうちは３回開催するのがいいのかもしれませんが、今後の長い期間で考えると「程度」

といれておけば、２回、４回になってしまっても構わないと思います。必要がないのに、総合教育会

議を開催する必要もありませんので、「程度」という表記をいれてもいいと思います。 

 皆さんいがかでしょうか。 

◆委員一同 

 いいと思います。 

◆黒川市長 

 それでは、“三好市総合教育会議運営規程（案）”の第２条、「会議は、定例会として年３回“程度”

開催する。」としたいと思います。そして、程度の定義づけの意味として、３回が２回、４回となって

も構わないということです。ご理解いただけたらと思います。 

 他にご意見ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 質疑等ないようですので、“三好市総合教育会議設置要綱について”は原案どおり、“三好市総合教

育会議運営規程（案）”につきましては、第２条の「程度」を挿入するというご理解いただいた以外は、

提案の通り承認するということでよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

◆黒川市長 

 異議がないようですので、承認といたします。 

 続いて、“三好市「教育施策の大綱」（案）について”を議題といたします。説明を事務局からお願

いいたします。 

◆松丸次長 

 それでは、“教育施策の大綱（案）について”ご説明申し上げます。お手元の資料５ページ、「別紙

３」をご覧ください。 

 三好市では、平成２１年２月２５日に平成２１年度を当初として平成３０年度を目標年度とする「三

好市教育振興計画」を策定しております。この三好市教育振興計画は、三好市教育の基本理念、三好
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市教育の基本目標、三好市教育の基本方針に基づき基本計画、重点施策の基本的方向が定められ、計

画の実現を図ることとされております。この、三好市教育振興計画はおおよそ２年を費やして市民皆

様の参画を得て策定されたものでございます。 

 従いまして、「三好市教育振興計画」の、三好市教育の基本理念、三好市教育の基本目標、三好市教

育の基本方針を「教育施策の大綱（案）」としてご提案するものでございます。期間は、「三好市教育

振興計画」の期間と同じで、平成２７年度から平成３０年度まで４年間でございます。 

 大綱案ですので、読み上げて提案に代えさせていただきます。 

 １三好市教育の基本理念 

 「郷土
ふるさと

を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創造」 

 三好市は豊かな自然に恵まれ、地域が誇る伝統芸術や文化財が数多く現存しています。こうした自

然や伝統的文化財を次の時代に継承発展させるためには、まず、郷土
ふるさと

を愛し、郷土
ふるさと

に誇りをもてる市

民の育成が重要です。 

 また、これからの時代を展望した時、すべての市民が生涯にわたって自ら学び、豊かで充実した人

生を送ることができる生涯学習社会の実現が求められます。そのためには、それぞれの学習ニーズや

「学び」の状況に応じた教育が展開できるように、生涯学習の視点に立った教育理念のもとで教育を

推進する必要があります。 

 ２三好市教育の基本目標 

 「一人ひとりが輝く、活力ある教育の推進」 

 三好市総合計画では、三好市の将来像を「自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市」と定めて

います。 

 これは、三好市の豊かな自然と多くの歴史的文化遺産、そして、恵まれた観光資源を生かしながら、

自然と人が共に生き、かつ共に活かされる郷土づくりをめざしたものです。 

 そのため教育面においても、安心、安全でゆとりと潤いのある学習環境の中で、一人ひとりの「学

び」の意欲を高めながら、自らの個性や能力を磨くことのできる教育の展開が求められます。その場

合、家庭教育、学校教育、社会教育の三者が「支え合い」、「助け合い」、「つながり合い」の連携・協

力によって、共に相乗効果を図りながら、それぞれの教育力を向上させる、活力ある教育の取り組み

が必要となります。 

 ３三好市教育の基本方針 

 三好市では、これからめざすべき教育の柱を「生涯学習」、「学校教育」、「教育環境」の３つを定め、

実態を踏まえながら、地域の特性を生かした魅力ある教育を推進します。 

 （１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

 市民が生涯を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」が「いつまでも」学び、社会参加でき

る生涯学習社会の実現をめざします。 

 （２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

 「豊かな心」、「確かな学力」、「健やかな体」等の「生きる力」の育成を図るため、地域の特性を生

かした特色ある学校づくりを推進します。 

 （３）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

安心、安全に学べる教育施設の整備と教育の質を高めるための教育環境の整備・充実を推進します。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◆黒川市長 

教育大綱について事務局のほうから説明がございました。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す。よろしくお願いします。 

◆小松委員長 

 教育委員会側としては、教育大綱を基本として作ってきたので、案を認めていただければ我々委員
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としては異議はありませんので、問題ないと思います。その通りだと思います。 

 反対に、市長や市長部局のほうからご意見があればと思います。 

◆倉本教育長 

 こちらも先日の四国都市教育長連絡協議会で、教育大綱を別に定めるか、教育振興計画をそのまま

教育大綱にするか、各市の状況を伺いました。やはり、振興計画を教育大綱にするというほうが多か

ったです。また、インターネットなどで他の市町村の教育大綱を見てみると、非常に簡潔に書かれて

いるところもあり、たとえば、６ページの基本方針の（１）、（２）、（３）くらいの内容になっている

教育委員会もあります。この案の教育大綱程度がいいのではないかと思います。もし、さらに具体的

にするとなると、振興計画の１０ページになります。たとえば（１）楽しく、生きがいあふれる生涯

学習の推進とありますが、そこからさらに、①共に生きる社会づくりと人権文化の創造、②地域文化

の振興・継承と文化財の保護・活用、③豊かな生涯スポ津社会の実現と３つの柱に分かれます。基本

方針となると、少し踏み込みすぎていると思います。この程度の内容で、教育大綱ということでいい

と思います。 

◆黒川市長 

 振興計画１０ページ、下から５行目、特に「学校統合」、「施設整備の耐震化」、「情報教育」など、

ここまで細かく入れなければならないのかという話になってしまいます。 

◆倉本教育長 

 先ほども言ったように他の教育委員会の大綱をみてみると、5 ページの三好市でいう「郷土
ふるさと

を愛し、

生涯と通じて『学び』を実現する教育の創造」だけを出しているところもありますが、それは大雑把

すぎると思います。 

 ですから、教育委員会としても基本方針の内容程度がいいと思います。 

◆黒川市長 

 他に、今言った話も含めて質疑等ございますか。 

◆谷委員 

 内容的には何もありません。 

 しかし、少し気になる文言があります。５ページ４行目の１三好市の基本理念の“郷土を愛し、郷

土に誇りをもてる市民の育成が重要です。”とあります。「育成」という文言が少し上から目線のよう

に感じてしまうのではないと思います。何かほかの表現がないかと思います。 

◆松丸次長 

 今回、教育振興計画のほうは「育成」という文言に変更がありません。 

◆倉本教育長 

 基本的に教育振興計画と合わせるほうがいいと思います。 

◆前川委員 

 やはり、三好市「教育」なので「教育」とは育てていこうという根底があると思います。育って成

り立っていくということで、子どもにはよく使い、大人にはよく言わないという部分もあるかとは思

いますが、みな生涯勉強であるという意味も込めて、「育成」でいいと思います。 

◆谷委員 

 あくまでも提案でしたので、やはり、教育振興計画に合わせるほうがいいと思いますので、「育成」

という表現で構いません。 

◆黒川市長 

 ただ、谷委員がおっしゃったように上から目線に感じるのであれば、排除しなければならないと思

います。別に、「育成」に代わる言葉が事務局にあれば変更してもらえればと思います。 

◆小松委員長 

 三好市教育振興計画を作成するときに、いろんな人の意見やパブリックコメントを出しましたから、

特に指摘がないので「育成」という言葉に抵抗感を持っている人はいないと思います。 
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◆松丸次長 

 すみません。一つ訂正をお願いします。 

 先ほど、１三好市教育の基本理念の「郷土」という文言を「きょうど」と読みました。正しくは「ふ

るさと」と読まします。教育振興計画はルビをふるようにしています。よろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 教育振興計画だけでなく、資料等にもルビをふるようにお願いします。 

 「ふるさと」は自分の離れた場所のことをいうと思います。もっと言えば、UIJ ターンで三好市に

来た人のふるさとといえば東京であったり、他の場所になったりすると思います。廃校になった出合

小学校に来てくれた方は、東京生まれ東京育ちです。 

◆倉本教育長 

 生まれた場所を離れて、ずっと三好市でいる、そういった方々は「第二のふるさと」と呼ぶ場合は

あると思います。 

◆黒川市長 

 UIJ ターンを想定した中で対抗する。先ほど、地方創生の話はしましたが、地方創生はやらなけれ

ばならない。もっと言えば２０２０年に猪之鼻トンネルが開通すると、これまではストロー現象とい

うことで高松や岡山、大阪や神戸、東京へ人が吸い上げられていってしまいました。今度は猪ノ鼻ト

ンネルを使って三好市側に UIJ ターンを利用して呼び込む、ストロー現象の逆流を起こすというくら

いの意気込みが今度の地方創生という意味でございます。かつての流れはすべてストロー現象で東京

への一極集中が起こりました。猪之鼻トンネルを通じて、東祖谷へ人がどんどん流れ込むようにして

いきたいと思っています。 

 それでは、「育成」という言葉はそのままで、「郷土」は「ふるさと」とルビを打つということでよ

ろしいでしょうか。大綱について他にご意見ございませんか。 

◆小松委員長 

 教育振興計画は１０年計画で、１０年ごとに作成し直すことになっています。今年の７月、８月に

中間年度の見直しをする予定です。次に大きく見直すのが平成３１年です。その程度の見直しという

ことでよろしいでしょうか。 

◆倉本教育長 

 この教育大綱についても初年度ですので、どこの市町村も教育振興計画を参考に作っているところ

が非常に多いと思います。ですから、１、２年やってみて市長のほうでここはちょっとと思う箇所が

出てくれば、変更していただければと思います。 

◆小松委員長 

 資料の５ページの三好市教育大綱（案）の下の年度の表示はいりますか。 

◆松丸次長 

 先ほども説明いたしましたが、教育振興計画は３０年度までです。年度を区切らない場合は、新た

に来年度も作るというふうになってしまいます。教育振興計画に合わせて年度を区切るということで

３０年度までと表記いたしました。 

◆倉本教育長 

 そうしないと毎年検討しないといけないということになってしまうのですね。どちらがいいでしょ

うか。 

◆黒川市長 

 毎年変えても構わないし、今年したけれど時代の大きな変化によって一度決めると一切変えるとい

う話ではないですから。たとえば、総合教育会議も法律にはありませんでしたが、一つの事件をきっ

かけに大きく変わりました。 

◆倉本教育長 

 仮に来年度市長の意向により大綱を変えるということになると、教育振興計画も変えるのかという

ことになります。ですから、そういう意味では年度は区切らないほうがいいかもしれません。 
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◆黒川市長 

 もっといえば今まであるものを削除してというのではなく、振興計画に追加する、補強するという

ことはあります。もし年度を書いていたら、この区切りまでは変更できないのかという考が出てくる

と思います。 

◆松丸次長 

 年度が入ることで、変更できないという意味ではありません。当分、教育振興計画と整合性を取り

ながらやっていくということです。反対に、今度教育振興計画を変えるときに大綱を変えたうえで、

教育振興計画も変えていくとなります。そのようにとらえていただくほうがいいと思います。 

◆黒川市長 

 どちらがどうなっても、不都合が生じた場合、大綱に振興計画を合わせなければならないし、教育

振興計画を変えようとした場合、大綱も変えなければおかしいという話になってきます。相互に牽制

しながらするということになるのでどちらかを固定してどちらかが従属物という話ではないと思いま

す。 

◆倉本教育長 

 今回はスタートの年度なので合わせましたが、本来は市長部局と教育委員会の考えが合わないとい

う部分が当然出てくると思います。そこで教育委員会と市長部局とのせめぎ合いもあるはずです。そ

う考えると年度が入っているのは誤解を招きやすいと思います。説明をしないと分からないではなく、

見たらわかるようにしておかないといけないと思います。 

◆黒川市長 

 今までなら、教育委員長がいて、任命されていたが、これがなくなる。また、教育長を互選ではな

く、市長が任命するという責任があるわけです。やはり、年度は外しておくほうがいいかもわかりま

せんね。 

 教育大綱は教育振興計画の付属物、従属物ということではないということですよね。 

◆倉本教育長 

 はい。 

◆黒川市長 

 「（平成２７年度～平成３０年度）」については削除するということでいきたいと思います。 

 他にございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 無いようですので、教育施策の大綱（案）は年度のカッコ書きを削除し、「郷土」は「ふるさと」と

ルビを打つということでご理解のほどよろしくお願いします。 

今までいろいろ大綱も含め、ご意見いただきました。せっかくの機会でございますので意見交換を

したいと思います。 

ここからの進行は事務局のほうになります。よろしくお願いします。 

 

（９）教育行政に関する意見交換 

 

◆日浦課長 

 ありがとうございました。議事が終了いたしました。ただいまから、教育行政に関する意見交換に

移らせていただきます。松丸教育次長のほうで進行をお願いします。 

◆松丸次長 

 それぞれ、ご承認をいただきありがとうございました。それでは意見交換ということで総合教育会

議の主たる目的でもございますように、自由な意見交換ですので、先ほどの大綱にかかわらず、いろ

んな形でのご意見を頂戴いたしたいと思います。先ほどご挨拶もありましたが、市長からそれ以外に
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ついてもよろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 冒頭でもお話ししましたが、地方創生の中で教育に関する問題が議論されて、一つの形が出てくる

可能性があります。今度の地方創生戦略版は全国の自治体の中での生き残りをかけた、いわばサバイ

バル的なものになってきておりまして、内閣府をはじめとする皆様が話をしています。教育を売りに

した町づくりをしていこうとする自治体がございまして、そのようなところにも私だけでなく関係者

が、関心を寄せております。今日集まってもらい、決めていただいた問題についてもさらにバージョ

ンアップするといった意味でとっていただけたら幸いに思います。もっと言えば教育関係のオーソリ

ティの皆様から地方総合戦略版に対してアプローチしていただいて、多くの皆様が素晴らしい三好市

によってくる、また、三好市に住んでいる方々が自慢できるような地方創生版を作っていきたいと思

っております。先ほどの猪之鼻トンネルの話もありますが、観光に特化すれば２０１７年に、ラフテ

ィングの世界大会を誘致する計画も着々と進めておりますが、具体的には多くの方の知恵が必要にな

ります。もちろん資金は必要ですが、あらゆる外国の方が来ますから、日常会話程度の通訳の問題な

ど市を挙げて、県を挙げて、国を挙げてやらざるを得ない問題になってきます。それ以外の問題もあ

ると思います。地方創生という大きな範囲の中で競争をし、活力を作っていくということであります

ので、今までの既成概念を取り払うくらいの迫力あるものを作っていかなければならないという気が

しています。ぜひ、お力添えをいただきたいし、サゼッションもお願いしたいと思います。 

◆松丸次長 

 ありがとうございました。ぜひ、委員の皆様に一言ずついただきたいので前川委員から順にお願い

します。 

◆前川委員 

 三好市をアピールできる教育ということで、学校教育について昨日、一昨日と学校訪問に行かせて

いただきました。先生方のお話を聞かせていただきました。各学校で子どもたちの地道に生きる力を

つけるため、学力をアップさせるように子どもたちの実態、人数、規模など校長先生をはじめ、たく

さんの先生方が工夫して取り組んでいられるというのを、聞いたり、目で見たりしてきました。各学

校が独自でやってアピールするということではありませんが、コツコツ地道にしているように感じま

した。 

 他の市町村では見られないような教育機器を子どもたちが使って授業を受けたりしていました。三

好市の素晴らしい特性で、わかりやすい授業をしているなと感じました。デジタル教科書など見事に

先生も使いこなしていらっしゃって、難しいものもわかりやすく授業を受けられていると思いました。

しかし、子どもたちが自ら積極的に学習する力を身につけたら、また一つステップアップできるなと

思いました。 

また、市民を育てる場については、私が受けている市民大学講座などすごく楽しく、いろいろな話

を解説してくださるので、三好市にいる市民がいろいろなことを習得する機会をいただいていると思

います。それをまた、学校もこれから社会教育をバージョンアップして、他の市町村から見てわかる

三好市独自のことをしていかなければいけないと思います。 

◆新久保委員 

 私も学校訪問へ行かせていただき、久しぶりに子どもたちの顔を見たり、給食を食べたりしました。

そこで私が一番気になったことは、やはり、子どもたちの人数が減少していることです。その中で人

数が少ない学校は少ないなりに一生懸命していますが、もっと子どもが増える対策ができなければい

けないと思いました。子どもを呼び込むということは、親が一緒に来なければならないので、市内で

企業などを作って、多くの人に住んでもらい、子どもの人数を増やすということをしていかなければ

ならないのではないかと思いました。また、少ない人数で学校生活を送っていますが、これが本当に

教育なのかなと思うこともあります。だから、統合するほうがいいのかなと考えたり、反対に山のほ

うに住んでいたら学校が無くなってしまう寂しさもわかるし、このままでは、だんだん学校が無くな

っていってしまうという寂しさを感じました。だから、人を呼び込むための対策を考えてほしいと思
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いました。 

◆谷委員 

 市長が、他から子どもたちを呼び込むという話が出ましたが、東祖谷小・中学校ができて、教育長

もおっしゃっていましたが、三好市全体としてその視点はなかったと反省していますが、東祖谷だけ

を考えると、素晴らしい校舎ができ、小学校と中学校が併設されているという特徴があるというとこ

ろで、何か呼び込みの材料とならないかという思いがあります。まず、周りは出来たので、次に中身

を魅力あるものにしないと、どれだけ見た目、外見がよくても来てくれません。まだ答えは出ていま

せんが、先生方にもお願いをして考えてもらっています。 

 そしてもう一つ、三好市に呼び込むというのは、先ほど前川先生が言われていた IT が進んでいる

というのは一つの武器だと思います。ただ、先ほど言ったように周りだけ、外見だけで満足してしま

ってはいけないので、ITとインフラをどのように活用していくのかがこれからの課題で、まだまだ研

究しなければならないところですが、私自身三好市の先は明るいものになると捉えてやっています。

これから三好市全体でも、そのような視点をもってやっていきたいと思います。 

◆小松委員長 

 冒頭に市長が教育で人を呼び込むとおっしゃいましたが、我々はまだそこまでの考えがありません

でしたので、非常に大きな課題をいただいたと思っています。ただ、教育委員会としては、他の市町

村に負けないような素晴らしい教育をしていかなければと思い、してきました。今年から土曜授業や

夏季休暇の短縮、年間６０時間ほど他の市町村よりも授業時間を増やしております。いろいろ反対意

見もありましたが、子どもたちのためには必要ということで実施するようになりました。決して学力

テストの結果をよくするためにしているのではなく、土曜授業では体験学習をしてもらっています。

過去は各家庭に任されていたので、各家庭の経済的格差がそのまま学力等に響いていました。学校も

それにかかわっていかなければいけないということが、土曜日授業を始めた一つの目的です。また、

学力を上げるためには授業時間が足りないと、決して授業日数を増やして忙しくするのではなく、授

業の中では時間を十分にとりしっかり教えていくという目的もあります。 

 同じく今年から希望者のみですが、土曜教室も始まりました。毎月第３土曜日に英語教室と絵画教

室を開いております。学校司書も各学校においていただくようになりました。次の段階として、三好

市は今過疎の最先端を行っているので、それに応じた教育をしなければならないと思います。一つの

例として今、チェーンスクールという制度を設けています。他の市町村よりも優れた教育をしていか

なければならないと思います。 

 過去にあった意見なので、一つの案として聞いてほしいのですが、大和小学校が休校になった時、

場所もいいし、校舎も使えるので徳島県のフリースクールをできないかという意見がありました。フ

リースクールという形で自然の豊かな場所で県外から集まって学校を作ったりといろいろなアイデア

もあります。 

◆倉本教育長 

 市長が言われた、教育で人を呼び込むというのを保護者の立場からみて、何が魅力かというと、お

金がかからないという意見が一つあると思います。もう一つは、いい教育をしているということです。

具体的に言えば、学力がいい、非行などの問題がないということだと思います。しかし、その成果が

すぐに表れないということで PR 性が難しく思います。学校訪問の際に西祖谷中学校が７人の生徒の

うち４人が池田高校に行って、さらに２人が国立大学に行ったという話をしていました。やはり、そ

のように結果が出るまでに３、４年かかってしまいます。保護者の方はどう思っていらっしゃるかわ

かりませんが、今、西祖谷校区の子どもが池田中学校や山城中学校に転入していっています。なかな

かすぐに結果が出てこないのが教育だと思います。だから、学力面や体力面でいかに成果を上げるか

にかかってくると思います。 

まとめると、小規模化が一番大きな課題です。デメリットの面が大きい、特に複式学級というのは

保護者はすごくマイナスイメージを持っています。だから、地元の学校に行かせたいと思っても複式

学級だから大きな学校に行かせようということになってしまいます。三好市が重点的に取り組むべき
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ことは、西祖谷地区なら西祖谷中学校、山城地区なら山城中学校というふうに、校区の学校に行って

もらうことだと思います。現在山城地区もどんどんと子どもの人数が減少していき、小学校３校と、

山城中学校を一つにする、一か所に合同で、チェーンスクールにするのが一番いい方法だと思います

が、まだいろいろな問題があり難しいですが、チェーンスクールが三好市の学校教育として生きる一

つの方策かなと思います。 

チェーンスクールという大きな構想はありますが、当面の学校が取り組むべき問題として、特色の

ある学校づくりをしてもらいたく、オンリーワン・スクールを何年かしてきました。さらにそこから

バージョンアップして、ナンバーワン・スクールを作っていきたいと取り組んできました。また、学

校にお願いしているのは、「いじめゼロ・不登校ゼロ・非行ゼロ・体罰ゼロ・肥満児ゼロ・無回答ゼロ」

今年から肥満児ゼロと全国学力テストなどで何も書かない無回答ゼロを難しいことですがお願いして

います。 

話を戻しますと、お金がかからない、いい教育をするためには他と同じような教育、他の市町村の

後ろをいく教育をしていてはいけないと思います。教育先進校として、ICT を使ったり、先へ進んで

いく教育を市民の皆様にご理解いただけないと思っております。財政的な面で無理を言ってきました

が、今後ともよろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 東祖谷のある家庭の話ですが、奥様が神奈川県から嫁いできました。子どもができて、学校に通わ

す時にご主人が「東祖谷にいたら子どもの教育がよくならないから、池田に家を建てないか。」といい

ました。すると、奥様が「私は、東祖谷に嫁いできたので、東祖谷から出ることはない。出ていくな

ら一人でおりてください。」といったそうです。奥様が東祖谷にとどまったため、ご主人もやむを得ず

家を建てたそうです。子どもさんは、現在東祖谷の小学校に行っています。 

 また出合小学校に東京育ちの女性が来てくれました。廃校になった出合小学校に来てくれて、マス

コミ等に出て、すごい賑わいを作ってくれています。ハレとケデザイン舎というコンピュータのブロ

ードバンド環境でデザインを東京へ売り込みながら人が集まるよう、いろいろなアイデアを考えてい

ます。彼女は、「サードメディスン」という言葉を使っています。昔の漢方と今日的な医学、サードメ

ディスンとは次の医学のことを言います。サードメディスンを別の言葉でいえば、香りの教育です。

海の香り、風の香り、花の香りなどのサードメディスンをしっかりやっていこうとしています。我々

は昔から何気なく受けてきたサードメディスンを使って地域興しをしてくださっています。最初に出

合小学校に来た時、川崎小学校などいろいろな小学校を紹介しましたが、出合小学校を選びました。 

 東祖谷に嫁いできた方、出合小学校で地域興しをしてくださっている方から我々が何を学ぶかです。

ずっと三好市にいる人間は何もかも経験からしか物事を考えません。しかし、大和小学校に来ている

BJ グループもすごいことを考えています。佐野小学校に来ているスキー用品の店も、九州から名古

屋まで１日で配達できるからこの場所を選んだと言っていました。野村総研の方が後援しているのを

聞いてみると、我々と見方が全然違います。ある面では、地方創生というなかで切り口が変わったり

我々が反省しなければならなかったり、日々感じています。 

 今、三好市は日本一のスタンバイが整いました。全日空総研から来た方が３年間在住し、野村総研

から来た人は２年おります。徳大は井川総合支所にこの先何年間もおります。この３つのシンクタン

クが三好市に来ているというのは日本一です。面白い手配ができ、用意までできました。そこから何

をするかを皆さん考えていただきたいと思います。 

◆倉本教育長 

 確かに、我々は学校や子どもなど同じ視点からしか見ていない部分があります。視点を変えてたく

さんの方の話を聞きながら教育の在り方を考えていく必要があると思いました。 

◆松丸次長 

 それでは意見交換を終了させていただきます。 

◆日浦課長 

 最後になりましたが、閉会の挨拶を東口学校教育課長よりお願いします。 
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◆東口課長 

 本日は貴重なご意見ありがとうございました。最初の総合教育会議ということで準備不足等、ご不

便な点もございましたが、今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは、これをもちまして、第

１回三好市総合教育会議を閉会いたします。ありがとうございました。 


