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 平成２７年度第２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１２月２４日（木）     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 

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 

 ただいまより、平成２７年度第２回三好市総合教育会議を開催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。師走に入って２０１５年もあと少しとなり職員も年末の仕事に追われてい

る中で、特に教育委員さんには第２回三好市総合教育会議ということでご出席をいただきまして、あ

りがとうございます。２０１５年、三好市にとっては地方創生元年と言われる国の呼びかけと同時に

４月に内閣府からシティマネージャーとして、横山さんを野村総合研究所から派遣していただき、地

方創生について第一線で動いていただいて、三好市の地方創生推進協議会版を３回にわたって開催し、

基本構想を練り上げている段階でして、これから三好市がどう動くのかというのは２０１６年の予算

編成や多くの皆さんの叱咤激励の中で動いていくだろうと思いますが、総合教育会議の中でも地方創

生の中で大きな動きを作っていかなくてはならないという思いです。何人かの識者の方と話をします

と三好市がわくわくするような形でマスコミ、新聞等によく出ると、面白くなってきたなと言われて

「ありがとうございます。」というような話をしたわけであります。わくわくして、そこから新しいも

のを作り出す、そんなものを作り上げていかなければならないし、そうすることによって三好市に「生

まれてよかった」、「住んでよかったと」そして多くの皆様が「訪れてよかった」といえるような形が
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できれば幸いだと思います。そうした意味で第２回総合教育会議でありますが、皆様からいろいろな

角度からのご意見を賜りまして、来年へ繋げることをぜひお願いして、活発な議論ができれば幸いで

あることを重ねてお願い申し上げまして、簡単ではありますが開会にあたっての私のごあいさつとさ

せていただきました。どうぞ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。それではさっそく議事の方に移りたいと思いますが、三好市総合教育会

議設置要綱第４条によりますと総合教育会議の議長は市長が務めるとなっております。これからの議

事進行は黒川市長にお願いしたいと思います。 

◆黒川市長 

 それでは、三好市総合教育会議の設置要綱第４条の規定により、私が議長という事で進めさせてい

ただきます。 

 

（６）議   事 

 （１）三好市教育振興計画（後期計画）について 

 （２）平成２８年度三好市教育関係予算について 

  

◆黒川市長 

 まず“三好市教育振興計画（後期計画）について”を議題といたします。説明を事務局からお願い

します。 

◆東口課長 

 資料の三好市教育振興計画（後期計画）を参考にしていただきたいと思います。まず、経緯ですが

７２ページをお願いします。「三好市教育振興計画（後期計画）策定経緯」ということで平成２６年１

２月１０日から平成２７年１月９日まで三好市教育振興計画策定審議会委員の公募をいたしました。

平成２６年１２月２５日には、第１回の策定委員会を開催しております。策定委員というのは教育委

員会の事務局、文化財課、生涯学習・スポーツ振興課、学校教育課の職員数名と校長先生を代表して

山城小の深田校長と東祖谷中の向井校長がなられております。平成２７年１月２９日に第２回の策定

委員会を開催した後、２月１６日に第１回の策定審議会を開催しております。審議会委員は７３ペー

ジに掲載してある通りです。平成２７年８月２４日に会長の佐川伸一郎さんと副会長の大泉真二郎さ

んから倉本教育長に答申書を提出するまで５回の策定員会と３回の審議会を重ねまして、答申書にま

とめていただいております。 

中身についてですが、主な変更のみ説明させていただきます。まず、後期計画にある表や数値につ

きましては直近の調査による数値に置き換えております。１２ページをお願いします。１２ページで

すが、「ブックスタート」という文言を入れています。この「ブックスタート」は今年、平成２７年度

より実施しており、対象は生後２か月から４か月の赤ちゃんと保護者で、年４回の実施予定で現在ま

でに３回実施しております。乳幼児期から親子で読書に親しめる環境作りということでブックスター

トを始めております。 

続いて２３ページをお願いします。こちらでは東祖谷落合重伝建地区の伝統的建造物群の修理事業

を進めているという文言を入れさせていただいております。 

２５ページには平成２３年度に策定いたしました、三好市スポーツ振興基本計画の基本理念と基本

計画の３つの柱をここに盛り込ませていただいております。 

２８ページには今進めております、三野町清水地区の三野運動公園についても記載しておりまして、

平成２８年度のオープンを予定しているとしています。 

３３ページでは「生きる力」を育む学校教育の充実ということで、現状と課題の中にいじめ問題や

不登校についてを今回後期計画の中に盛り込んでおります。 

３４ページには、思考力・判断力・表現力の育成の中で本年度より実施している土曜授業と長期休

業の短縮についても触れております。 
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３８ページにはたくましい体と健康づくりの推進の中で平成２１年度に策定しました、三好市食育

推進基本計画について触れております。 

４５ページです。豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実では、まず、ネットワークを活

用した連携教育の推進ということで、小規模校が目立ってきている中で、ネットワークを活用した連

携教育の推進についての文言を盛り込んでおります。４６ページには小中連携及び一貫教育の推進と

いうことで、現在、西祖谷地区のチェーンスクールについて小中連携の一貫教育推進という事でこち

らの方に入れさせていただきました。 

４７ページには、認定こども園の拡充という事で、近年言われております、認定こども園の文言を

入れさせていただいております。 

４９ページですが、安心で安全な施設設備の整備・充実ということで、前回は耐震化ができていま

せんでしたが、後期計画では校舎の耐震化は完了しまして、屋内運動場施設の池田中学校の武道場と

防災関係についてをこちらの方で述べさせていただいております。 

５３ページでは ICT 教育環境の充実と活用ということでセキュリティーポリシーの充実や昨年度

から進めているデジタル教科書についてもこちらの方で触れさせていただいております。主な改正点

については以上ですので、またご一読いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

◆黒川市長 

 事務局の方から後期計画についてご説明がございました。これらについて委員の皆様からご意見を

承りたいと思います。 

◆前川委員 

 三好市でブックスタートを発足して０歳児から本を親が読み聞かせるという教育の取り組みは、よ

かったと思います。なんでも小さい頃から習慣づけることは大切だと思いますが、幼い子でも本を見

て理解できるようで、０歳の子どもたちでも本をよく見ている感じがしました。 

 デジタル教科書も効果的で各学校で有効的に使えておりました。子どもたちにとってはデジタル教

科書になってわかりやすくなっていると思います。先生方は使う準備や予習などで大変だと思います

が、それだけ手間をかけただけ、子どもたちにわかりやすさとなっているのではないかと思います。 

◆黒川市長 

 私は小さい頃から川のせせらぎと山の賑わいしか知らないような人間ですが、小さい時から本の読

み聞かせはいいというようにいろいろな人が言っています。ブックスタートは市内全域でしているの

ですか。 

◆近藤課長 

 市内全域でしております。健康づくり課とタイアップして乳児健診の時に配布する形にしておりま

す。年４回で、０歳児検診等の時に本を配布しております。 

◆黒川市長 

 すべての子どもがブックスタートを経験するという事ですか。 

◆近藤課長 

 はい。 

◆前川委員 

 小さいから絵本を見てもわからないだろうと思っていましたが、よくわかっているようです。 

◆黒川市長 

 今、デジタル教科書の話と合わせてブックスタートの話がありましたが、それ以外の話で皆様から

ご意見ございませんか。 

◆谷委員 

 私は振興計画の中で職業柄、デジタル教科書、ICT の活用というところに力を入れていきたいと思

っていますが、特に我々として気をつけなくてはいけないのは導入したら終わりという考えではなく、

それをどのように有効に活用していくかということが大切だと思います。我々も学校訪問へ行ってみ

たら上手に使ってくれているなという学校とそうでない学校もあります。これは私個人の意見ですが、
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導入を一つの起爆剤にしたいと思っていまして、市内の学校に子どもたちを他の市町村から呼んでこ

られるような魅力ある教育を実践できないか、その一つはこの ICT 事業だろうと思います。まだハー

ドはしっかりできていてもソフト的な部分がまだできていないので、これから研究していかなければ

いけないと思っています。 

◆黒川市長 

 仏作って魂入れずという言葉を聞いたことがありますが、どんな立派なものが入ってもそれを使い

こなすことが大事であるし、それをどういう形で進めるかというのが課題であると思います。昔の生

活を現代社会でできるかと言ったら難しいですが、デジタルを経験していない者が今風にしなければ

ならないという事は、デジタル社会の中でどう対応するかという事だろうと思います。 

 この件について、教育委員会での議論はあるのですか。 

◆倉本教育長 

 第１回の総合教育会議の時に市長が提言されたように教育の魅力で人を呼び込めるくらいの教育を

していかなければならない、所謂教育の地方創生という事で魅力ある教育をしてほしいといわれて、

教育委員会としても人口の移住ができるような教育の実現を目標に掲げています。 

 ５３ページに表がありますが、１学校あたりの電子黒板の整備数とありますが、徳島県が２．５台

に対し、三好市が１．４台です。後はインターネットや LAN の整備率は１００％に対して、デジタ

ル教科書の整備率は全国平均と比べると三好市は低い状況となっております。５４ページをお願いし

ます。表がありますが、これは教員の指導力についてです。三好市は A から E の５項目について、小

学校はすべて上回っています。しかしながら、中学校は平均を下回るいい数字ではありません。中学

校はこれからデジタル教科書や、電子黒板も導入するので、これらを活用して授業を展開していくと

いう事が今後の課題であると思います。 

◆黒川市長 

 中学校の方はハード面の導入が遅れているということが原因ですか。 

◆倉本教育長 

 それもあると思いますし、中学校の先生方の取り組みの心構えの問題もあります。導入したのでこ

れから率を伸ばしていかなければならないと思います。 

◆黒川市長 

 デジタル教科書の話も出ましたが今後利用の仕方を意欲的に進めて、それを利用してもらえたらと

思います。 

 大規模校は大規模校としての価値があるし、小規模校は小規模校の価値があります。この間、高校

生議会がありまして、西祖谷の生徒がインバウンドで外国人がたくさん来るという事で地元の中学生

がガイドをするということが話されていますが、やはりそれがアメリカのダルズ市との交流にも影響

したり、小規模校だけにそういった取り組みや地域の条件、特性を利用できるという事と思います。

保護者の皆様は大規模校に行かせたらいいという流れもありますが、小規模校で学習した人が高校へ

行ったときに、大規模の小学校へ行った人と違った活躍ができたという話になれば、私は嬉しく思い

ます。 

◆倉本教育長 

 月に１回教育委員会を開催していますし、年に１回教育委員会で学校訪問を実施していますが、谷

委員さんは ICT に詳しいので我々や学校に対していろいろなアドバイスをしてくださって、大きな力

になっています。 

◆黒川市長 

 他にご意見ございませんか。 

◆新久保委員 

 ２８ページに三野町の河川敷にサッカー場や陸上競技場ができて、２８年度にオープンすることに

なっております。以前私が孫と一緒に新居浜市の山根公園というところに行きました。そこの場所に

サッカー場、野球場、テニスコート、プール、体育館すべてが整っていて、公園を回ってみると高齢
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者のアスレチックもあったり、子どもたちの遊ぶ大きな遊具があったりしました。駐車場もたくさん

あってすごい施設があるなと感じました。子どもたちが遊ぶ場所や高齢者の方たちがアスレチックを

使って体力を仕上げたりとか高齢者が周りを歩いたり素晴らしいと感じる場所だったので、私たちが

三好市に住んでいてそういう場所があったらいいなと思いました。今は三野町に公園があったり、吉

野川ハイウェイオアシスくらいしかないので、総合的にできるところが出来たらいいのではないかな

と思いました。費用もたくさん掛かるとは思いますが、作っていただけたら嬉しく思います。 

◆黒川市長 

 一定のものは揃えるけれど、一定のものは揃えないという話もいいと思います。例えば、健康づく

り課と歯科衛生士が上名へ行くと、女性で子ども５人を育てた１００歳を超えている方が、１００歳

超えているのにすべて自分の歯で生活をしています。現在、国は「８０２０運動」といって８０歳で

２０本、自分の歯があればいいといっています。そんな中、１００歳で自分の歯がすべてある、生活

はどのようにしているかというと、自分の食事や天気のいい日には百姓して、買い物もすべて自分で

しています。隣に息子夫婦、反対側には孫夫婦が生活をしていて曾孫までいます。自分の家が真ん中

にあって自分一人で生活しています。このように自然の中でどう鍛えるかということも大事だと思い

ます。例えば、サンライズビルを無料で寄贈していただきましたが、耐震診断して４０年、５０年持

つという結果が出ています。サンライズビルを耐震補強し、リニューアルして子どもの遊び場や高齢

者の遊び場、公民館機能などをどんどん入れていこうと思っております。隣の船井電機跡地は老若男

女が集うことができて知恵の伝承という形で整備していこうと思っています。いい施設の整備を目指

すけれど三好市の力ではどの程度可能なのか、それ以外は自然との共生を図りながらという思いもあ

ります。一方では、一定の状況をそろえる、一方では、どこかへ遊びに行って、三好市で遊べる範囲

はここまでという事を教えることも大事だと思います。 

◆前川委員 

 子どもが体を鍛えたりするのに運動場など必要ですが、今、市長がおっしゃったように地域の自然

を使えるところはたくさん見出して活用する、自然の中で太陽を受けて精神面などを養えると思いま

す。三好市の子どもたちも井川町にスキー場ができた時に補助金で体験させようという事で井川町の

小学生高学年が参加しました。すると、今度はスキー場へ親と行くようになり、すごくスキーと親し

んでいます。三好市では今大歩危のラフティングが有名です。ラフティングをぜひ子どもたちに体験

させてあげてほしいです。安全面もいろいろあるかもわかりませんが、体験した人は大人も楽しいと

いいます。だから子どもたちに世界大会が開かれた川で、他の地域ではできないような三好市の素晴

らしいものを体験させてあげてほしいです。 

◆黒川市長 

 国際化とずっと言われていますが、国際化の中で外国人と話したときに自分のふるさとを語れない

ような子供を作って国際化はないだろうと思っています。例えば、この大歩危小歩危、祖谷のかずら

橋というのは世界のどこへ行っても遜色ない観光資源だと思いますが、なぜ世界と遜色ないかを説明

する必要があります。ただ、大歩危が国の天然記念物になったというだけでは説明不足です。しかし、

日本列島の成り立ちが説明できるということになれば、これはすごいと思います。なぜ日本列島にな

ったかというと古い岩が上にあがって新しい岩が下に入っている背斜構造という形になっている、と

いう話ができて、大歩危小歩危が１９４キロの吉野川の大河の中流域にあり、中流域にこれだけの渓

谷美を持っている V 字谷が世界にあるかといえばないと思います。それはなぜできたかというと、今

でいう南海トラフ地震のようなプレートが下に入ってきたから、２億年前にできたといわれています。

このような話を今の学校の先生や父兄、職員が説明できるかどうかという意味で自分のふるさとを語

り、自分のふるさとを愛して、世界へ行ってしゃべれる子どもたちをどう育てるかです。教育委員さ

んなら三好市のことは何でも語れるくらいに、７２２平方キロという面積は淡路島より大きい、琵琶

湖より大きい、琵琶湖よりどれだけ大きいかというと５０平方キロ大きい、東京２３区より１００平

方キロ大きいということを語れるようにしていただきたいです。いい意味で三好市はわくわくするよ

うな形でマスコミに取り上げられる回数はすごいです。一番新しい話題でいうと香川大学の大学院の
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先生と三好市が提携して観光アプリを作りました。これでダルズ市の市長が即、東西祖谷の観光地を

読んでいます。今は英語バージョンですが、来年の３月にはフランス語と中国語が入ります。その次

はスペイン語や韓国語、台湾語が入る予定です。すべての外国語が入るので地球で祖谷のかずら橋や

大歩危小歩危が分かるようになります。この事業も本来教育委員会のエリアからすれば三好市が頼む

のは徳島大学となりますよね。そこをなぜ香川大学と三好市が提携してアプリを開発したのかという

ところに入っていくと思います。三好市のこの自然は東京２３区には負けないと思いますし、この素

晴らしさを広げていきたいと思います。 

 他に何かありませんか。 

◆小松委員長 

 この三好市の教育振興計画ですが、冊子を作って終わりではなく、教育委員会としてはこの中から

重点項目を決定して、毎年これらを見直して評価しています。従って、教育委員会としては教育振興

計画は指針でもあり、毎年の実行計画の基本でもあるし、計画を実施するときの基準そのものになっ

ています。そういった中で５年経過したところ当初といろいろ変わってきたので、見直しを行いまし

た。教育委員会の中でも何度か論議して出来上がったものですのでご理解ください。 

◆倉本教育長 

 補足としますと、今言われたように毎年評価をして議会へ提出しています。 

◆黒川市長 

 現場で活かしていくという事で考えれば、常に書き換えたり、削除したりしなければならないと思

います。そういう意味で指針になるようにしていただいてうれしく思います。 

 他にございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 次に移りたいと思います。 

 他にご意見ございませんので“平成２８年度三好市教育関係予算について”の議題としたいと思い

ます。予算についての説明を事務局からお願いします。 

◆松丸次長 

 座って失礼します。それでは、平成２８年度の教育関係当初予算の状況について説明をさせていた

だきます。ご承知のとおり教育委員会で予算協議して、その後、財政課の査定、副市長査定、市長査

定を経て平成２８年度予算が決定して２月定例会議で提案をして決定をしていただくという流れです。

現在、財政課の予算査定が進行中でございます。現在進行中ですので、重点項目や状況について私の

方から説明させていただきます。 

 大きくは、三野運動公園の整備と三好市学校給食センター建設が、平成２７年度で終了しますので、

２つの予算が非常に大きい予算でしたので、前年度の当初予算額２３億５千５百万円から現段階で、

約５億７千万円の減額で、１７億８千万円が、教育委員会として要望している状況でございます。た

だ、この集計には人件費の関係がまだ入っておりません。人件費は前年度と同額の集計になっており

ます。 

 もう１件、小学校の空調設備の設計額ができていません。これについては設計ができ次第、市長協

議を経て予算に計上するとなっておりますので、現状でもう少し増える可能性があるという事です。

項別に説明を申し上げます。 

 ９款１項、教育総務費でございますが、前年度と比べまして微増という状況ですが、三好市教育み

らい塾、土曜授業、土曜学習の関係の予算の要望をしております。 

 ９款２項、小学校費ですが、現段階で前年度と比較しまして微減となっていますが、先ほども申し

上げましたように、小学校の空調設備の額が入ると少し増える可能性があります。 

 ９款３項、中学校費ですが、前年度と比べて５千万円くらい増となっております。大きく２つの要

因がございます。１つは、平成２９年度に三野中学校に支援を要する生徒が入学する見込みでござい
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ますので、そのために校舎の改修が必要となってまいります。それからもう１つは、池田中学校のグ

ラウンドの隣の池田裁判所の用地を購入して、グラウンドを拡張しようという事です。この２つで約

５千万円の増額となっております。 

 ９款４項、幼稚園費ですが、前年度と比較して微増です。 

 ９款５項、社会教育費ですが、前年度と比較して金額的には約１千万円の増額となっております。

中身的には社会教育施設のトイレの洋式化、図書システムの更新、歴史的風致保存修理事業等で増額

になっておりますが、一方で文化財保護費が減額となっておりますので、約１千万円の増額です。文

化財保護費の主な内容ですが、減額にはなりましたが、かなり大きな割合を占めておりまして、大歩

危小歩危の名勝調査費、阿佐家の住宅復元保存、三野庁舎の保存事業といったものが主な内容となっ

ております。 

 ９款６項、保健体育費ですが、これは先ほど申し上げましたが、三野運動公園の整備費、学校給食

センターの完成により、前年度に比べまして約６億４千万円の減額になっております。一方増額の要

因がございまして、本日の委員会でもご承認をいただきましたが、給食費の補助を今までと比べて５

倍にするということで給食会計への繰り出し金、本年度から給食費の口座振替を始めています。その

システムの更新。そして、三野運動公園の開設費用。旧池田第一中学校武道場の解体費用などが増額

の要因でして、差し引きしますと全体で約６億４千万円の減という状況でございます。現在の状況は

以上でございまして、これから１月に入りまして、市長査定にて正式に予算が決定するという状況で

す。以上です。 

◆黒川市長 

 今、予算査定真っ最中という事で、平成２８年度の教育関係予算についての説明がありました。増

えるところと減るところがあるという事ですが、今後私の所まで査定が進めば出来上がったという事

になりますが、まだ始まったばかりですが、これは入れて欲しいなどというご意見がありましたらど

なたでもどうぞ。 

◆谷委員 

 空調設備の件で、土曜授業の関係がありまして、以前、黒川市長とお話しした時には暑いなりにも

鍛えるという意味もありますが、土曜授業もしくは夏休み短縮のためには必要ではないかと思います。 

◆黒川市長 

 これは予算がどれだけいるのかまだわかっていないので、単年度でいくのか複数年度でいくのか、

それについても判断材料がありませんので財政との関係もあります。私がやれと言っても財政がお金

がないと言ったらだめですから、そのあたりについては３年も５年もかけてという思いはしていませ

んが、複数年度か単年度かというところに判断が来ているというところです。 

◆倉本教育長 

私たちも無理を言って予算の多くをおいていただいたわけですけども、今お話があったように教育

委員会としては２年、３年かけてしまうと、学校間の不公平感が出てくるのではないかという不安が

出てきますので、財政的な問題が勿論出てくると思いますが、可能であれば単年でやっていただくと

ありがたいと思います。 

◆黒川市長 

 他にありませんか。 

◆小松委員長 

 費用のことで言うと行政は単年度予算です。例えば３年くらいでいいですから、全部が全部通すの

ではなくて、場合によっては方針の中で３年間くらいのものはそういうような検討の仕方をしてもら

えたらと思います。例えば今の空調設備の話はそうだと思います。単年度でできないから何年度かか

けてしようとかという話だと思います。 

◆黒川市長 

 例えば最近の話でいうと、平成２７年度の補正予算が１月４日の国会に出ます。そのあとすぐに私

たちには平成２７年度予算は使い切らずに平成２８年度に繰り越して使います、平成２９年度に事故
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繰り越しして使いますという形でします。学校も２年、３年かけて作ります。だから、単年度主義で

あるけれど害があるようなことはないと思います。 

◆松丸次長 

 正式なことはまだ確認できていませんが、複式簿記の導入が自治体でもしなくてはならないという

状況にはなっています。 

◆黒川市長 

 今言ったように複式簿記というのは現在、水道課はそうです。私は複式簿記でバランスシートなど

を作ってきました。片一方は単式です。東京都などは複式でやっているところもあります。徳島県は

出来ていません。しかし、今やろうとしたら財産の評価が大変になってきます。この家はいくらにな

るのかすべてしなければなりません。そのあたりの手間暇があるので県知事も「イエス」と言えない

のです。正しいという事はわかっていても、手間暇がかかるのでもっと他にすることがあるだろうと

いうところになります。ただ事業年度は繰り越して使います。決定的に単年度主義だから駄目だとい

う、東京オリンピックだって何年もかけて施設整備します。 

 他にありませんか。 

◆小松委員長 

 少し今のですが、たとえば生徒数が減るからここが減るというようなことが分かりやすくなればと

思います。 

◆黒川市長 

 人口が減ったら交付税が減ってしまいます。 

◆小松委員長 

 ですから、全体の予算がいるし、教育関係の予算でも生徒が減るからこの項目が減るとか、生徒が

減ってもこの項目は必要だとかいうのがあります。そういったものを５年先くらいまで作ればもっと

わかりやすいと思います。 

◆黒川市長 

 財政は交付税がどう減っているなど考えていたら、人口は地方交付税の核となる。そうはいっても、

ここだけ下げてはならないと、その時は米百俵の精神をどう生かすかという捉え方をしなければなら

ないと思います。 

 他にありませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 では、平成２８年度三好市教育関係予算について次長の方からご説明があった形で今後査定を順次

進めていくという事で、それまでまだ時間がありますから、次長や教育長にいろいろなことについて

サゼッションいただければできるものはしていきたいと思います。ぜひお願いしたいと思います。そ

れでは予算については終わりたいと思います。 

  

（９）教育行政に関する意見交換 

 

◆黒川市長 

 続いて、教育行政に関する意見交換に入りたいと思います。まず、私の方からその他という事で３

点ほど皆様にお諮りしながら、ぜひ実現させていただきたいなという話がございます。 

 まず１点、先ほどダルズ市の話が出ました。ザ・ダルズ市のローレンス市長が私の所に２泊いたし

ました。２泊した時に、ローレンス市長は英語で、私は日本語で会話して納得していただいたという

非常に乱暴なことをしてしまいましたが、その経験からして、中学生をザ・ダルズ市へ留学できる方

法はないかということで簡単に言うと短期留学ですが、中学生ですから１年という事にはいきません

が、そういったレベルで留学制度を導入してもらえないかと、留学してザ・ダルズ市で授業を受けた
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り、遊んだことはこちらに在学している、単位を修得したことになるという形にできないかという事

でダルズとの関係の話をしているところです。交換留学という形で要綱を作って予算を計上してとい

う１点があります。これについては今後具体化していく方向を取りたいと思います。 

 ２点目については、今学校へ行っている皆さんが貧困化という問題が大きくクローズアップされて

いますが、私は地方創生という観点からも、奨学金制度が三好市にはありますが奨学金制度を使って

学校を卒業された人は三好市に U ターンで帰ってくる人は奨学金を免除するという制度を作って人

材を活用する、育成するという思いがあります。こういった問題についても対応していただきたいと

思います。 

 ３点目は先ほども言いましたが、三好市の市の庁舎も耐震基準を満たさず建て替えするようになっ

ています。それと同時に中央公民館ですが、震度６強から７になれば倒壊すると専門家の知見があり

ます。その専門家の知見からして何とかしなければならないという事で、サンライズビルの中に中央

公民館の機能を持っていきたいという考え方に立っています。サンライズビルは地下１階、地上７階

の１１，０００平米あります。耐震でも補強を少しすれば５０年は持つだろうという話ですから、サ

ンライズビルをリニューアルして素晴らしいものにしていって公民館機能をほとんどサンライズビル

に入れたいと思っています。中央公民館の機能を移すという事で移転という事になると思います。こ

の３点を今私は考えておりまして、教育委員会の範囲でありますから、皆様の意見を聞きながら進め

ていきたいと思っております。３点ほど私の意見を述べさせていただき、皆様のご意見、ご感想をい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

◆小松委員長 

 留学の話はいいと思います。何か工夫してできればいいと思います。中学生なら３か月間行ったら

すごくいい経験になると思います。長くという事でなくてもいいと思います。 

◆黒川市長 

 今からの要綱作りの時に１年生の時に２か月行く、２年生、３年生になってからまた２か月、３か

月行くというように２回行くという方法など、人材の育成に大事だという事となればそういう方向性

を取って滞在費用や旅費を賄うという形で予算も付けたいと思います。 

◆前川委員 

 すごくいい案だと思います。私はこちらから行くことばかり考えていましたが、交換となればなお

さらいいのではないかと思います。 

◆倉本教育長 

 日本の中学校は単位制を取っていませんので問題ないと思います。しかし、留学したいという子ど

もさんを市が支援や援助するだけではいけないのではないかと思います。地方創生という視点で人材

育成ということからすれば、帰ってきてその人が三好市のために留学したことが活かせるような場が

もてるように考える必要性があると思います。しかし、一番の問題は海外留学を希望する生徒がいる

かどうかです。 

◆谷委員 

 私も賛成です。この制度があれば他町村からも三好市に行きたいという子どもが出てくると思いま

す。 

◆前川委員 

 ダルズ市へ行ったと仮定して、向こうで何かがあった時には市が全面的に対応してあげなければい

けない部分があると思います。 

◆倉本教育長 

 アメリカにいても日本にいても何が起こるかわかりませんが、事故があった時に市が何もできない

というわけにはいかないので、そこは保険をかけるなど対応できるようにしたいと思っています。 

◆黒川市長 

 好感を持っていただいたという事で１点目の中学生の海外留学については要綱を作りながら予算を

計上していきたいと思います。地方創生の一環として新年度からやりたいという思いがあります。奨
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学金の貸与しているものを免除するというのもやりたいと思います。中央公民館については耐震して

いないのでサンライズビルに移転するという案を反対する人はいないと思います。 

◆新久保委員 

中央公民館がサンライズビルに移転した時に駐車場などが少ないと思います。今より広くなりますか

ね。 

◆黒川市長 

 一つは中央公民館を全部壊したら駐車場になります。また、庁舎建設も始まります。船井跡地が駐

車場になります。もう一つは駐車場そのものをどうするかという事で整備方針を考えておりますので

今よりはよくなると思います。広域連合の事務所もビルに入ると思います。場所はゆったり取ります。

１１，０００平米ですので空きスペースができます。その空きスペースを民間に貸し出そうと思って

います。ご理解と叱咤激励をいただきたいと思います。 

 私が申したその他以外で何かありませんか。ご意見があればお願いしたいと思います。 

◆小松委員長 

 先ほどの教育で人を呼び込むという話の中で我々は三好市立の学校の担当ですから幼・小・中まで

ですが、高等学校が市内にあります。今のところ三好郡市の生徒が主体で美馬市からも一部入ってく

るという事で定員が埋められていましたが、ぜひ、科目の内容を魅力あるものにして三好郡市、美馬

市以外から生徒を呼ぶような内容にしていくとか、できれば県外からも生徒が来る魅力ある学科編成

を考えていけないかなと思います。全国的にみれば、高等学校になると特殊な課程を作ると全国から

集まってきているという事例はたくさんありますし、三好という山の中で、他にないようなことを活

かした教科を育てていくというものについてこれから検討していったらいいのではないかと思います。 

◆黒川市長 

 全く同感です。高知県に檮原町というところがあります。檮原町は愛媛県境にあります。檮原高校

は半分以上どころかほとんど愛媛県から来ています。３分の１くらいしか高知県民はいません。ほと

んど愛媛県民で成り立っています。檮原町と三好市は似ていると思います。そんなところで一番人気

があって来ていると、檮原町長も自然エネルギーをどんどん活用したり山の木をたくさん使っている

と私は直接見聞しています。三好市の場合は同じような条件にあると思います。ただ、県教委が県外

からは定数の何割かしか入れないというパーセンテージを出しています。魅力ある三好市の３校にど

う持ち込んでくるか、もっと言えば三好市そのものに魅力がなければいけません。ラフティングがで

きる、カヌーができる、登山ができるなど学力もさることながらあらゆる面で面白いことがあると、

面白い、楽しいという事を作り上げる、これが今一番の課題であると思います。県教委がもっている

昔作った制度は今は通用しないし、いまだに大事にしているのはおかしいと思います。かつて三好高

校は美馬郡からたくさん生徒が来ていました。農業が大事なところで、農業、林業を中心として、美

馬郡からたくさん来ていました。今は、美馬郡からくる生徒は減りました。反対に、つるぎ高校は三

好郡市から生徒が行っています。考えてみると、今なぜ脇町高校に行くかというと、大学行くために

いいからと言います。そういったものを三好市の３校の中に作り上げる、たとえば、池田高校に行け

ばみんな有名大学に行けるとなると全国各地から生徒が集まってくると思います。三好市の魅力、そ

して三好市へ行けばこんなことがおこるだろうというわくわくするような高校を作るということが求

められていると思います。それを小、中学校の段階で三好市の教育委員会が作り上げる、その延長線

上に高校があり、高校の後は大学へ行く、大学へ行ったら三好市へ戻ってきて働くというような状況

をぜひ作ってほしいと思います。 

 ８町村の時は町村間の壁がありました。６町村合併によってバリアが切れた中で観光関係では山城、

東西祖谷と言えますが、合併していなかったら、大歩危小歩危は山城町、東祖谷は東祖谷山村、西祖

谷山村はかずら橋だということで現在のような相乗効果は生まれていなかったと思います。 

 他にご意見はございませんか。 

◆新久保委員 

 先ほども言ったように、市民の人たちの憩いの場所ができればと思います。例えば、池田小学校で
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サッカーをしていて照明がとても暗くて、夜遅くなったらボールが見えない状態で練習をしているよ

うです。３本電灯はありますが、もう１本ここにあったら明るいのにと感じて要望書を出したと聞い

たので、予算の関係もあると思いますが、安全面を考えたら設置できないかと思います。 

◆黒川市長 

 財源との関係で予算がどのくらい必要なのかみて、できるところはしていきたいと思っております。 

 他にございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 ありがとうございました。年末押し迫っての第２回総合教育会議という事で皆様方とのご意見交換

が出来ました。来年に向けて大きな夢を描きながら三好市の子どもたちが三好市に「生まれてよかっ

た」、「住んでよかった」、「住み続けたい」と思うような教育環境の整備と同時に教育の内容の充実に

踏み込んで行きたいと思っておりますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

◆委員一同 

 ありがとうございました。 

◆日浦課長 

 長時間にわたりありがとうございました。本日いただきました貴重なご意見、ご提言につきまして

は今後の教育行政に反映できるよう、取り組んでいきたいと思います。それではこれをもちまして本

日の総合教育会議を閉会したいと思います。ありがとうございました。 


