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 平成 28 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２８年６月２８日（火）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   午前１０時００分 

                                      閉会   午前１１時４５分 

 

（２）出席委員の氏名 

        市  長  黒川 征一 

        委 員 長   前川 順子       委員長職務代理者  谷  敏司 

        委    員  新久保 由美子     委    員      大北 慶子 

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               宇治川栄治 

総務主幹               藤井 幸男 

          学校教育課長               梶芳 青児    

        生涯学習・スポーツ振興課長       安宅 広樹 

文化財課長                加藤 昌子 

        教育指導主事               川人 正恭 

池田学校給食センター所長       西村 陽子 

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

◆宇治川課長 

 ただいまより、平成 28 年度第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。 

 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 

 三好市は合併して 10 年が経過し、11 年目に入りました。これまではどちらかといえば、すべての

団体や皆さんが顔合わせをして、心合わせを進め、力合わせをしてきました。これからは 11 年目に

入ったということで、力合わせで多くの皆さんの協力、そして叱咤激励をいただきながら、あらゆる

面においてこれからの三好市の方向性を定めて、前進させなければならないと思います。三好市に生

まれてよかった、住んでよかった、住み続けたい三好市、そして訪れてよかったということを実感で

きることをすべてにわたって進めていきたいという思いです。また 8 月の 20 日、21 日に第 64 回日

本 PTA 全国研究大会が徳島で開催されるということです。そして三好市は 8 月 20 日に総合体育館で

第 3 分科会があると聞いております。テーマは何かと聞きますと、「地域とともに伸びゆく学校～少

子化で変わる学校教育と PTA 活動のあり方～」ということで、まさに三好市のための大会になるので

はないかと思います。三好市も合併して、人口減少、少子高齢化が進むなかで、きらりと輝くまちづ



2 

くりということを思いながら日々奮闘しているところであります。本日は平成 28 年度第 1 回の三好

市総合教育会議です。皆さん方との意見交換を通して、更に三好市が前進できますように、お願いを

申し上げて、私からの簡単ではありますが挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

◆宇治川課長 

続きまして、議事に移りたいと思います。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となっておりますので、進行は黒川市長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

（６）議   事 

 （１）学校規模の適正化・適正配置について 

 

◆黒川市長 

三好市総合教育会議設置要綱第 4 条の規定によりまして、私が本日の議事を進めていくということ

で、よろしくお願いします。 

それでは議案第 1 号の『学校規模の適正化・適正配置について』を議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 

◆松丸次長 

 お手元に次第がございますが、資料ということで 1から 14までを配布させていただいております。

まず資料 4 をご覧ください。学校規模の適正化・適正配置ですが、平成 28 年度の三好市の児童生徒

数でございます。資料にはございませんが、平成 18 年度の三好市の児童生徒数は小学校 1,641 人、

中学校は 912 人の合計 2,553 人から平成 28 年の 5 月では小学校 961 人、中学校 539 人の合計 1,500

人ということで 1,053 人減少しています。幼稚園の園児数も平成 18 年の 183 人から平成 28 年 100

人と 83 人減少しています。その結果文部科学省が定めております、学校規模の分類がございますが、

資料 9 をご覧ください。法令等からみた適正規模についてですが、学校教育法施行規則の中で学校規

模の分類をしていますが、三好市の小・中学校は小学校では適正規模校が池田小学校の 1 校、小規模

校は学級数が小学校 6から 11学級で 10校、過小規模校は学級数が 5学級以下で 2校、もっと少なく、

極小規模校が 3 校となっております。中学校は 6 校すべてが学級数 3 から 11 学級の小規模校になり

ます。現在三好市内の適正規模校は池田小学校の 1 校のみとなっております。全体的な説明を申しま

すと、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定をされました『経済財政運営と改革の基本方針 2014』の中で、

教育再生におきましては、『今後、少子化が更に進展する中、教育の「質」をより重視した取組を強化

する。そのため、少子化の見通しも踏まえ教職員の計画的採用を進めつつ、教職員の質的向上や指導

力の強化を推進する。学校規模の適正化に向けて、距離等に基づく学校統廃合の指針について、地域

の実情も踏まえつつ見直しを進める。』とされております。資料 3 をご覧ください。平成 27 年 1 月

27 日に文部科学省が示した、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きによります

と、学校規模の適正化に関する基本的な考え方として、次のように示されております。事前に資料を

送付させていただいていますので、細かい内容は省略させていただきます。学校規模の適正化を図る

上では、第一に学校の果たす役割を再確認する必要があります。義務教育段階の学校は、児童生徒の

能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことを目的と

しています。このため、学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、児童生徒が

集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、

判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要になります。そう

した教育を十全に行うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることや、経験年数、専

門性、男女比等についてバランスの取れた教職員が確保されていることが望ましいものと考えられま

す。このようなことから、一定の学校規模を確保することが重要となります。学校規模の適正化の検

討は、様々な要素が絡む困難な課題ですが、あくまでも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据

え、学校教育の目的や目標をよりよく実現するために行うべきものです。各市町村においては、これ
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からの時代に求められる教育内容や指導方法の改善の方向性も十分勘案しつつ、現在の学級数や児童

生徒数の下で、具体的にどのような教育上の課題があるかについて総合的な観点から分析を行い、保

護者や地域住民と共通理解を図りながら学校統合の適否について考える必要があります。また、学校

が地域コミュニティの核としての性格への配慮や地理的要因や地域児童による小規模校の存続なども

示されております。今後少子化のさらなる進展により学校の小規模化に伴う教育的デメリットの顕在

化が懸念されている一方、統合が困難な地理的特性や地域コミュニティの核としての学校の重要性へ

の配慮が必要であるとともに、市町村の実情に応じた活力ある学校づくりが求められています。また

一方で、幼稚園と保育所に関係することですが、平成 26 年 10 月に三好市行財政改革実施計画が策定

されています。その実施計画では、『幼稚園・保育所の一元化と民間委託等の推進』ということで子育

て支援や就学前教育の充実、効率的運用を図るため、子ども子育て新制度の理念に沿い、施設の統廃

合に民営化等を検討する方針があります。さらに三好市におきましては平成 21 年度に『三好市次世

代育成支援行動計画 後期計画』を策定して子育て環境の整備に取り組んできました。三好市におき

ましても、少子化や世帯規模の縮小、更なる教育のニーズの増大など子ども子育てを取り巻く環境は

大きく変化しており、子ども・子育て関連 3 法にのっとり、子供の健やかな育ちと保護者の子育てを

社会全体で支援する環境を整備することを目的に、平成 27 年度に『三好市子ども子育て支援事業計

画』が策定されました。その中では、三好市の特定教育保育施設ですが、その区域設定につきまして

は、『できるだけ身近に通所（園）が可能な区域設定が前提であるため、市域が広い本市においては中

学校区（旧町村区域）が適当だと判断される』としております。子育て支援の就学教育の充実、効率

的運用を図るため、幼稚園・保育所の一元化を含めた施設の統廃合や中長期的視点にたった市民の多

様なニーズにこたえる、就学前教育、教育の推進を図るため具体的な教育について検討を重ねる必要

があるということでございます。 

 少し資料について説明をさせていただきます。資料 4 は本年度の児童生徒数が載っております。学

校基本調査です。資料 5 については、三好市になって以降の児童生徒数の推移です。平成 18 年度か

ら平成 28 年度までの児童生徒数を載せてあります。資料 6 は三好市の保育所・認定こども園・幼稚

園・小学校・中学校の位置図です。資料 7 は小中学校の通学距離の内訳です。小学校であれば 4 キロ

以内、中学校であれば 6キロ以内という指針があります。少し中身を調べてみますと、たとえば、池

田小学校で 4 キロから 6キロは 21 人いますが、すべて校区外からの生徒です。6 キロ以上は 49 人い

ますが、校区内から 20人、校区外からは 29 人ということで、おおむね今の学校の指定範囲の中では

4 キロから 6 キロに収まっていますが、池田小学校、山城小学校、池田中学校、山城中学校について

は 4 キロ、6 キロを超えている通学距離があるということが、この資料からみて取れます。資料 8は、

三好市立の小学校間の距離を地図上から測ってみたものです。一番近い学校は箸蔵小学校から西井川

小学校が 1.2 キロでした。一番遠いのが檪生小学校から東祖谷小学校の 16.7 キロでした。資料 9 は先

ほど申しました、法令等からみた適正規模についてです。資料 10 は平成 28 年度学級規模別定員配当

表です。たとえば、学級数が 1 の場合、教員は 2 人というふうに見ていただければと思います。資料

11 は、公立学校学級編成基準についてです。小学校であれば 35 人、小学校 2 年からについては 40

人が学級編成の基準の数字です。資料 12 は、平成 25 年 3 月に国立社会保障・人口問題研究所がだし

た、三好市の将来推計人口です。小学校中学校の児童生徒に該当する年齢が 5 歳から 14 歳だと思い

ます。少し年度が違いますが、平成 27 年度は 1,569 人、10 年後の平成 37年ですと、1,031 人になる

ということで、この 10年で約 500 人減少するという推計です。資料 13は、三好市財政計画です。こ

の資料の 16 ページをお願いします。歳入と歳出をご覧いただきたいのですが、歳入をご覧ください。

平成 28 年度、地方税が 24 億 3 千万円、地方交付税が 122 億 7,500 万円というふうな試算になってい

ますが、5 年後には地方税が 21 億 3,800 万円、地方交付税が 106 億 2,200 万円です。地方交付税に

ついては 15 億くらい減る計算になっております。これは合併の特別措置ということで平成 28 年度か

ら段階的に地方交付税が減るということで、当初は 40 億くらいの減額でしたが、特例措置というこ

とで段階的に減るというふうに、少し緩和はされますが 5 年後には 15 億円から 20 億円くらい交付税

が減るという試算でございます。資料 14 は、教育費の決算額を載せてあります。平成 27 年度はまだ
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出ておりませんので、平成 24 年度から平成 26 年度までの教育費決算でございます。以上です。 

◆黒川市長 

 教育次長から学校規模の適正化・適正配置ということで説明がありました。一般的に言われる人口

減少がこういった形で学校教育の中にあらわれてきて、地方交付税も含め、人口減少がもたらす影響

が長期にわたって試算されております。国立社会保障・人口問題研究所の統計はだいたい当たると言

われております。その中で三好市の面積が 722平方キロメートルそのうち 90パーセントが山である、

別の言葉で言えば 90 パーセントが急峻な山でいつ災害が起こるかわからないというくらい三好市の

状況は厳しいわけです。しかし一方で山が多く、急峻である、そして人がいない中で、デメリットを

メリットにしたものが『ツール・ド・にし阿波』です。所謂、自転車競技です。これは西日本で一番

だといわれるくらい評価が高くなっています。例えば広島県尾道・今治ルートを自転車で走ることが

流行っておりますが、あまり標高差がありません。しかし、『ツール・ド・にし阿波』では SSコース

という、鬼脚コースは総延長 166 キロ、獲得標高 3,500 メートルです。祖谷の落合峠の標高 1,400 メ

ートル、京柱峠の標高 1,000 メートル、この標高獲得数は西日本一と言われています。この急峻な山

地を走るところが『ツール・ド・にし阿波』は西日本一のコースで、おらが村、おらが町として自慢

できるということでして、自転車競技では他の追随を許さないというのが現状です。また、祖谷のか

ずら橋、落合、名頃の案山子は世界規模での展開になっており、これもまさにデメリットをメリット

にしたということです。そして、学校教育で言えば西祖谷中学生 13 人が、かずら橋に来るお客さん

に英語で観光案内をするという、地域の観光振興と同時に中学生も頑張っているということも事実で

す、他の所にはできない、あるいはできにくい環境を逆手にとっている、つまり、メリットとデメリ

ットはコインの裏表であるということの証左であると思っております。そういったことも含め皆様か

ら忌憚ないご意見をいただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

◆谷委員 

 今回総合教育会議のテーマとして学校の統合問題ですが、手引きを読んでいる中で感じたことは、

すべてできているわけではありませんが、これまで三好市が取り組んできたことと合致している点が

多いと感じました。特に三好市では地域住民の意見を尊重し、慎重に統合を進めてきたという経緯が

あります。しかし、一方で、もっと適正化が図れる学校統合があったのではないかという思いもあり

ます。そのため、統合は出来ないけれど、それをカバーする意味でチェーンスクールであったり集合

学習を進めていますが、今後の三好市のあり方についてどういう議論になるか楽しみにしています。 

◆黒川市長 

 先ほど言ったようにデメリットばかりを強調したら息苦しくなります。しかし、現在は全国から三

好市に『行ってみたい』と『来てみたい』といわれるような雰囲気が少しずつ出てきているのではな

いかという思いがしています。 

◆新久保委員 

 現職時代は学校が無くなっていくのはすごく危機感がありました。というのは、三好市はもっとも

っと活気づいてほしいという気持ちがあったので学校数が減っていくのはとても危機感を持っていま

した。学校だけでなく、他の企業もだんだんなくなってきて三好市は大丈夫だろうかという感覚をも

っていました。たとえば、平成 22 年度に池田第一中学校が廃校になった時はまだ現役教員だったの

で、どうしてあの規模の学校が無くなるのだろうかという思いがありながらも、決められた教員人数

のなかで学力や体力をつけ、子どもたちが楽しく学校生活を送ることに一生懸命に取り組んでいまし

た。今の教員の方も同じだと思います。教育委員会としては、もっと先を考えていく必要性があるの

かと思いました。先ほど次長が話されていましたように、子どもが少なくなっていきます。山城町で

言えば、本年度山城中学校の 1 年生は 11 人しかいません。部活動のことなども心配しています。し

かし、山城中学校と池田中学校を統合することは距離的に難しいと思います。中学校同士の統合は難

しいと思われるので、中学校と小学校が一緒になることを今からは考えていかなければ、教員の確保

からも難しいのではないかと思います。小中学校生活を 9 年間で考えるならば、教員数は決まってい

るので小中一貫校のような手立てを考えていく時期でではないかと思います。学校数が少なくなって
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いく、働く場所が少なくなっていくというのは寂しいことですが、そんなことを言っているうちに子

どもたちがいなくなって学校が無くなってしまうのではないかという危機感があります。各旧町村で

まとめていくようなことも今から考えていかなければいけないと思いますがどうでしょうか。この資

料 9 の学校規模の分類で適正規模の学校は池田小学校だけでしたが、何を基準に適正と言っているの

か、適正人数というのは何が基準なのでしょうか。 

◆倉本教育長 

 やはり学校というのはお互い切磋琢磨して社会性や人間性を培うなど大きなねらいがあるので、一

学年 2 学級以上で学級の組み換えができる規模、そうでないと人間関係が固定化してしまうので、組

み換えができるということを基準において、適正規模というものが考えられると思います。 

◆新久保委員 

 三好市としては小規模校同士が課外活動等で一緒に活動しているし、チェーンスクールなど今の段

階ではやっていると思います。この活動も続けていきながらもっと先をみた計画も必要でないかと思

いました。資料にも書いてあるようにいろいろな人の意見を聞いて、考えていけたらと思います。す

べて資料に書いてある通りだと思います。小さい学校にいたら社会性がなく、コミュニケーションが

とりにくい現在、その対策の手立てはとっていると思いますが、その先はどうなるのかと思います。 

◆谷委員 

 今新久保先生がおっしゃったように、中学校同士の統合は難しくても小学校と中学校を統合した一

貫校方法はあると思います。東祖谷小中学校をみていると行事等で行っても、先生の人数等も含め活

気が違います。早急に将来的なビジョンを考えなければならないように思います。 

◆前川委員長 

 やっぱり、子どもの数が減っていくというのは流れではありますが、地域住民にとっては地元の学

校は残してほしいという思いがどこも強いと思います。だから小学校を統合するとか、小学校と中学

校を統合するという案がある中で、実情は学校の児童生徒数が 1 人、2 人になるまで我慢して残して、

休校になっていると思います。その中で今いる子どもたちの個性や能力を最大限に生かせる学習内容

をしっかり学校で考えて、少人数の学校も大人数の学校に負けないという気持ちをもって取り組むこ

とが重要ではないかと思います。私は市長がおっしゃっていましたが、『三好市に生まれてよかった、

住んでよかった、住み続けたい三好市』という明るい雰囲気があればいつか活気づくのではないかと

思います。そのために、三好市の豊かな自然や人材を大いに活用できたらいいと思います。今も活用

はしていると思いますが、私たちの昔の記憶をたどってみますと、自分の体で感じて楽しかったと記

憶として残る経験が必要だと思います。それがふるさとを愛することに繋がっていくので、三好市を

体で感じて体験させてあげてほしいと思います。たとえば、大歩危のラフティングや腕山のスキー、

東祖谷の剣山の体験、西祖谷でも外国人を英語でガイドしているという体験もありますが、体験した

思い出が子どもたちに故郷をいいなと思ってもらえることが第一だと思います。今、子どもたちには

しっかりふるさとを愛する心と個性を伸ばしていく取組みが大事だと思います。 

◆黒川市長 

 今の前川委員長の話は、郷土愛や人間性を育てるということでしたが、徳島県人会が東京、名古屋、

京都、奈良、大阪、高松などいろいろなところで開催されます。徳島県の中で一番元気があって、一

番人数が集まって、一番パワーがあるのは三好県人会です。三好県人会は健在というか元気がありま

す。また、三好県人会だけで集まることもあります。この間も大阪で開催しましたが、その県人会の

中で一番結集力があるのは旧 6 町村のなかでは井川町、特に井内です。三好市の地で育った人たちが

50 年後、60 年後に結集した時、学校教育というのは幼・小・中で考えますけど人間というのは 80 年

生きる、100 年生きるというスパンです。つまり、学校教育のあり方が 80 歳、100 歳になるまでの人

生をどう闊歩するかということになるのではないかという思いが今の気持ちです。 

◆倉本教育長 

 先日『三好教育みらい塾』の第 2 回目を開催いたしました。その時の講師が『ハレとケ』を運営し

ている植本さんでした。植本さんは千葉県から来られた方ですが子どものころは 30 学級のマンモス



6 

校で育ったそうです。ここへ来るきっかけとなったのが、三好市がインターネット等で募集していた

ので来てみたら非常に自然美しかった。子育ての環境にいいだろうと思い、お子さんと一緒に来られ

ています。しかし、来てみると地元の子どもは川で遊ばない、山や木に登ったりしないということだ

ったので、ある意味驚き、落胆したと言っていました。現在 NPO で『川辺の学校』を立ち上げ、子

どもたちを遊ばせることを計画されているそうです。それを聞いた時に我々は観光にしても、定住に

しても自然が美しいから来ていただけるという思いがありましたが、そうではなく、自然の中で、川

や、山で遊んだりするといった、自然を生かした教育がなされないと三好市としての魅力がないのだ

ということを感じました。やはり三好市の教育の中で自然にかかわる教育を今から進めていく必要が

あると感じました。 

◆黒川市長 

 三好県人会や徳島県人会で感じるのは、学校の知的教育だけが人生ではない、やっぱりふるさとを

感じることができる教育、自然とのかかわりが大切だということです。私はいつも多くの人に言う時

は自分のマイナス面を出します。東京や大阪へ行っても子どもたちと話をしていても『足は短い、髪

は白いけれど黒川です。人呼んでブラックリバーです。』というと、小学生や中学生がブラックリバー

を覚えてくれていたりします。山でマツタケを取って遊んだ、川で遊んだということを強調しますが、

今考えてみると遊んだことはすべて私の血となり肉となっています。 

◆谷委員 

 我々三好市で育ったほとんどの人間は、学校や仕事の関係で一度は都会へ出ると思います。その時

に自分に自信をもてるものをもっておかないと都会の競争に勝てないと思います。そこで何を自信に

するかというと『なぜそのようなことを知っているのか。』ということだと思います。田舎で育ったが

ゆえに身についているということが都会へ行ったときに自信につながると思います。それが先ほど黒

川市長の言われたことだと思います。そして、倉本教育長の、川や山で遊ばないという話で、学校訪

問で先生に、子どもに自信をつけさせてほしいとお願いした時に、学校で実施していることは地理や

歴史を教えるといった文化的なことが中心です。川で遊ばしたというようなことはあまり聞きません。

だからその辺ももう少し自信をつけさせるという意味では、やっていくような方向にしてもいいのか

もしれません。 

◆黒川市長 

 ある教授と『もう少し頭が良ければノーベル賞がとれるのに。』という話をしていたら、『ノーベル

賞などすごい研究成果を上げる人は 3 日 3 晩、4 日、5 日徹夜しても原稿をかけるような体力がなけ

ればできません。最後は体力が勝負です』と言われました。だからノーベル賞を取る人は若い人が多

いし、60 歳の人たちが賞を受賞しても 20 代や 30 代の時に研究したものです。体力はどこで作るか

となった時に、発明、発見する人は自然や農業の勉強をしておかなければ、発明、発見できないとい

う話もされていました。岐阜県の『ノーベル街道』は、自然界ですね。我々も自然界がそばにありな

がらどちらかといえば遠ざけてきて生活をしています。 

◆倉本教育長 

 統合問題をどうするかということですが、2 つの選択肢があると思います。1 つは行政、教育委員

会が主導で統合を進めていく方法です。三好市の場合、東祖谷小学校がそうだったと思います。5 つ

の小学校が統合するときは教育委員会が主導となり進めたと思います。もう 1 つは地域の意向を尊重

し統合を進める方法だと思います。例えば、井川町です。辻小学校と西井川小学校、井内小学校を 1

つに統合したいと協議しましたが、地元の賛成がえられなかったので、地元の意向を尊重して、辻小

学校と西井川小学校は新しい校舎を建てました。この新しい校舎を建てたことが将来、統合するとか、

小・中一貫校にしようとする時に大きな足かせになってしまう可能性があり、悩むことになると思い

ます。話を戻しますが、資料 12 をみた時に、合併した平成 18 年度は子どもが約 2,500 人いましたが、

10 年たって 1,500 人になりました。さらに 10 年たつと約 1,000 人になります。そして、さらに 10

年たつと半分になります。5 年、10 年はすぐに経過します。その時に今までのような地元の意向を尊

重した教育行政でいいのか、あるいはもっと行政が主導権をもってやるべきなのかというところが、
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結局は大きな決断を迫られることになると思います。 

◆谷委員 

 私はある程度、地域の意見は尊重するが、ビジョンをもって教育委員会なら教育委員会が主導的に

進めていくこともあっていいのではないかと思っています。地域の方の意見を全面的に聞いていたら

まとまらないだろうと思います。私は、困難と思いますが、最後は中学校を統合させなければいけな

いと思います。特に東祖谷と西祖谷の中学生は中学校としての運営は厳しすぎると思っていて、考え

ていかなければいけないかと感じています。 

◆大北委員 

 地元の意向を尊重してということは大事だと思います。また、地域にとっては学校の存在は大きい

し大切だと思いますが、もう統合は仕方ないと思ってからでは遅いですし、谷委員がおっしゃったよ

うに、地域の方の考え方はいろいろありまして、まだ若い世代の方にも子どもの人数が少ない方がい

いという方もいらっしゃいます。保育にしても教育にしても人数が少ない方が手厚い教育を受けさせ

られると思っている方もいます。私も今資料をみていて、子どもがこんなに減っていくのだとか、三

好市行政としてこれだけ取り組んでいるのだということは、まだ、地域の方に理解されていないし伝

わっていないと思います。家庭の子どもの数が少ないですから、今自分の子どもが学校でお世話にな

っている間はそのままでもいいのではないかと、しかし、先まで見通すということは難しいと思いま

す。だからある程度強く行政から推し進めてもらった方がいいのではないかと思います。データも含

めて将来的な見通しと、将来地域にとって、子どもたちにとってどれだけのメリットがあるかを考え

ていただけたら、だいぶん地域の方も理解していただけると思います。三野町は小学校と中学校が隣

同士で、一つの小学校だけ離れていますが、資料 8 をみて、三野町の小学校間の距離はこんなにも近

かったのだと実感しました。実際に子どもが歩くコースを通って 2.8 キロなので、近いと思いました。 

◆倉本教育長 

 気を付けていただかなければないところは資料は学校間の距離ですので、子どもたちの家庭から学

校までの距離が含まれません。しかし、大北委員さんの言うように統合の話をもっていくと、自分の

家の子どもはもう卒業するから、保育所や幼稚園のようなこれから小学校に上がる子どもがいる保護

者に聞いてくれと言う方が多いです。地域の方でも統合しなければいけないということは賛成ですが、

総論賛成で、各論反対、自分の学校の統合は結構ですということになり、教育委員会主導による統合

は住民の方の反発があります。また、強引に統合したから地域が廃れてしまったとか、通学距離が遠

くなったから家を移転しなければいけないという苦情が後になって出てくる可能性もあり見極めが難

しいところです。 

◆前川委員長 

 隣の美馬市では小学校を 1 校に統合することになりましたね。 

◆倉本教育長 

 三好市と違うところは中学校の隣に新しい小学校を建てるということです。中学校の敷地は非常に

広大な面積です。中学校の隣に統合の小学校を新築しますというのはまだ理解していただきやすいと

思いますが、三好市のように、たとえば、辻地区と西井川地区の場合、どちらかの学校に来てくださ

いとなると、できませんという話になりやすく、統合が難しいです。 

◆大北委員 

 地元の方とすれば隣の学校へ吸収されてしまうという意識があると思いますので、難しいと思いま

す。 

◆倉本教育長 

 今から教育委員会が 10 年後、20 年後を見据えた時に教育委員会がある程度主導性をもって実行に

移していかなければいけないというのは必要ですが、かなりのエネルギーを覚悟しておかなければい

けないということと、700 人の子ども、今後もっと減っていくだろう子どもの教育のビジョンをどう

描いておくかということが大切だと思います。そうしなければ、統合や合併の話をもって行っても理

解していただけないと思います。 
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◆黒川市長 

 無い袖は振れないという言葉がありますが、先ほど今後の財政の状況を示されたと思います。今三

好市は全国に先立てて、公共施設管理計画を策定して、どういう形で今ある施設をスクラップアンド

ビルドなどいろいろしなければいけないかと検討しています。もっとわかりやすく言えば、三好市の

財政破綻があるとすれば建物の維持管理費が一つの要因になります。三好市は全国の平均の 4 倍近く

の建物をもっています。それをどう財政面から解決していくかということがあります。逃げては通れ

ません。教育委員会の教育も重要ですが、財政も厳しい状況だということを理解してもらう必要があ

ります。建物の維持管理費によって三好市の財政破綻の可能性があることが統計的に出ています。行

政主導が悪いとは言えませんが、無い袖は振れないというところからも、ある一定程度のご理解をい

ただきながら考えないといけないと思います。 

◆倉本教育長 

 統廃合問題だけでなく、行政主導で何かやるとなった時に、地域の方に理解してもらおうと思えば、

2 年後、3 年後の差し迫った計画を示してもあまり理解してもらえません。5 年後、10 年後という長

期的なスパンで計画を示して問題を投げかけておけば、短期の計画より理解してもらいやすいと思い

ます。我々としては先を見越したビジョンを提示して、理解していただくというやり方を取る必要が

あると思います。 

◆黒川市長 

 素晴らしい夢ばかりは描けないということで、さりとてある程度長期スパンで見て、かくあるべき

ではないかと示すことが必要だと思います。その時に大都会の現状はどうなっているか、ふるさとの

県人会の話などを考えながら、三好市に生まれてよかった、三好市がふるさとでよかった、生活の中

での体験がすばらしかったといわれるものになればいいと思います。今日、説明があったなかで、人

がいなくなれば、子どもの教育はありません。しかし、人が集まってくるような教育をしても構わな

いわけですね。今後もう少し時間をかけて、議論していけたらと思います。今日は今の状況の認識が

一致したということです。まとまりのないように思いますが、あくまでも踏み出したということでご

理解いただきたいと思います。それでは、議事についてはこのように集約させていただきたいと思い

ます。次に、私の方から 2点ほど提起させていただき、ぜひ皆様からのご意見を賜りたいと思います。 

1 つは、特色ある教育という捉え方で、教育委員の皆様からご理解いただきまして、中学生の海外留

学制度が今年の 10 月から始まります。この留学制度ですが、いろいろな人のお力添えをいただき、

ダルズ市との姉妹都市協定を結んできた成果の中で、導入することができたと思っています。きっか

けは、ダルズ市長が私の家に連泊したなかに発想がありました。もっと詳しく言いますと、三好市役

所の職員が、『ダルズ市長が来るのにホテルへと泊まってもらうのはだめだ。』ということで、私も家

族へ相談しました。すると、やはり妻から断られました。私も断られるとは思っていましたが、私に

は孫がいます。その孫が何十年先にどうなっているかわからない、異文化の外国人をみた時にどう感

じるかという話をすると了承してくれました。家でも、ダルズ市長は英語、私たちは日本語で会話し

ていましたが、いろいろと話をするなかで、中学生や小学生の留学制度を取り入れると人材の育成、

異文化交流にはいいのではないかということで、今回の話を教育長へ提案しました。留学制度という

ことで考えれば、ただそれだけの話ですが、これを UIJ につなげようという考えもありです。三好市

へ行けば、中学校の留学もできるとなれば、近隣の市町の人たちが I ターンで人が集まってきます。

すると若い人たちが来て、活気づき、将来すごいものになると思います。中学生の留学制度を今後ど

う充実するかということもありますが、先ほど言いましたように小学校 5 年、6 年生の留学制度を取

り入れてはどうかということを提起させていただきたいと思います。その結果小学校の 5 年か 6 年で

留学した、中学校も留学できたということによって UIJ ターンの人々が三好市にやってくる、グロー

バル世界を闊歩できる子どもたちの育成ができる。そういった三好市にして行きたいと思います。で

きれば来年から小学生もやりたいという意気込みがあります。ぜひご理解とご協力を賜ればと思いま

す。 

◆倉本教育長 
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 中学生の留学制度も確か昨年度の総合教育会議で議題となって、教育委員会で検討し、このたび制

度化したということなので、三好市の総合教育会議はある意味でモデル的なものかもわかりません。 

◆黒川市長 

三好市の 722 平方キロを丸ごと観光という形でずっと取り組んできましたし、自然を売り物にした

いと言ってきました。来年は大歩危小歩危でラフティングの世界大会もありますが、先日はラフティ

ングの無料体験を高校生がやりました。ラフティング世界大会の話を少しさせていただきますが、ラ

フティング世界大会が昨年の 6 月 20 日に決まりました。その前の段階で先行して手を上げたのは群

馬県のみなかみ町でした。しかし、最後はみなかみ町では開催ができないということで、三好市での

大会が決まったということであります。これも先ほどの建物の話になりますが、ラフティング世界大

会はいくら経費がかかっても終わった後、建物の維持管理費は一切発生しません。それと関連して、

三好市の大歩危小歩危、高知県の本山町でジオパークの認定をという動きがあります。これは三好市

では教育委員会の管轄になり、国では文科省の外局である文化庁になると思います。ジオパークのジ

オは地球という意味です。四国でユネスコの管轄のジオパークは室戸岬、国内のジオパークとして愛

媛県の西予市、そして 3 番目のジオパークとして三好市が四国内で認定されれば、たくさんの観光客

が集まってくると思います。世界遺産は文化遺産、自然遺産、複合遺産となりますが、それに匹敵す

るのがジオパークです。教育委員会文化財課が管轄になります。しかし、文化財課だけでは厳しい環

境なので人を配置してでも実施する、それが 50 年後、100 年後にすごい宝になります。これは何年

かかるかわかりませんが、来年度から取り組みたいと思います。ぜひお力添えをいただきたいという

ことです。この 2 つを今日の総合教育会議で提起したいと思います。私からの 2 つの提案が、三好市

の将来を見据えた、特色ある教育と同時に三好市のすばらしい自然遺産を作り上げていきたいし、新

しいものを作るということではなく、あるものをそのまま生かして全世界に広げていきたいというこ

とですのでご理解ください。 

 平成 28 年度の第 1 回三好市総合教育会議で提起したということでお願いしたいと思っています。

以上です。 

◆谷委員 

 その他ということで、教育委員会の管轄ではありませんが放課後児童クラブについてです。2 ヶ月

くらい前の新聞で、幼稚園から小学校に上がった時に児童クラブに入れなくて、待機児童になるとい

う投書がありました。そのことについて、皆さんから話を聞いてみると委託先の人員不足や施設の関

係ですんなりいく話ではないということをお聞きしました。しかし学校教育と並んで、幼児期の子育

ては重大な問題だと思うので、総合教育会議で共通の認識としてもらえたらと思いお話しさせていた

だきました。 

◆黒川市長 

 あれは複雑ですね。陳情書が来て、投書もありました、一つは校区制度の問題もありまして、他の

校区外からどんどん池田小へ集まってきている中で、本来地元の小学校への通学であれば、地元の放

課後児童クラブに入れないということはありません。しかし、校区外から来ているため人数が増えて

入れないという話です。また、放課後児童クラブの入所者を小学校 3 年生までにすれば問題が無くな

るという話でもあります。入所できなかった児童をタクシーで地元の児童クラブへ送迎するという話

もしましたが、うまくいかなかったと聞いています。このことについては私も関心をもっていまして、

福祉事務所長や子育て支援課長に市民感覚で対応するように伝えてあります。 

◆新久保委員 

 まだ決まっていないだろうけれど、来年度の待機児童はどうなりますか。放課後児童クラブに入り

たいけど入れないという意識が保護者の中にあると思います。 

◆黒川市長 

 放課後児童クラブの対象児を小学校 3 年生までにすれば、問題ないという話を聞いています。 

◆新久保委員 

 各児童クラブよって対象児童の学年が違います。人数が少ないからここは 5 年生まで受け入れられ
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る、4 年生までみられるというところもあります。しかし、池田小学校のように待機児童が出てきて

いる学校では今までは小学校 4 年生までみていたのに、来年度から小学校 3 年生までにしますという

ことになるなら早く保護者に伝えてあげないと困ると思います。 

◆黒川市長 

 この問題についてはこのたびの投書に関係なくもこれまでも議論がありました。しっかり対応する

ように言ってありますので、来年へ向けて皆さんのニーズにこたえられるようにしていきたいと思っ

ています。 

 他にございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆黒川市長 

 ないようなので、平成 28 年度第 1 回三好市総合教育会議を閉じたいと思います。ありがとうござ

いました。 

◆宇治川課長 

 これをもちまして、平成 28 年度第 1 回三好市総合教育会議を閉会したいと思います。お疲れさま

でした。 

 


