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 平成 28 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２８年１２月２１日（水）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 

                                    

      開会   午前１３時００分 

                                      閉会   午前１４時３０分 

 

（２）出席委員の氏名 

        市  長  黒川 征一 

         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 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 

 今日は第 2 回三好市総合会議ということでご出席賜りまして、ありがとうございます。12 月 20 日

に市議会が閉会になりました。その後懇親会がありましたが、徳島県から春木政策監にラフティング

世界大会の担当ということで出向していただいていますが、現在ラフティング世界大会に向けてあら

ゆる団体に呼び掛けて寄付を募っている状況です。世界大会が成功するために PR と同時に協賛金の

お願いに県内外を回っています。徳島県やあらゆる場所に行くと三好市は毎日新聞のトップ記事に載

っていると各団体から言ってくれるということは嬉しいし、積極的に応援しますと言ってくださって

いることを聞きまして、政策監にご苦労様ですというお話をしました。新聞には、ジオパークの話題

も出ましたし、それ以外の記事も出ています。最近の話で言えば、アメリカのダルズ市へ留学してい

た 3 人の中学生が帰ってきて報告を受けました。皆さんが感じていることは言葉では言い表せないも

のもあるだろうし、その経験したこと、体験したことを自分たちの人生の指針として、影響力を与え

ることができれば、大変幸甚であると思っております。この問題を提起した時、最初は倉本教育長か

ら実現は難しいと言われたことが頭に残っていますが、難しいことをやっていただくことが大きな成
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果を生むという話をして、具体的なアクションを起こしていただいた結果が新聞報道の通りの結果だ

と思います。物事には不易なものと流行とがあります。不易なものは何か、流行は何かを忘れてはな

らないと思っております。そういう意味で考えた時に新しいことは、法律でしてはならないというこ

と以外はやってみる価値がある、そして反省し総括していくということが重要だと思っております。

今日もそうした意味で総合教育会議で皆様方から来年度の予算についての要望等もあるかと思います

が、私はいつも言っている、この地域に生まれてよかった、住んでよかった、住み続けたい、そして

多くの皆さんが訪れてよかったというようなまちづくりをしたいと思っています。先般の新聞で

CCRC 構想が内閣府から認定されました。内閣府から三好市の CCRC 構想の事業認定を受けたという

ことは、水田に例えると、田んぼを作っていい、水を入れてそこを耕作していいということを認定し

ていただいたということであります。内閣府が認定したことは、今からが始まりで今後どういう形で

収穫までやっていくかという大きな重荷を背負ったということになろうかと思っております。徳島県、

四国で初めて、全国で 12 番目をどういう形で実施していくかということは担当の皆さんも大変です

が、市としても大変ですし、市民の皆さんも大変です。「生涯活躍のまち」を実際実施していくために

いろいろなことがありますが、この前段として、まちかど資料館の建物を事前に三好市が入手してい

たということが大きな成果でもあります。また、三好市の CCRC 構想が社説に載ったということもこ

れまでありませんでした。この社説の中で事業成功に導くためには国のきめ細かな支援策が求められ

ると書いています。このことが三好市のまちづくりを今後どういう形で進めるか、平成 32 年までの

計画を立てていますが、それをしっかり作っていく、その礎をいただいたということでありますから、

この問題にしっかり取り組んでいく。そして先ほどのジオパーク構想ですが、これは来年度、職員雇

用の予算を計上していくということで決定していますが、ジオパーク構想は三好市丸ごと地域おこし

という捉え方をしています。教育委員会で言えば学校教育、そして教育長から高等学校まで広げてい

く必要があると言われています。将来三好市を巣立っても三好市を自慢できるような人材を育ててい

くこともジオパークだと思っています。このジオパークにもそういう意味で人づくりが入ってくると

思っておりますので、CCRC 構想とジオパークについては新年度から 2 つとも動き出すということで

す。さらにイベントとしてはウォータースポーツとして、ラフティング世界大会がありますし、もう

一つはウエイクボードのアジア大会があります。三好市は職員と地域住民の皆さんの頑張りが花開い

たということで今の動きがあると思います。そのうえに、来年の 4 月から JR 四国がデスティネーシ

ョンキャンペーンをします。金刀比羅から大歩危まで観光列車が走ります。全国の JR が土讃線を PR

することになります。17年ぶりです。先般琴平駅でテープカットを半井社長とやりましたが、半井社

長は池田町出身で、JR 四国で初めて四国出身の社長であり、初めての三好市出身の社長ということ

も歴史的な意味合いがあると思います。そうした意味で教育というカテゴリーだけでなく三好市全体

が「わくわく」する状態を作っていくことが総合教育会議においてご理解をぜひいただきたいと思っ

ております。職員の皆さんや教育委員の皆さんもそういったことを踏まえてやっていただきたいと思

います。私の心境をご理解いただき、三好市のために、三好市市民でよかったと思えるものを作って

いきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

◆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、

議事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）平成 29 年度当初予算について 

 （２）幼稚園・保育所の統合について 

 （３）その他 ： 教育行政に関する意見交換 

 

◆黒川市長 
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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（１）の『平成 29 年度当初予算について』を議題といたします。事務局から説明を

お願いします。 

◆松丸教育次長 

 平成２９年度の教育委員会関係の当初予算についての状況についてご説明させていただきます。現

在、教育委員会での予算協議が終わり、財政課の予算査定が進行中でございます。今後、副市長査定、

市長査定を経て平成２９年度予算案が決定し、三好市議会２月定例会に提案する運びとなります。ま

だ協議中でございますので、口頭での報告ということでご了解をいただけたらと思います。 

 それでは、現状での予算要求の概要及び平成２９年度の教育委員会施策の重点項目について説明い

たします。先ほど市長からもございましたが、サマーレビュー、オータムレビュー等を通じて市長の

指示をいただきながら、予算の計上を進めております。平成２９年度では、教育振興計画策定の準備

経費、タブレットを活用したモデル事業、学校施設非構造部材の耐震化調査費用、幼稚園教室の空調

整備、井川共同調理場解体撤去、ウェークボードアジア大会補助、池田総合体育館の屋根・外壁等修

繕設計費用、東祖谷阿佐家、三野支所の整備事業、ジオパークの調査費等を現在要望しております。

また本年度におきまして、小学校の空調整備、三野健康防災公園の整備が終了いたしましたので、前

年度当初予算額約１８億９５００万円から凡そ５千万円減額の要望となっております。項目別には、

９款１項 教育総務費は中学生海外短期留学・三好教育みらい塾・教員宿舎解体等の予算要望をして

おります。教員宿舎解体の関係で前年度と比較して約１０００万円増の予算要望となっております。 

９款２項 小学校費は王地小学校プール改修費や、文科省 ICT実証事業、タブレットを活用したモデ

ル事業等の予算要望をしております。先ほど申し上げたとおり、小学校の空調整備が終了しましたの

で、前年度と比較して約１億５０００万円減の予算要望となっております。 

９款３項 中学校費は池田中学校弓道場改修、中学生海外短期留学、中学生英語検定補助の予算要望

をしております。平成２８年度に三野中学校へエレベーター設置等の校舎改修が終了いたしましたの

で、前年度と比較して約３８００万円減の予算要望となっております。 

９款４項 幼稚園費は幼稚園教室の空調整備を要望しておりますので、前年度と比較して約３６００

万円増の予算要望となっております。 

９款５項 社会教育費は前年度と比較して約４０００万円の増額です。主な内容として、図書システ

ム更新が終了し、１９００万円の減額、歴史的風致保存修理事業が９００万円の減額、名勝調査事業

が１０００万円の減額、一方、伝統的建造物群保存対策費が１３００万円の増額、文化財保護費が６

０００万円の増額、ジオパーク関係経費が１０００万円の増額です。文化財保護費の主な内容につき

ましては、阿佐家住宅の復元保存、三野庁舎の保存などの経費でございます。 

９款６項 保健体育費は前年度と比較して２５００万円増額となっております。体育施設管理、総合

体育館の関係で８００万円の増額、井内体育館の解体準備経費として１８００万円の増額、本年度か

ら新しい学校給食センターの運営が始まりましたが、その管理費として１８００万円の増額、三野運

動公園の整備事業が終わりいましたので、２３００万円の減額です。かなり大雑把な数字ですが、現

在の教育委員会の予算の状況については以上です。 

以上です。 

◆黒川市長 

 教育次長から『平成 29 年度当初予算について』説明がありました。事業が終わったということで

予算減額、また、新しい事業が展開されるということで予算増額ということも説明がありましたが、

これについて皆様方からご意見等いただきたいと思います。 

◆新久保委員 

 三野健康防災公園にきれいな芝生の公園ができてプレオープンの式典に参加させていただき、中学

生のサッカーの試合も芝のグラウンドでできることはいいことだと思います。先ほど事業が終了した

という話でしたが、あれから三野健康防災公園を３回ほど使用する機会がありました。その時に使用
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しにくいところがたくさんありました。私は保護者という立場でしか見えていませんが、少年サッカ

ーを企画している人たちにとって使いにくいところも多々出てきています。たとえば、倉庫の中にラ

イン引きや、ゴールのネットなどがあります。それをすべて移動させて準備をしなくてはいけません。

軽トラックなどがなくては道具の移動ができないと思います。その時はちょうど軽トラに乗ってきて

いた人がいたので、それを使わせていただきましたが、無ければ少しやりにくいと感じました。もう

一つは電源は通っているのでしょうか。 

◆安宅課長 

 それは一般の人が使えるコンセントのことですか。 

◆新久保委員 

 たとえば、お湯を沸かしたりしたい時に、板野のグラウンドならポールの上に電源があってそこへ

差し込めば使えますが、三野はあるのかどうかを教えてほしいです。もう一つは駐車場です。今は冬

になりかけていたので草が枯れていましたが、夏になると草が生えてくると思います。そういう整備

ができていないので、多くの人たちに使っていただくにはそういった整備をすると利用が増えていく

のではないかと思いました。 

◆安宅課長 

 倉庫は現在堤内地にあり、堤外地のグラウンドまで荷物を運ばなくてはいけないのが不便だという

ことですが、河川敷ですので堤外地に大きな倉庫を設置することが難しいです。しかし使用者が使用

しやすいようにということで、今後協議していきたいと思います。駐車場に関しましては、多目的グ

ラウンドを使っていますが、そこを駐車場にしようと予定しています。 

◆新久保委員 

 雨が降れば足元もゆるくなりますし、草も生えたりするとすごい状況なので整備していただけたら

いいなという気持ちです。お願いします。 

◆松丸次長 

 板野のグラウンドは倉庫が立っている場所は河川敷ではありません。今新久保委員さんがおっしゃ

った場所に倉庫を建てるということはできないと思いますので、車を配置するというような対応をし

なければ難しいと思います。 

◆新久保委員 

 ８時から試合があるとなれば、６時くらいから準備をしています。それは保護者が子どもたちのた

めにしていることですが、使いやすい環境を作ることも大事かと思います。使わなくなってしまうと

せっかくの芝のグラウンドなのでもったいないと思います。 

◆黒川市長 

 あそこは三野健康防災公園という名前です。所謂防災と健康づくりを関連させてお隣の美馬市と一

体となって、ちょうど川がありますが橋がかかって移動しやすいようにしています。来年度で完成で

すか。 

◆安宅課長 

 全体としたら再来年度になります。増水期は工事ができない期間があるので、工事の進捗が遅いと

う状況です。 

◆黒川市長 

 まだ最終の完成品からいえば、未完成です。堤外地、堤内地といった専門的な言葉を使いますが、

パークゴルフ場やサッカー場は河川敷で国交省の管理区域です。堤防から内側は三好市が使い方を考

えてもいいということです。川の中ですが今は水が流れていないという状況です。一番三好市として

大変なのは水が流れてパークゴルフ場やサッカー場が流されてしまい、また一から作り直すというこ

とになれば、また４億、５億かけて作り直さなくてはいけなくなってしまうことです。 

◆黒川市長 

 他にございませんか。 

◆谷委員 
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 先ほど出ていた予算のタブレットを使った実証事業についてですが、市長の印象として、三好市は

電子黒板も導入しているし、電子教科書もいれているのにまだタブレットが必要なのかという印象を

持たれるかもしれませんがいかがですか。もし、そうであればここで印象を少し変えていただきたい

という思いです。確かに三好市は ICTに関しての整備状況は進んでいると思います。ところで我々教

育委員会では松坂市の方に視察へ行きました。また後日、山城地区の小学校が国の補助事業である ICT

の実証実験を見学させてもらいました。その中で私が感じたことは、今三好市は ICT は進んでいるけ

れど、完成ではないし、学校によって得意な先生と不得意な先生で差があると感じています。その１

つの方法として、タブレットを使って進める指導は、さらに ICT 教育を進める方法ではないかと強く

感じています。松坂市の視察の後、山城地区での実証事業をみて三好市の方が進んでいるという思い

があり、ぜひ今後も ICT教育を進めていきたいといと思いました。松坂市の場合は、どのクラスも生

徒数が多いのでクラス単位ですが、三好市の場合は、少人数のクラスが点在している状況で、１か所

に集めて授業を行います。３つの離れた教室で授業を受けている子どもたちが１つの教室で受けてい

るというように感じました。そういう意味でまだまだ実験を進めていくという段階ですが、教育委員

会の中でも話し合ってこの事業を進めていく必要があると思いました。そのための予算をお願いした

いです。また先程言っていた、得意な先生と不得意な先生の差を埋めるためには、松坂市でしていた

ことですが、ICT 専門の支援員を学校に配置することだと思いました。先生がタブレットを使って授

業をしている途中に生徒のタブレットの調子が悪くなったり、コンピュータが動かなくなったらチャ

ットで、支援員にヘルプを出します。すると、予備のパソコンを持って駆けつけてくれます。その支

援員をつけることによって学校の差もなくなるのではないかと思います。そのためには予算が必要に

なってきますので、そのへんも含めて実験を進めさせていただきたいです。よろしくお願いします。 

◆倉本教育長 

 補足しますと、松坂市の三雲中学校へ視察に行きましたが、４０人のクラスが各学年３クラスくら

いあります。その生徒たち全員にタブレットを配布し、家に持って帰し、宿題もプリントを配らなく

てもタブレットの中に入っています。三雲中学校は授業中に先生がタブレットを使って授業をしてい

ました。今までの勉強であれば、先生が何人かの生徒を指名して解答を求めて次の問題にいくという

形でした。先生対生徒２，３人の対話で勉強していたのが、全生徒がタブレットに自分の解答を打ち

込むので先生対全生徒というふうに全生徒が授業に参加しているということになります。三好市の場

合、生徒数が少ないので比較的台数は少なくてもいけると思います。先ほど谷委員さんも言われたよ

うに三好市は県内では優秀な ICT の整備状況ですが、もう一つ進むためにタブレットの授業は必要に

なってくるかと思います。 

◆新久保委員 

 三雲中学校も国の事業が終わった段階で今後どうするかというところで、財政面の問題があったも

のの支援員は市の方から予算を出していただき、続けて常駐していただくことになったという話を聞

きました。やっぱり国の事業は終わったらもうお金がないからできないというのでは意味がないので、

続けることが大事かと感じました。 

◆黒川市長 

 傾聴させていただきます。他にございませんか。 

◆新久保委員 

 以前の市報の中に上半期の移住者が三好市が１番で７１人だったということは聞きました。今まで

少子化で子どもたちや人口が少なくなっているとばかり思っていましたが、すごいと感じました。だ

からこれからはラフティングやアウトドアのスポーツをしに家族で遊びに来たりする人たちが増える

と思います。ずっと前から思っていますが、池田湖でも前は子どもたちが遊ぶところがあったのが老

朽化のために無くなってしまいました。移住者が増えて家族が増えた時に子どもたちが遊ぶ場所がな

いというのでは寂しいと思います。来てよかったと思ってもらうためには環境も必要と思います。池

田湖はたくさん利用できる場所があると思います。もう子どもたちが少なくなっているから遊ぶとこ

ろは必要ないと考えるのではなく、移住者がやってくるのであれば必要だと考えて、対応すべきだと
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思います。 

◆黒川市長 

 それは議会でも質問がありました。インドアとアウトドアですね。インドアの部分は総合体育館も

そうですが、サンライズにも雨の日も中で遊べるインドアスポーツ施設を作りたいと思っております。

アウトドアの部分は船井電機跡地の問題、池田ダム湖、そしていま西村さんがウエストウエストでし

ているアウトドアスポーツも民間がしようという話もありまして、いろいろな調整しながらアウトド

アスポーツをしっかりできるものをやりたいという考えはあります。サンライズビルのインドアもこ

れから福祉関係や公民館機能を入れたり、民間が入って健康器具を使ったりといったことなどが新年

度から動いていくと思います。中央公民館が耐震ができてないので解体が必要です。市長部局と教育

長部局で話しながら構想づくりを行おうと思っております。もう少し待っていただければ一つの絵に

なるというところです。 

◆倉本教育長 

 サンライズビルですが、教育委員会もいろいろ考えて、副市長と意見交換しながら進めています。

その中で保健センターの活用というものも含め考えさせていただいてもいいのではないかと思ってお

ります。 

◆大北委員 

 質問ですが、先ほど三野支所関係の予算があったと思います。具体的に支所をどういうふうにする

のですか。 

◆加藤課長 

 今使っている事務所の東側にあるプレハブを取り壊し、新築の事務所を建てるようになります。そ

して事務所が出来ましたら、引っ越して三野支所として活動をしてもらうようになります。その後今

使っている三野支所は文化施設としての耐震工事をし、利用するということです。 

◆黒川市長 

 他にありませんか。それでは（１）の『平成 29 年度当初予算について』を終わらしていただきま

す。 

 次に（２）の『幼稚園・保育所の統合について』を議題といたします。「幼保一元化」ということで

古くから言われていますが、三好市も認定こども園といわれる施設は東・西祖谷と三野町の芝生にあ

りますがこれについて事務局の方から説明をお願いします。 

◆松丸次長 

 資料１から３があると思います。そして資料４として内閣府のホームページから抜き出した「認定

こども園とは」という資料でございます。それともう一枚は１２月１日の徳島新聞の切り抜きです。

美馬市に認定こども園ができるという記事と徳島市で幼稚園の廃園撤回要請があったという記事です。

この資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。資料１の人数をみていただきたいと思い

ます。三好市立保育所・認定こども園・幼稚園の園児数といった数字がございます。公立の保育所・

認定こども園には定員数６３０人に対して５３０人入園している状況です。平成２８年度、幼稚園は

１００人の園児が在籍しています。三好市の住民基本調査によりますと、０歳から５歳児は全員で８

５６人です。保育所・認定こども園・幼稚園を利用している人数は６３７人ですので、率に直します

と、７４．４％で４人に３人が何らかの形で保育所・認定こども園・幼稚園を利用しているという状

況です。特にご注目いただきたいのが、４歳児、５歳児でございまして、それぞれ足しますと４歳児

は１３０人、５歳児は１４１人ということでほとんどの幼児が保育所・認定こども園・幼稚園に入園

しているということになります。ここの数字には出ていませんが、私立の保育園は定員がオーバーし

ていますし、池田第一保育所も定員オーバーしている状況です。非常にアンバランスな状況になって

いるのも事実です。それと２ページから４ページにつきましては教育振興計画から抜き出した保育

所・認定こども園、小学校・中学校の一覧表でございます。幼保一元化というお話がありましたが、

平成２１年６月２１日の教育委員会決定でもある程度の方針は出ていますし、三好市就学前教育保育

基本方針が平成２２年８月に策定され、それに基づいてこれまで活動してきた経過がございます。こ
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の間先ほど申し上げたような状況もございまして、行革の検討部会で数年間議論してきましたが、最

近になって大きな方針というのが行革の検討部会の中で合意に達したということです。資料２の３「幼

保一元化の基本方針について」の「（２）幼保連携型認定こども園は原則として、中学校区に１つとし

ます。」ということで現在認定こども園が３カ所、保育所が６カ所、私立の保育所が２か所、幼稚園が

８カ所あります。それらを旧町村単位で原則として１つの認定こども園にしていこうと議論してきま

した。ただ、期間や手法、経過についての議論は出来ていませんので、今後議論を進めていく必要が

あるかと思います。資料３をご覧ください。平成２８年度の保育所と幼稚園教諭の人数を表しており

ます。幼稚園、保育所の正規職員（保育士）が５９人、臨時職員４６人ということで現在１０５人の

保育士、教諭が在籍しております。６カ所に集約をしたということで計算をした数字が試算１の Aと

B です。６カ所に集約した場合、厚生労働省、文科省の配置基準通りにしますと、職員数は６０人と

なります。今実際に見ているような３歳から５歳児の配置基準を２倍にしますと７１人必要になると

いう試算結果でございました。大きな方向としては旧町村ごとに１つに集約するのがいいという結論

になりました。現在の検討状況については以上でございます。 

◆黒川市長 

 幼保一元化についてはこれまでもずっと言われてきました。全国的にも幼稚園・保育所以外という

ことで認定こども園ができてきました。この問題で１つは園舎や保育所が老朽化しているという問題、

建て替えという問題を一つのばねにして統合を加速度的にしていかなければいけないという思いはし

ています。それぞれの中学校区に１つということで、西祖谷は吾橋幼稚園もありますが、現在東・西

祖谷に認定こども園があります。どこから手を付けるかという問題もありますが、ハードの部分では

老朽化や耐震化の課題もあります。三野認定こども園をみてきましたが壁がはがれていたり、修繕し

た方がいい所が何か所もありました。それ以外にも三野認定こども園の園舎は昭和５０年くらいに建

築したようで、そうなると築４０年越えているということになります。王地保育所も同じくらいです

か。 

◆松丸次長 

 王地保育所は昭和５４年からになります。 

◆倉本教育長 

 中学校区に１つの認定こども園で収めるという大きな方向性が出ましたので、今後はこれに従って

進めていくようになると思います。しかし、職員もだいぶ高齢化となってきまして、退職者がここ５

～６年で増加します。従って、今後の４，５年が勝負だと思いますので、学校教育課の方でスケジュ

ールを考えながら進めていく必要があると思います。先ほどおっしゃっていたように新しい場所に認

定こども園を作って、そこに通うとなると保護者の理解が得やすいと思いますが、古い園舎や保育所

の方に統合するとなると話が進みにくいかと思います。 

◆黒川市長 

 原則は出来たとしても一斉スタートは難しいと思います。やりやすいところからやるという方向性

でやった方がいいと思います。園舎とか保育所の施設が老朽化したところから建て替えて、たとえば、

王地保育所と三野認定こども園を一緒にして両方とも壊すということも考えられます。しかし、池田

幼稚園と池田第一保育所、第二保育所はどうするのかという話になると、まとめていくのは難しいか

もわかりません。 

◆大北委員 

 認定こども園についてですが、ハード面も大事とは思いますが、地元の方や子どもを預ける方から

すると、実際に認定こども園になったらとか統合されたら自分の子どもたちにどういうメリットがあ

るのかをもっと知りたいという声を聞きます。行政の方が来て説明を聞いても全然伝わっていません。

予算の話や建物が古くなっているといった話はよくわかりますが、保護者からすれば実際に認定こど

も園になったらどういう教育、保育をしてくれるのか、どういうメリットがあるのかをもっとお伺い

したいという声を耳にしております。 

◆倉本教育長 
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 今は幼稚園と保育所の教育の部分で差がありません。幼稚園の教育が突出していて、保育所より幼

稚園に通わせた方が保護者の考える幼児教育が受けられるということであれば魅力が出てくると思い

ます。しかし現在は、幼稚園や保育所が認定こども園になってもあまりメリットがないように感じる

かもしれません。 

◆大北委員 

 三野地区は幼稚園が身近なところにないので、幼稚園教育に期待をしているものが大きいです。 

◆倉本教育長 

 逆に保育所の機能を幼稚園にもっていき、幼稚園型認定こども園になれば午後も見てくれるという

ことでメリットは非常にわかりやすいかもしれません。 

◆大北委員 

 今の保育所でも幼稚園のような教育や保育をしているということがなかなか伝わりにくいです。 

◆新久保委員 

 幼稚園の先生は、教育課程があって先生方はそれに従って教育を行っているということの理解が大

事ではないかと思います。ただ預かるだけでなく、年代に応じて教育をしているわけです。私も園長

をして初めて分かったことですが、小学校、中学校の先生が教育課程に基づいて教育を行っているよ

うに幼稚園の先生も行っています。そういうところがわからないので、先生たちにとったら一緒にな

るということに抵抗があるのかと思ったりもします。しかし、今子どもたちの数も減ってきて遅くま

で保育をしなければやっていけないというのもわかってますが、大変だという話も聞きます。 

◆松丸次長 

 実際現場の先生のご意見として、三好市になってからは幼稚園教諭と保育士両方の免許を持ってい

る先生を採用しているということです。今まで一部では人事交流がありましたが、幼保が一緒になっ

てもいいように研修や交流を進めていってほしいということはお願いしています。 

◆谷委員 

 小学校１年生の担任の先生が言っていたのは幼稚園でしっかり教育を受けている幼児は入学式の態

度が違うということを聞いたことがあります。先程言っていたように職員研修や教育課程の実態の差

によって幼稚園と保育所との違いがでてくるのはないかと思います。 

◆倉本教育長 

 ある議員さんが以前、小学校の入学式に出席した時に幼稚園から入学してきている児童はじっと座

っているけれど、保育所からきた児童は落ち着きがないと言っていました。しかし、最近はそういう

話は聞かないのであまり差が無くなってきたのではないかと思います。 

◆大北委員 

 あまり顕著ではなくなってきているというのは聞きますので、保育所もがんばっているのだとは思

います。しかし、まだ議員さんが言っていたような意識を持たれている保護者の方や地域の方がいら

っしゃると思います。認定こども園になったら幼稚園みたいな教育をしてくれると思っている保護者

の方もたくさんいます。幼稚園みたいな教育というのがどういうふうに思っているのかわかりません

が、認定こども園に大きな期待を持っている方もいます。 

◆倉本教育長 

 幼保一元化は４，５年で話を進めていけたらと思いますので、スケジュールを組んでみたいと思い

ます。 

◆黒川市長 

 私の孫も今保育所に行ってそのまま小学校にあがることになると思いますが、私たちがあまり心配

する必要はないと思います。それより子どものしつけができていないという話を聞きます。しつけと

教育の違いの問題がどこまで迫ったらいいのかという気持ちがあります。また、ハードも大事な問題

です。現在は文科省と厚労省と内閣府に国の補助金をもらうために申請をしなければいけません。そ

うすると子育て支援課では厚労省に申請して、認定こども園は内閣府に申請しなければいけません。

また、教育委員会は文科省に申請しなければいけません。３つの申請を１本化したら合理的になるの
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に、なぜ 3 つのハードルがあるのかと思います。百人百様の考えがあるので一定のコンセンサスを得

ないといけません。今ここにいる人だけでも全員の考えが同じかというとそうではありません。しか

し、大筋で認定こども園という１つの内閣府のラインに乗るとなった場合、格別の相違がないという

ことであればそういう方向性を作っていきたいと思います。その時には幼稚園がなくなっていますか

ら市長部局の子育て支援課が内閣府に書類を申請していくというふうになります。教育も職員採用は

幼稚園教諭と保育士の免許を両方持っている人を採用しているので職員の問題はクリアしていると思

います。精力的に融合を図りながら認定こども園の実現化という形で教育委員の皆さんにもご理解と

叱咤激励を賜りたいと思います。 

 この件につきましてはよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

◆黒川市長 

 それでは（３）『その他 ： 教育行政に関する意見交換』とういうことで何かありますか。 

 中学生の留学制度についてですが、いろいろな体験が出ているようですが、来年度も３人ですか。 

◆松丸次長 

 ダルズ市の方から３人という要請が来ています。 

◆倉本教育長 

 今回はあまり年齢の違わない子どものいる家庭へホームステイできるように手配してくださってい

たので、受入れの条件や受入れの数もなかなか難しかったかもわかりません。 

◆新久保委員 

 今日発表会に参加させていただきましたが、英会話はどうだったのか知りたいですね。 

◆倉本教育長 

 日常生活では問題なかったようですが、授業の内容は分からないことが多かったと言っていました。 

◆新久保委員 

 内容も自分たちが行かなければ学べないようなことなど、子どもたちの気持ちがよくわかっていい

経験になったのではないかと思いました。英語で子どもたちがどうコミュニケーションをとっていた

のかというのが気になりました。 

◆黒川市長 

 単に生徒３人だけの問題でなく三好市へ行けば留学ができるということで人が移住してくるという

ことを副産物として考えています。３人の子どもたちが大きく成長してくれることを期待し、今後も

続けていきたいと思います。 

◆倉本教育長 

 向こうで体調崩した生徒もいたようですけど、ホストファミリーの方が看病してくれたと言ってい

ました。大きい事故もなく楽しかったようです。 

◆黒川市長 

 三好市に行けば留学ができる、その経験が花開くということになればいいと思います。小さいこと

はいいことだとよく言いますが、東京都教育委員会や徳島県教育委員会では小回りが利かなくても、

三好市教育委員会は市長と教育長の意思統一が図りやすく小回りが利くことが良さだと思いますので、

今後もその良さを十分に生かしながら教育行政を進めていただければと思います。 

 他にないようでしたら終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

◆黒川市長 

 長時間にわたってありがとうございました。総務課長に返します。 

◆宇治川課長 

 それではこれを持ちまして、平成２８年度第２回三好市総合教育会議を終わりたいと思います。大
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変お疲れさまでした。 


