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 平成 29 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２９年６月２７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                中岡 久雄 

総務部次長              宇治川 栄治 

総務課主幹              大西 清愛 

          学校教育課長               高井 貞行    

        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 

 三好市学校給食センター所長      西村 陽子 

教育指導主事               川人 正恭 

学校教育課主幹            藤井 悦子 

学校教育課主幹            山本 朱美 

学校教育課主幹            岡田 由紀 

文化財課主幹             安藤 彰浩 

文化財課（地域おこし協力隊）     殿谷 梓 

生涯学習課主任            前田 拓也 

  

 

（４）傍聴人 

        ▼傍聴人                ０名 

 

◆宇治川次長 

 おはようございます。ただいまより、平成 29 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。 

 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 

 おはようございます。6 月 7 日に梅雨に入りましたが、空梅雨の様相でございまして今後、水が不

足するという心配もありますし、台風等の大きな災害が起こるのではないかと危惧もしております。

いわゆる適度な雨量と適度な気温というのが求められる訳でありますが、本日は平成 29 年の総合教
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育会議ということでご参集いただきましてありがとうございます。 

さきほど、教育長ともお話をしましたが、教育は時代の変化に応じて変えるものは変える。踏襲す

るものは踏襲するということで進めて頂ければ結構だと思っております。 

今日の次第にもありますが、ジオパークやウェイクボード等については新しきものでありますし、

こういったものを進めることによって三好市を活性化していく、つまり薄田会長のお話で、「ウェイク

ボードを競技大会としてやるのではなくて、エンターテイメントとしてやる」と聞かされて、目から

鱗が落ちたような思いをしました。 

また、ジオパークで言えば、殿谷さんから「井内谷の井内東・西、これはジオパークになりうる最

高のものですよ。」と言われ、私たちは日常生活で、常日頃見ている光景が特別なものであるというこ

とを、殿谷さんからお教えいただいた訳です。このように地域おこし協力隊員として、素晴らしい方

をお招きすることができました。このことを皆様方と共に喜びたいと思います。そういった意味で教

育についても「今やらなければいつやる」「私がやらなければ誰がやる」という考え方で進めていただ

ければ幸いであると思っております。 

また、本日の総合教育会議で皆様方の虚心坦懐なご意見をいただき、充実したものになれば幸いで

あると思っております。重ねて皆様方に日頃のご労苦に感謝を申し上げながら、私の挨拶とさせてい

ただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

◆宇治川課長 

 ありがとうございます。それでは早速、議事に入りたいと思います。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となっておりますので、これよりの進行を黒川市長

にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

（６）議   事 

 （１）第 2 期教育振興計画について 

 

◆黒川市長 

 はい。それでは議事について大きくは 5 つあり、「第 2 期教育振興計画について」は先程申しまし

た不易と流行というものがありますが、そういった形で進めていきたいと思います。よろしくお願い

します。 

それでは、「第 2 期教育振興計画について」説明をお願いします。 

◆中岡次長 

 それでは、「第 2 期三好市教育振興計画について」ご説明いたします。現在の三好市教育振興計画

は、平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 年計画で平成 20 年度に策定され、平成 27 年度に計画の

中間見直しを行い現在に至っています。お手元にお配りの緑色の冊子のものが現行の三好市教育振興

計画（後期計画）でございます。冊子の表紙にも記載していますが、平成 27 年度から平成 30 年度ま

での計画期間で、平成 27 年 8 月に見直しを行っているところでございます。この後期計画の終了前

に平成 31 年度からの新たな計画として第２期三好市教育振興計画の策定に取り組みたいと考えてお

ります。策定期間は、本年度から次年度にかけての 2 カ年を予定しています。 

 現行の計画では、平成 26 年 6 月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により地方教

育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会の連

携強化、教育委員長と教育長が一本化された新教育長制度への移行など、制度の抜本的な改革が行わ

れたことなどから見直しが行われました。また、現在次期学習指導要領の改定作業が国において進め

られているところであり、幼稚園は来年度（平成 30 年度）から、小学校では平成 32 年度、中学校で

は平成 33 年度からそれぞれ新学習指導要領が適用されることとなっています。先日、文科省のホー

ムページに小中における次期学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）の解説がウェブ上で公開されてい

ました。その解説版の中学理科編に本市が今年度から取り組みを始めたジオパークに関する記載があ

りました。その内容は、ジオパークを中学生の地学教育上の参考として活用することに関する記述で、
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中学校の次期学習指導要領に初めてジオパークに関することが盛り込まれることとなっております。

第２期三好市教育振興計画の策定にあたりましては、こうしたことも踏まえ新たな取り組みとして計

画に盛り込んで行く必要があるものと考えているところでございます。 

 では、今後の策定スケジュールにつきましてご説明いたします。資料 1 ページをお開きください。 

今年度の予定は、三好市教育振興計画策定委員会を立ち上げ 3 回程度の開催を予定していますが、

この三好市教育振興計画策定委員会は、主に事務担当者による委員会組織で総務・学校部会、生涯学

習部会、文化財部会の 3 つの部会により構成いたします。委員会は、6 月下旬、9 月、翌年 2 月の 3

回の開催を予定しています。今年度は、三好市教育振興計画審議会条例が本年 3 月に制定されました

ので、同条例の規定により三好市教育振興計画審議会の設置を予定しています。審議会は、15 人以内

の委員で組織し、委員は学識経験を有する者、学校教育の関係者、社会教育の関係者、公募による市

民をそれぞれ選任することとしています。公募による委員は 8 月から募集を始める予定です。公募方

法は、市報に掲載し募集いたします。今年度の審議会は、10 月と翌年 3 月の 2 回を予定しています。

計画策定に向けた今後の予定でございますが、今年度は、主に基礎調査をいたします。調査内容は、

アンケート調査、関連データの収集・集計、分析等を行います。今年度末までに計画原案の素案がで

きればと考えているところでもございます。来年度は、11 月頃にパブリックコメントを実施し、結果

整理、最終案の調整を経て、平成 31 年 2 月から 3 月上旬に計画の公表を予定しているところでござ

います。第２期三好市教育振興計画についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

◆黒川市長 

 ただいま教育次長の方から教育振興計画のスケジュールを含めてご提議がありましたが、皆様方か

らご意見はございませんでしょうか。 

◆倉本教育長 

 少し補足させていただきます。今日の資料の 14ページを開けていただきますと、「三好市教育大綱」

が載っております。これは平成 27 年度の 5 月 27 日に市長と教育委員会とが協議をして合意をした大

綱でありまして、「三好市の教育の基本理念」、「三好市教育の基本目標」「三好市教育の基本方針」と

大きな方向性を定めたものです。今回この教育振興計画を見直すにあたって、三好市教育振興計画後

期計画 8 ページをご覧いただくと「基本構想」の図が載っておりますが、この一番左の上のところに

三好市の総合計画基本理念があり、これに関連して三好市の教育振興計画基本理念「故郷を愛し、生

涯を通して『学び』を実現する教育の創造」というのがありまして、視点として「生涯を通して、自

ら学ぶひとづくり」と「生涯を通して、共に学べる環境づくり」というのを目指していくという、基

本理念達成のための視点があります。 

ここから基本目標を定めて「一人ひとりが輝く、活力ある教育の推進」を大きく 3 つに分けまして、

「楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進」「たくましく、未来にはばたく子どもの育成」「豊かな

学びを支援する教育環境の設備・充実」という、「生涯学習」「学校教育」「教育環境の整備」というの

が柱になって、この振興計画はできております。 

これに基づいて先ほど話した「教育大綱」というものが創られておりますので、この「基本構想」

のところを大きく変えるということになれば、「三好市教育大綱」のところも当然変わってきますので、

ここをこれから踏襲していくのか、大きく変えていくのかというのが大きな問題になります。まずこ

のあたりを議論していただければ有難いと思います。 

◆黒川市長 

 倉本教育長の方から補足がありましたが、どうでしょうか。 

 現に船井電機跡地に公園を計画しておりますが、「豊かな学びを支援する教育環境の設備・充実」は

基本計画を立てていることは、まさにこのことを言っております。いわゆる遊びを通じて知恵の伝承

というのが入っておりまして、ここの「豊かな学びを支援する教育環境の設備・充実」になろうかと

思います。これについて今、教育長から話された問題について、変える格別の理由はないと私は思っ

ておりますが、皆様方からのご意見はどうでしょうか。 
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◆谷委員 

 私としては、この教育振興計画の基本理念というのは三好市総合計画の基本理念に整合性のあるよ

うにということで決められているので、まず三好市としての総合計画の基本理念が変わらないという

確認をしたいです。変わるのであれば変わっていかざるを得ないのではないかと思っております。そ

の辺の市長の考えをお聞かせいただけたらと思います。 

◆黒川市長 

 端的に申しますと、格別変えなければならないという思いはありません。 

◆谷委員 

 私の意見としては、同じように「三好市教育振興計画基本理念」も踏襲する形で行くのが良いので

はないかと思います。 

◆黒川市長 

 はい。他にございませんか。 

◆前川教育委員長 

 すみません。最初の「三好市総合計画基本理念」に交流の郷の「交流」とありますが、どういった

意味を指した「交流」なのでしょうか。 

◆黒川市長 

 これは私が説明するより、教育長の方が詳しいのではないでしょうか。 

◆倉本教育長 

 三好市総合計画なので、教育委員会が定めたものではありませんが、おそらく三好市は昔から交通

の要衝の地であって、多くの人の出入りがあって活性化した町でした。そういう意味で「皆さんに来

て喜んでいただく」、あるいは「生まれて良かった。住んで良かった。」というような町づくりを目指

す中で、三好市の教育委員会としては、「郷土を愛する子どもを育成する」というのを基本理念に掲げ

たという経緯があると思います。 

実は先の６月議会で、ある議員さんから「今仕事が増えているが、働く若者がいない。生産年齢人

口が減ってきて働く人がいないというというのはどうなのか。もっと定住する人口をつくらないと、

どんどん衰退していくのではないか。教育はどうなのか。」といったご質問がありまして、教育委員会

としては「郷土愛を培う教育を推進している。」とお答えしました。 

これはやはり今から三好市が考えていく上では「交流」を盛んにして元気にしていく、その中で郷

土を愛する子ども達をつくっていくというのは、非常に重要な教育方針であると思っております。 

◆黒川市長 

 「交流」というのは、「地域内でのコミュニケーション・交流を深める」方法と、「国外・県外との

交流」を含めて“交流のまち”という話をしておりまして、「ここに生まれて良かった・住んで良かっ

た・住み続けたい三好市」そして多くの方が「訪れて良かった。」と思える町をつくりたい。それを「交

流」という意味で私の言葉としてそういった言い方をしております。 

三好市はインバウンドが増えてきておりますが、とりわけこの 5 年間でかずら橋を渡った人の数が

10 倍になっております。国内からのお客さんは減っている中で、外国人観光客は増えており、今もし

外国人が三好市に訪れなければ、三好市は廃れてしまっておりますが、外国人観光客のおかげで活性

化しているというデータが「かずら橋を渡った人の数が 5 年間で 10 倍」とはっきり出ており、NHK

やマスコミ等で報道されておる状況で、まさに「交流の郷」ということになるという思いがあります。 

◆前川教育委員長 

 三好市全体の人々の活性化のために地域同士で交流をし、他町村の方とも交流し、さらに日本全国

や海外とも交流をして、地域の活性化につながるようにしたいと考えておられるのですね。 

◆新久保委員 

 外国の方がたくさん来られると、私たち地元の方も気持ち的に盛り上がり、地域の色んな活動をし

ているのが段々と見え始めてきているので、両方の交流が大事なのではないかなと思います。自分た

ちだけでは気持ちも何となく盛り上がらないが、訪れる人をおもてなしをすることによって、地域の
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中での交流もできてきますし、両方の交流を望んでいるのが三好市ではないかと思うので、「交流」は

両方の意味をもっているのではないかと私も捉えております。 

◆黒川市長 

 先日、三好長慶の紹介で四国と中国地方のラジオ番組で、祖谷の大歩危だけでなく三野町の「三好

長慶祭り」のことを 2 時間放送しておりました。三好長慶を大河ドラマにというようなこともありま

して、まさに三好市全域に動きが出ています。そういう意味で交流というのは良いのではないかと思

います。 

◆倉本教育長 

 三好市の教育振興計画の基本理念から言えば、「故郷を愛し、生涯を通して「学び」を実現する教育

の創造」ということなのですが、前川委員長さんが言われた「交流は活性化のため」というような簡

単に言えばそういうもので、ジオパークも実は地域の活性化を狙っておりまして、やはり地域を活性

するというのがテーマなのですが、それは交流だけではなく、「一人一人が活性化していく」必要があ

ります。そのためには「一人一人が生涯を通して学び続ける」ということが非常に大きな意味がある

のだろうと思いますので、三好市の現在の教育振興計画基本理念でこれからもやはり続けて行くのが

いいのではないかと思っておりますが、どうでしょうか。 

◆谷委員 

 先ほども言いましたが、私も踏襲するのに賛成です。その一つの理由として今ここに来るまでのラ

ジオで偶然「横浜に住んでいる方は、全員が横浜を好きです。」と言われていて、果たして三好市の皆

さんはそう思っているだろうかと考えました。 

現在、三好市では外国人も多く来られて良い方向には向かっているのですが、果たして「住んでい

る人が本当に三好市に対して誇りをもてているのか」、「都会へ行ったときに三好市を語ることのでき

る人が大勢を占めているのか」という部分で、少し疑問を感じました。ですから、「三好市も横浜のよ

うな、郷土に誇りを持てるような人間の育成を図りたい。」という思いがあるので踏襲したいと思いま

す。 

◆黒川市長 

 議会で「向都離村」という言葉を使かわれました議員さんがいました。向都離村というのは都に向

かって村を離れるという考え方が明治以来ずっと一貫して続けられた。当然、幕府体制の中では反体

制の中で逃散は許されなかったので、そういった意味で考えますと明治以来の向都離村という考え方、

今日のまた東京への一極集中が続いているということで、故郷は郷土を愛する教育が入ったというよ

りは、ずっと東京のものを求めてきたということがあるので、今からはジオパークのように地元の宝

は世界を探しても他に何処にもない。例えば大歩危・小歩危・かずら橋など、そういったものをつく

っていくためにも、継続していくのが良いと思います。どうでしょうか。 

◆宇治川次長 

 すみません。今言っていただいた「交流」のことを含めて、三好市の総合計画に携わった者として

お話をさせていただきます。 

市長または教育長さんがおっしゃったとおり、「交流」というのは国際交流を含め旧町村の８カ町村

での交流という部分もございました。いろんなところと交流をしてといった形でまさに２人がおっし

ゃったとおりの形で「交流の郷」ということです。 

三好市総合計画基本理念をそのままということなのですが、それは市長、教育委員会の委員の皆様

の意向としてお伝えするような形になるのかと思います。総合計画の担当の部署がございまして、今

年度見直しをしているようなところがございますので、その部分につきまして、市長の意向というこ

とで事務局からお伝えをさせていただきまして、できるだけそういう形にしたいと思っております。

以上です。 

◆倉本教育長 

 教育委員会としては、総合計画基本理念に基づいて、教育振興計画基本理念を考えてあるという話

であって、基本理念を変えないという話ではありません。 
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◆宇治川次長 

 総合計画自体が今年度見直しで、総合計画基本理念自体が変更になる可能性がありますので、市長

なり教育委員会の皆様がそういった方向性でお願いしたいということはお伝えしておきます。 

◆倉本教育長 

 はい。よろしくお願い致します。 

◆前川教育委員長 

 山城町や井川町等が交流するというのはあっただろうと思いますが、今回はこの「交流」という意

味が「一人一人が活性化するため」に交流するという、つまり「市民が輝きながら生活できる」とい

うような「交流の郷」にしたいということで考えていただければいいなと思っております。 

◆黒川市長 

 総務課長の方からも話がありましたので、私は踏襲するということで良いと思います。ただ、内容

的には、委員長さんがおっしゃっていたように、最初は６カ町村から「顔合わせ・心合わせ・力合わ

せ」という言葉を使っておりますが、当初職員が６カ町村から 600 人も集まり、まず「顔合わせ」か

ら始まって、次のステップで「心合わせ」そして 10 年かけて「力合わせ」ができるような時代に入

ったのではないかという思いがあります。 

そういった意味では、12 年目に入りましたが、10 年経過した中で「力合わせ」ができるような体

制づくりをして、それが今芽を吹いてきた。国際スポーツ大会の誘致であったり、地方創生の生涯活

躍の町であったり、ジオパークであったり、今の活況を呈したというように、まさに今後は「力合わ

せ」によって町づくりを推進する必要があります。 

 議事の「第 2 期教育振興計画について」は以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

 （２）ジオパーク認定について 

 

◆黒川市長 

 続きまして「ジオパーク認定について」説明をお願いします。 

◆中岡次長 

 お手元の資料 2 ページから 5 ページをご覧ください。三好市は、今年度から政策的重要プロジェク

トとして、ジオパーク認定を目指しての取り組みを始めました。資料の 2 ページをご覧頂きたいと思

います。ジオパークとは、ジオ(地球・大地)とパーク(公園)を組み合わせた言葉で、三好市を一つの「公

園」とみなして、その中にある特徴的な「大地」、「生態系」、「人の歴史文化」を線でつなぎ、物語に

し、丸ごと地域振興に活かす活動がジオパークの活動でございます。その認定にあたっては、日本ジ

オパークネットワークの外部機関に日本ジオパーク委員会と言う組織がありますが、その委員会にお

いて公開審査が行われます。その審査で認定が認められることになれば、日本ジオパークネットワー

クへの正式加入が認められたと言うことになり、そこで初めて「日本ジオパーク」を名乗ることがで

きるといった仕組みであります。従いまして、ジオパークになると言うことは、NPO 法人日本ジオパ

ークネットワークの正会員になると言うことになります。今後、その取り組みを進めるため今年度か

ら新たに地域おこし協力隊事業を活用し、ジオパーク専門員を任用しているところです。現在は、文

化財課に所属し、その取り組みを行って頂いているところでございます。本日、この会議に専門員の

殿谷梓さんにも出席して頂いております。 

また、現在の取り組み内容といたしましては、学校現場の先生方をはじめ市民の皆さんに広く知っ

て頂くことを中心にその周知に努めているところでございます。その方法といたしましては、年度当

初に開催されました自治会、さらには今年度 3 年目を迎え実施しております「三好教育みらい塾」に

おいて、今年度はジオパークに特化した内容で講義、ワークショップ、外部講師による講演などを予
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定しているところでございます。塾生は、市内小中学校の先生方を対象に参加者を募り、現在 31 名

のご参加を頂いているところでございます。また、ジオパーク出前授業やジオカフェの開催、さらに

は 6 月号からの市報に特集を組んでもらい、ジオパークの連載などを積極的に行い、周知に努めてい

るところでございます。これまで、関係団体からの依頼をお受けしまして総会や各種会合の席でジオ

パークについての講演をさせて頂いているところでございます。 

資料の 3 ページには、何のためのジオパークか、またジオパークに認定される意義などを記載させ

て頂いております。ジオパークとはどういうものなのか、端的に申しますと、地質・地形といった学

術的に評価されていることが大前提にあります。そこで、その地質・地形と言った貴重な場所を大事

なものといたしますと「大事なものがある地域とそこに住む人たちが、大事なものを守るためにはど

うしたらいいか、また、大事なものをなくならないように使って、地域の人たちが元気になるにはど

うしたらいいか」をみんなで考え実行するための活動がネットワークの繋がりを含めてジオパークの

考え方と聞いております。大事なものを活用し地域振興に繋げる取り組みということになります。 

今年度は、ジオパークの取り組みをスタートしたばかりではありますが、まず、市民の皆様に対し

ジオパークの周知に努めると共に、その仕組みを市民の皆様にご理解頂けるよう積極的な取り組みを

行って参りたいと考えております。説明につきましては以上でございますが、2 ページ 5 ページをご

覧いただきご質問頂けましたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

以上でございます。 

◆黒川市長 

 ジオパークについて中岡次長の方からお話がありましたが、専門の殿谷さんも来て下さっています

ので、ご質問があればどうぞ。 

◆中岡次長 

 補足ですが、現在、日本ジオパークは 43 地域ございます。その内、世界ジオパークが 8 地域でご

ざいます。お手元にお配りの A3 版の資料は、日本ジオパークネットワークのホームページから打ち

出した資料でデータが少し古いかもしれませんが、このような分布で日本全国ジオパークがあります。

赤く表示されているところが世界ジオパークの認定地域で 8 箇所ございます。ジオパーク 43 地域を

構成する自治体の数は、現時点で 156 の自治体だったと記憶しており、そういった数の自治体がジオ

パークに関わっているという状況でございます。参考までに世界ジオパークは 127 地域あるそうでご

ざいます。また、先ほどの教育振興計画の中でもお話しましたが、次期中学校学習指導要領に初めて

ジオパークに関する記述が盛り込まれることになりました。その解説書での説明は、「自然の恵み及び

火山災害・地震災害を調べる場合は、図書館・博物館・ジオパーク等を利用して････」と指導書に記

載されています。このことは、地学教育上の質的保障が求められると言うことになりますので、今後

のジオパーク認定にあたっては、科学的根拠等についてこれまで以上に求められることとなるので、

認定も非常に厳しくなって行くものと思われます。以上でございます。 

◆倉本教育長  

 教育委員さんには 8 月 22 日の教育委員会開催日の午後から、校長先生方と合同研修会を持つこと

になっております。そこで殿谷さんからジオパークについての講演をしていただくことになっており

ますので、そのときにしっかりと勉強していただければ有難いと思っております。 

8 月 22 日 13：30 から保健センターで行います。よろしくお願い致します。 

◆黒川市長 

 教育長から 8 月 22 日に校長先生を含めて教育委員さんの勉強会で、殿谷さんが講演をされるとお

聞きしました。ここで殿谷さんに講演していただきたいのですが、その日まで大事にあたためておい

てください。 

 私が市長に当選したときに、「ジオパークをやりたい」と明言をしました。そして着々とお願いして

進めてきたわけですが、西予市の三好市長さんが「ジオパークをやるのに一番合っているところは三

好市です。」とご提言をいただきまして、その頃私はジオパークを十分承知できていませんでした。し

かし、勉強すればするほど、やはりこの教育大綱に根付いたものでありますし、その後私は三好市を



8 

「四国真ん中ジオパーク」という形でやっていきたいと強く思っておりますが、これは必ず歴史の中

で検証されて、その結果多くの皆様から賞賛されると思っております。 

郷土愛をしっかり植え付けて、自分の故郷が世界に誇れる故郷であるということを教育の中で地域

の皆様が、三好市全体がそういった形になっていくと考えておりましたので、強い決意をもってジオ

パークの推進をお願いしたところです。他にご質問ありますでしょうか。 

◆新久保委員 

 初めはジオパークとはなんだろうと思っておりましたが、5 月に旅行する機会がありまして室戸の

ジオパークのセンターに行って参りました。一観光客として行っても色んな文化などが一つとなって、

ジオパークができていると分かりましたが、まだまだ勉強不足なので講演を楽しみにしております。

地元市民の視点からだと当たり前すぎてわからない、三好市の魅力になることをまた勉強させていた

だきたいなと思っております。 

◆黒川市長 

 「丸山公園から東に向いて中央構造線がずっと見えるまち三好市」など、「吉野川はもともと香川県

に流れ込んでいたが、阿讃山系が隆起したために池田町のイタノで 90 度折れ、吉野川が東へ流れ込

んだ」ということが三好市の栄える大きな力になった。こうした自然が成したこの歴史は学校では教

えてくれないことなので知らない人が多いのですが、ジオパークはそのことを殿谷さんが教えてくだ

さいますので、楽しみにしておいてください。 

◆前川教育委員長 

 小さなことなのですが、井内の葉タバコで栄えた辻地区にその名残りがたくさん残っているので、

ジオパークでスポットライトを当ててくださると幸いに思います。 

◆黒川市長 

 井内谷が日本全国でまれにみる生活実態の V 状の谷で、そこでタバコが生産され辻が栄えたという

跡がたくさん残っておりますので、よろしくお願いします。 

◆前川教育委員長 

 お願い致します。 

◆黒川市長 

 ジオパークについてはよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

 （３）ウェイクボード世界選手権大会について 

 

◆黒川市長 

 それでは続きまして、「ウェイクボード世界選手権大会について」説明をお願いします。 

◆中岡次長 

 資料の 6 ページをお開きください。ウェイクボード世界選手権大会の概要についてご説明させて頂

きます。(1)大会の名称は、第 30 回記念大会 WWA ウェイクボード世界選手権大会２０１８（日本語

名）The 30th Anniversary WWA WAKEBOARD WORLD CHAMPIONSHIPS 2018（英語名）  

(2)開催日は、2018 年 8 月 30 日(木)～9 月 2 日(日)の 4 日間でございます。 

(3)開催地は、徳島県三好市池田町イタノ 池田湖、(4)主催は、WWA ウェイクボード世界選手権大

会組織委員会です。(5)公認は、世界ウェイク協会（WORLD WAKE ASSOCIATION）です。 

(6)開催競技は、ウェイクボード、ウェイクスケート、ウェイクサーフィン、(7)開催クラスは、プロ

フェッショナルクラス、アマチュア年齢別クラス、オープンクラスの 3 クラスでございます。 

(8)出場選手数は、世界 30 ヵ国、約 200 名を予定しています。(9)来場者数は、約 5,000 名を予定し

ています。(10)メディアは、国内全国放送放映、アメリカ三大ネットワークの NBC SPORTS での北
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米全土の放映、その他世界各国で放映となっているようでございます。別添えの大会基本計画書につ

きましては、会議時間の関係で割愛させて頂きます。それぞれ後でご覧頂ければと思います。 

なお、世界大会の開催を来年 8 月に控え、本年 5 月 8 日に「ウェイクボード世界選手権大会実行委

員会」が設立されましたことをお伝えいたします。以上でございます。ご審議よろしくお願いいたし

ます。 

◆黒川市長 

 来年 8 月から 9 月にかけてウェイクボードの第 30 回というアジアで初めての記念するべき世界大

会であります。池田ダム湖が世界で有数のスポットであるということをシャノン・スターリング会長

から知らされ驚かされました。これも池田ダム湖が素晴らしスポットだということも知らなかったわ

けでありまして、世界の会長から称賛されているということと同時に、薄田会長は「競技大会だけで

はなくエンターテイメントとしてやる。」と言われておりましたので、全然スケールが違うといいます

か、そんな思いをしております。皆様からご意見ご質問等はございませんか。 

◆新久保委員 

 ちょうど一年前の総合教育会議のときに、水際公園の環境について話をさせていただきました。こ

のウェイクボード世界大会が行われるにあたって、水際公園あたりの環境がもう少し良くなればなと

思っています。前には滑り台があったりして子ども達が遊べたりする環境が整ってあったものが、今

はもう何もない状態です。水質的には良くなったように見えますが、周りの環境がもっと何か良くな

らないかというのは期待しているところです。財政の問題もあると思いますが、地域の人たちにとっ

てはとても喜ばしいことなので、環境面の整備ができれば良いのではないかと、一住民として願って

おります。 

◆黒川市長 

 それらも含めて計画を練っておりまして、ウェイクボード世界大会を契機にして色々な人が集まる

ような形を考えております。 

◆前川教育委員長 

 ウェイクボードはあまり三好市の方には有名でないスポーツかと思うので、いまひとつ盛り上がり

が三好市の住民は少ないかという気はしております。「四国まんなか千年ものがたり」の列車が走った

時は旗を振って盛り上がっていましたので、何か住民も一緒に参加できるようなものもあれば良いか

と思います。 

◆黒川市長 

 日本郵便株式会社四国支社長が来られて、ラフティングの記念切手の贈呈式がありました。郵便局

長と皆さんでラフティングを実際に体験したそうです。薄田さんはエンターテイメントという言葉を

使っておりますので、体験をできるようなことはあるのではないでしょうか。 

 ラフティングの開催は 100 日を切ったという状況ですので、そちらの方に集中しておりますが、終

わった後はウェイクボードにシフトするということになろうかと思ってあります。 

◆大北委員 

 三野町の方でいうとジオパークもラフティングも西の方のことだという感じで、実際は盛り上がっ

ていません。せっかく地域で行われることですので、開催までに行ってみようと思う人が増えるよう

な取り組みが何かあればと思います。 

◆黒川市長 

 まず学生が参加することが大きいでしょう。ラフティングの場合はユースという中学生・高校生チ

ームができましたので、親御さんが盛り上がっており、思いが強いように感じます。 

◆安宅課長 

 ウェイクボードについては無料教室の開催を計画しております。リーフレットを三好市内の各小学

校と中学校、高校の児童・生徒の方全てに配布しまして、6/24 と 7/8 と 7/21 の 3 日間にわたりまし

て、午前午後の部で 5 名ずつ体験をしていただくようにしております。その中で興味のある方は、7

月 28 日～30 日に開催されますアジアウェイクツアーの最終日のオーディションで選抜して、その子
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ども達を育成して世界ウェイクボード選手権に参加してもらおうという取り組みを始めたところです。

先般も午前 7 名と午後 5 名で実施し、皆さん数回トライすればすぐに立つことができ、見た目よりも

意外と子ども達でもできるので、とても楽しんでもらえたと実感しております。 

◆黒川市長 

 是非できれば教育委員さんにも体験していただいて、進めて頂きたいと思います。 

 以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

 （４）中学生の海外留学について 

 

◆黒川市長 

 次に、「中学生の海外留学について」説明をお願いします。 

◆中岡次長 

 資料 8 ページをお開きください。中学生の海外留学についてご説明いたします。まず、資料 8 ペー

ジの三好市中学生海外留学助成金交付要綱でございますが、昨年 6 月 23 日教育委員会告示第 13 号で

公布してございます。目的といたしましては、第 1 条で中学生が海外の生活体験を通して、国際的な

広い視野と外国語による高いコミュニケーション能力を身につけ、将来において進展するグローバル

社会や世界の舞台で活躍できる人材の育成を目的としています。第 2 条助成の対象者は、市内中学校

に在籍し、保護者が三好市内に居住している生徒を対象としています。第 3 条事業内容は、三好市が

提携する海外の姉妹都市の一般家庭に寄宿させ、現地の公立又は私立学校で研修を行う留学（以下、

「海外留学」という。）生に対し助成金を交付する事業でございます。第 4 条留学期間は、1 箇月以上

3 箇月未満とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、3 箇月を限度として期間を 1 回延長で

きる。としています。また、海外留学期間中における現地学校の出席日数を在籍学校の出席日数に加

えることができる。と規定しています。第 5 条の助成の対象経費は、往復の渡航費の 3 分の 2（1,000

円未満切り捨て）を予算の範囲内において助成する。ただし、それ以外の滞在費、保険料、授業料や

学校納付金等については個人負担とする、となっております。 

以上のとおりこの要綱に基づき今年度も昨年度に引き続き、中学生の海外短期留学助成事業の実施

のための取り組みを行っているところでございます。現在は、その募集を終え審査の準備を進めてお

ります。8 ページの下段は、平成 28 年度の実績を記載しています。決算額は、1,105 千円でございま

す。1.海外留学希望者 11 名、2.海外留学決定者 3 名、内訳は、池田中 2 年女子 1 名、同 3 年女子 2

名です。現地では、ザ・ダルズ高校の 1 年生として入学し、高校生との交流を深めました。3.海外留

学の期間は、平成 28 年 10 月 27 日（木）から 11 月 23 日（水）までの 28 日間でございます。続き

まして、9 ページをご覧頂きたいと思います。平成 29 年度の予算額等を記載しておりますので、ご説

明申し上げます。予算額は、1,507 千円でございます。留学の募集期間は、平成 29 年 5 月 12 日から

31 日まででした。留学希望者は 5 名です。選考会・審査委員会は、6 月 24 日（土）に実施いたしま

した。決定者は、西祖谷中学校 3 年男子 1 名、池田中学校 3 年女子 2 名の計 3 名です。今後、留学生

用の研修会を 3 回、親善団との合同研修会を 6 回予定しております。留学期間は、本年 10 月中旬か

ら 11 月中旬を予定しており、姉妹都市親善団と共に帰国の予定です。以上でございます。よろしく

お願い致します。 

◆黒川市長 

 この海外留学制度も私が積極的に教育長にお願いを致しまして、教育長から可能だという判断を頂

き、実現されて 2 年目になります。去年も 3 名の方が行きまして、喜んでいただけました。「アクシ

デントが逆に最高のプレゼントだった」と置き換えてくれるという、素晴らしい女子中学生がおりま

した。こちらでのアクシデントではなく、向こうの方での出来事であったのですが、そんなことも喜
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びに今は浸っていることを直接お聞きしました。そんなことがしょっちゅうあってはなりませんが、

今年も無事に帰ってきてもらいまして、大きく羽ばたいて頂きたいと思いがあります。 

 最初行いましたときは日本ナンバーワンだと教育長さんがおっしゃっていましが、今はどうでしょ

うか。 

◆倉本教育長 

 １カ月という長期間に渡って留学するのは、私が知る限りはないと思われます。この間、神山町が

新聞に大きく載っておりましたが、10 日間程の短期間でした。 

◆黒川市長 

 今三好市がしていることはナンバーワンやオンリーワン、日本初、世界初といったことをたくさん

やっておりますが、この三好市でできるということは自信持っていただいて、これまでは国や県から

言われたからするというものでしたが、そうではなくボトムアップで上がってきたものでもするとい

ったようなことを、ぜひ共有してほしいと思っています。 

 海外留学制度も最初は教育長さんに話しましたら、「できない」と言われましたが、一週間経ちます

と、「できます」との答えが返ってきましたので、お願い致しました。そのやり取りをつぶさに覚えて

おります。 

◆倉本教育長 

 できないといいますのは、インターネットで全国探してもどこにも例がないので、厳しいのではな

いかと思いました。普通の日本の授業を置いて留学をするというのは可能なのかという大きな問題が

ありまして、いろいろ調べてみましたところ、なんとか「できる」という結論に至りまして、こうし

て実施できております。 

◆黒川市長 

 そういうことで、去年 3 人の方が行かれましたが、今年もということで、考えられなかったような

素晴らしいことが、いわゆる出色の出来といいますか、色んなことが出来上がるかもわかりません。 

◆倉本教育長 

今年は 6 名の方が応募されましたが、一人 1 年生だったために、やはり少し不安があるということ

で、来年に回すことになりまして、受けたのは 3 年生が 3 名と 2 年生が 2 名の計 5 名で、皆さん素晴

らしかったのですが、やはり 1 年間の英語教育の差が若干ありまして、結果的には 3 年生 3 名が選ば

れました。こちらは意識して 3 年生を選んだわけではありませんが、どうしても英語力に差があり、

こういった結果になりました。 

◆黒川市長 

 3 人とも 3 年生なのですね。去年は 2 年生の子が一人いましたよね。 

◆倉本教育長 

 はい。今回行くことのできなかった 2 年生の方は来年もチャンスがありますので、また来年挑戦し

ていただきたいです。 

◆前川教育委員長 

 確かにアメリカに留学をして、日本に 28 日間いないとなりますと受験のこともあり、進路等で遅

れてしまうのではないか心配はありますが、外国で教育を受け、外国人との交流により広い視野が持

てるようになれば、それ以上の大きな学習ができるのではないかと思いました。こういった機会があ

るということは、三好市の子どもにとってはたいへん幸せなことではないかと思います。 

◆黒川市長 

 できれば、全国から海外留学したい人が三好市に来てくだされば、嬉しく思いますね。 

◆前川教育委員長 

 今年は 150 万円で、去年の 110 万円から 40 万円増えておりますが、留学人数が増えた訳ではなく、

必要経費がやはり厳しいのですか。 

◆高井課長 

 国際交流と合わせて 15 人枠というのが決まっておりまして、短期留学は 3 名が限度枠というとこ
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ろで 3 名という縛りが出てきております。 

◆黒川市長 

 もともと日本との往来があったことがそうですし、ダルズ市のローレンス市長が私の家で連泊した

というのが、また大きなチャンスを掴んだと、これは大変なことでありまして、外国の方は背が大き

いので布団が短く、座布団を足して休んでいただきました。食べ物もそうですし、あの事を思い出し

ますと、よく接遇したなと思います。しかし結果としてこういった留学制度ができたので本当に良か

ったと思います。 

◆倉本教育長 

 行くのは行くと言えますが、向こうの受け入れがないと実現しない話なので、これが将来 5 名、6

名と増えていって、三好市の人材が育成されれば更に良い事業になるのではないでしょうか。 

◆黒川市長 

 同じような形で今度はラフティング世界大会にオレゴン州ダルズ市の方が来られます。しかし、三

好市はそんな受け入れる余裕がないと断ったのですが、「どうしても行きたい、来る」と申しますので

困りまして、最終的にどうしましたかと言いますと、国際交流会長の松端さんを中心とした人に全て

任せまして、市はタッチできませんよということで、受け入れることになりました。そこで英語が堪

能な方でサポートしてくださる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。 

 中学生の海外留学については以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

（５）文化に関する業務の事務移管について 

 

◆黒川市長 

 それでは続きまして「文化に関する業務の事務移管について」説明をお願いします。 

◆中岡次長 

 最後の議事になりますが、文化に関する業務の事務移管についてご説明を申上げます。資料は 10

ページから 12 ページでございます。まず 10 ページをお開きください。この資料は、平成 24 年 6 月

1 日、6 月定例会議に提案された議案 37 号の写しでございます。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 24 条の 2 第 1 項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例の制定についてであります。

内容につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 24

条の 2 第 1 項の規定により市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、文化に関すること（文

化財に関すること、社会教育に関すること及び生涯学習に関することを除く。）とする。ということで、

ここで文化に関する事務が市長部局に特例によって移管することとなった訳でございます。本日の会

議でご提案いたしました「文化に関する業務の事務移管」というのは、このときに移管していたもの

を再度、教育委員会部局へ戻すような形の事務移管という内容でございます。 

11 ページをご覧頂きたいと思います。11 ページに議案のカルテがありますが、この資料は、議案

を提案する際の法的根拠等の説明が記載されたものでございます。提出時期が、平成 24 年三好市議

会 6 月会議であります。起案課は、文化交流推進室で起案されたものでございます。議案の名称は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 24 条の 2 第 1 項の規定に基づく職務権限の特例を定め

る条例の制定についてです。提案理由・根拠でございますが、地方自治法において教育委員会の所管

事務とされている文化に関する事務を市長部局において管理、執行する。という提案理由となってお

ります。関係法令は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和 31 年法律第 162 号）を法令の根拠としております。 

詳細説明につきましては、三好市で推進する施策の一つとして『文化あふれる交流のまち三好市』

を掲げ、この実現を目指している。これまで、文化に関する事務は、法律上（自治法、地教行法）教
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育委員会が管理することとされており、当市においても教育委員会を中心に市長との連携のもとに実

施してきたところである。しかし、多種多様な教育に関する事務を所管するとともに、文字どおり主

に教育的な観点から文化を捉えることが要請される教育委員会においては、文化振興に重点を置いた

施策の展開は行いづらい状況にある。こうした状況を鑑み、より主観的かつ戦略的に文化振興に関す

る諸施策を遂行するため、文化に関する事務を首長部局において管理、執行することを目的とした当

該条例を提案するものである。」と説明されています。こういった背景のもと、文化に関する特例を定

める条例が議会に提案されました。平成 24 年でございます。同年 7 月 1 日から現在に至り文化に関

する事務は市長部局に移管されていましたが、その業務を来年度教育委員会部局に再び移管すると言

ったことが現在市長部局において検討されております。そこで、本日の総合教育会議に議事として提

案させて頂いた次第でございます。以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願い致します。 

◆黒川市長 

 教育次長の方からお話がありましたように、特例で市長部局に移管していたものを正常な状態に戻

すということでありまして、こういった方向で文化振興を教育委員会の中でしていただくということ

で協議をしております。皆様からのご意見をお聞きしたいと思います。 

◆谷委員 

 今回、戻すとなった理由はなんでしょうか。 

◆中岡次長 

 今後の組織的な職員数の問題というのもあろうかと思います。どうして文化に関する業務の一部が

本庁へ移管されていたかという根拠が 12 ページに記載してございます。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の抜粋をご覧ください。教育委員会の職務権限として第 23 条に、教育委員会は、当

該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し及び執行する。と規定され

ておりまして、1 号から 19 号まで列記されております。このなかで、先ほど申しました文化財や生涯

学習のことを除いて、その文化に関する事務が市長部局へ移管することとなったわけでございますが、

その根拠条文として資料下段に職務権限の特例との見出しがあります。その中で、第 24 条の 2 第 1

項第 2 号に文化に関すること（文化財の保護に関することを除く）と、その特例を定めた条文が移管

の根拠となっていたものでございます。そこで、今後の職員数減少に対処するため、効率的に事務の

執行を行う必要が求められ、現在の市長部局における文化に関する事務の現状から検討した結果、「教

育委員会に戻す方がより妥当なのではないだろうか。」ということの協議が市長部局からあったという

ことでございます。 

◆谷委員 

 現在は 19 のうちのいくつかを、市長部局の方でしているということですか。 

◆中岡次長 

 そうです。文化に関する事務のうち、先ほど申しましたとおり、文化財に関すること、社会教育・

生涯学習に関することを除いた文化に関する事務が市長部局で行われています。現在の事務で申しま

すと、例えば、文化祭などに関する事務を行っています。他にもあるかもしれませんが、移管当時は

交流拠点施設の整備を推進されていたという状況もありまして、この特例により市長部局に文化祭や

人形浄瑠璃と言った文化に関する事務を移管することとなったと承知しています。以上でございます。 

◆黒川市長 

 以上でよろしいでしょうか。 

◆委員一同 

 はい。 

 

 

（６）その他 

 

◆黒川市長 
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 その他ございませんか。 

◆大北委員 

 私はまだ教育委員会一年目なので、今回のジオパークやラフティングのことも最近耳にするように

なったばかりで、分からないことが多く申し訳ないのですが。最近は若いお子さん連れの親御さんが

子どもに連れられて、子どもさんに経験させるという意味で積極的にいろんなことに参加してくださ

いますので、是非そういった子どもさんを巻き込んで親世代の方にも興味を惹くような方法があれば

いいなと思いながら、本日聞かせて頂きました。 

 孫や近所の子が出るとなると、ウェイクボードも行ってみようかなという気持ちになるのではない

かと思います。 

◆黒川市長 

 三野は堤外地にすごい健康防災公園ができましたので、なにかできるでしょうね。 

◆大北委員 

 利用される方が増えているそうですね。よく誘われるのですが、皆さん朝早いのでなかなか参加で

きておりません。 

◆倉本教育長 

 今、大北委員さんがおっしゃった通りでございまして、池田で文化祭等を開催しますと、はじめは

子ども達が楽器で演奏したり、歌ったり舞台で踊りをし、そのときには沢山観客の方が来られるので

すが、それが終わりますと非常に少なくなりますので、子どもを巻き込んだものをすることが非常に

大切だと思います。 

◆黒川市長 

 その他ございませんか。 

◆委員一同 

 ありません。 

◆宇治川次長 

 大変多くの議事についてご審議いただきましてありがとうございます。以上をもちまして、平成 29

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。お疲れ様でした。 


