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平成 29 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２９年１２月２１日（木）     三好市教育委員会１Ｆ 中会議室 
                                    

      開会   午後１３時００分 
                                      閉会   午後１５時００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 
        教育指導主事               川人 正恭 

三好市学校給食センター所長      西村 陽子 
文化財課主幹             安藤 彰浩 

  
 
（４）傍聴人 
        ▼傍聴人                ０名 
 
◆宇治川次長 
 私は、本日の進行を務めさせていただきます、総務部次長の宇治川でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。それでは、時間となりましたので、平成 29 年度第 2 回三好市総合教育会議を開

催していきたいと思います。先ず初めに、黒川市長よりごあいさつをいただきたいと思います。 
 
 
（５）市長挨拶 
◆黒川市長 

日頃は、教育関係はもとより、市行政各般にわたりまして、多大なるご尽力を賜っておりますこと

に対しまして、心より敬意と感謝を申し上げます。 
また、本日は、午前中の教育委員会に引き続き、平成２９年度、第２回の総合教育会議ということ

で、長時間にわたっての会議となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
さて、今年度におきましては、１０月３日から９日まで行われた「ラフティング世界選手権２０１７」

は、選手をはじめ、多くの皆様のご支援、ご協力によりまして無事、終了することができました。 
今回のラフティング世界選手権では、国内外の注目を集めながら、世界 高レベルのラフティング競
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技が実施され、その真摯な姿に、多くの感動をいただき、本当に感謝申し上げるところです。 
今回の世界選手権が無事終了したことで、主催者としてほっとした安堵感がある一方で、このラフ

ティング世界選手権大会開催をきっかけとして、我がまち「三好市」を世界一のラフティングスポッ

トに、そして「ウォータースポーツのまち 三好市」にするため、今後も邁進して参りたいと考えた

とき、改めて身の引き締まる思いでもあります。 
次に国際交流の関係でございますが、この会議終了後、中学生海外短期留学事業の報告会もあるよ

うですが、１０月１４日よりアメリカのザ・ダルズ市へ、昨年に引き続き、今年も３名の中学生が留

学生として出発し、約１か月間滞在しました。これは、実践教育を通じて、国際感覚とコミュニケー

ション能力を養ってもらうのが目的で、市町村が中学生を 1 か月に渡り海外派遣するのは全国的にも

珍しい取り組みとなっており、改めて、関係者の皆様に感謝を申し上げるところでございます。 
また、姉妹都市交流親善団１７名も派遣され、ホームステイを通じた貴重な体験をすることができた

ようであります。 
本市では、観光インバウンド効果により、外国人を見かけることが多くなりましたが、「三好市に住

めば国際交流ができる、アメリカに留学できる、三好市に住んで良かった」と、国際交流によって、

郷土愛を育んでくれればと考えております。 
次に、文化財、観光関連について、でございます。 
１１月１７日に行われた国の文化審議会において、「大歩危小歩危」を天然記念物及び名勝に追加指

定するよう、文部科学省に答申されました。 
２０１４年に大歩危の約５００メートルが天然記念物に指定され、２０１５年には名勝にも選ばれま

したが、今回、大歩危の指定地の下流約６００メートルと小歩危の約４６０メートルが追加指定され、

名称も変更されることになりました。 
また、追加指定の小歩危は、１９５０年（昭和２５年）に発表された「小歩危ダム建設計画」が地

元住民を中心とした反対運動で中止されており、住民運動によって守られた景勝地としても価値が高

いということであります。 
この住民運動の歴史を私達は次世代に語り継ぎ、郷土地域愛の醸成に繋げていきたいと思います。 

また、温泉地のある全国の温泉地を対象とした「温泉総選挙２０１７」が行われた結果、大歩危・祖

谷温泉郷が、外国人おもてなし部門では昨年の２位を上回る第１位、絶景部門では第４位となりまし

た。 
この温泉総選挙は、環境省や観光庁が後援し、官民連携によるプロジェクトで、温泉地の魅力や温

泉の効能をＰＲして地域活性化に繋げようと開催されているものです。 
官民一体で海外への積極的なプロモーションの展開、外国人にも配慮した取り組みにより、多くの外

国人宿泊者数が増している点が高く評価されたものであります。 
また、昨日１２月議会定例会議の閉会の挨拶でも申し上げましたが、国土交通省による車の自動運

転実証実験が、１２月３日より西祖谷地区で行われました。これは、高齢化が進む中山間地域の生活

の足や物流の確保、観光振興などを通じた地域活性化を図るために、国が２０２０年までの自動運転

サービスの開始を目指しているものです。 
本年度、全国１３か所で実施され、四国地方では唯一本市が実験箇所の一つとして選定されました。

新しい技術ではございますが、近い将来には身近なものとなっているかもしれません。今後の高齢化

社会における自動運転技術の発展を大いに期待したいと思います。 
また、１２月１４日付け、新聞の１面にて報道もございましたが、アメリカの大手旅行雑誌 Travel 

Leisure で The 50 Best Places to Travel in 2018（２０１８年に訪れるべき５０の旅行地）に、日本

で唯一、本市の祖谷渓が選ばれました。 
ラフティング世界選手権がきっかけとなったということで、ジップラインやハイキングが楽しめる

こと、また茅葺の古民家宿泊施設が紹介されています。 
これまでの官民での活動が実を結んだものだと思いますが、この選出により、益々の外国人旅行者

の増加が見込まれます。 
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今後も官民が連携し、より良いサービスの提供に努めて参ります。 
本市には、山や川など、オールシーズン・アウトドアを楽しめる環境がございます。このような恵ま

れた環境が揃った地域は、他にはないと自負しております。 
私たちの周りに当たり前のように存在している大自然ですが、皆様におかれましては、三好市が大

変恵まれた自然環境であるということを認識していただき、地域を誇りに思っていただきたいと思い

ます。 
さて、本日の総合教育会議でございますが、３件の議題が提案されているようでございます。 
これまでの総合教育会議において審議をいただきました、幼保一元化につきましても、議事（３）

その他の教育行政に関する意見交換の場において三好市就学前教育・保育基本方針の改定で説明がな

されると思いますので、どうか、それぞれの議案につきまして、忌憚のないご意見をいただければ幸

甚であります。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
◆宇治川次長 
 それでは、議事に入ります。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

が務めることになっておりますのでここからの議事の進行は、黒川市長にお願いいたします。黒川市

長、よろしくお願いします。 
 
 
（６）議   事 

議案第 1 号 「平成 30 年度三好市教育関係当初予算について」 
議案第 2 号 「三好市学校給食センターの外部委託について」 

 
 （1）平成 30 年度三好市教育関係当初予算について 
 
◆黒川市長 
 それでは、早速議事次第に則って進めさせていただきます。まず、議案第 1 号「平成 30 年度三好

市教育関係予算について」を議題と致します。「平成 30 年度三好市教育関係予算」についての説明を

事務局からお願いします。 
◆中岡教育次長 

平成３０年度教育委員会関係予算につきましては、教育委員会事務局において教育長及び教育次長

による予算協議を終え、現在財政課による予算査定が行われているところでございます。今後、財政

課査定、副市長査定、市長査定を経て平成３０年度予算案が決定し、市議会２月定例会議に提案する

運びとなります。現在は教育委員会における予算要求段階でございますので、現段階での予算概要及

び平成３０年度における教育委員会重点施策等についてご説明いたします。 
平成３０年度予算要求では、本年度（29 年度）からの継続業務の教育振興計画策定の準備経費、ま

た、来年度（30 年度）からは道徳教育が教科になることからデジタル教科書導入に係るソフト使用料

を予算要求しております。ほかにも、学校施設関係予算として校舎の防水工事費などの維持修繕費、

旧池田給食センター解体撤去費、ウェイクボード世界選手権大会第３０回記念大会開催経費、池田総

合体育館屋根・外壁等の大規模改修工事費、本年度（29 年度）から取り組みをスタートしたジオパー

ク関係調査費、旧三野町役場庁舎（現三野支所）耐震改修等工事費、天然記念物名勝大歩危小歩危保

存活用計画策定業務等の予算要望をしております。 
平成３０年度は、旧三野町役場庁舎（現三野支所）耐震改修等整備事業費などの事業費予算の増額

により前年度当初予算総額約１８億円から約４億６千万円増の予算要求となっております。 
それでは、項目別にご説明いたします。 

９款１項 教育総務費では、中学生海外短期留学、三好教育みらい塾などの予算要望をしておりま

す。ただ、その他経費に係る予算額につきましては縮減等をしたことにより、前年度と比較して総額
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で約 160 万円減の予算要望となっております。 
平成３０年度の中学生海外短期留学は、来年度アメリカのザ・ダルズ市との姉妹都市交流が３０周

年を迎えます。そこで、短期留学と国際交流事業との実施時期についての調整が必要になることが想

定されるため旅費等の経費について増額要望となっております。 
９款２項 小学校費では、池田小学校屋上防水工事、王地小学校図書室改修工事などの予算要望を

しております。前年度と比較して約 3760 万円増の予算要望となっております。 
９款３項 中学校費では、三野中学校屋上防水工事、井川中学校グランド東側トイレ新築工事、中

学生海外短期留学事業、中学生英語検定料補助金等の予算要望をしております。 
中学生英語検定料の補助金については、一人年一回に限り受験した検定料の半額補助で本年度（29

年度）からスタートいたしました。来年度においては、この制度の拡充を検討しているところであり

まして、予算査定でお願いすることとしております。中学校費においては、前年度と比較し総額で約

4350 万円増の予算要望となっております。 
９款４項 幼稚園費では、放課後児童クラブにおける幼稚園児の預かりについて県担当部局から是

正措置を早急に講ずるようにとの指導がありました。そこで、その改善策として幼稚園での午後保育

及び長期休業日における預かり保育を実施することとなり、必要となる職員人件費として、賃金約

1500 万円の予算要望を行っております。 
幼稚園費全体では、幼稚園教室の空調施設の整備が終了したことによる減額等の影響が大きく、対

前年度比約 300 万円減の予算要望となっております。 
９款５項 社会教育費では、前年度と比較して約 1460 万円の減となっております。減額となった

主な要因は、生涯学習スポーツ振興課予算で、ふるさと交流センター空調設備改修工事及び箸蔵公民

館（地区館）駐車場の用地購入が完了したことにより、約 800 万円の減額になっております。 
文化財課予算では、阿佐家住宅保存修理事業で改修工事報告書作成業務及び防火設備工事・外構工

事が完了したことにより約 7300 万円の減額になっております。 
一方、増額になった主な要因は、生涯学習スポーツ振興課予算で、文化行政事務の移管に伴う関係

予算が約 540 万円の増額となっております。また、文化財課予算では、旧三野町役場庁舎耐震化関連

工事(付属棟新築工事)、天然記念物名勝大歩危小歩危活用計画策定業務費、ジオパーク専門員として

の地域おこし協力隊員１名の増員、伝統的建造物群保存対策費（公衆用トイレ、ガードレールのカラ

ー塗装）など約 7040 万円の増額要望となっております。 
９款６項 保健体育費は、前年度と比較して約 4 億 400 万円の増額要望となっております。増額の

主な要因は、スポーツ振興計画策定経費、三野健康防災公園管理費（賃金）、公用車購入費（軽ワゴン

車）、ウェイクボード世界大会経費、池田総合体育館改修工事、同じく池田総合体育館改修工事に伴う

使用料減による指定管理者への補てん額、一宇運動公園配水管引替工事、池田球場物置及びユニット

ハウス設置費など約 4 億 2650 万円の増額となっております。 
一方、減額になった要因は、ウェイクボードアジアツアー大会補助金、同じくウェイクボード世界

大会実行委員会補助金、池田給食センター解体工事設計費、池田給食センター解体工事などの完了に

より約 6030 万円の減額となっております。以上でございます。よろしくお願いします。 
◆黒川市長 
 「平成 30 年度三好市教育関係予算」について説明がございました。これについて、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ので、ご意見をお出しいただきたいと思い

ます。 
◆谷委員 
 どれも必要だと感じました。 
◆黒川市長 
 池田総合体育館の大規模改修ですが、分けて少しずつ改修しますとたいへんお金がかかります。一

度に大きく工事をした方が足場損料も一度で済みますので大規模改修を計画しています。 
◆倉本教育長 
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 アスベストの心配はないのでしょうか。 
◆高井課長 
 今までは目に見える石綿にアスベストが使われているとよく言われていたのですが、現在では接着

剤の材料の中にアスベストが含まれている可能性もあり、設計書だけではわからない状況が多くなっ

てきております。実際に調査をしてみなければアスベストが出るか出ないか明確にできません。 
◆新久保委員 
 総合体育館の横に芝生を貼ってあるところがありますが、改修の件とそこは別の話になるのでしょ

うか。体育館の中に子どもたちは入れないので、外の芝生のところで遊んでいるのですが、サッカー

ボールを使ってはいけないという話を聞きました。 
◆安宅課長 
 あそこでは、以前は週何回かサッカー教室を開催していたと思います。 
◆新久保委員 
 駐車場がすぐ横にあるので、サッカーボールはあまり使えないようです。サッカー関係の保護者に

聞きますとゴールも置けて子どもたちがサッカーをできる場所がないので、できるようにならないだ

ろうかと話されていました。そういった場所がせっかくありますので、子どもたちが安心して遊ぶこ

とができる場所であればいいのにといつも思っております。 
 体育館の改修とは別の話かもしれませんが、サッカーボールを使用していいのかどうかもはっきり

分からないので、教えていただきたいです。 
◆安宅課長 
 池田スポーツクラブがサッカー教室をしていたと思いますが、一般の子どもの方が来られて、かな

り強いキック力で蹴った場合、体育館の利用者の方の車がすぐ後ろに停められているので、車に当た

るなどの事故等があるといけないので使用禁止になっているのかもしれません。また一度話をしてみ

ます。 
◆新久保委員 
 少し話がずれてしまったかもしれませんが、そういった子どもたちが外で遊べる場所ができるとい

いなと思っています。お願いします。 
◆前川教育委員長 

学校の校舎や、その他設備の改修はしなくても大丈夫な状態なのでしょうか。 
◆中岡教育次長 
 これまでいくつかの学校から雨漏りの報告が出ております。これまでは応急的な修繕で対応してお

りましたが、これだけでは雨漏りを抑えることはできなく、市長が申されたように何度も何度も応急

修繕を繰り返しますと余分な費用がかさむこととなります。経費が多少かかっても確実方法による防

水工事を行う必要があるものと思います。 
◆高井課長 
 あと、池田小学校及び三野中学校は防水工事ということで予算計上させていただいております。そ

の他については、修繕費という別枠で予算経費を出しておりますので、個々に要請があればその時に

対応するようにします。修繕費が高額な学校等につきましては、予算を計上してということになりま

す。 
◆黒川市長 
 来年度予算ということでその他ございませんか。 
◆前川教育委員長 
 来年度はウェイクボードの大会がありますので、計画を拝見させていただきましたが、是非成功す

るように予算をしっかり確保していただきたいと思います。 
◆黒川市長 
 ウェイクボードとラフティングでは予算の規模が全然違います。ラフティングは三好市単独開催で

したが、ウェイクボードは経費を三好市と県の折半で共催します。先程の 5 千 500 万円をここにも県
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が組みます。費用折半の共催で、県と三好市で半分ずつ責任を持ちます。ラフティング世界選手権大

会は三好市単独の予算、三好市単独で開催をしたので、規模の大きさも金額の予算も違います。そう

いった意味では 2 万 7 千人の自治体で世界大会を単独で開催したというのは、夢のようなことを成功

させたという意味で関係者たちはとても驚いております。そして、高知県大豊町から山城町まで危険

な場所も多い中、事故なく成功させたというのは前代未聞で、また日本で初めての開催でしたので、

ウェイクボードとはあらゆる面で全然違います。ラフティングは大豊町から山城町まで国道 32 号線

を通ったコースは考えられないような条件でしたが、次のウェイクボード世界選手権大会の開催場所

は 1 ㎞もないくらいですし、県との共催ですので、そういう意味では少し気分的には安心感みたいな

ものがあります。 
 また、ラフティングは来場者が 22 カ国でしたが、６名の団体でする競技ですので 600 人を超える

人が世界から来ました。ウェイクボードは１人競技ですので、30 カ国ですが 200 人ほどです。 
 ラフティング世界選手権大会の際は、宿泊施設が高知県大豊町から美馬市までを利用しました。そ

の 3 分の 1 の来場者ですので、あらゆる面で目が行き届きやすいと思います。 
◆前川教育委員長 
 ラフティング世界選手権大会は雨模様の天気も多く、見物している人も危険な場所が多かったので

大変だったのではないかと思います。 
◆黒川市長 
 はい。それに比べてウェイクボード世界選手権大会は規模も来場者の数も 3 分の 1 です。テレビで

見た通り集団競技と個人競技ですので、ウェイクボードの醍醐味も違うと思います。 
◆新久保委員 
 初めて見る競技に感動しましたし、山城に住んでいて、吉野川がこんなに綺麗な川だったのだなと

思いました。テレビを見た多くの人もそう思われたと思います。 
◆黒川市長 
 NHK が 12 月 24 日に放送するタイトルは「世界の吉野川」となっています。 
◆谷委員 
 ただ、当日テレビで放映してはいましたが、せっかくの世界大会ですので全国放送はしないのかと

いう印象を持ちました。是非ウェイクボードの大会はもっとアピールしてもらって全国放送でしてい

ただけるようになればいいなと思います。 
◆黒川市長 
 NHK では全国放送をしてくれています。ニュース日本でも流れておりますし、何度か取り上げて

は下さっています。 
◆谷委員 
 もう少しアピールをして取り上げていただければ、三好市がもっと有名になるのではないかという

思いはします。 
◆黒川市長 
 なんといっても世界大会を初めて日本で開催するという意味では、担当部局は夜も寝ずに死に物狂

いで頑張りました。夜寝ようとしても心配で眠れなかったそうです。3 週間台風が来なかったこと、

事故がなかったことは職員のそういう思いのおかげだと思います。 
◆前川教育委員長 
 市長さんが教育については、子どもの未来を開き前に推し進めていくという考えで取り組んで下さ

り本当にありがとうございます。 
◆黒川市長 
 三好市に生まれて良かった、住んで良かったと、多くの皆さんが訪れて良かったといったことを目

指しておりましたが、まさかここまで世界の三好市となるとは私も思っておりませんでした。アメリ

カの大手旅行雑誌に載り、そのことを日本の総理大臣が懇談会の中で話題にしてくださるとこまで来

ました。これから後何をしなければならないのかと言えば、祖谷や山城、あるいは三好市では手に負
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えない、多くの旅行者を四国でどう受け入れをしていくのかが大きな課題だと思います。 
 本日、総務課長が私の部屋で 150 年前のシラクチカズラを観ました。シラクチカズラというのはち

ょうど 30 年くらいが 1 番長いんです。150 年前、坂本龍馬が活躍していた頃にあったシラクチカズ

ラを、祖谷で保管している人がいまして入手したそうです。市長室に置いておりますので、是非また

見ていただければと思います。 
◆宇治川次長 
 坂本龍馬がかずら橋を渡ったであろうということも想定される頃のものが今実際に存在するという

のは凄いことだと思います。 
◆黒川市長 
 雑談になってしまいましたが、他にご意見等ございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆黒川市長 
 それでは平成 30 年度三好市教育関係予算の議論を終わります。 
 
 
 
 （2）三好市学校給食センターの外部委託について 
 
◆黒川市長 
 続きまして、議案第 2 号「三好市学校給食センターの外部委託について」を議題と致します。それ

では、「三好市学校給食センターの外部委託」についての説明を事務局からお願いします。 
◆高井課長 
 それでは、三好市給食センターにおける外部委託の説明をさせていただきます。三好市行財政改革

実施計画では、平成２６年から平成２９年度の間の４か年計画で、民間委託については、施設統廃合

や施設整備の状況に合わせて、平成２６年度から平成２９年度までに検討及び実施を行うとしており

ましたが、新給食センターの建築を 優先としたために、計画の実行が困難となった状況でございま

す。お手元にあります第 2 回総合教育会議資料のかがみをめくっていただきますと、平成３０年度か

らの４カ年計画が記載されております。現在途中経過でございますので、中の文言についてはこの後

変更する可能性がございます。まず、上段枠組みの中の現状と課題でございますが、現在給食業務は

市内の 4 施設、三野学校給食センター、三好市学校給食センター、下名学校給食共同調理場、東祖谷

学校給食共同調理場で行っており、今後の児童生徒数の減少を考慮すると施設の統廃合が必要と考え

られます。また、調理員・正職員の減少等を考慮すると業務の民間委託が必要となるとしております。 
その下に、年度計画を記入しております。平成３０年度に準備をおこない平成３１年度から民間委

託を実施するという計画でございます。具体的な実施方法につきましては、記載のとおり三好市学校

給食センターを民間委託し、調理及び配送の業務を実施するということでございます。準備期間が来

年度、平成 30 年度ということで非常に期間が短いのですが、実施に向けた取り組みをしてまいりま

す。 
次のページ Ａ３の資料をご覧ください。県内の給食における委託等の状況を記載しております。

県下で１１市町村が民間委託をしております。平成２９年度における三好市学校給食センターが井川

地区・池田地区の幼小中及び山城幼・小・中合わせて 1304 食を提供しております。資料の黄色部分

がほぼ同数の規模の給食センターでございます。 
三好市は運搬距離も他の給食センターに比べますと長いことから、資料にある金額よりは高くなる

ことが予想され、また更新時における契約金額の増額も予想されますが、行財政改革にもとづいて、

民間活用をしてまいりたいと思います。以上で、簡単でございますが説明を終わります。 
◆黒川市長 
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 三好市学校給食センターの外部委託についてただ今説明がございました。これについて委員の皆様

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ございますので、ご意見をお出しいただき

たいと思います。 
◆新久保委員 
 同じ食数なのに、金額に差があるのは何の違いなのでしょうか。 
◆高井課長 
 契約年度の違いと、運搬配送の距離数によって金額の差が出ているのかなと思います。新しくなっ

てくるほど金額が上がっておりますが、地域によってそれぞれ状況が違いますので、その分に伴う委

託料の違いだというふうに考えています。 
◆前川教育委員長 
 新しく給食センターを建てましたよね。もちろんそこに統合するのだと思いますが、委託額は何に

どれだけかかるのでしょうか。 
◆高井課長 
 調理、配送、回収、洗浄の業務委託となります。センター内で調理と洗浄、あとは学校まで給食を

運び、回収するといった業務になってまいります。 
◆前川教育委員長 
 かかる費用、給食費は賄うのですね。 
◆高井課長 
 はい。実際に調理する業務を委託するということです。 
◆前川教育委員長 
 学校の給食センターを改修する時は、費用は市の方からするということですね。 
◆高井課長 
 はい。あくまでも調理部門等を委託するということですので、改修等について三好市でおこないま

す。 
◆前川教育委員長 
 施設が新しいなかで、器具を交換する事態があれば、やはり市がするのですね。 
◆高井課長 
 はい、そのようになります。センター管理については引き続いて市が行うということになろうかと

思います。 
◆新久保委員 
 給食の質や量はどうなるのでしょうか。 
◆高井課長 
 献立は今までと同様に栄養士がつくりますので、変わりありません。 
◆倉本教育長 
 ご承知いただいていると思いますが、三好市の給食センターは当時 2000 食の規模で建設するとい

うことでした。その時は三野学校給食センターも含めた統合でしたが、実際は 1500 食の規模で 500
食落としました。それは建設費が非常に安くなるということ、また 10 年後には人数が減って、三野

学校給食センターを含めても 1500 食くらいになりますので、10 年ほど後、つまり 1500 食になった

ときに民営化することが一つのタイミングなのではないかというのが教育委員会の方針でした。 
 しかし、行政改革の流れの中で民営化に向けて、あと 1 年しか猶予期間がありませんので、今から

大事なことはこの 1 年間でどのようにスケジュールを組んで 31 年度からスタートするのかが非常に

大事になってくると思います。教育委員会と給食センターが連携を図りながら、スケジュールをしっ

かりと立てていきたいと思っております。 
◆谷委員 
 この課題を考えると、統合はもう進めて行かざるを得ないと思うのですが、気になるのがやはり安

全性です。統合の進めやすさではなく、まず安全性を重視して欲しいなと思います。 
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◆前川教育委員長 
 給食の質が落ちないようにしたいですね。 
◆谷委員 
 学校訪問で何度か給食をいただいたことがありますが、今の給食はかなり美味しいのでぜひ質を保

っていただければと思います。 
◆黒川市長 
 これは所謂、市町村合併の行革で、首長 6 名を 1 名に、議員さんや役場の職員を減らす行革と同じ

です。あらゆる面で、国から降りてくるお金を減らす為にはそういった形を取った方が良いというわ

けですね。しなければ交付金を減らさざるを得ないということで、市民課も民間に委託するように言

われております。三公社や郵便局も民間になりました。国の方向性は全て行政改革をするようにとい

うことです。 
◆倉本教育長 
 わたくし個人的な意見を述べさせていただきますと、行革になって一番心配なのは谷委員さんがお

っしゃいましたように安心安全面の確保ということと、質が低下しないことです。行革の目的は財政

的な問題の節減ということと思いますが、個人的には例えばこの委託を見ますと年間 4000 万円くら

いはいるのではないでしょうか。この 4000 万円というのは何かと言いますと人件費になってくると

思います。だから、この全般の人件費、三好市が払っている人件費とこの委託費を差し引いたときに、

果たして本当に財政的な節減になるのかという話になってくる訳です。今、市長が言われましたよう

に、行革が進んでいない市町村には縛りが出てきて、交付金が削減されると言うことですが、本当に

やるべきなのかという気もしないではないというのが正直なところです。 
◆前川教育委員長 
 市の財政のためにそのようは施策を立てているのかという受け止め方をしておりました。今の説明

を聞きまして国の方から進めるように指示があるのだなと改めて思いました。私もプラスな面マイナ

ス面どうなのかと感じておりましたがそういうことであれば、やむを得ないのでしょうか。 
◆黒川市長 
 市民課を民間に移すというのは本当にいいことなのか。実際に民間に移し、市民課の戸籍関係等全

部を民間がしている例があります。例えば明治以来、八幡製鉄という官営工場を民間に移した。八幡

製鉄という明治の初めにできた官営工場と地方公共団体を同じような話にしていいのかということで

す。やむを得ないなということは別としまして、小杖を落とすということで、三好市は落とされます

とギブアップです。その中でも、皆様頑張って下さって、世界の三好市になったということもありま

す。 
◆前川教育委員長 
 市民課を民間に移すというのは、今の世の中を逆に遡っているような気がします。民間委託にして

信用できるかどうか、様々なことが安心して守られるのかどうかと皆さん不安を持たれることもあり

ます。 
◆谷委員 
 絶対に悪いことばかりではないと思うのですが、民間の雇用がそこで確保できるというのもありま

すし、民間との共存のサービスで、サービス性が上がるかもしれないという部分もあると思います。

民営化が絶対にいけないというのではなくて、どうすればいかにベストなのかというのが大事なので

はないかと思います。よく検討して進めて行く必要があると思います。 
◆倉本教育長 
 現在、教職員の働き方改革が言われていますが、そういう視点から学校がやるべきことと、学校で

しなくてもいいものとの棲み分けを文科省等もやっていますけど、今の話に出たように例えば民間で

も市民課で住民票だったり個別のそういうことができるわけで、どんどん民間がして、市役所がしな

くてもいいのではないかと仕分けられていく時代です。 
学校も随分発想が変わってきているので、例えばスクールカードなんかも学校の仕事ではないので
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はないかということで外部委託という形の流れになっているようです。 
◆新久保委員 

海外留学から帰ってきた方もおっしゃっていましたが、海外と比べて日本の教育は、学習指導だけ

ではなくて、生徒指導なども学校がするのが当たり前で、それが日本の教育の特徴になっています。

学習指導以外の他のものは切り離してもいいのではないかと聞かされたときに、私たち教師をしてい

た者は、すごく不安を感じます。働き方改革が今言われていますが、たとえば、部活動は教員の勤務

時間内で終わりでいいですよという流れになってしまったら・・ どんなになるのかと考えます。 
◆前川教育委員長 
 今、大人になった人たちが三好市が好きだ、できることならここで働き暮らしたい、県外に出て行

っていても就職先があれば帰ってきたいと、やはり郷土が好きだからという若者が多くなっていると

見受けられます。やはり学校教育での総合学習というのは、子供の将来を見る一つの指針になってい

ると思います。個々に家庭教育も大事ですし、総合的な学習等により、ほとんどの子が地元が好きだ

と言っているのを見て、学校教育は大事だと改めて思います。 
◆大北委員 

改革を進めるのが大事だというのはよく分かったのですが、給食は子どもが直接口にするものなの

で、保護者が民間になったからしょうがないといった状態にはしてほしくないなと思います。 
子どもの現状を見ると、朝食も夕飯も十分に摂れず、給食がかなりの栄養源になっている子どもさ

んが実際にいます。是非給食の質は落とさないようにご指導を市の方でしていただきたいなと思いま

す。 
◆新久保委員 
 栄養士さんが献立てをしてくれるというので安心はしたのですが、ということは市の方でいろいろ

考えるということですよね。 
◆倉本教育長 
 作るのは業者の方になります。今のような心配もありますが、民間の競争の原理といいますか、委

託先も何社かの中から指定しますので、お互い業者が切磋琢磨しながら競争の中で委託を決定するの

で競争の原理が働くのだろうと思います。 
◆黒川市長 
 教育長が言ったように人件費を節約するということは、低賃金で働く人が増えるということです。

年功序列型とか将来の問題も含めて、短期で人が入れ替わる、つまり安い人件費で、働かせるという

ことになります。 
◆前川教育委員長 
 そういうことは委託者に任せますので、わかりませんよね。 
◆黒川市長 
 職員は早く入れ替わると、賃金は長い間努めている人よりは安くなっています。いわゆる、短期雇

用です。 
◆新久保委員 

今までの正規の調理員さんというのはどのようになるのでしょうか。 
◆倉本教育長 
 委託は会社で雇ってもらうだとか、あるいは三野や下名の給食センターで働いてもらう等を、考え

ていくことになります。 
◆黒川市長 
 地方公務員法というのがありまして、そのような給食の業務がなくなりますと、分限解雇というの

が法律上できます。法を犯すと懲戒免職ですけど、仕事がなくなった、もしくは仕事ができなくなっ

た場合は分限免職です。 
◆倉本教育長 
 様々な問題がありますが、改革をしようと思えば痛みが出てくるのは事実です。その痛みを乗り越
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えないと新しいものが生まれてこないというのも現実です。 
◆前川教育委員長 
 そのときは一旦、辞職をしていただくことになるのでしょうか。 
◆黒川市長 
 いえ。色々な方策があります。給食を民間委託していないところへ異動したり、保育所といったと

ころへ異動するという方法と、給食センターがなくなったから解雇になるということもあります。 
◆前川教育委員長 
 職員が希望する一番良い方法で勤められることを考えていただければと思います。 
◆黒川市長 
 皆様方のお気持ちも十分理解しておりますが、あらゆる面でやりたくないこともやらざるを得ない

と、それが国の方針であるということも是非ご理解して頂ければと思います。 
それでは、ご意見がないようでございますので、三好市学校給食センターの外部委託についての議

論を終わります。 
 
 
 （3）その他：教育行政に関する意見交換 
 
◆黒川市長 
 つづきまして、議題の三点目のその他と言うことで、教育行政全般に関して意見交換をしたいと思

います。 
どなたからでも結構ですので、お願いいたします。 
◆中岡教育次長 
 意見交換という場をお借りしまして、三好市就学前教育・保育基本方針についてご説明をさせて頂

きます。お手元に三好市就学前教育・保育基本方針（29 改定案）をお配りしておりますが、この基本

方針につきましては先ほどの説明でも出てきておりましたが、行財政改革の推進に関する項目として、

幼保一元化が課題となっております。そのような趣旨からこれまで教育委員会と福祉事務所において

検討して参りました。先月は案の段階で教育委員会においてご説明を申し上げておりましたが、この

ほど市長決裁が下りましたので案の表記がなくなっております。改定年月につきましては、平成 29
年度改定ということで平成 30 年 3 月改定となっております。今後はこの改定版により来年度からは

就学前教育・保育基本方針案に沿い、行政改革実施計画に基づき実施する内容になっております。 
1 ページの「はじめに」では、段落の 後に今後はということで時期実施計画が平成 30 年～33 年度

となっております。次期実施計画に基づき、基本方針の見直しを含め検討していきますということで

ございます。その上段に行財政改革の実施計画が、本年度が 終年度となってございます。現在計画

の継続に向けて見直し作業が進められていると伺っております。従いまして、次期実施計画に沿った

形に合わせ改定の見直しも必要になるものと思っておりますが、現時点での方針として決定させてい

ただきました。 
 次に 6 ページをお開き下さい。この一番下の段落でございますが、3 として「幼保一元化（一体化）

の基本方針について」の記述があります。この基本方針については、「三好市子ども子育て支援事業計

画において本市の特定教育及び保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）等の区域設定が中学校区

とされているため、旧町村単位で全ての幼稚園と保育所を幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、

地域の子育て支援を行う地域の実情にあった認定こども園に早期に統合・移行することが望ましいと

考える。」との方針でございます。次に、（2）として「地域の実情にあった認定こども園を原則とし

て中学校区に一つとします。」、次に（3）として「統合・移行期間の特例として、入園園児数の動向

により、一中学校区に幼稚園型の認定こども園と保育所型の認定こども園を設置することが想定され

ます。」となっております。 
 7 ページをお願いします。ここでの（４）から（６）は、機運の醸成であったり、移行については
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地域住民の理解を得ながら行う必要があると言うことで、まずは合意形成が図られた後に、実行に移

すことが望ましいとしております。地域の方に全てお願いするというわけにはいきませんが、行革を

進める上では地域の方々、また、保護者の方々にもご理解いただくような説明を行いながら進めてい

くことが肝要であるとしております。次に 4 としては「民間委託等の基本方針」でございます。 

民間委託等の基本方針につきましては、（１）「認定こども園」の民間委託等については、定員の目

安として６０人規模以上の「認定こども園」を対象に、原則として指定管理者制度の導入または民営

化を推進するとなっています。（２）民間委託等の推進については、関係者の理解を得ながら条件整備

を整え順次実行に移します。 

 続きましては、５として、各地区（旧町村）における就学前教育・保育の具体的取り組みについて

でございますが、ここでは、三野地区から東祖谷地区に至る６地区についての統合移行期を含めての

方針が決定されています。詳細につきましては説明を省略させて頂きます。 
次に、15 ページからは、三好市行財政改革実施計画の抜粋でございます。この実施計画につきまし

ては、今年度までの計画であることから現在担当課において見直しの作業が行われているようです。 
 続きまして、26 ページから 28 ページでございますが、この資料は三好市行財政改革を進める上で

の個別の実施計画となります。詳細につきましては説明を省略させて頂きます。 
 29 ページからは、資料③として、三好市教育振興計画（後期計画）、32 ページの資料④は三好市保

育所・認定こども園入所児童数の施設毎の一覧を添付させていただいております。 
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◆黒川市長 
現状と今後の方向性についても地域の皆様のご理解を頂きながら、大きな流れとしては、認定こど

も園を進めて行くように国の流れもそのようになっておりますので、よろしくお願いします。 
◆新久保委員 
 幼保一元化の方向にきていますが、一番難しいのは幼稚園と保育所の管轄や法律が違うところでは

ないかと思いますが、それはどのようになっているのでしょうか。幼稚園の先生は幼稚園の給料で、

保育所の先生は保育所の給料でということでしょうか。 
◆黒川市長 
 幼稚園も保育所も市の職員ということで給料は同じです。 
◆新久保委員 
 管轄が違うので違うのかなと思っておりました。 
◆高井課長 
 共済等は違ってきたりはします。 
◆倉本教育長 
 小中学校の先生の場合は教職調整手当が 4 パーセントありますが、幼稚園にはありませんので、幼

稚園と保育所の給料は同じです。 
◆新久保委員 
 研修は、幼稚園と保育所で違うのではないかなと感覚的には思うのですが、どうなのでしょうか。 
◆倉本教育長 
 そうですね、違うかもしれません。幼稚園は初任者研修等がありますね。保育所は初任者研修はな

いと思います。 
◆新久保委員 
 幼稚園と保育所の先生が同じ場所で保育していくようになり、質の高い保育を目指した研修が必要

になってくると思います。 
◆高井課長 
 幼保連携型の認定こども園については、研修が義務付けられています。 
◆前川教育委員長 
 平成 33 年度までに認定こども園に全部移行するようになるんですね。 
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◆高井課長 
 いえ、一部という認識です。全てというわけではなくて、できるところから 33 年度には何処かを

実施しようという大きい意味合いのもので、できる範囲の中で 33 年度には一つ完成形をつくれるよ

うな形で動きたいというような意味合いで記載をさせていただいております。 
◆中岡教育次長 
 行革の方針としては同じですが、本日の議題としてご説明しました学校給食センターの業務委託に

ついては、急施を要する事案でありましたが、幼保一元化につきましては、平成 33 年度までにはど

こか一つで完成形をつくるということですので行革を進める上での進度が少し違います。 
◆大北委員 
 どこが速くできそうだということは分かりませんでしょうか。 
◆中岡教育次長 
 そうですね。今のところ何とも言えないところです。 
◆大北委員 
 三野の場合は施設環境が悪く、道や駐車場が狭いせいで、お迎えに来られたときに保護者の方が保

育士さんととゆっくり話ができないという話も聞いたことがありますが、残念な状況だなと思ってい

ます。 
◆黒川市長 

６つの町村がありますが、井川と三野というのは面積が小さいコンパクトシティということもあり、

比較的良い環境にあります。東西祖谷、山城、池田というのは面積が広く山間でもあるので、何をす

るにしましても市民の皆様も、行政の方も苦労が大きくなります。地域の皆さんと認定こども園の幼

保一元化の流れをご理解いただきたいと思います。 
 その他ございませんか。 
◆新久保委員 
 一市民として気づいたことなのですが、高校生議会の時に汽車の時間を待つ場所がないという意見

があり、3 日間だけ本を読めたりコーヒーを飲めたりする場所を駅前の商店街につくったということ

が新聞に載っていました。高校生がいろんな意見を出し、その要望を叶えてくれた 3 日間は沢山の方

が本を読んだり、読み聞かせをして利用されたようです。3 日間で終わりなのは残念だなと思いまし

た。そういった高校生たちや子どもたちが本を読んだり、勉強をしたりできるゆったりした居場所が

あると良いなと感じました。 
 子どもの居場所「へそっこ公園」には滑り台ができました。汚くなっていた噴水のところが、すご

く綺麗な芝になり滑り台ができていました。小さいお子さん連れの家族の方が楽しく遊んでいる姿を

見ることができて、昔のへそっこ公園ではこの光景はなかったなと。親同士も交流できて話されてい

ますし、前を走るアンパンマン列車にみんなで手を振る姿を見て、そういったものもやはり必要では

ないかと感じました。子どもの遊ぶ場所がどんどんなくなって、子どもたちがどこで遊んでいいのか

分からないという三好市になるのはやはり寂しいので、子どもたちが安心して遊べる場所を考えてい

ただけたら良いなと思っておりました。また、よろしくお願い致します。 
◆黒川市長 
 へそっこ公園は防災公園と子ども公園を合わせた形にしまして、「全国池田町のカエルの像」を移動

して遊具をつくりました。災害時にテントを張れるような形になっています。子どもの遊び場として

は船井電機跡地に検討して進めておりますが、それができましたら子供が安心して遊べる場所の確保

ができると思います。 
 それから駅前に本を読める場所は商工会が中心となって 3 日間行ったようです。池田には本屋がな

くなったとの新聞報道にありましたが、本当に本屋がなくなったのかと言いますと「よねざわ書店」

さんがありますので、完全になくなったわけではありませんが、いわゆる本屋がなくなったというこ

とで、これについて何とかしなくてはならないなという思いの中で行われたわけで、継続するという

ことになりますと図書館との併設など、様々な問題があり現在関係者が案を練っている状況ですので
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今しばしお待ちいただければと思います。 
◆谷委員 
 私はいつも ICT 関係を言わせていただいているのですが、研修で和歌山市に全国教育工学会議に参

加し、 新の ICT を進めている学校の発表を聞いてきました。三好市としてはかなり進んでいると思

っていたのですが、活用の面ではまだまだなのではないかと思いました。特に ICT の支援員さんがキ

ーになりそうだというのを感じまして、これは先生方の働き方改革で、支援員さんがいることによっ

てかなり違ってくるのでないかと、また ICT が得意な人がいる学校といない学校とで活用の格差がで

きるという問題点でも、やはり支援員さんが来てくれることによって違ってくるのではないかと思い

ました。教育委員会でも協議していこうと思いますので、ご理解の方よろしくお願いします。 
◆前川教育委員長 
 つい 近のお話を聞いたのですが、ロボットが人工知能を持っているのが普通になり、この世の中

を支配していくだろうというような話を聞きました。そんな時代の中でもしっかり先を見て教育を進

めて行きたいなと思います。しかし、その教材がないと子どもたちは使えるようにならないので、そ

このところも考えて進めなければならないのかなと思います。 
◆黒川市長 
 AI ではありませんが、自動車の自動運転の実施実験が四国で初めて祖谷のかずら橋でありましたが、

私も体験いたしました。人間が運転するよりある面ではとても安全です。この間も池田総合体育館で

AI 関係の会合がありました。そこでロボットが明日の天気を正確に言っていましたが、それはインプ

ットしているからでありまして、将棋でも AI には勝てないという話です。これは社会の発展と社会

の後退という両方があります。教育の中でどこまで取り入れるのかというところですね。昔はそろば

んで全て計算していましたが今コンピューターが全部計算してくれるようになって、あのころと今と

でどちらが忙しかったかと言いますと、今の方が忙しいのです。学校の先生も昔の方がもっと人間的

だった、今の方が忙しくノイローゼになってうつ病になって、そして過労死につながっています。発

展しているのか、後退しているのか分からないというのが現状です。 
◆前川教育委員長 
 全て計算もしてくれて、ほとんど人間が頭を使わなくてもよくなって、世の中がコンピューターに

汚染されている気もしますね。 
◆黒川市長 
 プラス面だけではなくマイナス面もありますので、そこのところのメリット・デメリットを考えて

いくことが大事です。例えば市民の方が市民課に尋ねて来られたとき、ネットに上げているので見て

下さいと言っても、ネットを使ってきていない人は見ることができません。やはりフェイス・フェイ

スが人間的であると思います。いろんな面でメリット・デメリットがありますので、そのことを常に

考えながら、前に向いて進むしかないのかなとも思います。教育でも前に向いて進んでいても、後ろ

に進んでいるかもしれないので、後ろもしっかりと見ながら前に進んでいかなくてはならない。教育

行政も市の行政も、そういったことに対応できる職員が必要です。結局は職員の資質が大事です。職

員の資質に大きな開きがあります。具体的な話では、12 月 14 日に先程言いました、アメリカのトラ

ベルレジャーのことが新聞に載ったのを見て、これから三好市はどうなるのかと感じて考えられる人、

全然感じない人、新聞さえも見ていない人と大きく意識の差があります。新聞を見て下さいと私が言

うわけにもいきませんが、そういった人たちも含めて動かしていくというのが、市政の発展には重要

です。忌憚のないご意見を今後とも出して頂きたいと思っております。 
 その他にご質問等はございませんか。 
◆委員一同 
 ありません。 
◆黒川市長 

それでは、ご意見がないようでございますので、意見交換は終了させていただきます。 
寒さの厳しい折ではございます。委員の皆様におかれましては、お体に十分ご自愛をいただきまして、
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来る 2018 年の輝かしい新春をご家族お揃いで迎えられますよう念願し、私の役目を終了させて頂き

ます。では、事務局に進行をお返しします。 
◆宇治川次長 
 長時間にわたりましてご審議いただき、誠にありがとうございました。議題の中で行財政改革の部

分につきましてもご審議いただきましたが、現在市長の方からご報告がありました通り、基礎資料に

おきまして行財政改革推進委員会の方で実施計画をまとめているような状況でございます。また報告

ができるような段階になりましたら、教育次長の方にてご報告をさせていただきたいと思っておりま

す。委員の皆様におきましては、ご健勝にて、新たな新年を迎えられますようにとご祈念申し上げま

して、平成 29 年度第 2 回三好市総合教育会議を閉会致します。ありがとうございました。 


