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第 1３回倉吉市教育委員会定例会 日程 

 

日 時 平成 24 年 10 月 26 日（金）午後３時 

場 所 倉吉市役所 第３会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録承認 

 

３ 会議録署名委員の選出 

 

４ 教育長報告 

 

５ 議 事 

 議案第33号 「とっとり教育の日」制定に係る同意について・・・・・・ １ 

 

６ 協議事項 

(1) 「倉吉市教育の日」の制定について         ・・・・・・ ７ 

(2) 平成24年度教育委員会重点施策に基づく実施計画の進捗状況について 

                 ・・・・・・別冊 

(3) 倉吉市立小中学校の適正配置等について       ・・・・・・ ８ 

(4) 倉吉市教育委員会表彰要綱の一部改正について   ・・・・・・ 11 

                              

 

７ 報告事項 

各課報告（別紙） 

 

８ その他 

 

９ 閉 会 

 

 



 



議案第33号 

 

「とっとり教育の日」制定に係る同意について 

 

 

「とっとり教育の日」制定に係る同意をすることについて、本委員会の承認を求める。 

 

平成２４年１０月２６日提出 

 

倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 
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「倉吉市教育の日」の制定について 

 

１ 目的 

教育及び文化に関し、国民の関心と理解を深め、その充実振興に資するため、国においては「教

育・文化週間」を設け、各種教育・文化に関する行事を 11 月を中心に集中的に実施することとされ

ておりますが、倉吉市においてもその取り組みの充実、発展を図るため、「倉吉市教育の日」を制

定しようとするものです。 

※教育・文化週間（昭和 34 年９月４日閣議了解） 

① 期日   11 月１日から７日まで（１週間） 

② 実施内容 

文部科学省や教育委員会が中心となり、教育・文化に関する次のような行事を集中的に実

施。 

・文化功労者の顕彰や、教育・文化に関する功績への顕彰 

・文化庁芸術祭や国民文化祭をはじめとした芸術文化に関する行事 

・美術館、博物館、研究所、学校等における特別展、施設の無料公開、各種公開講座、保

護者の授業参観等、各地方公共団体や各機関の実情に即した各種行事 

 

２ 「教育の日」制定状況 

・全国では、32 都道県と 135 市町村において「教育の日」が制定されている。（平成 23 年 12 月

現在） 

・鳥取県は未制定。県内市町村では南部町のみが「南部町教育の日条例」を平成 20 年３月に制定

している。 

 

３ 制定内容 

(１) 制定の形式  条例・教育委員会規則・告示（規程）・要綱 等 

(２) 期日 

① 教育の日：11 月１日（２日・３日・21 日等）、11 月第１（第２・第３）土曜日…など 

② 教育週間（月間）：11 月１日～７日、11 月１日前後１週間、11 月第２週、11 月１か月間、 

10 月～11 月…など 

 

４ 制定案（教育委員会規則） 

倉吉市教育の日規則（案） 

（趣旨） 

第１条 倉吉市民一人ひとりの教育に対する関心と理解を深め、学校・家庭・地域社会が連携し、

ふるさとを愛する心豊かでたくましい子ども達を育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ

人づくりを進め、教育の充実と発展を図るため、倉吉市教育の日を設ける。 

（倉吉市教育の日） 

第２条 倉吉市教育の日は、11 月１日とする。 

（倉吉市教育月間） 

第３条 倉吉市教育の日の趣旨にふさわしい取り組みを実施する期間として、毎年 10 月及び 11

月を倉吉市教育月間とする。 

（倉吉市の責務） 

第４条 倉吉市は、前条の取り組みを推進するために、必要な施策を講ずるように努めるものと

する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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倉吉市立小・中学校の適正配置等についての地区説明会概要 

倉吉市教育委員会事務局 

１ 概要 

日    時 場  所 参加者 教育委員 

４月２４日（火）19:30～21:00 小鴨小多目的ホール ４５名 ４名 

５月１０日（木）19:30～21:00 北谷小体育館 ３５名 ５名 

５月１７日（木）19:30～21:00 灘手小体育館 ６３名 ４名 

５月２２日（火）19:30～21:15 山守小体育館 ３９名 ５名 

５月２９日（火）19:30～21:00 上北条小体育館 ２１名 ５名 

５月３１日（木）19:30～21:15 成徳小体育館 ４６名 ５名 

６月 ５日（火）19:30～21:00 高城小体育館 ４０名 ５名 

７月 ５日（木）19:30～21:50 上小鴨小体育館 ２６２名 ５名 

７月１２日（木）19:30～20:50 関金小体育館 ３４名 ４名 

７月２４日（火）19:30～20:50 河北小多目的ホール １２名 ５名 

７月２５日（水）19:30～21:15 社小体育館 ３４名 ５名 

７月３１日（火）19:30～21:15 明倫小第２音楽室 ４７名 ５名 

８月 ７日（火）19:30～21:00 西郷公民館大会議室 １４名 ５名 

８月 ９日（木）19:30～21:00 上灘小体育館 ２６名 ５名 

参加者合計（８月９日現在） ７１８名 含：教育長

  ・市教委事務局参加者：事務局長、教育総務課長、学校教育課長等 

  ・日程：教育長あいさつ、答申の説明（学校教育課長）、質疑・意見交換（１時間程度） 

２ 会場での意見 

・人数が少ないと人間関係が固定化されてしまう。一度崩れれば６年間続く。極端に児童数が

少なくなる地区があり、再編は考えるべき 

・中学校に行った子どもが休憩時間にざわめきがあると言い、慣れるのに１ヶ月かかった。未

来の子どものために再編を考える必要あり。 

・先を見据えてやらなければならない。執行部が批判されたらと怖じけ付いて、後で騒動にな

るのであれば、すべきことはその時にすべきである。 

・基本方針をきちんと確認して、再編していかないといけない。目に見えて子どもが減ってい

き、一桁学級が出てくれば、再編を考えざるを得なくなる。 

・総論賛成。複数学級になるのはメリットがある。 
 
・１地区に１小学校はあるべき。地区振興のためであり、子どものためでもある。 

・財政ありきの問題と感じる。小規模校での教育を大事にして欲しい。 

・地域づくりには、学校は必要。地域で子育てをしていきたい。 

・学校を地域のコミュニティーの拠点として多機能なところにしたらよい。 
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・出身校や子どもの通う学校がなくなるという地域感情に配慮必要。 

・小学校区はつながりが強い。単なる学校教育の問題だけでなく、地域の生活や文化に影響を

及ぼす。住民の生活のことを考えると納得できない。 

 
・自分も中学校で３つに分かれたのは辛かった。小学校で過ごした子たちが一緒に中学校に行って

欲しい。一緒に同じ中学校に行けるのであればその案に賛成したい。 

・中学校が分かれることについては心配もするが、子どもはすぐに新しい友だちをつくっていた。 

・進学する中学校について柱になる案を教育委員会から出してもらった方が議論しやすい。教育委

員会で意見を集約し、早い段階で地域に提案してもらえるとよい。 

・中学校の再編案と並行して考えるべき。 

 
・通学方法、通学時間等子どもの負担が増えることへの不安 

・保護者の負担増に配慮して欲しい。 

・小学校では切磋琢磨する必要なし、人間の基本的な躾的なことをすればよい。 

・上小鴨だけ考えれば１案しかない。なぜ上小鴨だけ分けられるのか。 

・保護者と地域では意見が違う。地域ですりあわせることも必要 

・小学校区はつながりが強い。単なる学校教育の問題だけでなく、地域の生活や文化に影響を

及ぼす。住民の生活のことを考えると納得できない。 

・耐震工事のことを考えると、もっと早くこの議論をするべきであった。 

・スクールバスの経費等は結局市民の負担。財政面のことも同時進行で考えた方がよい。 

・ある程度のスケジュールを示すべきだ。 

・何を目指しての統合かまったく理解できない。 

・今の教育委員会のメンバーが残っている間に目途をつけて欲しい。 

・再編がないということもあるのか。何をもって了解とするのか。 

・教育委員会がはっきりとこうだと示さないと統合の話は無理。やろうと思えば教育委員会が

どんどん進めていくしかない。 

・教育委員会だけで意見を聞くのではなく、行政、できれば市長も来て欲しい。 

・行政全体で、町づくりや人口を増やすための議論をするべき。 

 

３ その他の説明会 

   ○２月１６日（木）北谷小 PTA への説明 

   ○４月２８日（土）社小学校 PTA 総会での説明 

   ○５月１２日（土）市小学校 PTA 連合会での説明 
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                                    平成２４年１０月２６日 

倉吉市教育委員会事務局 

「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」状況と今後の方向     

                                    

１ 地区説明会の状況 

・4/24～8/9 １４小学校区で「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」説明会 

  延べ７１８名参加  「倉吉市立小・中学校の適正配置等についての地区説明会概要」 

・一部地域を除き、説明会への参加者が少なく、市民での議論になっていない。賛成意見・反対意見が

あり、まだまだ議論を重ねる必要がある。 

・学校の再編の必要性については、過半数が必要と考えている。提示した３案については特徴的な傾向

はなく、様々な意見がある。 

・具体的なスケジュールを求める声が多い。 

 

 ２ 今後の進め方 

① 教育委員会事務局 

・説明会で課題となった事項について、より詳細な資料を作成する。 

・説明会での意見を集約し、それを参考にしながら学校再編案を教育委員会事務局で作成する。 

    ・具体的計画の策定及び必要な予算措置の準備 

② 市役所内部協議 

・庁内課題検討会議の開催 説明会での結果・意見を見て調整を進める。取りまとめ 

・企画審議会で、庁内課題検討会議の取りまとめを審議 

 

 ３ 市民への情報提供 

   ・倉吉市小学校・中養PTA連合会で協議   小学校PTA連 10月26日、中養PTA連 10月30日  

・自治公民館連絡協議会で協議       10月29日  

・公民館長会で、説明会の状況及び「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」協議  11月中旬 

  ・倉吉市民シンポジウムの開催「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」      11月20日 

  ・中学校区単位での説明会の開催  平成２５年度 

 

 

倉吉市民シンポジウム「倉吉市立小・中学校の適正配置等」についての開催要項（案） 

                                    

１ 趣旨 

「倉吉市立小・中学校適正配置等」について、住民代表、ＰＴＡ代表、学校教育審議会代表のそれぞれ

の立場から倉吉市の学校がどうあるべきかを議論し、適正配置等について市民が考えを深める。 

 

２ 期日・場所 

   １１月２０日（火）１９時～２０時３０分   倉吉未来中心 小ホール 

 

３ 日程 

（１）開会挨拶  

（２）説  明    １４地区の説明の概況及び検討すべき課題等について 

（３）シンポジウム 

コーディネーター  学識経験者 山田 修平（鳥取短期大学長） 

シンポジスト    小学校PTA代表 １名、住民代表 ２名、学校教育審議会代表  １名 
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倉吉市教育委員会表彰要綱の一部改正について 

 

【改正理由】 

倉吉市の児童生徒に対する表彰のうちで、教育委員会の所管に係るものは、打吹公園だんご教育奨

励賞、倉吉市体育協会表彰、倉吉市教育委員会表彰の３表彰がありますが、表彰対象が重複して分か

りにくい、児童生徒の学校外での活動が多様化し、学校長が対象者を把握するのが難しいなどの課題

が指摘されてきました。 

これらの課題の解決を図るために、スポーツ部門については倉吉市体育協会表彰、スポーツ以外の

文化活動等の部門については倉吉市教育委員会表彰というように、各表彰の趣旨に基づいて表彰対象

を明確に区分するよう、表彰制度全体の見直しを行うものです。 

また、現行の要綱では教育委員会が表彰式を行うこととなっておりますが、実際には被表彰者の在

籍する各学校の学校長が表彰状の伝達を行っており、現状にあわせてこの規定を削除することとする

ものです。 

これらの見直しにあわせ、倉吉市教育委員会表彰要綱に所要の改正を行うものです。 

 

【改正要旨】 

１ 倉吉市教育委員会表彰の対象から、スポーツの分野を除くこととした。 （第２条関係） 

２ 表彰式の実施時期の規定を削除することとした。 （第５条関係） 

３ この要綱は、平成24年 月 日から施行することとした。 （附則関係） 
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倉吉市教育委員会表彰要綱の一部を改正する要綱 

 

倉吉市教育委員会表彰要綱（平成21年12月倉吉市教育委員会教育長決裁）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

 改正後 改正前 

  

（表彰対象者） 

第２条 表彰の対象者は、学校教育、社会教育、

文化芸術等の分野で顕著な成績を収めた次に

掲げる個人又は団体とする。 

(１)～(３) 略 

（表彰対象者） 

第２条 表彰の対象者は、学校教育、社会教育、

スポーツ、文化芸術等の分野で顕著な成績を収

めた次に掲げる個人又は団体とする。 

(１)～(３) 略 

  

（表彰） 

第５条 教育委員会は、被表彰者に対し、表彰状

を授与する。 

（表彰） 

第５条 教育委員会は、被表彰者に対し、表彰状

を授与する。 

２ 表彰式は、毎年２月又は３月に行うものと

する。 

  

 

附 則 

この要綱は、平成24年 月 日から施行する。 
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倉吉市教育委員会表彰要綱（改正案） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、顕著な成績を収めた児童若しくは生徒又はこれらの者が属する団体に対し

倉吉市教育委員会表彰（以下「表彰」という。）を行うことにより、当該成績を得るまでの努

力を認め、今後のさらなる飛躍を祈念し、児童及び生徒の健全育成に資することを目的とする。 

（表彰対象者） 

第２条 表彰の対象者は、学校教育、社会教育、スポーツ、文化芸術等の分野で顕著な成績を収

めた次に掲げる個人又は団体とする。 

(１) 市内に存する学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に定める学校をいう。以

下同じ。）に在学する児童若しくは生徒又はこれらの者が属する団体 

(２) 本市に現に居住する児童若しくは生徒又はこれらの者が属する団体 

(３) その他倉吉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に認めた個人又は団体 

２ 前項の規定にかかわらず、倉吉市表彰条例（昭和57年倉吉市条例第16号）、倉吉市教育振興

基金事業実施要綱（平成７年３月倉吉市長決裁）又は倉吉市体育協会表彰規程（平成20年４月

倉吉市体育協会理事会議決）の規定による表彰を受け、又は受ける予定である個人又は団体は、

表彰の対象者としない。 

（表彰候補者の推薦） 

第３条 学校の長は、前条の表彰の対象者に該当すると認められる個人又は団体がある場合は、

教育委員会に当該個人又は団体を倉吉市教育委員会表彰候補者として推薦することができる。 

２ 前項の規定による推薦は、教育委員会が別に定める日までに行わなければならない。 

（被表彰者の決定） 

第４条 教育委員会は、前条第１項の規定により推薦のあった個人若しくは団体又は教育委員会

が第２条の表彰の対象者に該当すると認める個人若しくは団体のうちから、別に定める基準を

満たす個人又は団体を被表彰者として決定するものとする。 

（表彰） 

第５条 教育委員会は、被表彰者に対し、表彰状を授与する。 

２ 表彰式は、毎年２月又は３月に行うものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、表彰の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成21年12月25日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年 月 日から施行する。 
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倉吉市体育協会表彰

⇒スポーツ部門 

打吹公園だんご 

教育奨励賞 

倉吉市教育委員会表彰 

⇒スポーツ以外の部門 

 

 

 

 

 

倉吉市教育委員会表彰 

倉吉市体育協会表彰

打吹公園だんご 

教育奨励賞 

改正案

倉吉市児童生徒の表彰について 
 

１ 現状 

倉吉市の児童生徒に対する表彰については、現在、打吹公園だんご教育奨励賞、倉吉 

市体育協会表彰、倉吉市教育委員会表彰の３つの表彰制度があるが、次のような課題が 

ある。 

・表彰対象に重複があり、わかりにくい。 

・教育奨励賞・教育委員会表彰については学校長からの推薦に基づいて表彰者の選考 

を行うが、児童生徒の学校外での活動が多様化しており、表彰対象者の把握が難しい。 

 

２ 改正案 

３つの表彰の対象を、各表彰の趣旨により明確に区別する。 

・体育協会表彰は、スポーツ部門を対象とする。（生涯学習課：変更なし） 

・教育委員会表彰は、スポーツ以外の部門を対象とする。（教育総務課） 

・打吹公園だんご教育奨励賞は、スポーツ活動、文化活動、国際交流活動及び 

学校生活等をとおして各学校において他の模範となる最高学年の児童生徒を 

表彰する。（教育総務課） 

 

３ 各賞の比較 

項目 打吹公園だんご教育奨励賞 倉吉市体育協会表彰 倉吉市教育委員会表彰 

趣旨 倉吉市は、児童生徒のスポーツ活動、

文化活動及び国際交流活動を支援し、

その活動が顕著であるものに対し、打

吹公園だんご教育奨励賞を授与する。

倉吉市体育協会は、本市のスポーツ振興に

功績のあった個人及び団体に対し、表彰を行

うものとする。 

倉吉市教育委員会は、本市の学校教育、社会

教育、スポーツ、文化芸術等の分野で顕著な成

績のあった個人及び団体を表彰する。 

ただし、次のいずれかの表彰の対象となる者

は対象としない。 

・倉吉市表彰条例・倉吉市体育協会表彰・打吹

公園だんご教育奨励賞 
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項目 打吹公園だんご教育奨励賞 倉吉市体育協会表彰 倉吉市教育委員会表彰 

根拠 倉吉市教育振興基金事業実施要綱 倉吉市体育協会表彰規程 倉吉市教育委員会表彰要綱 

対象 １ 小学生 

(1) 県大会及び同程度の会で、１位及

び同程度の成績を収めた最高学年の

児童 

(2) 全国大会で入賞した児童（学年は

問わない） 

２ 中学生 

(1) 中国大会（西日本を含む）及び同

程度の会で３位以内に入賞、又は、

これと同等以上の成績を収めた最高

学年の生徒 

(2) 全国大会で入賞した生徒（学年は

問わない） 

３ その他選考委員会で適当と認めら

れたもの。 

〔次のいずれかに該当する選手又はチーム〕

１ スポーツ賞 

(1) 全国大会において入賞 

(2) 中国大会以上で３位以内に入賞 

(3) 全国大会に通算３年以上出場 

(4) 同一の県大会で連続３年以上優勝 

２ スポーツ奨励賞 

(1) 一般 県大会において優勝 

(2) 高校生 中国地区大会において入賞 

(3) 中学生 県大会において優勝又は中国

大会において入賞 

(4) 小学生 県大会において優勝 

〔次のいずれかに該当する児童生徒又は団体〕 

※市内在住の高校生を含む。 

１ 全国大会において優勝又は入賞 

２ 中国大会において優勝又は入賞 

３ 県大会又は同程度の大会において優勝又

は同程度の成績 

４ 鳥取県の予選又は審査を経て、全国大会等

の大会に出場又は審査に出品 

５ その他教育委員会が適当と認めた成績 

 

〔表彰の対象となる大会等〕 

１ 全国大会及び中国大会とは、日本体育協会

又はこれに準ずる団体等が主催し、鳥取県予

選会又は審査会等で選抜された代表の大会

をいう。 

２ 県大会とは、県教育委員会又はこれに準ず

る団体等が主催し、倉吉市の代表として出場

した大会をいう。 

３ その他特に表彰の対象と認められるもの 

選 考 

手続き 

教育奨励賞は、学校長から推薦された

者の中から、教育奨励賞選考委員会で選

考する。 

スポーツ表彰は、倉吉市体育協会加盟団体

又は理事会の推薦に基づき、選考委員会で選

考する。 

教育委員会表彰は、学校長から推薦された者

の中から、教育委員会で選考する。 
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項目 打吹公園だんご教育奨励賞 倉吉市体育協会表彰 倉吉市教育委員会表彰 

改正案 【表彰対象】 

１ 小学生 最高学年で当該学校の模範

となる児童 

２ 中学生 最高学年で当該学校の模範

となる生徒 

※原則として各学校で１名とする。 

【改正なし】 【表彰対象】 

スポーツの分野を表彰対象から除く。 

実施 

時期 

平成 24 年 11 月 

（平成 24 年度分表彰から対象） 

 平成 24 年 11 月 

（平成 24 年度分表彰から対象） 
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