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第 12 回 倉 吉 市 教 育 委 員 会 定 例 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉吉市教育委員会 



第 12回倉吉市教育委員会定例会 日程 

 

日 時 平成 26年９月 29日（月）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44号 市立小中学校教職員の処分について  ····················· １ 

 

６ 協議事項 

（１） 倉吉市立小・中学校の適正配置等について   ····················· ６ 

           

７ 報告事項 

各課報告（別紙） 

 

８ その他 

 

９ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 



議案第４４号 
 
 市立小中学校教職員の処分について 
 
市立小中学校教職員の処分について、次のとおり提出します。 

 
  平成２６年９月２９日提出 
 
                 倉吉市教育委員会教育長 福井 伸一郎 
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倉吉市立小・中学校の適正配置等についての課題           2014.9.19 

倉吉市教育委員会事務局 

 

１ 課題 

（１）  学校適正配置の課題が市民全体の課題となっていない。 （H24答申説明、H25草案説明） 

（２）  説明会の参加者が少ない。              （H24年718名、H25年802名） 

（３）  学校適正配置の情報が正確に市民に伝わっていない。 

（４）  地域としての意見がまとまっていないし、その把握ができていない。 

（５）  学校耐震化の問題と適正配置の課題、財政上の課題が庁内でも共通認識されていない。 

 

２ 各地区の状況 

 

地区名 地区の主な意見 小学校PTAの意見  ９月１2日現在 

上北条

小 

・良い環境で育つかということが第１であり、

その信念に基づき校区再編の問題を進めて

欲しい。 

・統合は避けては通れない問題であり、議論

は堂々巡りばかりしていてはいけない。 
・小学校がなくなるから地域もなくなる、す

たれるという問題ではない。 
・適正規模は２０～２５人くらいか。 
・クラス替えはあった方が良い。 
・小学校では小学校なりの切磋琢磨をする必

要がある。 
・小規模校が単独存続するならば大規模校に

も手当をしてほしい。 

河北小 ・学校職員は１学級の児童数については十数名

では少なく、二十数名は欲しいと感じている

という話が出ている。生活面では学級編制で

きる２クラスは欲しいが、全部をかなえるこ

とは難しい。 

 

西郷小 ・子どもたちが将来この地域をしょって立つた 

 めに今どういう環境を与えてやるのがよい 

かを考えないといけない。 

上灘小 ・この議論を１０年続けたら、１０年後は倉吉

がないかもしれないと考えなければならな

い。現状維持では負担も多くなる。 

・成徳小は今の案に対しては反対である。校

地・校名は残したい。草案ありきでは無理

である。 
・明倫小は西中に通いたい気持ちがある。中

学校の選択制を。 
・歴史の話がいつでも出てくるが、どこにも

歴史はある。その話をすれば前には進めな

い。 
・子どもたちのことを考えれば、統合してい

く方向で進めなければならない。（最終的

に全体がこういう流れになってきた。） 
・校名も新しく変えて統合するのが子どもた

ちにとってもいい影響があるのではない

か。 
・今後も両校で話し合いを進めていく必要が

ある。 
 

成徳小 ・統合についてはやむなしの雰囲気。  

明倫校区と学校の場所についても協議をし

たい。 

・校地は、広さだけでなく、文化、歴史など

も考えて、成徳小にすべきだ。 

明倫小 ・統合についてはやむなしの雰囲気。 

 
成徳・明倫地区 適正配置を考える懇談会（4/30） 

〇教育委員会が「校地は明倫とする」という提案

は取り消してほしい。 →一つの提案である。 

〇校舎の位置について 

成徳側としては、校地の問題からから話をするこ

とで明倫側もよいか。【明倫側】よい。 

〇統合について  やむを得ない。 

〇PTAの動向    しょうがない。 

〇耐震化との関係  耐震化をしていく。 

〇今後の動き →対等の立場で準備委員会にし

てほしい。地域の話し合いでの合意で決めたい。 
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灘手小 ・灘手小は残してほしい。保育園も小学校も

なくなれば地域が衰退する。 

・社小・久米中となれば、スクールバスはど

うなるのか。週末の運行はどうか。 

・灘手小学校を小規模特認校とするよう、教

育委員会で検討してほしい。 

 

 

 

・灘手小は単独存続を望む 
・もし、統合となれば東中校区である成徳

小、明倫小との統合を望む。 
・灘手小は特区も考慮に入れてほしい。 

社小 ・将来を考えれば、社・高城・北谷を一つに

することは考えられないか。  

・横田地区は、社地区として付き合いたい思

いがある。地元でも協議していきたい。 

・和田地区は、現在のまま東中へ進学したい

ということでまとまっている。 

・秋喜地区は西中への進学を希望する。 

 

〇自治公協議会でも、４校の統合について話っ

てみる。 

 社公民館報で特集①②「高城・北谷・社小の

３地区統合を要望」（9・10月号） 

 

 

 

・社地区に２つの小学校があるのはおかし

い。 
・高城小、北谷小の統合では先が見えてい

る。それならば３校あるいは４校での統

合を望む。（高城、北谷、社側の意見） 
 

高城小 ・統合についてはやむなしの雰囲気。校舎は

高城小を使うべきだ。 

・小中一貫教育について、そのメリット・デ

メリットは何か。 
 
 
 
 

・高城小、北谷小の統合では先が見えてい

る。それならば３校あるいは４校での統

合を望む。（高城、北谷、社側の意見） 
 

北谷小 

 

・統合についてはやむなしの雰囲気。ただし、

バス通学の準備不安の解消が必要である。 

・横谷は、スクールバスがあれば、今のまま

がよい。 

・地域が寂れないような手立てがほしい。跡

地は災害時の避難場所としてほしい。 

 

〇４校の統合については納得できる。PTAとも協

議していきたい。（9/21） 
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小鴨小 ・小鴨小は児童数が増えて教室が不足する。

統合せず、単独で残してほしい。 

・統合準備委員会のメンバーはどう決めるの

か。地元の意向を聞いて人選してほしい。 

・小鴨小は統合に対しては賛成でも反対でも

ない。 
・市内の小学校で同じ教育環境をつくってや

りたい（会長の私見） 
・統合のことよりも今の小鴨小を何とかした

い（会長の私見） 
・上小鴨小は統合反対で単独存続を望む。 
・どういう条件が揃えば単独存続を受け入れ

ていただけるのか。小規模校を残す方策も

検討してほしい。 
・小学校のない地域は考えられない。統合に

よって公民館もなくなるのか。→なくなら

ないことを説明 
・市教委の統合への持って行き方に不満。 
・鳥取市のような特認校も検討してほしい。 
 

上 小 鴨

小 
・上小鴨小は単独で残してほしい。 

統合は市全体でなく個々で進めてほしい。 

 

・小規模校に通いたいという子どももいる。 

 全市を対象に上小鴨小に通えるような仕組

みを検討してほしい。  

 
上小鴨地区小学校再編問題協議会（H23.3.3～） 

・存続署名  ８９％ 

・24.7 小学校再編計画に質問書→回答 

・25 同和教育町内学習会テーマ 再編問題 

 

関金小 ・２０人以上といった数字は、地域の特性と

照らし合わせた上で、適正と考えているか。 

・高校が初めての競争になる可能性がある。

このことも考えておいていただけないか。 
 
 
 

・基本的に統合はしていかなければならない

という認識である。 
・課題は以下の通りである。 
①通学手段の保障と充実 
②地域の活性化策の具体化と実施 
③統合した場合の校舎の施設・設備の改修 
④統合後の山守小の校地・校舎の活用 
・山守小ではまだ意見を統一できていない。

今後その必要性がある。 
 

山守小 ・一学級であれば、１２年間同じ集団である

が、それをどう考えるか。 

・スクールバスの運行は、どうなるのか。野

添など遠い部落は運行してほしい。  

・これからPTAでも、地域でも、議論を重ね

ていきたい。見切り発車をしないでほしい。 

  
○統合に向けての今後の課題 （5/17） 

・ 通学に関して（スクールバスか路線バスから 

４㎞問題、帰るまでどこで待つか） 

・ 残った山守小の活用（公民館として、防災拠点、） 

・ 地域の振興策 

・ 関金小と山守小のお互いを知る・体験すること 

・ お互いの地域の行事への参加・交流・教室の 

改造、エアコン 

・ 地域に残ってくれる若者を育てるために 

 

  以降の関金・山守小学校の適正配置を考える会に向けての

課題 

・ 保育所の保護者を入れること 

・ 名簿準備 

・ 老人クラブや婦人会への声かけ 

 

 

 

 

8



３ 今後の進め方 

（１） 学校適正配置の経緯について、整理して市民へ周知を図る。  市報やホームページ 

（２） 問題点・要望等を整理して、関係部署とともに対応、その返し方も協議する。   

（３） 統合に関連する費用の概算を積算し、公表する。  → ９月議会で答弁 

（４） 関係団体との協議  特にPTAとの協議を深める。 

（５） 統合準備委員会の前に、個別に必要のあるところは該当地区代表で協議する場を設ける。 

（６） 単独存続を要望している地区について、協議の場を求めていく。 

（７） 市民シンポジウムの開催 １１月２２日（土）１９時～ 未来中心 小ホール  

（８） 教育委員会事務局内に学校適正配置推進担当部局を設置する。 
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