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会 議 の 経 過

１ 開 会 午後３時

（小椋教育長）これより第 13回倉吉市教育委員会定例会を開会する。

２ 前回議事録承認

３ 議事録署名委員の選出 西田委員

４ 協議事項

（１）令和３年度倉吉市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

（資料に沿って、各課・館・所長説明）

教育長 委員の皆さん何かありましたらお願いしたいと思います。

委 員 全体を通して回答は不要ですが、中間評価で概ね計画通り進んでいると思います。

また、中止等についても評価してあります。それぞれの課で評価基準があると思うの

で、基準を基にしっかり分析して、年度末の最終評価に反映させていただきたいと思

います。

教育長 ありがとうございます。

委 員 去年からスポーツ少年団の加入がないという報告がありましたが未加入はどれぐ

らいありますか。

社会教育課長 スポーツ少年団、29団体全て加入しています。

委 員 ありがとうございます。過去の経過もあり、事故等の対応について説明して、スポ

ーツ少年団加入の利点を説明された結果だと思います。良かったと思います。

教育長 ほかにはいかがでしょうか。

委 員 MIM の教材活用で、全部の学校が３回出来ていない中で、令和３年度の上期の実績

と、下期の取り組みについて説明をお願いします。

学校教育課長 MIM の全体の活用実績の把握はまだできていません。次回の定例会で報告します。

委 員 良い教材であれば全部の学校で活用すべきだと思います。令和２年度の反省がある

ので、しっかり活用してもらいたいと思います。

学校教育課長 はい、わかりました。

教育長 今ご指摘があったように MIM はひらがなの習得なので、学校単位で活用するしない

とはならないので、活用するよう指導してください。ほかには、よろしいでしょうか。

委 員 市民の方からの意見を紹介します。人間国宝の大坂弘道先生の展示で、実際の作品、

道具、年齢的な過程も見ることが出来て、すごくよかったと言われていました。それ

から、見に行きたかったがコロナのことが心配で行けなかったとも言われていまし

た。それで、ぜひ見たいと言われているので、常時展示されるようなことがあれば市

民に周知していただきたいと思います。

教育長 言われるように、何点かは常時展示しています。大坂先生の作品は倉吉博物館の核

になるものだと考えており、展示活動含め、県立美術館との役割分担等についても、

今後の方向性や計画を考えていかないといけないと思いますのでまた報告します。

委 員 大坂先生の作品を年齢別に見ていくと、だんだん技術が向上していく過程も見れる

ので、そこを含めて見てもらうことで、大坂先生の作品がより印象に残り、皆さんに
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周知できるかと思います。

教育長 ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。

高橋委員 情報教育の推進で、ICT を活用したとっとり授業改革推進事業に上小鴨小学校が追

加してあります。その事業を行っている学校は学習公開を行ったり、計画があります

が、上小鴨小学校だけ学習公開がないのは何故でしょうか。

学校教育課長 一学期が終わった時点で上小鴨小学校がこの事業に参加の意向を示されたために

追加しましたが、事業としては既に県教委との学習公開計画も終了していたため、こ

こに掲載されていません。来年度計画する予定で考えています。

教育長 タブレットの活用については、利活用しながら、いろいろ考えていくというところ

があります。上小鴨小学校 6年生の夏休み中のタブレットの持ち帰りも当初の計画に

はありませんでした。この話を聞いた灘手小や北谷小からも夏休みに「すらら」を使

わせたいという要望が上がってきました。その後、コロナの関係で子ども達が濃厚接

触者となり、2週間学校に行けないということがおこり、タブレットを一時的に持ち

帰らせて、何か活用できないかとなりました。その時その時で対応しており、こうし

たらいいだろうと思うことを結構行っているので、言われるように、いいところは横

に広がっていくように、来年度の計画はもう少し広げてもいいと思います。

委 員 そうしていただくと良いと思います。

教育長 それにあわせてタブレットを家に持ち帰る時期を、どのタイミングにするかも、そ

ろそろ決めないといけないと思っています。

学校教育課長 タブレットの持ち帰りを見据えて、大規模校の河北小学校も、２、３日 WiFi 環境

を調べるために持ち帰りを行ったという取り組みもあります。

委 員 前回か前々回か、ルール作りをしないといけないと言われていたので、詳細が出て

くるのを楽しみにしています。

教育長 次回は、このようなルールで動いてるとお示しできればと思います。上小鴨小の例

では、1学期の終了前に、夏休みに持ち帰ることを意識して、様々な情報モラルも含

めて、事前の指導をして持ち帰ってもらっています。結果はこの前ご報告したとおり、

とてもよかったです。他にはよろしいでしょうか。

委 員 教育委員の活動の顕在化ですが、計画訪問を行っているし、下半期も計画されてい

るので記載していただくと良いと思います。社会教育の関係で、二つ。令和 2年度の

最終評価を見ると、スポーツ審議会から、果たす役割は大きくなっており、担当課と

しても審議会に適切なタイミングで諮問できるような報告があり、令和 3年度は、現

状把握に努め、課題を整理し報告するとあります。令和 2年度の 3月 18 日に審議会

を開いた時の検討課題がどういう状態で、上半期、計画実行されているのかお聞きし

たいと思います。

社会教育課長 次回報告します。

委 員 令和 2年度はコロナの関係で、体育施設の利用状況が落ち、施設利用料が減収で補

填を行ったとありますが、令和 3年度の上半期の状況説明をお願いします。

社会教育課長 令和元年と比べ利用者は半分ぐらいだったということで補填をしました。今年度も

半年終わりましたが利用者数は、例年の半分ぐらいということですが、今のところ補

填することや、検討等の計画はありません。

委 員 ありがとうございました。

教育長 コロナの関係で、プールは年代別に利用者の数を集計しているんですが、年齢の比
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５ 教育長報告

較的高い方の利用が半分以上減っています。どうしたら利用者が戻っていただけるか

考えていますが、無理することもできませんので難しいところです。

委 員 ご年配の方って、向こう 3軒両隣というか仲間内で連絡を取って一緒に行こうかっ

ていうのが多いと思います。

教育長 同様に、市営体育センターの利用もかなり減っていますが、コロナの影響かなと思

います。

ほかにはよろしいでしょうか。

委 員 建設絵本ということで説明がありましたが、建設女子ネットワークについて、もう

一度説明をお願いします。

図書館長 建設業協会の中に、女性のグループがあります。建設技術センターが、建設関係の

本 100 冊借りて、建設業界のイメージアップや親しみを持ってもらえるよう、また、

子どもに人気のある働く車等興味を持ってもらえるよう、子育て応援コーナーに展示

しています。

委 員 わかりました。記載が５か月ほどと書いてあるものですから何か特別なことかと思

いました。展示という形で、特に子ども達を対象に、読み聞かせをするとかではない

ということですか。

図書館長 はい。建設女子ネットワークの方も、８月にワークショップを計画されていました

が、倉吉でコロナ感染者が増えたことで中止となりました。現在、関金図書館で展示

していますが、地域の皆さんがいつ開催しようか調整されているところです。

教育長 今後に向けて、何らかの形で繋がりが切れないようにしてください。子ども達の大

好きな働く車です。かなり好評だったと聞いてます。

委 員 こういうことでネットワークが繋がればいいと思って聞いていました。本当に協力

的な方が増えるのは嬉しいことと思いました。ありがとうございます。

教育長 ほかにはいかがでしょうか。

委 員 学校給食のところで、給食時間を使った食の指導７回ですが、教科・学活等を使っ

た指導は、学校が希望する学年等に栄養教諭が個々に行った回数か、学校全体として

の回数か教えてください。また学校保健委員会が計６回開催されていますが、小中学

校で今まで開催された回数かを教えてください。

給食センター所長 回数は事前に給食主任や、学級担任と相談をした上での回数で、学校保健委員会の

方も、学校から事前に案内があって、給食センターの職員、栄養士が出た回数です。

高橋委員 わかりました。

教育長 教室へ出かける食育はすべての学校、すべての学級に実施しています。栄養教諭と

栄養職員が手分けして、毎年頑張って行っています。ほかにはいかがでしょうか。そ

れでは、後期も引き続き努力を続けます。お気づきのことがありましたら、よろしく

お願いしたいと思います。

（委員承諾）

（資料に沿って、教育長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。

委 員 成徳と灘手の統合の件ですが、令和 3年度の計画に明倫も入っていますが、これは
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６ 報告事項

○学校教育課

(3) 第２回成徳小学校・灘手小学校統合準備委員会について

(4) 新規 ALT（外国語指導助手）の配置について

○社会教育課

(1) 倉吉市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

○文化財課

(1) ライオンズデーについて

○博物館

(1) 特別展「第 10回菅楯彦大賞展」事業報告

(2) 特別展「人間国宝・大坂弘道展」事業報告

(3) 自然ウオッチング⑦「ノシランを見よう」事業報告

(4) 自然ウオッチング⑧「秋の星座と木星と土星」事業報告

正しいのですか。

学校教育課長 校名変更のところは必要に応じて入っていただくことになっています。

委 員 わかりました。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

（資料に沿って、学校教育課長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。

委 員 学校統合準備委員会は傍聴は可能ですか。

教育長 教育委員なので傍聴することは問題ありません。統合はなかなか難しいですが、結

論が出るように努力していきます。

委 員 わかりました。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

（資料に沿って、社会教育課長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。

委 員 クレー射撃場のゴミというか、廃棄物は綺麗に土嚢に収まって、整理整頓されており

ました。ありがとうございました。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

（資料に沿って、文化財課長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。よろしいでしょうか。

（委員承諾）

（資料に沿って、博物館長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。

大坂先生の展覧会のところの「くらはく PR 部」は、SNS を活用した PRですが、こ
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○図書館

(1) 倉吉パークスクエアオープン 20周年記念放送大学出前講演会について

(2) ブックポストの見直しについて

(3) 条例上の休館日における臨時開館の見直しについて

(4) 倉吉交流プラザ予約受付方法等の見直し方針案について

れは面白い取り組みと思います。どれぐらい効果があったかはわからないかもかもし

れませんが、ぜひ継続して、その都度応援してくださる方を募るというのは良いこと

と思います。

委 員 東京でそんなに有名ではない博物館の学芸員の方が、ずっと浮世絵を SNS で投稿さ

れてて、日常的でないものを発信することで、面白さが伝わり人気になった博物館の

記事を思い出したので、是非継続して行ってもらいたいです。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

（資料に沿って、図書館長説明）

教育長 何かご質問があればお願いします。

委 員 何ページにも及ぶ見直しをされるのは職員と司書がしっかり話し合って、状況を聞

いて、疑問に思われての取り組みと思います。素晴らしいと思います。本当に必要で

ないものはやめたらいいと思う部分もたくさんあります。また、想定される課題とい

うものもあります。ただ、ブックポストの見直しは、丁寧に説明する必要があると思

います。それから、休日変更のところで、成人式の１月３日はやはり利用はなかった

のかと今感じました。それで、こういう見直しをすることはすごく大事だと思いまし

た。見直しをする中で、例えば図書館サービスが落ちたとか、図書館が利用しづらく

なったということが出てくる可能性があると思います。でも一番大事なことは、市民

の方から、カウンターの方が挨拶がないとか、暗いとかそんなことをよく聞くし、い

ろいろ相談に行っても臨機応変にできないというような話をよく聞いていました。と

にかく、司書、職員、館長がしっかりと話し合って、職場環境を良くしていくことは

重要で、休みができたからリフレッシュできるものではないと思うので、普段仕事を

している上でいろんな悩み事とか相談ができる、お互いに話し合いができる環境は大

切だと思います。そういうことで、トラブルを未然に防いだり、利用者から感じが良

いとかすぐ対応してくれる図書館と感じてもらえるようになると思います。意識づけ

を行うことで、自然と利用者は図書館のレベルが上がったなと感じてもらえると思い

ますので、そこを気をつけて見直すことが重要だと思いました。それから、交流プラ

ザの予約等のマイナス部分がこうやって挙がっていますが、一つ気になったのが、利

用者が申請等で窓口に顔を出された際、職員はすぐに立って声をかけてください。し

ばらく待たせている状況が見えました。本当に信頼される職員でないといけないし、

お客様が窓口に来られたらすぐ、「こんにちは、要件はなんでしょうか。」等は基本だ

と思います。そういうことを一つ一つ丁寧にしていけたら良いと感じておりました。

すごく良い見直しができたと思っております。そして見直しのスケジュールが組んで

あるので、またそこで、問題に思うことは直していけばいいと思っています。ただ、

これだけのことが協議できたことは本当に素晴らしいと思います。

教育長 ありがとうございます。関連して何かございませんか。
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委 員 ブックポストの見直しは図書館・教育委員会事務局で決めれば、決定事項で定例会

での報告という理解で良いでしょうか。

図書館長 残した方が良いというご意見があれば、図書館に持ち帰って再度協議を行いたいと

思います。

委 員 わかりました。特に反対というわけではありません。報告事項の休日・休館日です

が条例どおりもっと休んで欲しいというのが本音です。民間企業のことを言ってもい

けませんが、年次有給休暇の完全取得ということが労基法上でも、政府の方針でも出

てます。それから土日をつなげて、少なくとも年 1回 4日間は連続して休みましょう

とか、もっと休めば良い思います。特に盆休み、13、14、15 日は休んでも良いと思い

ます。個人的には、無理して開けるよりも、休館にすれば良いと思いますので、ぜひ

やっていただきたいと思います。これも決定事項ですか。

図書館長 来年 1月 3日については、月曜日を休館とします。夏休み期間中については子ども

の居場所づくりのために図書館も取り組んでいますので、ご意見を検討していきたい

と思います。

委 員 交流プラザの件ですが、気になったのは館長が言われる通り原理原則ができていな

いということで、これでよくやってこられたなというのが正直な気持ちです。それと

もう一つは、利用される方が固定化されていて、顔なじみで、この日とあの日を予約

をしておいていてとかが、日常化してるんじゃないかと思いました。もう一つお願い

したいのは、交流プラザに限らず、体育施設やその他市の管理している施設ですが、

普段使われる方は、大体恒常的に使われる方だと思います。職員と面識があって、電

話 1本で予約を受け、この日も空いているので押さえましょうかというようなことが

起きているのではないかと思ってしまいます。いい機会なので、社会教育課や、小学

校の体育館等も含め、市全体で施設の管理がどうなってるかというのを水平展開して

見直しを図っていただきたいと思います。

図書館長 資料の 14 ページの二重予約の１番、２番、３番については、恒常的な利用者の方

の二重予約です。対応については謝罪しました。ピアノ発表会でもダブルブッキング

してしまい、三朝のバイオリン博物館を市が会場を手配しました。会場使用料も市が

負担しようとしたら、いつもお世話になっているからと、費用負担は辞退されました。

ご迷惑をかけたことは間違いありません。原理原則に基づいてチェック体制も含め見

直しをしていきたいと思います。委員から窓口業務のお話がありました。私も、着任

した時に思っており、率先して窓口に出るようにしましたら、他の職員も私の姿を見

て少し変わってきています。それから、「お疲れ様でした。」等の声かけも少しできる

ようになってきました。そういうところをご指摘いただきながら、改善していきたい

と思います。

教育長 よろしいでしょうか。この前向きな改革は、とてもいいと思います。特に交流プラ

ザの予約は、トラブルになり、教育長案件になったこともあります。ここはしっかり

見直すべきと思っています。先程の窓口の対応は図書館に限った話じゃなく、お客様

を迎えるという気持ちで対応しないといけません。教育総務課や学校教育課にもお客

様は来られるので、再度、教育委員会で委員から、こういうご意見をいただいたこと

を各課で伝えてください。お願いします。

委 員 窓口の件で、さんさんプラザに関わっていますが、当初は予約のトラブルがよくあ

って、必ず聞き取りをして、電話番号を必ず２回、担当者は確認することを徹底して
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います。今のところないですが問題はキャンセル料です。前日までに連絡がなかった

らキャンセル料を取るようにしていますが、キャンセル料を納めてもらえない、呼び

出しをしても出てこない等手続きが大変になると思います。仮予約でも申請を先に出

してもらうようにする、定期予約も利便性を高めるため半年単位で予約できるように

する、このような事も考えてみてはどうかと思います。定期予約は本当に利用するか

１か月前に確認して、責任者を決めて、窓口や電話での予約状況を全員が確認できる

状況にしておくことが重要ではないでしょうか。また、これまでやってきたことを大

幅に見直すことは、見直し内容を周知することが重要なので、徹底して欲しいと思い

ます。

図書館長 指定管理施設の倉吉未来中心、米子コンベンションビューローは、キャンセル料も

規定されて徴収するようになっています。キャンセル料は使用料の前納がなくても、

予約をキャンセルされれば 50％を取るというものです。図書館が考えているのは、あ

らかじめ使用料を納めていただいて、それから、後に使用キャンセルが出たら 50％を

お返しする還付という考えです。これは三朝・ハワイの直営施設と同じ考え方で、キ

ャンセル料を取るべきということがあれば、法制係とも詰めたいと思います。高橋委

員が言われるとおり、使ってないのに請求するというのは難しいと思います。それが

結局滞納としてずっと残ることになってしまうので。事務処理の懸念もあります。予

約は 1年前から受けており、前納していただくと年度を跨いだときに、還付をどうす

るか行政の会計処理のこともあります。そこは三朝・ハワイの例を参考にしながら、

財政課と調整して対応していきたいと思います。

教育長 付け加えると当日使われた時に、例えば、マイクの本数が変更になると、事前の支

払額と実績が異なり金額に差ができてしまうようなことが起こります。そうなると、

図書館で行う事務は精算行為が発生するので確実に増えます。現時点での案ですの

で、ご承知願いたいと思います。

委 員 今まで本予約の段階で料金が発生していないのが、本予約の段階で料金が発生して

しまうと何か企画するときに、お金がある団体は良いが、イベントが終了してからで

ないと支払いができない団体や、年度を跨がったらすぐ支払いができない団体とか、

団体によって違ってきます。この通りにいくのが難しい団体は仮予約は仮予約のまま

で、もし、その日に別の業者や別の方が予約を入れようとしても、仮予約が入ってい

れば予約済になるのかどうか気になりました。今まで払われてないのが急に変わる

と、今まで使われてた方が戸惑われると思うし、自分ならびっくりすると思うので、

丁寧な説明をお願いします。

図書館長 13 ページに想定される課題を挙げさせていただきました。本申請までの期間が２

週間では決定が難しい団体が出てくること、会費等を徴収する団体は前納が負担にな

るのではないか等を想定しています。ただ恒常的に利用される数団体に聞き取りを行

ったところ、前納になっても問題ないそうです。会費等を集めているので、そこから

支払うとのことでした。

教育長 周知期間を十分に取って、丁寧に説明してください。

委 員 苦情が出る前提で丁寧に、ただし、きちんとお話をすることです。説明される方は

常に苦情の窓口で、精神的にきついかもしれませんが、それは仕方ないという前提で

やっていただければと思います。

教育長 他にはよろしいですか。
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○給食センター

(1) くらよし 食育だより 10月号

(2) 滞納繰越分学校給食費収納状況（中間評価時点）について

○市民からの声対応状況

７ その他

（委員承諾）

（資料に沿って、給食センター所長説明）

教育長 よろしいですか。

（委員承諾）

（資料に沿って、教育総務課長説明）

委 員 フリーWiFi のパスワードや認証コードを児童生徒が持っていて、それを使うので

すか。

教育長 そうです。

委 員 卒業したらどうするんですか。

教育長 卒業したら、タブレットを他の児童生徒に回します。

委 員 フリーWiFi はタブレットしか使えないんですか。

教育長 はい。

委 員 それならいいです。スマホ等はパスワード・認証コード入れればどこでも使えるの

で、卒業しても、そのパスワードがわかれば、学校の近くに行って使えるのではない

かと思ったものですから。

教育長 簡単に説明すると、6年生が卒業すると、6年生が使っていたタブレットは、新一

年生にその子専用の IDとパスワードを新たに設定して渡します。

委 員 そのタブレットじゃなくて、自分が持っているスマホを、そのフリーWiFi の繋がっ

ている学校の近くに行って、その認証コードを知っていれば使えるかどうかです。

教育長 使えます。

委 員 使えるということは、卒業後も使えるということですね。

学校教育課長 認証コードは子どもたちは知りません。

委 員 知らないんですか。わかりました。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

教育長 その他について何かございましたら。

文化財課長 長谷寺が、開山 1,300 年を記念して、「長谷寺の歴史」という本を出されました。

これは歴史のみならず、長谷寺の民族、建築、美術工芸、自然科学の各分野にわたり、

奈良時代の開山から現在に至るまでの、長谷寺の歴史、文化を紹介している本です。

文化財課の方が文化財保護協会から委託を受けて、この書籍を預かっておりますの

で、ご興味がありましたら、一言お声をおかけください。

教育長 他にはよろしいですか。

（委員承諾）

以上で第 13回の倉吉市教育委員会定例会を一旦閉じさせていただきます。
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次回委員会について調整し、次のとおり決定

・倉吉市教育委員会 12月定例会

日 時：令和３年 12月 22日（水）午後１時 00分

場 所：倉吉市役所 Ａ会議室

・倉吉市総合教育会議

日 時：令和３年 12月 22日（水）午後３時 00分

場 所：倉吉市役所 大会議室

８ 閉会

〔以下、非公開〕

〔以下公開〕


