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会  議  の  経  過 

 

１ 開  会   午後３時 00分 

（小椋教育長）これより第 11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       福井委員 

 

４ 協議事項  （１）平成 30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 ご質問等ございますでしょうか。 

委  員 それぞれの事業の中で、進捗が非常に芳しくないとか昨年度と比べても進捗して

いないとか、懸念がある事業はありますでしょうか。各課でもいいですし、教育委

員会全体でこれだというものがあれば教えてください。 

教育長 １つは適正配置です。委員を出していただけないので、そこを出していただけるよ

うに、水面下で何回か４地区と交渉を続けているというところです。 

学校教育課長  学校教育課で懸念される、なかなか取り組みが進んでいないものは、家庭教育です。
保護者の意識、生活習慣、メディアのことなどいろいろと課題がありますので、家庭

教育のところ、保護者の教育が必要なのではないかと考えております。これに伴いま

して、就学前の保護者です。 

生涯学習課長 Ｂ＆Ｇ海洋センターにつきましては、指定管理でという方向性はもっているのです

が、専門の民間事業者さん等に打診はしてみるのですが、水物ということで二の足を

踏まれるということがありました。今回の指定管理、体育施設全般に含めるというこ

とも検討したのですが、それがあれば手を挙げることは難しいという事業者もあった

ので、今回は別でしました。別で出すことが最善の方法かどうかは時間をかけて検討

する必要があるのかなというところです。 

教育長 その他はよろしいでしょうか。 

伝建地区は、文化財課ががんばっています。壊してしまいたいとおっしゃる家を、

丁寧に、学校でいう家庭訪問をしております。 

委  員 倉吉市通学路の安全確保に係わる連絡協議会を開催したのだけれど、報告がしてい

ないというのは、もう少し具体的にお願いします。すごく大事なことだと思うし、知

っていないといけないことだと思うのですが、それがなされていないということと、

なんのために安全確保の担当で、危険個所を見て回ったのか。していないというのを

もう少し具体的に説明していただけないでしょうか。 

学校教育課長 この安全点検につきましては、ＰＴＡ、学校側、地域の代表の方にも来ていただい

て、点検をしていただいているところです。その中で、県、市の土木関係も入ってい

ただいて、警察も来られます。その中で、どこが必要なのかを持ち帰らせてもらって、

それぞれの機関の方に話し合いをしていただいているのですが、そのあとのところ

が、学校には学校教育課から方向性をお話させていただくのですが、保護者の方には

学校から伝わるにしても、地域の代表の方にも入っていただいておりますが、そうい
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った方に報告がなされていませんでした。今後信号をつけていくのかどうかとか、要

望しても数年はかかりますよとか、そういったところも警察なり、土木なりから返事

があるのですが、それを地域の方に返していなかった、というところが反省点です。

今後は協力していただいた方々に連絡を密にして報告等も忘れずに行っていく必要

があると考えております。 

委  員 わかりました。やはり、事故があってからではいけませんし、なんのためにするの

かといったら、安全の確保だと思います。やはり地域の方は危険個所をよく御存じで、

ちょっとしたことだとは思うのですが、見守り隊でも協力していただいているので、

こういった報告をしていないというのはいかがなものかと思います。今後はよろしく

お願いします。 

委  員 今の件で、誰がどういった報告をされるのですか。教育委員会がされるのですか。

県や土木や警察から回答をもらって、それを教育委員会が発信するということです

か。 

学校教育課長 まず、この点検個所を地域の代表の方も含めてそれぞれ見て回ります。そのあとに、

今度は県関係、市関係の土木、市教委が入って改善ができるかどうかを県や市から報

告をいただきます。別途に警察の方から交通安全協会のこともありますので、そうい

ったところの報告も受けます。それぞれから報告を受けたことを返していくというこ

とになります。 

委  員 国道は国から回答があるのですか。 

学校教育課長 国道につきましては、県から国にあげていただいて、それが返ってくる形になりま

す。 

教育長 報告書はくるのでしょうか。学校が上げるものは表になっていて、それに対して回

答が書いてあればわかりやすいと思います。 

学校教育課長 イメージとしては教育長がおっしゃられるようなものです。学校から上がってきた

危険個所の横に今後のことを記載していきたいと考えております。 

教育長 当日出てきてくださった地域の皆さんに郵送か何かでお届けするということです

か。 

学校教育課長 そうです。 

委  員 子どもが歩いて危ないところは、年配の方が歩いても危ないところです。そうする

と、公民館の館報や市報が毎月出ますが、そういったものを活用する。関係者に限ら

れた情報ではなく、もう少しオープンに情報発信をまとめてされれば、個々に発信す

る必要はないのかなという気はします。 

学校教育課長 今、委員さんがおっしゃったように市報等の活用も担当課と連携を取らせていただ

いて、こちらの方でもホームページや Web ページでアップするように今後は心がけ

ていきたいと思います。 

委  員 この件は、地域の公民館長会で話がでて、「報告はしたのですが何の話もない」と

言われて、他の会で校長先生に言われても何のことがわからない状況で、事故が起こ

った時に公民館長にすぐに調べてくれということがあったので、すぐに調べて次の日

には報告したのだけれども何の話もない。結局、通学路には私有地がありますし、そ

こに言っていいものかどうかもわからないし、ということがありました。それに県も

絡んでいるし、市も絡んでいるし、最終的にどこがまとめるだろうというのが、全く

分からないような状態でした。教育委員会で通学路だったらまとめられるのでしょう
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けれども、それ以外の事もあったりして、いろいろと難しい状況だったので、教育委

員会が通学路のことでと言えばすぐ出てくるとは思いますので、そこはきちんと整理

された方がいいと思います。２か月ぐらい、何もなかったものですから、どうなって

いるのかなと思いつつ、そこは安全に関わることですし、通学路は年度当初に歩いて

調査されますが、その情報も公民館長さんにいっていない部分もありますのでしっか

りと情報は流した方がいいと思います。公民館長さんは結構、一緒に歩かれる方がい

らっしゃるので、そこはよろしくお願いします。 

学校教育課長 気を付けてまいります。 

教育長 その他何かございますか。 

委  員 海洋センターの検討がなされていて、検討は必要だとは思いますが、今指定管理の

方向でとお聞きしましたが、手を放してしまうとだめになってしまうなとグリーンス

コーレを見て思いました。グリーンスコーレも指定管理だったときは、市が口を出し

たり、指導したりできるのだけれども、それが全くできなくなって、見ているとどん

どん良くなっていないです。海洋センターも運営は難しくなっているし、建物も古く

なっているけれども、それなりに活用してきたと思いますので、何とか努力してもら

って、指定管理という方向で検討してもらうことがやはり一番かなと思います。経営

的なこととか、予算的なこととかあるので、状況を見ていて離したいと思うこともあ

りますが、やはり、離してしまうと手が出せないし口が出せないということがあって、

グリーンスコーレがいい例だと思います。ですので、指定管理という方向は何とか努

力してもらって活用できればと思います。あそこの地域を総合的に考えても、それも

一つの目玉だと思って、子どもたちの健全育成にも役立っているので、大変でしょう

けれども何とかそのあたりは努力してほしいと思います。 

教育長 カヌーについては、毎年、全国レベルの入賞をしていますので、本当によく頑張っ

ています。保護者もかなり支援していただいていると聞いております。遠征や試合に

出るときに、ご家庭の負担もあるらしいのですが、そういったことには頓着せず頑張

らせたいということです。直営だからできていることなのかなと思うところもありま

す。 

委  員 その関連で、指導者の方の努力もあると思います。指導者が専門的に学んで、子ど

もたちを育ててくださっているというのが目に見えてわかるので、本当に大変で、次

の人を養成していかなければいけない時期になっているのかなとも思いますが、本当

にレベルが上がって、新聞にも名前が出ていたりするので、いい具合に活用されてい

るなと思います。受ける人がいないので、本当に大変だろうなと思います。 

教育長 その他ございませんか。 

委  員 ２点お願いします。「豊かな心とたくましい体の育成」のところのいじめ問題等は

29 年度、Ｃ評価だったと記憶しているのですが、今回教育心理相談士による研修と

いうことで、継続的に取り組むことによって確実に成果が見えているというお話でし

たし、見えそうだなと思っておりますが、なんとか普通評価に持って上がれるだけの

自信がありますか、ということが一つ。もう一つは、土曜授業の話が出ていて、先生

方の負担が多い中で、ずっと通してみると、生涯学習課で短大との講座があったり、

社会人向けの講座があったり、博物館講座があったり、発掘調査とか、伝建群とか、

そういったものが土曜日に開催される中で、小学校の低学年は無理でしょうけれど

も、５年～６年、中学校については事前に募集をして、その出欠で出たとすれば、土
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曜日に出て学校の先生は休みという格好にはならないのかなと思います。そういった

教育委員会の中の連携と、子ども家庭課との連携を強化していくというのが昨年度の

話の中で出たのですが、今年度はどうなのか。赤ちゃんとの交流とか、心を育てる中

での子ども家庭課、就学前の保護者のいわゆる勉強会とか、心の醸成も含めて、市全

体としての連携を図っていくべきなのではないかと思います。そこの辺りは昨年と比

べてどうなのかを質問させていただきます。 

学校教育課長 今後ということですが、昨年度Ｃ評価とさせていただいたのは不登校のところで

す。後ほど説明させていただきますが、現在少し減っているという状況で、予備軍と

いう 15日～30日のところも、この様子を見させていただいたら、しばらくは落ち着

きそうだというところが見えてきましたので、油断はできませんが、成果は少しずつ

上がっているのではないかと思います。各課の連携というところで、募集の件、土曜

授業でやってみてはどうかということがありましたが、こちらについては、委員さん

方で土曜授業のこういったやり方はどうだろうかといったことを話し合って決めて

いただければ、学校に降ろさせていただきますので、今いただいたご意見等を含めな

がら次回、次々回の教育委員会で話し合っていただければと思います。 

なお、土曜授業につきましては、なぜ次回、次々回かと申しますと、県の教育委員

会から来年度の日程がでてきますので、それを基にどういった工夫があるのかを話し

ていただければと思います。よろしくお願いします。 

それから、子ども家庭課との連携ですが、子どもたちの背景にある部分を含めて、

要保護児童対策地域協議会ということで連携を取らせていただいております。その中

で、今年度変わったところでは、担当職員が就学前のところで、小学校に向けての講

演を各園や小学校でしていただいております。こちらは記載をしておりませんが、各

小学校でも行っていただいております。こういった保幼小の保護者にどう子育てをし

ていけばいいのかということの話をしていただいております。どんな効果があるのか

はまだ見えませんが、少しでも理解していただけるように取り組みを今年度から進め

ているところです。 

教育長 不登校の件は、指標はどのように設定してありますか。人数ですか。 

学校教育課長 「10％減」となっております。昨年度、Ｃが付いたのは前年度より増えたからです。 

教育長 わかりました。その他ありませんでしょうか。 

委  員 給食センターさんはよく頑張っていただいて、収納率が上がったということで、非

常に喜ばしいことと思います。それで、収納員さんの各家庭訪問された後の交渉記録

というのはセンター長さんが見ておられるのでしょうか。 

学校給食センター長 月に一回給食センターに来られますので、どこにいつ行ったかという記録をいただ

きます。 

委  員 内容的には、お話した記録が残っているわけですね。訪問した、お金が入っただけ

では不十分かなと思います。誰に会ってどういった話をしたか、その経過と入金があ

った時点でその家庭に電話をして、「入れていただいてありがとうございました」と

いうところまでフォローをして、次につなげていくということを繰り返し収納の専門

の方にお願いをして、その方をセンター長が持ち上げていただければいいのではない

かと考えますので、またご検討いただければと思います。 

教育長 その他いかがでしょうか。 

委  員 「公民館のあり方検討」ということがありますが、今と大きく変わるということで
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しょうか。何か大きな問題があってこういったことになっているのか、気になったの

で質問しました。 

教育長 この話が出た背景について説明をお願いします。 

生涯学習課長 行財政改革の計画の中に公民館の機能強化、主にはコミュニティ機能を加えるとい

うことが上がってきました。行革の懇談会がありまして、今公民館主事にコミュニテ

ィの権限を持たせるには少し無理がある。専門の職員の配置を含めて、総合的に検討

ということですので、行財政改革という視点ですので、既存の施設や機関をある程度

整理していくということも必要ですし、集約をして、そこで一体的にやるということ

と、地域の拠点というのを既存の公民館を中心に組み立てていってはどうかというこ

とではないかと考えております。 

具体的には、倉吉市の公民館はもともと社会教育の機関というだけでなく、地域の

コミュニティ、いわゆる地域づくり、地域振興という部分でも既に取り組んでおりま

すし、地域福祉に関しても地区社協の事務局的な役割も含めて一体的に取り組んでき

ているところなのですが、今時代の流れの中で、福祉の部分については、地域包括と

いうことが出てきますので、そのあたりの拠点を各地区に持つべきだということもあ

りまして、どういった機能を地区公民館にさらに加えていくのかということが、市の

中でも福祉であったり、長寿社会であったり、地域づくりであったり、それぞれの課

の思いがあるということなので、そのあたりをこちらの内部でも摺合せをしていこう

ということです。それから、現場の声もきちんと聞いて、今どういったことが課題な

のか。聞こえてくるのは、地区社協です。福祉の業務の部分がかなり膨らんできてい

る。市社協からどんどん地区に降りてくるという部分がかなり負担だという声もあり

ますので、どういった職員を配置して、どういった体制でどういった組織にしていけ

ばいいのかといったことを、内部でしっかりともんだうえでそれを各課や関係者の方

の意見を聞きながら、最終的に地区公民館にどういった機能を持たせるか、それによ

っては、他の自治体の事例で言いますと、コミュニティセンターといったように看板

を掛けかえてしまうといった、市長部局と社会教育を含めて一本化する。そして、そ

こから地域とつながりを作るといった自治体もあるのですが、そういったこと、それ

から、指定管理という取り組みですが、これをいったん職員に戻してはどうかといっ

た意見もあります。職員体制、それから運営の仕方も含めて今回検討してみるという

ことです。さらに言えば、例えば、児童館、児童センター等がありますけれども、各

地区にある公共的施設の機能がもう少し集約できないだろうか、というようなことも

出ておりますので、そういったところも含めて、今、計画訪問で全地区を回ってきた

ところですが、地区によってかなりばらつきがあるなというのが実感です。そのあた

りを一度に一律にというのは難しいとは思います。地区の人口等にも差があって、公

民館の利用にも差があって、対応する業務にもばらつきがあるのに、職員は館長１人、

職員２人で計３人体制だというのも一つの課題だと思いますので、そういったことも

含めて、どういった体制がいいのか、今１年間かけて検討したうえでというのが、先

般の指定管理の５年間を１年間だけ延長するという話になるのですが、とりあえず１

年でそのあたりの方向性を出してみたいと思います。 

委  員 よくわかりました。今の地区社協の話がありましたけれども、地区社協も公民館が

担っておられる。今度は私たちが地域に戻ってきて一人一人に付き添わなければいけ

ない。私は福祉協力員になっているのですが、そういったことがどんどん増えてきま
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す。それはやはり災害があったりして、市役所ばかりに負担をかけるのではなくて、

地域がもっと頑張らなくてはいけないということで、それの元が地区公民館だと思う

ので、地区公民館の充実はひいては地域の公民館の充実につながると思います。今、

説明を受けたら本当だなと思いましたので、そういう意味で１年間が指定管理という

ことだったのですね。よくわかりました。 

教育長 地域の要望というか時代の要望もあって、困ったら公民館を頼られます。 

委  員 私が住んでいる地区は市役所が近いです。しかし、そうでないところは確かにいろ

いろな届出が各公民館に取りに行けばできるならいいでしょうし、財政的にコストの

削減が大きいのかなと思います。ある程度集約しながら、機能は充実させますからこ

こまで来なくてもいいですよというふうに持っていかれるのか、しっかり検討してい

ただければと思います。 

委  員 関連して、公民館主事さんたちの研究部会を立ち上げられているということで、関

連して考えると、そこで出た問題がこちらに出ているのかなと思うのですが、自ら問

題点を出して、それに対して研修しようとか、自分たちでしておられるのでしょうか。 

それをこちらの公民館のあり方に反映するような場を持っておられるということ

でよろしいのでしょうか。 

生涯学習課長 これまで、公民館主事の研修は年間プログラムを組んで、いろいろなテーマに取り

組んできたのですが、その中でもこの部会という形で、各地区で抱えている問題の情

報を共有することで、お互いが高まっていくというようなことがありますので、その

中でも特に事務局業務というのが、各種団体の事務局を持っておりますが、この関わ

りの深さであるとか、度合が地区によって違う。よそはそこまで自立しておられるの

か、とかがわかってくる。というようなことがありまして、お互いに並べてみるとこ

こが問題だよなということが出てきますので、そういったことはもちろんあり方検討

で盛り込んでいって、それをどうやったら改善できるのかといったようなことをしっ

かりと検討していくということであります。 

委  員 現場の方が一番実感されておられることなので、ほとんど反映して、できること、

できないこと、変えなければいけないことなどどんどん意見を交換していただけたら

いいなと思いますので、よろしくお願いします。 

教育長 倉吉市の地区公民館は概ねいい感じで動かしていただいているなと総括的な見方

ですけれども思います。もちろん課題はありますが。 

委  員 どうしても上灘とか上井とかは部外者の利用も多いですし、そういったところの業

務と上北条や北谷の業務量にどうしても差がある。その中で、人員は同じ、となると

本当に分けて考えないといけないかな、と思うくらいです。そういったことも含めて、

一律ではない、地域に合わせたあり方について、検討していく必要があるなと感じて

おります。 

もう一つ、外国語の教科化と、道徳が小学校から教科化になったそのあたりの取り

組みがスムーズにいっているのかなと思うのですが、ちょっと問題が出ているとかそ

ういったことは今のところないですか。 

学校教育課長 どちらも問題は上がっておりません。特に道徳は以前から副読本、これが教科書に

なったという違いですので、委員さんが以前おっしゃったように、地域の方も必要に

応じてきていただくという工夫もしております。英語につきましては、ＡＬＴを上手

に活用しながら英語に子どもたちが慣れるように取り組みを行っているところです。 
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教育長 道徳については、教科になると評価をしなければいけません。ＡＢＣや１、２、３

のような評価はしません。文章を書いて、家庭にお届けするということになるのです

が、１学期毎ではなく、１年間に１回でもいいのではないか、とかそれぞれの学校で

どのように家庭にその評価をお返しするかを研究中です。道徳自体の実施は今お伝え

した通りです。 

学校教育課長 そこで今問題になっているのが、評価、通知表です。小学校５～６年になりますと

総合所見の部分を書きます。その他に総合的な学習も記述です。それから、特別活動、

英語、道徳が入ってきて、記述が多くなってきましたので、学校が少し整理する必要

があるのではないかということで、教育長が申しましたように、どのようにやってい

くのがよいかを校長先生方を中心に話し合いがなされています。 

委  員 今の話で、年間評価をまとめて書くというのは、簡単なようで実はどこかで区切っ

てまとめてみないと、直近の評価が年間の評価につながるという、人事評価などはそ

れに陥りやすいのですが、非常に難しい問題ですね。学期ごとに区切るのか、単元で

区切ってトータルで記録をしていかないと、道徳に限らず、すべての評価で先生方は

大変だと思います。何とか知恵を出して、納得のいくコメントを付していただくよう

にご努力いただくしかないと思います。 

委  員 家庭教育の充実のところで、研修機会の拡大と書いてありますが、中間評価は計画

通りに進んでいると書いてありますが、特に何をしたわけでもないので、先ほどの話

で家庭教育をもっと充実させたいということがあったので、来年度はしっかりと記述

をしていただくようにお願いします。ただ、講演会を開きました、だけでは評価しに

くいのでしっかりとした計画をお願いします。 

教育長 何か工夫が要りますね。 

委  員 保育園にもどなたかが行っておられますよね。 

学校教育課長 指導主事が巡回しております。園児たちの様子を見させていただいております。 

教育長  子ども家庭課が行かれる対象は誰なのですか。 

学校教育課長  対象は保護者です。年中の保護者と小学校低学年の保護者だということで話はして
おります。 

委  員 学校にあがる前に小学校の説明会がありますが、あの時は特に行っていないのです

か。小学校にお任せで、こういったことをしてきなさいとか、市の職員は学校には行

っていないですよね。 

学校教育課長 今、ちょうど就学時健診といって、以前は子どもたちが上級生の人たちに連れられ

て、あるいは教員に連れられて各場所で検査を受けていました。その間、待ち時間の

時に教育講演会のようなものをやっておりましたけど、最近は、子どもの状況がＡＤ

ＨＤ等、発達障害のお子さんが増えているということもございまして、保護者と一緒

に回っていただくようにしております。そのため、以前のような教育講演会のような

ものは設けておりません。 

委  員 集まるチャンスはチャンスなのですよね。そうすると、子どもだけ集めて、お遊戯

等して、30 分でも保護者に倉吉教育十か条といったものも含めてレクチャーをされ

るといいかもしれませんね。 

委  員 小学校とか保育園とか幼稚園の連携で、実際にどうかはわからないですが、例えば

年長になった時に、小学校に上がる前に１年間ありますが、小学校に上がるまでにこ

れだけは覚えさせましょう、鉛筆の持ち方が違うとかそういったところからかもしれ
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ませんが、少なくともそこの連携というのは、小学校に上がるまでに保育園としては

子どもたちをそこまでできるようにしていく、それはもともと保育園の先生だけでは

なくて、親もそこに入らないと文章だけでは伝わらないなと思っています。その辺り、

実際しておられるとは思いますが、幼保小連携というのは私なりにそういったことで

はないかと思います。やはり、学校に行ってみますと、鉛筆の持ち方もその時に直る

わけではないけれども、学校周りをしているとそういった子供が目立ちますね。そう

いったことを保育園の時にしっかりとさせて、小学校に渡していく、そこが連携かな

と、そこに保護者を巻き込んでいかないとよくならないかなと思います。親が言って

もなかなかできないところがあって、そういったところを先生のお力を借りたりする

のが大事かなと思います。親が言っても反発するだけの時もあるので、そこを連携し

てもらったらもっといいのかなと感じることがあります。 

教育長 おっしゃる通りで、小学校に入学するために向かっていくアプローチカリキュラム

というのですが、モデルは作ってあります。鳥取県教育委員会が作っておりますから、

アプローチカリキュラムをいずれかの時期から始める。小学校に入学したら、今度は

スタートカリキュラムというものがあります。そこが続くようにモデルが作ってある

のです。しかし、それぞれの園がそれをきちんと自分の園に取り入れていない。うち

はうちのやり方、というところが結構あって、そこのところにうちから手を入れたい、

とずっと思っているのですが、かなり厳しいことも言わないとわかってもらえない。 

委  員 それはできるのではないですか。同じ市役所の中ですから。難しいですか。 

教育長 倉吉市立の園はできますが、私立の園がいくつかあるので、そこには権限がないの

で、ちょっとそこは大変ですね。あきらめずにそこはしないといけないのですけれど

も。 

委  員 やはり子どものためなので、大変かもしれませんけれども、そこは同じ考えで理解

してもらってということにならないといけないと思います。 

教育長 こちらがイメージしているのは、年長の一年間だとか、あるいは年中も含めてある

程度の長さの中で、ちょっとずつ積んでいって、小学校に行ったら遊びだったのが、

そのまま学びになるのですよ、というふうにしたいと思っています。指導する方に意

図があれば、子どもたちは遊んでいると思っていてもいいのです。筋肉が発達するだ

とか、ちゃんと喋れるとか、そういった活動の中で体が発達していくという、そうい

うことなのだと思うのですが、もうちょっと何とかしたいです。 

委  員 この前見ていて、投げる力、球を取って握る力、やはり弱いですね。それが保育園

の時にボール投げっこでも先生が意図をもってしておられるなら、また違うかもしれ

ません。投げたり、握ったり、球をとってもぽろりと落ちてしまう。そういったこと

が日々の保育園の生活の中から学んでくるのだと思いました。 

教育長 一番よくわかってもらえるのが、運動会を見ていると小学校の低学年に直線を走ら

せると、バランスが良くない子が気になりますでしょう。あれはおそらく年齢に応じ

た発達にどこか課題があるのだなと思っています。それを園にもわかってほしいし、

年長でここまで積み上げたら小学校はここから始めますよとなると、すっとつながる

と思います。 

委  員 そういう意味では、運動面もですが、人の話をきちんと聞ける子になるというのは

とても大事だと思います。一年生の最初の何か月かはまずみんなが座って話す状態ま

でいかない。そこはやはり、聞く態度ができているかどうかで、すんなり入れるかど
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うかです。勉強ももちろんですし、人の話を聞く態度というのは、小学校に入る半年

前からでは遅いです。きちんと対面して会話をするとか、言ったことに対して答えて

もらったり、小さい頃からの積み重ねだと思うと、年長ではなくて年少の時からの積

み上げだと思うので、保護者の懇談会なども年長限定ではなくて、年少の時から。小

学校の講演会の時に「その話は幼稚園の時に聞きたかった」と皆さんよく言われます。

小さい時からの積み重ねで、今からでも遅くありませんよと聞くのですが、やはりも

っと早く聞きたかったということはありました。小学生だからというのではなく、小

さい時からの積みあげていくために、年長さんの保護者へ向けてのものは広めていた

だいたらと思います。 

教育長 子ども家庭課ともっと連携を取らないといけないですね。 

委  員 教育全体の中で赤ちゃんから死ぬまで教育と考えれば、教育委員会だけの仕事でも

ないでしょうし、全体の仕事でしょうから、効率よく、効果的にお願いします。 

教育長 その他ございませんか。今回は中間ですので、あと半年切りましたが、この評価を

基に後半、重点を確認いただきたいと思います。  （各委員意見なし）・・・承認 

 

５ 教育長報告   教育長報告 

 

６ 報告事項 

○議会対応状況（９月議会）について 

 

○教育総務課  （１）区域外就学・校区外就学の承認について  （２）倒木に係る損害賠償額の決定について 
 

○学校教育課 

（１）不登校・問題行動の状況について（不登校対策の取り組み） 

（２）菜の花プロジェクトについて 

委  員 土が既におこしてあるということは、本来の趣旨からはいかがなものかと思うので

すが、中学生ですよね。 

教育長 河川敷は手動では掘れません。 

委  員 手動では掘れないけれども、そこで何か汗をかくような関わりがないか検討してい

ただきたいと思います。 

教育長 はい、考えます。 

 

○生涯学習課 

（１）第 33回くらよし女子駅伝及び第 38回日本海駅伝の中止について 

（２）平成 30年度市民体育大会の結果について 

（３）倉吉市社会教育委員の委嘱について   
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 ○文化財課  （１）中部地震に係る被害物件修理完了進行状況について 

（２）文化財課所管建物の利用状況（上半期）について 

（３）倉吉淀屋開館 10周年記念イベントについて 

（４）平成 30年度ライオンズデーについて 

（５）鳥飼家住宅一般公開について 

 

○倉吉博物館 

（１）第 10回前田寛治大賞展事業報告 

（２）自然ウォッチング「火星と秋の星座」事業報告 

  ○図書館  （１）中部地震を忘れない講演会について  （２）特別資料整理（蔵書点検）について 

委  員 ある図書室に行ってお料理の本を借りましたら、中身がごっそりと抜かれて、破り

取られておりました。こんなところでもあるのですかと聞きましたら、結構あります

と言われました。図書館の本の破損や書き込みはやはりどこでも問題になっている。

あるはずのものがないというのも結構あって、対策といってもなかなか難しいです

が、市民の意識をどうあげるかというところなのかなという気がしました。こんなと

ころでもあるのかという驚きがありましたので、市民全体の文化に対する意識をどう

あげるかが教育委員会の課題でもあるのかなと思いました。子育てに対する姿勢もそ

うだし、そういったことは大事だなと今回感じました。 

図書館長 倉吉図書館は返してもらったときに一冊一冊中をチェックいたします。そこで破れ

ているときなどは、弁償ということも考えておりますので、そこでお客さんと相談さ

せていただきますし、もともとは来館者の安全を守るためなのですが、防犯カメラが

いくつもありまして、切り取られるというような被害はあまりありません。  
○その他 
（１）教育長職務代理者の変更について 

教育長職務代理者の辞任に伴い、教育長が教育長職務代理者として新たに委  員を指名。 

（２）青少年問題対策協議会について  
７ その他 

次期委員会について調整し、次のとおり決定 

日 時：平成 30年 11月 28日（水）午後３時 00分 

場 所：倉吉市役所 第３会議室 

 

午後 5時 10分終了 

 

８ 閉会  


