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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 10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）土曜授業について  （学校教育課長説明） 

委  員 そもそも土曜授業の実施に至る狙い、目的をはっきりさせたうえでやめるべきで

あればやめてしまう。学校の先生方に昨年度いろいろとヒアリングさせていただく

中で、負担感が多いとおっしゃっておられたのは事実です。一方で、外の行事はも

ちろんあるのでしょうけれども、教育の現場の児童生徒を質の向上という中で、非

常に大切なものであればやるべきことではあるので、根本をおさらいさせていただ

くとありがたいです。 

学校教育課 こちらの授業につきましては、倉吉に誇りや愛着を持つ児童生徒の育成というの

が大きな目的となっております。そういった中で、地域の方々のご協力を得なが

ら、地域の方も参画しやすいということも含めまして、土曜授業を実施しておりま

す。 

教育長 付け加えさせていただきますと、事の起こりは、倉吉市から自ら土曜授業をやりた

いといったわけではありません。全国的に、土曜授業を進めて学力向上に貢献してい

るところはたくさんあります。端的な例では、私学は土曜日に当たり前のように登校

して授業を受けています。そういったことが日本中でブームになった時に、鳥取県で

は土曜授業をしないのかといったことが県の総合教育会議の中で出まして、知事が

「では鳥取県も考えてみましょう」ということで、県が動き出したのです。県から県

内の市町村に話があった時に、どこの市町村も猛反対でした。でも、倉吉の場合は、

福井教育長が、いろいろと考えられて、年間に 4～5回の土曜授業で学力向上を前面

に出すことは難しい。そうではなくて、「ふるさとに愛着を持つ」ということで、年

間５回の土曜授業で動き出して、次の年に回数等の見直しをしていこうということで

始まりました。 

ですから、今時点でそのことを振り返ると、ふるさと教育に重点を置いた倉吉市の

考え方というのは、大正解だったと私は思います。学校現場に負担感があるのは事実

ですが、使い方によっては非常に効果的で、例えば平日に行っていたものを土曜授業

の一コマに入れると平日が少し楽になります。私が東中にいた頃は、県総体の前に６

時間目の授業を全部やめて、土曜授業に持って行って、５時間目が終わったら部活頑

張ろう週間として部活動をさせていました。とてもよかったです。子どもたちもその

気になれます。それから、土曜日の授業の中身を今は学校が主導で動いていますが、

三鷹市のような先進的なところは学校がほとんどノータッチで動いているところも

あります。教員が全員出て行って授業をする、ということがないような仕組みを作っ
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ておられるところもあるので、そういうふうになっていけばそれほどの負担感にはな

らないと思います。地域との関わりというのはたくさんしているわけですから、それ

を土曜日に持っていって平日に時間的余裕を作る、ということなら何とかできるかな

と思ったのですが、先ほど学校教育課長からありましたように、県が調整をしてくれ

ない。スタートするときには、「県が土曜日の日程調整はします」と言われたのです

が、それが今年は、「この日はいいですよ」と言われた日に土曜授業を設定したら、

県の行事が入ってくるというような状態でした。県にも「最近調整ができていません

よ、スタートした時に言われたことと違っていますよ」と伝えてありますが、どうや

らそのあたりがうまくいっていないようです。県立高校（東高）も土曜授業をやめま

した。 

委  員  高校はどんなことをしておられたのですか。 

教育長 東高は完全に授業でした。授業時間を確保したいということがあって、当時はアク

ティブラーニングという授業でその時間数を確保するために一コマの授業時間を 60

分にして土曜授業に入れたいというスタンスでやってこられたのですが、生徒の試合

があったり、先生方の出られなければいけないことがあったり、どうしても土曜日に

指導者が足らないとか、生徒の誰かがいないとか、ということがあって、かなり大変

であったようです。 

委  員 社小学校のことしか詳しくはわからないのですが、土曜授業を始めたからには、あ

る程度、目的をもってやっていらっしゃいます。コーディネーターがいらっしゃって、

そういった方が一生懸命されるから、調整してできるし、探検隊で私たちも頼まれて

ついて行ったりします。先生方は全部の学年が出ますので、負担感は大きいのかもし

れませんが、やはり愛着を持つような授業をするなど、工夫によっては本当にいいな

と思いながらみております。だから、今言われた、重なるというのはいくらでも調整

できると思うのですが、県がやろうと決めたのに、県が違うものをぶつけてくるとい

うのは、やはり調整していただければと思います。先生方だけで対応するというのは、

やはり大変なので、地域のコーディネーターとうまく調整すれば、もう少し楽になる

のかなと思います。どっちにしても負担感は多いとこの前言われましたからね。 

委  員 地域の方が年に１回でも２回でも全部仕切っていただけたら一番いいですね。もと

もとの発想からいくと学力をつけるか、地域に愛着を持つかという話の中で、倉吉は

地域に愛着を持つ活動をしようということになった。だから、学校教育課だけではな

くて、社会教育とかいろいろな部署が出てきてもらって、公民館も当然携わっておら

れるのでしょうけれども、その中で例えば、田植えをして稲刈りをするのを年２回、

土曜授業でやりましょうとか、土曜日に雨が降った時には平日やって、土曜日は授業

に振り替えるとか、いろいろな形はとれると思います。いろいろと農業体験をやって

おられるところもあるので、そういった意味あいでいくと、例えば灘手小学校は発掘

現場に連れて行って、発掘をさせてそれを土曜授業のかわりにする。たくさんボラン

ティアの方が来ておられるのではないかと思うのですが、その方にお任せして、校長

先生や教頭先生が引率して出る。ということも可能でしょうし、回数ありきとか○○

ありきではなくて、本当に倉吉に愛着を持つ活動は何があるのか、学校単位で考える

のではなくて、統一的にこういったものがありますよといった例示を示して、公民館

等の方々と学校側が話をして進めていかれるのも一つの方法ではないかと思います。 

委  員 最初の頃は確かに公民館と話をされていたようでしたが、だんだんそれが薄れてき
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ているという感じはあります。もう一度、公民館等と学校が話をするという仕組みや

目的を確認していただけたらと思います。中学校は陸上等がありますが、小学校は関

係ないですよね。中学校と小学校は別、ということにはならないのでしょうか。 

学校教育課長 そういったことも工夫の一つだと思います。あるいは、各学校で土曜授業を自分た

ちで計画して実施する。スポ少の関係が出てくるかもしれませんけれども、それぞれ

の学校が土曜授業を１学期に１回ないし２回と決まった時には、自分たちでこの日と

いうのを決めるというのもありだと思います。 

教育長 私が西中にいた頃に、この土曜授業の話を聞いた時には、すぐに小鴨公民館にお願

いに行って、社会教育の中でいろいろな講座や教室をしておられて、それを学校の体

育館で、一回でいいのでしていただけないだろうかと頼みに行きました。明倫の館長

さんや小鴨の館長さんにも来ていただきました。工夫すれば難しいことはないのです

が、ただ、回数がね。 

委  員 回数は、減らせばいいのではないでしょうか。 

学校教育課長 学校側の意見を聞きながら回数を調整したり、日にちを調整したり、１学期は弾力

性を持たせるということで各学校に任せるというやり方もあると思います。校長会で

そこのところを相談させてください。 

委  員 インフルエンザで中止になった場合は、翌週になるのでしょうか。  インフルエンザで学校が休業になった場合は、次の週に実施される小学校は何校か

ありました。中学校の場合は、中止が多いです。 

教育長 今年は大雨で土曜授業を中止にしました。 

他に土曜授業について、思っておられることや気になっておられることはございま

せんか。 

県内の市町村を見ると全員を登校させるところはもちろんありますが、町のいずれ

かの部署が担当して、土曜学校のようなもので希望者を募って、体験的なことをした

り、勉強をしたり、というところもあります。三朝町もそうです。 

委  員 生徒の参加率はどうですか。 

教育長 半分までいっていないと思います。勉強のようなことをしています。 

委  員 何が愛着を育む活動であるかわかりませんけれども、先日東中で成徳地区の運動会

があった時に、中学生の生徒が手伝いに数名来ておりましたが、例えば地域の運動会

にその地区の中学生は全員出て、競技にも参加するし、ボランティアにも参加する。

上灘地区は上灘地区の運動会に中学生が全員出て手伝いをする。というようなことも

一つの体験学習ではないかと思います。地域の大人と接触して学ぶ、といったことも

単純に考えればいいのではないでしょうか。珍しいことや初めてのことをしようとす

ると大変だと思うので、前からと同じことでいいと思います。ぜひ、何年かは続けて

いってほしいと思います。回数はこれほどなくてもよいと思います。 

教育長 学校によく説明しておかなければいけないことは、中学校は１年の時に５日間あり

ます。２年で５日間、３年で５日間、全部で１５日間あります。毎年同じことではな

くて、学校として積みあがる、ふるさとに関わる勉強が積みあがるプログラムになる

ように意識してください、と強く言っておかないと、そこは大事だと思います。 

では、回数を４回にするのか、３回にするのかは検討です。 

委  員 教育長がおっしゃられたように、意図をはっきりさせて、もともとの狙いもはっき

りと、学校現場も公民館も人が変わっておりますので、教育委員会を挙げて取り組ん
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でください。学校だけではないので、そこを頑張っていただければと思います。 

教育長 検討して、協議なり報告なりをさせていただきます。ありがとうございます。  （各委員意見なし）・・・承認 

 

５ 教育長報告   教育長報告（教育長 別紙のとおり） 

委  員 適正配置は何か進展はありますか。 

学校教育課長 現在のところ、特にはございませんが、本日社地区の方が来られて、社地区でも説

明会を開いてほしい、住民全員を集めるのではなくて、地域の役員の方々が対象にな

るとは思いますが、再度適正配置についてみんなでしっかりと理解したいということ

でお話がありました。自治公の市の会長さんとずっと話をさせていただいているので

すが、適正配置の対象校で小規模校のかたです。そこの自治公の会長さん方に集まっ

ていただいて、小規模校のところ同士で話をしてみてはどうかという話がありますの

で、議会も終わりますし、自治公の会長さんに連絡を取り、そういった会を持ちたい

と考えております。 

委  員 聞こえてくるのは、「白紙になったらしい」です。反対されておられるのは地域の

年配の方が多いのですが、保護者の方は早く一緒になりたいという声が多いです。 

ただ、「白紙になったらしい」という声が聞こえてきたので、おさえるべきところ

はおさえていかなければいけないかなと感じました。 

教育長 高城は自主的な勉強会を３回しておられるので、次回、次々回ぐらいには教育委員

会も来ていただけないだろうかというオファーが来ると思います。そうなれば、協議

会の委員をこのように出そうか、というところに動いていただけると思います。 

灘手は３，４人の代表の方とお話をしたのですが、人数を増やしてもらって教育委

員会の考え方を説明する会、協議会の前段になる会をしてもらえませんかとお願いを

しています。 

委  員 教職員の多忙化対策で、中学校の部活動、外部指導者が来年になると増えてくるの

ですよね。 

学校教育課長 学校には外部指導者を増やすように、地域の方で良い方があったら声をかけて、と

話はさせていただいているところです。予算時期になってきますので、再度学校にも

声をかけて、専門的な能力を持っていらっしゃる方がおられないかを聞いてみたいと

思います。 

委  員 その中で、日体大の監督が、以前にも暴力事件があったのに採用されて、このたび

辞任になったということがあったのですが、外部指導者の採用にあたっては、採用し

たのはいいが、「以前こんなことがあった」ということがないように事前に調査され

た方がいいかと思います。そこはしっかりとしていただきたいと要望しておきます。 

教育長 全日本の中学校体育連盟からもそれに係る通知が出ていて、「過去体罰的なことが

あった人は指導者として認めない」という一文が入っており、学校にも配布がされて

おります。 

 

６ 報告事項 

○教育総務課  （１）区域外就学・校区外就学の承認について 
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○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）   

[以下 非公開] 

 

[以下 公開] 

 

○生涯学習課 

（１）平成 30年度夏休み子ども体験教室の開催結果について 

（２）第 33回くらよし女子駅伝競走大会・第 38回日本海駅伝競走大会について 

（３）指定管理公募の結果について   

○倉吉博物館 

（１）第 10回前田寛治大賞展事業（中間）報告 

（２）自然科学展及び自然ウォッチング事業報告 

教育長 何かご質問等はございますか。 

前田寛治大賞展は第 10回なのですが、トリエンナーレで３年に１回なので、30年

経っております。トークイベントでスタートの辺りの話をずっと聞いていたのです

が、小さな倉吉市がこの取り組みで日本の洋画家さんを育てています。はっきりとそ

ういった言い方はされませんでしたが、この前田寛治大賞展に自分の作品を出したい

といわれる若い作家さんも結構おられるらしくて、でも、推薦がないと出せないとい

う仕組みになっています。だから、応募されている作品はかなりレベルが高いと審査

員の先生もおっしゃっておられて、過去、この大賞展でそれなりの成績を収めておら

れる方が、今、日本のあちこちで活躍しておられるという話も聞きました。小さい倉

吉も頑張っているな、やめたらいけないなと思いました。 

 

  ○図書館  （１）認知症予防リレー講演会など連携事業について  （２）外国語のおはなしかいについて  
○文化財課  （１）倉吉淀屋開館 10周年記念イベントについて  （２）県指定保護文化財鳥飼家住宅の一般公開について 

教育長 淀屋の 10周年記念イベントの財源というのは、どうなっているのでしょうか。市

は出していませんよね。 

文化財課長 市は出しておりません。淀屋運営委員会の維持管理費の寄附をいただいたり、団体

の方のボランティアをしていただいたりしています。  
○その他 
（１）小Ｐ連と倉吉市教育委員との懇談会の日程について 
教育長 小Ｐ連との懇談会は何かテーマが決まってくるのでしょうか。 
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学校教育課長 はい、テーマが決められてくると思います。 

教育長 どういう形で懇談するのでしょうか。 

学校教育課長 テーマを決めて、小グループに分かれて、話し合いを行うような形となります。委

員さん方もそれぞれのグループに入っていただくという形ではないかと思います。 

教育長 ハートフルスペースと支援センター合同研修会の中身は？ 

学校教育課長 内容については、検討中です。昨年度については、ハートフルスペース、中部子ど

も支援センターのそれぞれの代表の方がどういった施設でどういった取り組みをし

ているのかを説明した後に、中部子ども支援センターの卒業生で、今、教育大学に通

っている子が自分の感じていることを話してくれました。今年度については、まだ検

討段階です。 

委  員 そこでいろいろと保護者の方から、もっと早くいろいろな方策を教えてほしかった

というようなご意見もありました。 

教育長 教育委員の皆さんに講師のオファーが来るということはないですか。 

学校教育課長 ないです。   
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 10月 29日（月）午後３時 00分 

場 所：倉吉市役所 第３会議室 

 

午後４時 30分終了 

 

８ 閉会  


