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小学校適正配置 成徳地域説明会 会議録 

 

日 時 令和５年２月18日（土）午後２時～午後４時 

場 所 成徳地区コミュニティセンター 

参加者 成徳地区住民等20人 

市長 市教委７人 

市議会２人 山根議員 福井(典)議員 

内 容 

１ 開会あいさつ（事務局長） 

 皆さんこんにちは。本日は地域説明会ということでご案内しましたところ、多数お集まりいただき

ありがとうございます。本来であれば教育長がご挨拶申し上げるところですが、身内の不幸というこ

とで本日急きょ出席できなくなりましたので、私の方からご挨拶を申し上げます。 

まずは、この説明会の開催が少し遅くなりましたことお詫び申し上げたいと思います。成徳と灘手

を対象に保護者説明会、地域の説明会を順次開催してきましたが、雪の影響で日程がずれてきたとい

うことで、これにつきましてはお詫び申し上げます。 

成徳と灘手の統合に関わります協議につきましては、関係者の皆様に長い期間ご協議いただきまし

た。中でも校名については二転三転ということで大変皆さまには混乱、ご迷惑をおかけしましたこと

お詫びを申し上げます。申し訳ございません。 

本日は１月の議会での校名決定の経緯を報告したいと思います。 

また、新しい学校をスタートさせるということで校章と校歌について、校章は制作にかかりました

し、校歌は子どもたちも歌の練習を行っているところであります。４月の開校に向けて着々と準備を

進めておりまして、子ども達はこれまでも学校間を行き来しながら交流ということで学習も一緒にし

ております。４月には仲良くスタート出来るのではと考えています。 

成徳地区の皆さんには、新しい学校も引き続き地域の方にも見守っていただきたいと思います。 

今日は広田市長、山根議員、福井議員にも出席いただいていますので順次お話をいただき、その後、

皆さんからご意見もいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

２ 市長あいさつ・説明 

みなさんこんにちは、市長の広田でございます。本日は何かとお忙しい中、この成徳地区の説明会

にご出席賜りまして本当にありがとうございます。今、事務局長の方から申し上げたざっとした経緯

でございますが、私どもも執行部と言いますか、私市長の方が議会の方にご理解いただけるような議

案の提出にならなかったことに対しましては非常にご迷惑をおかけしたことについて陳謝申し上げま

す。また、二転三転ということでこの四月の開校に向けて時間がない中で非常にご心配をおかけして

いることも申し上げたいと思います。議会の方では、また後程少し意見や発言があるかもしれません

が、議会の議決については、私の方では一番問題が大きくならない結果はこうだろうということで提

出をされたものと理解した上で、暫定の上でも議決の出た「成徳」という校名はそのままにして灘手

小学校と成徳小学校の統合小学校として、スタートを切るという事で、そのスタートを切る上での準

備を進めさせていただいているところでございます。 

先ほど事務局長も少し触れましたが、校名はそういったことで二転三転したわけでありますが、統

合準備委員会の灘手の保護者の方々、地域代表の方々、またこちらの成徳地区の方々で構成されてお

りました統合準備委員会の方で、校歌なり校章の方は一応内諾をいただいたところでありまして、新

しい学校の校章、校歌として進めさせていただいて、４月からは「成徳」という名前は変わらないで

も、「成徳」という新たな統合小学校としてスタートを切る準備をさせていただいているところでご

ざいまして、そのあたりについてもご理解をいただければと思います。後ほどまた少し具体的な経緯

については説明があろうかと思いますが、不明な点等については、ご質問ご意見等をいただければと

思いますのでどうぞよろしくお願いします。 
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３ 経緯説明（学校教育課長） 

倉吉市教育委員会事務局学校教育課統合準備室室長の河村と申しますよろしくお願いします。まず

始めにこの度は校名の決定に関しまして二転三転しました。皆様には多大なご不安、ご心配をおかけ

しました大変申し訳ございませんでした。私の方からは、校名決定に係る経過についてご説明をした

いと思います。 

当初９月議会において至誠小学校という校名が条例可決されました。12月22日市議会において条例

改正の廃止の直接請求がありましてこれが可決されました。この直接請求の視点は２点ございました。

校名は多数の案が選ばれず少数の案が選ばれたこと、２点目は国会や市議会等での一般的な多数決ル

ールから外れて委員長の２回投票されたことです。このことに関しまして市長から、一般常識から外

れたルールの指摘には当たらないが、ひと月に満たない期間の内に4800余の署名が集まったことは極

めて大きいということから、一旦直接請求を受け入れて、校名の選定プロセスに関するものであるこ

とですので、改めて統合準備委員会においてこれまでの選定プロセスを再確認する。そして、校名に

ついて協議していただき、再度校名案を選定してくださいということをいただきました。このことを

受けまして12月26日、第15回統合準備委員会にて再協議をいたしております。初めに校名決定のプロ

セスを確認しました。これまでの校名決定につきましては、両地区委員から選定され適切に校名決定

が行われていたことを確認しています。 

第２点目としてどのように校名を決定するかということ、これまでどおり総務部会で協議し、委員

会に提案し承認する。また可能な限り投票しないで仮に投票になった場合は再協議を行い、出来るだ

け投票せずに全員一致で決定することを話しております。そして、校名についての協議を総務部会で

行いました。この校名候補についての協議においては、12月議会で直接請求の代表者の方から全員一

致で民主的に決められたものならそれに従うとの意見をうかがっております。「至誠」と「打吹」に

遡ろう、それ以外のものになると地域の承認が必要になるのではないかということで「至誠」と「打

吹」で再協議を行いました。協議の中においては、これまで「打吹」と「至誠」で議論していました

が、そもそも地域にゆかりのある「打吹」と、教育理念である「至誠」では価値が異なるもので比較

できない、どちらも子どもたちのことを一番良いと考えて両地区が選定したものであり、どちらも素

晴らしい案である。お互いを否定するのではなく尊重して「打吹至誠」としてはどうだろうかという

ことで協議において「打吹至誠」にまとまりました。この協議を受けて全体の会で全会一致で決定し

ております。ただし付帯事項としまして教育委員会が責任を持って決定してくださいということもご

ざいました。 

そして、12月27日になります。教育委員会定例会で「打吹至誠」を適当と認める。そして、１月５

日になります。倉吉市学校教育審議会においても適当と認める答申を頂いています。再度１月６日教

育委員会臨時会において議会の条例案を提出することとなりました。 

そして、１月17日に倉吉市議会臨時会が開かれました。まず市長が「打吹至誠」で提案されます。

その後、質疑を受けて採決になりましたが、議員より修正動議の提出がありました。一つは「打吹至

誠」の学校名を「打吹」にするもの、そしてもう一つが「打吹至誠」を「成徳」にするというもので

す。質疑等を経て採決となりましたが、「打吹」は賛成が２名ということで否決、「成徳」は賛成８

名で可決、新校名が「成徳」で決定しております。 

なお、この市議会臨時会で「成徳」の提案理由として次の５点が挙げられました。 

１点目、新小学校名候補名「打吹至誠小学校」は納得しないとする多くの市民の声が絶えない状況が

あること。 
２点目、このまま「打吹至誠小学校」と決定すれば市民等により新たな紛争が起こることが懸念され

ます。そうなれば校名の決定はもちろん令和５年４月１日の開校ができなくなることも想定

されること。 
３点目、教育委員会は議会で指摘された教育委員会の主体性を発揮していない。依然として統合準備

委員会に決定責任を転嫁されている。 
４点目、財政面においても既に多額の予算を投じており、更に今後も相当の支出が想定されておりま

す。 
５点目、開校までの期間は既に迫っており、これ以上校名問題に時間を掛けることは出来ない。 
令和５年４月開校に向けて児童保護者に対する不安と市民への負担の軽減、リスクを最小限に抑える

には現状の「成徳小学校」として開校することが望ましいということ。 
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なお、成徳になれば費用と開校に向けた準備の負担が軽減されるということ。また、今後の校名問

題については、明倫小学校との統合の際に改めて検討するか、当該地区住民が特に希望する場合は令

和５年４月１日の新小学校開校後のしかるべき時期に成徳地区、灘手地区、明倫地区の３者による協

議検討がされることが適切という意見がございました。 
そして１月20日になります。第16回統合準備委員会が開かれました。こちらにおいて統合準備委員

会をこの日で終了することとなりました。お願いされたこととして、当事者である子どもたちの傷つ

いた心のケアをすること、教育委員会は今回の事を重く受け止め、明倫小学校との統合に向け期限を

設け新校名の協議の場を設けて、誰もが納得する新校名となることの要望をいただいております。以

上が校名決定に係る経過でございます。 

 

４ 議員説明 

＜山根議員＞ 

皆様こんにちは、山根と申します。まずもってこの校名問題について、成徳地区の皆さま、灘手地

区の皆さま、大変ご迷惑とご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。申し訳ありません。 

私と福井議員が来ていますけども、修正動議で「成徳」に賛成した議員です。賛成した理由につい

て説明したいと思います。 

12月26日の統合準備委員会において「打吹至誠」という校名が決定されました。お正月を過ぎる頃

までは、この校名で新しい学校もいくのだろうなと思っていました。 

正月を少し過ぎた頃に統合準備委員会の方のご自宅の周辺の家の近くに「打吹至誠反対」のチラシ

が配布されたことの連絡をいろんな方から聞きまして、これはまずい状態だなと認識をしました。

「打吹至誠」校名が決まってしまうと、４月以降に裁判に発展する恐れがあることも伺っておりまし

た。「打吹至誠」はせっかく統合準備委員会さんが出していただいた案ですけども、なかなかまた新

たな混乱が継続しいていくのかなと思っておりました。 

１月17日の臨時議会の前、２、３日前に「打吹至誠」の修正動議案を同僚議員が出すという話を聞

きまして、「成徳」案に賛同することといたしました。17日の当日に「打吹」という案も午前中に他

の議員からもお伺いしていましたが、既に「成徳」いう修正動議に賛同することの態度を表明してお

りましたのでそのまま継続しようかということで、成徳小学校に修正動議を賛成しました。 

１月17日以降に灘手のＰＴＡの説明会にも出席して、報道の中でも見聞きされている方もおられる

と思いますが、「成徳小学校」に決定したということで灘手の皆さんは非常に辛い思いをしておられ

ることを皆さんもご理解していただけたらなと思います。18日の時に灘手の保護者皆さんが説明会に

来ていただいたんですけども、突然に「成徳」という校名で学校の先生方々、保護者の方々からは子

どもにどう説明したらよいのか辛辣なご意見をお聞きしましたが、頭と気持ちがなかなか整理できて

いない状態でした。途中でPTAの役員決めで何人か席を外されたんですが、統合に向かって気丈にふる

まっていく姿も見せていただきました。涙される保護者の方もおられました。報道にもあったのです

がいち早く明倫と新しい校名を決定するプロジェクトチームを作って、新しい校名を決定していただ

きたいという意見もいただきました。「成徳」という校名が４月からスタートするということについ

て、我々は灘手地区のみなさんには辛い思いをさせてしまったということは、第１に頭に入れて理解

して共感、寄り添うことをしていくことが大切なことであると思っています。私の妻がPTAの役員をや

っていまして、灘手のいろんな方とPTA活動しております。いろんな話も聞かせていただいていますが、

成徳と灘手でPTAのやり方に違いはありますが、違いを乗り越えてお互いを理解しながらお互いの伝統

を守りながらやっていこうとする姿も見られますので、そういう姿を見るといろんなニュースがある

中で前に進んでいこうとする姿に勇気づけられる面があります。新しい校名を成徳に賛同したことで

成徳内外からの皆さんの思いがあるということで大変重く受け止めさせていただいております。今後

どのような流れになるのか、４月からは成徳で新しい学校がスタートするんですが、明倫の方と新し

い校名を決めるチームが早い段階で見られたらいいのではないかなとは思います。改めましてこの校

名問題に関して皆さんに大変ご迷惑、ご心配をおかけしております。申し訳ありませんでした。 

 

＜福井(典)議員＞ 

失礼します。福井と申します。よろしくお願いします。まずは、この校名を決めるにあたって成徳、

灘手の皆さんはもちろん倉吉内外の本当に多くの方にご心配、ご不安をおかけしましたことは申し訳
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ないと思っております。校名を決めるにあたっては、当初から統合準備委員会の意見を尊重するとい

う立場ではやってきておりました。今回の臨時議会では最後まで悩んだ内容ではありましたけど、統

合準備委員会で決められた校名が、本当に受け入れられるだろうかと考えた時に、自分自身でもそこ

に疑問がありましたので、「成徳」で決定するのではなく、本当にふさわしい名前を時間かけて決定

する方がということで「成徳」に賛成しました。新しい校名に関しては、灘手、特に保護者の方は来

年３月に「成徳」と言う名前ではなく、新しい校名で卒業させたいと、そういう思いを述べられてい

ました。本当にそこは目指していかなければならないところですので、いち早く校名問題については

対処できるように委員会なりを立ち上げて、明倫も含めてと私も言ってきましたが、明倫も含めて３

校の保護者を中心にして３校が決めていけたらと思っています。私も出来ることはやっていきたいと

思います。 

 

５ 質疑応答 

参加者 福井さんからお聞きしましたが、３校統合ということが前提としてあったじゃないで

すか。３校まとめて統合ということで協議はできなかったのか、再度おたずねした

い。もちろん市長にもうかがいたい。 

福井 (典 )

議員 

その点に関しては、そこには市会議員は関与していない立場です。教育委員会にお答

えいただけたらと思います。 

事務局 まず３校の協議ということですが、成徳と灘手で統合準備委員会を立ち上げる前に、

３地区で検討委員会を開いて協議をしました。３校で統合する際には、新しい学校と

いうことで校名・校章・校歌は新しいものにしていこうということは話し合われまし

た。ただ、明倫については、来年度から東中学校に進学先を変えるのですが、現段階

では成徳・灘手との統合には向かわないという判断だったので、その時点で明倫は抜

けられ、２地区での協議に移行しました。その中で、基本的には新しい校名・校章・

校歌でいこうと協議を進めてきたところです。 

参加者 もう１点。今日、教育長が来ておられたら聞こうと思ったが。議会の時か12月26日の

統合準備委員会でも、○○さんが、議会のひな壇から何を答えていたかというと、議

員から、どなたか忘れたが「もしもまた至誠という言葉が出たらどうするのか」と質

問があり、○○は、「No」と言ったんです。「至誠が入ったらダメだ」と言った。と

ころが、12月26日の統合準備委員会で私も傍聴しましたが、折衷案で「打吹」と「至

誠」が出た。折衷案「打吹至誠」で持って出るとなった。教育長はどうもミスをして

おられると思います。本当だったら「至誠」という言葉が入ったのであったらそれを

消して「打吹」にすべきですよ。そのように私は理解したが、そのあたりはどうでし

ょうか。 

事務局 12月議会のやりとりの中で、「至誠」ということについて「No」と言われたというこ

とですが、「全会一致であればそれは可能だ」とうかがったと捉えています。 

参加者 今のことですが、そこだけ取り上げた発言だと思います。確かにそういったことはあ

りました。しかし、それはきちんとした民主的な手続きがあったりした場合というこ

とで、前後の議論がありました。そこだけ取り上げてというのはひどいことだと思い

ます。 

いくつか質問がありますが、まず山根議員の発言に対してです。議会の時に、反対の

人がビラを配ったということに対して、あなたに抗議をしました。覚えておられます

か。写真を持って行って。 

市長も、私たち住民の主張を訴えたときにコピーを見せられました。ビラとその内容

を一瞬見せてすぐしまわれたのでよく見えなかったですが。結局その時にも言いまし

たが、これは本当に反対の人たちがやった運動なのかを問いました。今聞いていると

多くの人は、運動に対して反対のことを言っている人たちがビラをまいたように捉え

られるのです。私が知る限りは、個人的に「至誠」がよいとか、それにこだわった方

がビラをばらまいたのではないかと思います。それは何かというと、それ以前にそう

いうビラをたくさんまいておられます。そこと同じようなところにまいたり置かれた
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りしているのです。それをよく調べてから、あくまでもあなたの意見を聞いている

と、反対した人たちが嫌がらせにビラをまいたように捉えられているが、それはちょ

っと心外です。ちゃんと調べてください。誰がまいたのか。 

１週間ほど前に、神奈川県にいる友人が血相を変えて電話をしてきました。神奈川県

の〇〇新聞、東京付近の〇〇新聞ですが、３分の１くらい紙面を割いてこのことが書

かれ、神奈川県の方に広められたそうです。全国的にかなり広まっています。〇〇新

聞もやっています。これは何かというと、民主主義の危機という１対１５０のような

ことを、多くの国民が感じ始めているということ。もうひとつは「至誠」という言葉

は、当初出ているように、元総理大臣が喜んで書を書いたりしています。「至誠」が

座右の銘として。そして〇〇さんも「至誠」という言葉を書かれています。考え方の

違いがあるので、一概にどっちがいいと、こういうことになれば議論はできないかも

しれないですが、ただそういうこともあるのだということを、「至誠」という言葉に

は。 

それと、私は今この本を読んでいます。成徳小学校の100周年記念誌です。読まれた

人はありますか。今まで120周年の本で、写真などがある分厚い本で、みなさんが議

論しています。100周年の本は写真などほとんどなく、ここに書かれているのは、ち

ょうど戦争中や戦前、そしてみなさんご存じかも知れないけど、橋田邦彦が来た時は

成徳小学校ではありません。成徳国民学校です。あの時点では。そういう時代の背景

というのがある、その中で「至誠」というのがどのように使われたかということをや

っぱり考えていかないといけないと思います。全部読み切っていないですが、議会の

時に明治40年でしたか、その時の校訓が議員に配られたと思います。それ以降、大正

でしたか、この(記念誌の)中には「至誠」についてこういう言葉があります。「大正

の初めから昭和終戦に至る間、本校で学ばれた方々は、次の校訓を覚えていることが

あるでしょう。」こういう文章があります。そこに「およそ本校、成徳小学校の教え

を受けし者は、至誠をもって体とし、勇気を持って要となす」こういうことが大正の

初めから戦後まで小学校では教えています。校訓として。結局、戦前あるいは戦時

中、こういう時代に重なる言葉なんです。これは図書館にあります。みなさん、図書

館で閲覧できるので、興味のある方は読まれたらよいと思います。ただ、こういうこ

とを、こういう背景、120周年の本ではあまりわからなかったですが、これを読むと

戦争中に「至誠」という言葉をどういうふうに使ったかとか、どんな言葉であったか

とか、橋田邦彦がやって来た時に訓示した言葉がここに残っています。 

もうひとつは、91歳の湊町に住んでいる人がいらっしゃる。この方が、ちょうど橋田

邦彦がやって来た時に５年生だったそうです。記憶がかなりはっきりしておられてこ

の方に私は聴き取りに行きました。どういうことがあったかを。写真があるのですが

「私はこのあたりでこう聞いた」と話されながら、自分たちは講堂の正面に「至誠」

という額の前に座らされたそうです。正座させられたそうです。だいたい11時から12

時にどんと太鼓が鳴ると、勉強している者もみんなが集まって、「至誠」の額の前に

座らされてそういう訓示のようなことを聞いてきたとのこと。自分で思うと、自分た

ちが少国民として鉄砲もって行くための準備ということが目的としてあったのではと

いうこと。 

だからこういう「至誠」がどうこう、最初の段階で、ここが間違っているのです。教

育長が、統合準備委員会だより４号に、「至誠」の意味は「この上ない誠実さ、まご

ころ」。『中庸』(四書五経)の一節により。吉田松陰も大事にした日本人として生き

る指針のひとつ。誠実さ、まごころを大切にした教育を目指してほしい。これを出さ

れたわけです。統合準備委員会だよりで。そしてこの文章はそのままかと言ったら、

教育長は否定された。自分たちでメイキングした、作り直したと。だからこういうこ

とで、結局そのへんの「至誠」という言葉をリードしているのではないかと思いま

す。教育委員会が。この文章を変えたりしながら。この「至誠」という言葉を使いた

くて。教育長は文面から承知していないと議会で答えています。この座右の銘という

言葉を。議事録を見ればわかるが文献から承知していないとあります。 
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今回「追憶の橋田邦彦」という本があります。これも図書館にあります。これは橋田

の弟子たちが思想というか、先生を慕ったりして書いている本です。そこの中に、橋

田は幼い頃儒教の影響をひと通り受けているものなので、陽明学、道元禅師の「正法

眼蔵」、中江藤樹、この３つである、橋田の思想体系をつくっているのは。それで藤

田敏彦という橋田の兄に言わせると「橋田邦彦は幼児の頃から・・・」と書き残して

います。兄が橋田邦彦のことを。だからこういうことを教育委員会がただ引っ張り出

してするのではなく、しっかりと調べて伝えるべき。こういうことが今まで全然伝え

ていない。「至誠」がよいか悪いか、最後になるといつもオウム返しに破れたレコー

ドみたいにみんな同じことを、統合準備委員会もいっしょになって「まごころだ、ま

ごころだ、いい言葉だ」と言っておられる。結局ここのへんが、出発点が、「至誠」

にどうしてもしたかった出発点が全く間違っていたのです。こういうミスリードし続

けたのが教育長であり教育委員会なのです。私はそう思っています。ひとまず終わり

ます。 

事務局 ありがとうございました。ご意見をいただきましたが、回答としては山根議員と事務

局でよいですか。 

参加者 はい。本来は教育長にお願いしたいけど、（今回欠席なので）変わる方にお願いしま

す。 

事務局 ではまず、山根議員にお願いします。 

山根議員 ご意見ありがとうございます。確かに議会の後そのようなお話しをいただき、私の発

言内容について、チラシをまいた方が、引き続き「至誠」に反対されている方がまか

れたというような発言をしたということで、そのように受けとめられたということに

お詫び申し上げます。どこの誰がまかれたのかを私は承知していないので、そのよう

な軽率な発言になってしまいました。そういった意味で、ちょっと安直な発言であっ

たと思います。本当に申し訳ありませんでした。 

市長 最初のあたりの、議会の教育長とのやりとりの部分があったと思いますが、もともと

住民の直接請求の内容が、中にはおっしゃるような「至誠」は意味合いが違ったほう

に理解されては困るということもあったのかもしれませんが、もともと直接請求の中

には、先がた事務局が説明したように、いわゆる（校名決定の）プロセスが違ってい

るとの２点があったと思います。そのあたりは、議会の中でもやりとりがあって、例

えば提案のあった数ではなくて、１つのアイデアとして扱うということも全国的には

例がたくさんあるというような話もあり、そのことが市民のみなさんに十分周知され

ていないであるとか、そういったこともあって、「至誠」に決まった経緯が非常に当

初の中では情報公開もされてなかったのではといった、ルール自体もみなさんによく

理解されていないということがおかしいというお話しがあったもので、そのことにつ

いては、いったん決まった後に議会からも付帯事項としていただいたが、原因につい

てきちんと説明責任を果たすべく９月議会以降、統合準備委員会だより５号だったか

と思いますが、改めて市民のみなさんに、２つの地域には各戸に配り、全市民には班

回覧でお知らせをさせていただいた。その間に直接請求が上がってきたので、統合準

備委員会だよりではなかなか理解が進まなかったということを含めて、また4815人の

多くのみなさん方のご意見があったということで、条例廃止の提案をさせていただ

き、改めて、統合準備委員会で当初決めた進め方のルールの適否だったり最終結論の

在り方、適正だったかどうかなどについて(統合準備委員会の)みなさんで振り返って

いただいて、もし不十分な点があるのであれば、その後に統合準備委員会できちんと

改めてルールを決めて協議をしてほしいという話しをさせていただいて、12月26日に

はその確認をし、最終的な案を決めるに当たっても全会一致で決めましょう、である

とか、そういうルールを見直していただいての「打吹至誠」だったと思っています。

そのあたりの選定経緯については振り返りつつ、また不十分な点は改めて協議をして

いただいた結果、統合準備委員会として最終案は「打吹至誠」を出してこられたとい

うのが、この度の経緯ではないかと思います。 
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その後について、いわゆる法的な手続きというか、学校教育審議会に諮問をし、最終

案の決定経緯などもご報告をさせていただき、学校教育審議会では、みなさんが改め

てこれまでの決定経緯を振り返って、改めるべきところは改めて、そういう経緯の中

で決まったのであれば、地域の方々の意見を尊重して最終案としましょうということ

に決定してきたと思っています。それだからこそ、私も教育委員会が中心となって最

終案を決めてきた経緯を適として、１月17日に「打吹至誠」で提案させていただいた

ということです。 

 「至誠」についてはどうだったかということですが、議会の中では私への直接の質

問ではなかったかもしれないですが、確かに２名の直接請求の代表の方がおっしゃっ

たことに対しては、基本私たちは情報公開があったかということや選定プロセスが不

十分だったということを指摘しているので、それらがきちんとした対応であれば「至

誠」でもやむを得ないだろうという話しはあったように私も記憶しています。 

この度は「至誠」というところから外れて「成徳」になったところの本日の説明会だ

と思いますので、そのあたりについていろいろと議論していただけたらと思っていま

す。 

おおまかな経緯の振り返りとしては、この度の９月議会以降12月議会まではこのよう

な流れだったということをみなさんで共通認識を持っていただいた上で、ご質問ご意

見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局 統合準備委員会だより第４号については、６月に統合準備委員会が「倉吉市立至誠小

学校」という校名を決定したことを報告した便りです。その中で応募された方の「至

誠」に込めた思いということで紹介させていただいています。そこでは、「意味はこ

の上ない誠実さ、まごころ、吉田松陰も大事にした日本人として生きる指針のひと

つ。誠実さ、まごころを大切にした教育を目指してほしい」ということを記載してい

ます。応募者が書かれたものにはもうひとつ前段がありました。「倉吉出身の元文部

大臣橋田邦彦の座右の銘」という言葉が入っていましたが、ここは掲載する段階では

削っています。それが先ほどおっしゃった、作り直したという答弁なのかと思いま

す。これについては、掲載寸前でしたが橋田元文部大臣についてはいろいろとご意見

が寄せられたので、ここは掲載しないように判断したところです。先ほどおっしゃっ

た「至誠」に、例えば教育長なりが導こうとしたということは一切ございません。教

育長がこれまで申し上げているとおり、両地区の合意のもとで物事を進めていくとい

うスタンスはずっと変えておりませんので、教育委員会として「至誠」にしていきま

しょうというリードはしてきておりません。「至誠」を選ばれたのは、そのときに出

席されていた成徳の委員のみなさんでした。 

そして話し合いの中で最終的に「至誠」に決まっていったということが事実です。 

参加者 今、市長と教育委員会から話がありました。私は12月26日の統合準備委員会を傍聴し

ました。市長がそこに出ておられなかったのは残念だったと思っています。 

今の回答の中で、教育長は「至誠」について進めるようなことはなかったということ

ですが、確かに強い発言はなかったですが、聞いているとやんわりと「至誠」という

言葉を、条例廃止にはなっているがもう一度使ってもいいですよというような言い方

をされていたんです。その統合準備委員会の中で。そうすると統合準備委員会の方も

もう一度「至誠」という言葉を使ってもよいのだと理解されたと思います。特に成徳

地区の方は。統合準備委員会のメンバーの中にも「成徳の名前の方がよいのだけど」

とこぼしながら「至誠」でまとまろうということで、そこでまた(「至誠」が)出され

た。そこの間違いがここでは非常に出てこないですが、教育長があの言い方はまずい

なあというふうに我々は、後ろのほうで野次が飛んでいましたが、野次を飛ばす人は

出てくださいという指示が出ていましたが、あの決め方はまずいなと。あれでは統合

準備委員会が成徳地区と灘手地区の意地の張り合いで、我々は「至誠」にしよう、あ

ちらは「打吹」にしようということになってしまっているから、あれではよい統合準

備委員会の進め方にはならないという、残念だなと。市長が聞いておられたら「教育
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長これじゃあだめだよ」とひとこと言われたのではないかと私は感じていました。 

今、市長がおっしゃった中では、最初の２つはよいですが「至誠」についての反論は

4500票からの市民の声があり、この中で大勢の方がこれは反対だという声が入ってい

たのです。それを２度ほどいっしょに、校名の代表の方の中からの直接市長への提案

の意見の中にも、戦争体験なり非常に遺族会の方もおられますし、そういう方が反対

しているのに、なぜ「至誠」を使うのかというようなこともありました。 

橋田文部大臣というのが、時期も悪かったのですが、そういう時に責任を感じて自決

されたということは、それなりに意味があるのです。だからそこのところ、橋田文部

大臣は立派な方だと教育長も言っておられましたが、そういう盛り上がりだけのほう

に取られてしまって、その時代の倉吉地区においては橋田文部大臣の言われた「至

誠」という言葉は外さないといけないということで、条例廃止まで盛り上がったので

す。条例廃止で決まっているのに、さらにもう一度「至誠」という言葉を使ってもよ

いという言葉を教育長自ら言われるから、そうすると成徳地区の方はいいのだなとい

うことで、「打吹」と「至誠」をひっつけようということになってしまった。それは

ダメだよと野次が飛んだのですが、我々の傍観者では何のすべもなかったのです。そ

こからおかしくなっている。だから今回は「至誠」を無くすためにとりあえず「成

徳」という名前にしようということにおさまったと私は思っています。「打吹」とい

う言葉だけに強く出していれば、「打吹至誠」と出しているのだからよいのではない

かということで返ってくるので、だからそれを避けるために、「至誠」を避けるため

に、「打吹」だけにするために、もう一度「成徳」という言葉がここで出たのだと思

っています。だからおっしゃった暫定ということであれば、今納得しています。この

後に「打吹」と決まるのか、また「明倫」と違った名前が出るのかわからないです

が、そこにいくことを期待して我々は今の、今後の成り行きを見ようかと。できるな

ら１年以内で新しい校名が決まるように、「成徳」ではない校名が決まるようになれ

ば、灘手の方も明倫の方も納得されるのではないかと思います。一般の方の意見で

は、明倫地区の方もかなり「打吹」はよい名前だという声を耳にしています。すんな

り決まればよいと個人的には思っています。以上です。 

事務局 ありがとうございます。ご意見ということでよろしいですか。 

参加者 はい。 

事務局 ありがとうございます。その他のみなさんでいかがでしょうか。 

参加者 私は、この成徳小学校に１年からいました。それまでは河原町にいたので。私も若か

ったので、35、40年前は近所の人に呼ばれて過去のこの至誠の話のこと、みんな聞い

ているんです。今言われたこと。とにかく学徒出陣ということをした。優秀な大学生

が太平洋戦争でみんな出陣した。あんなことをしなければよかった。それが大方の意

見です。ほとんどの方は仏様になっておられます。それをたまたま受け継いだので話

しているのです。とにかく大変な言葉で成徳地区では橋田文部科学大臣がご夫婦で自

決された。これがすごく今残っている。だからこれ、禁句なんです。仏様になってお

られると申しましたが、本当にその通りなんです。だからタイミングが悪かった。プ

ーチンがこういうことをやっている。習近平がこういうことをやっている。金正恩が

こういうことをやっている。タイミングが悪いんです。だから戦争ではないですよ。

議会でもありましたが。戦争時代ではないのですが、とありましたが、どうしても結

びつけてしまうんです。悪い奴らは○○の人間です。余談でした。 

参加者 質問の形にしないといけないですね。統合準備委員会の方々が何年もかかって準備を

されたということについて、どこかの形で労ってありがとうございましたというよう

なことを表明できることがあればと思っておりました。結局色々な校名問題でひっか

かって、悪者になってしまったというふうに端から見えてしまいます。統合に向けて

の色々な話し合いであったり準備であったり大変なものがあったと思います。色々な

話し合いやすりあわせがあるなかで校名というのは多分その中の一部だったと思うん

です。最後の締めくくりといえば締めくくりなのだけれども、色々な作業の一部だと
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思うんです。それ以外のことをずっとやってこられて、こうなってしまいました。統

合準備委員会の方々の今までの努力をどこかで労ってあげて検証してあげてというこ

とにならないかなと思っております。「至誠」、校名については色々なことを考えま

すけれども、統合準備委員会の方々の決定がいかされなかったということが残念だな

という思いもありますし、皆さん方がよくやってくださったということをお伝えした

い。労うような機会を持ってもらえますかということを質問します。 

事務局 ありがとうございます。ごもっともなご意見だと思います。本当に長時間かけまし

て、統合準備委員会の方々には慎重審議していただきました。今いただいたお言葉、

それから機会を捉えて我々も感謝の気持ちをお伝えしていきたいと思います。 

参加者 私は成徳であった会の時に、子どもたちはどう受け止めていますかということを伺い

ましたが答えが返ってきませんでした。灘手地区の方の気持ちを思うとすごくせつな

いです。それだったら灘手成徳でもいいのではないかとか明倫が入るまでの暫定的な

校名だったらそれでもいいのではないかとか、打吹という名前が何でこんなに素晴ら

しい打吹山の麓にある成徳小学校が何で打吹小学校にならないのだろうかと思ってし

まいますが、いかがでしょうか。 

福井 (典 )

議員 

まず賛成した議員の総意ではないということを先にお伝えします。個人としての意見

としてお聞きください。いいか悪いかはわかりませんが、確かに灘手の説明会でもじ

ゃあどうして「成徳灘手」をくっつけた名前ではいけないのかという質問が出まし

た。私はいずれ変わると新しい校名になるという前提のもとでの暫定的な名前にする

のであれば、これがいいかどうかはわかりませんが、経費は抑えたいと。成徳だった

らば何も変える必要がないわけで、１年間になるのか数か月になるのかはわかりませ

んが。そしたら変えやすいのではないかという思いがあります。それは提案理由の中

にもございました。打吹にしなかった理由は、まず先に成徳の方のお話を聞きました

ので、そちらに署名をしたということもありますが、灘手の説明会でも申しました、

校名は議員が決めるものではないと思っております。「打吹」に反対というわけでは

ないです。何に決まるのかはわかりませんが、多分そこで「打吹」に決まっていれば

そのまま「打吹」でいくんだろうなと予想できます。それは議会が決めたとなってし

まうので、議員ではなく当事者の方々の意見のもとに決めていただきたいと。議会は

あくまでも承認するということですので。 

参加者 議員さんが承認されたということですけれども、なぜ「打吹」でなかったのだろうか

なという議員が決めるわけではないと言われましたが、そういう意見も出ました。そ

れに対して同じ気持ちというのはなかったのかなと思います。その後はどうやって決

めたらいいのですかね。事務局になりますが、市長さんが灘手小学校のPTAの方から

請願書を受け取られました、思いも聞かれました。議会の後の市長さんの表情を見な

がら私も同じような気持ちになりました。校名というのはもう議会で決まったら終わ

りなのでしょうか。再度検討できるのでしょうか。 

事務局 まず、子どもたちの様子でございます。先々週、先週と両地区の学校に出向いて教育

委員会から校名に係る経過について説明させていただいております。その時に子ども

たちから出ていたことですが、今回この校名について色々と変わったことについて、

とまどいをもっているようでした。保護者の方にも伺っておりますが、特に灘手の子

どもさんについては、「この校名のことでかなり気になっている。学校にも行きたく

ない」という声も伺っております。子どもたちにも影響を与えているなということは

よくわかっております。子どもたちの心のケアということについて、しっかりと行っ

て参りたいと思いますし、４月１日以前、４月１日以降も子どもたちの様子をしっか

りと見させていただいて、子どもたちのケアについてしっかり努めさせていただきま

す。成徳小学校の子どもたちにも校名にかかる説明をさせていただいております。子

どもたちからも「何でこうやって変わるのか」と疑問を持たれております。子どもた

ちにも丁寧に説明してはおりますが、とまどいもあったなと思います。それについて

はこちらも真摯に謝罪をしまして、子どもたちのフォローもさせていただいて、子ど
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もたちの気持ちを大事に考えて、円滑に統合が進むように取り組んで参ります。 

市長 ご質問ありがとうございました。議会の時の表情まで覚えていていただいてありがと

うございました。意表を突いたというかそういう面はあったかなと思います。今後の

進め方ということで先立っても灘手の保護者の皆さんから、できるだけ早く協議の場

を設けてほしいという要望もいただいたところでございますが、どなたかからもお話

がありましたが、今までが灘手と成徳の方々で話し合いがなされていたということも

あって、統合準備委員会も解散されましたから、改めて明倫の保護者の皆様方に打診

をしてみて、今後の名前の変更についての協議をもつことについてご意見をいただい

て、三者で対応ができればと思っております。また灘手の地域の説明会である方がお

っしゃっておられましたが、一般的に行政が考えた中では地域の代表の方、あるいは

保護者の方、色々な地域の協議会だとか公民館関係の役員の方々等が今回の統合準備

委員会の委員として入っておられましたけれども、最終的には保護者なり子どもさん

の思いが重要ではないかということですので、保護者の方を中心として検討された方

がよいのではないですかというご提言もいただきましたので、そういったご意見も十

分尊重させていただいて、明倫の保護者の皆様方にも問いかけて、そういう協議の場

を設けることができれば、できるだけ早目に暫定的なものから3つが統合した学校名

になればと思っています。ただ、明倫さんの統合がもう少し先なものですので、今の

保護者さんが自分の問題としてなかなか取り扱っていただけるのかなと少し心配はし

ております。いずれにしましても今の成徳での新たな統合の小学校がきっちりスター

トして、今の交流であるとか子どもさんのケアとか色々な面で十分にその辺をフォロ

ーした暁に、そういった検討をさせいただければと思います。一旦スタートを切っ

て、ある程度子どもさん方も新たな学校で、学習なり活動なりがスムーズにできると

いうことを担保させていただいてから、次の校名等についての協議について明倫さん

の方へ話をさせていただければと思っております。 

参加者 私も最後の統合委員会、何か教育長から言葉が出るかなと思いました。労いの言葉で

す。何ひとつありませんでした。長いことよく健闘してくれたと言う言葉がひと言出

ると思っていました。解散だということですが、終了という言葉が出ていました。あ

の場では解散という言葉が出ていました。 

教育長は統合委員会の場で「打吹至誠」になるということについてリスクがあるとい

うことをはっきりあの場で言っておられました。リスク通りになってしまったわけで

すよ。教育長が思われているリスクとなってしまったんですよ。あの時点でリスクの

回避ということを教育委員会なり教育長なりがされるべきだったんです。結局そのま

まになってしまったので、「打吹至誠」がまた否定されることになってしまったんで

す。こういう言葉の使い方に自体、教育長に批判を言いたいです。 

そして、両地区の折り合いをつけるということを何度も言われていますが、折り合い

をつけるということはお互いのよいところを何らかの形で新しいものを生み出すこと

だと思います。Ａ＋ＢがＡＢになることではない。勘違いされていると思います。そ

して、「打吹」が何で悪いのかということですが、山根議員に聞きます。山根議員が

最後の統合委員会で打吹天女伝説を例にして打吹天女伝説があるから「打吹」が悪い

んだということを発言されています。だから「打吹」は悪いんだ、天女伝説が悪いと

言われましたが間違いありませんね。 

山根議員 間違いありません。 

参加者 成徳小学校の校舎にも打吹天女伝説の壁画があります。この辺の人たちにとっては違

和感はないのですが、聞いた話によると山根議員は天女伝説は子どもを捨てる話であ

るということであるので、そういう子を捨てる物語はよくないとおっしゃっていると

聞いています。これは打吹を否定する理由にはならないと思うのですが、聞かせてく

ださい。 

次は市長に聞きます。新聞の記事で確認しましたが、文脈という所はわかりません

が、新聞を読んだ限りでは、「再びもらった意見を返してキャッチボールをしたうえ
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でないとまだまだ理解がないのかと感じております」とおっしゃっております。読ん

だときにキャッチボールを誰とどんな球でいつまでにどういうキャッチボールをされ

ようとしているのか、キャッチボールの対象、市民なのか灘手地区の方なのか成徳地

区の方なのか等をご説明ください。 

成徳公民館の館長会が委員を一任で選んでいます。その館長会が各町の代表ですけれ

ども、私達は校名のことであるとか学校教育のことについて自分の町の公民館長から

話を聞いたこともないし、委託したわけでもない。公民館館長会にこういう代表を出

させるということは今後やめてほしい。第三者とか何らかの人たちを入れてもらわな

いといけないと思う。館長会の数人が集まって委員を出されても困る。 

事務局 16回の統合準備委員会の中でリスクという発言を教育長がしたところでありますが、

「至誠」を加えたところの名前を議会に提案することについてどうか、と問われた際

に答えたところでの言葉だと思います。リスクがあるかもしれないと。結果的にそう

なったというところであります。そのことをお伝えした上で、話し合いが両地区でな

され、その上で、両方の名前を加えた「打吹至誠」という名前に委員のみなさんで判

断され決定したということであります。 

折り合いという言葉を時々使いますが、教育委員会が一方的にこうしましょうと方向

性を示して、それに合わせていってくださいということではなく、両方地区の代表者

さんで話し合われて、納得いただいた上で決定していきましょうということ。意見が

食い違った際には、そこをすりあわせていただいてどこかで落としどころを見つけて

いただいくということになろうかと思います。 

山根議員 校名の「打吹」はどうかということで、私は打吹天女伝説について色んな発言したと

いうことです。私自身、校名「打吹」と聞いたときにはいい名前だなと第一印象を受

けました。成徳地区で開催された150周年記念の屋台を作ったり片付けたりステージ

の撤収をしたりしているときに、成徳地区の色々な方と話をさせていただいておりま

した。打吹天女伝説というのは子育てを放棄して母親が天に帰っていくというイメー

ジをもたれる方もおられるということを皆さんに伺い、改めて色々な考え方があるん

だなと。「打吹」の校名に対してそういう考えの方もおられると紹介させていただい

ただけで、私自身は「打吹」という言葉はとてもいい言葉だと思っています。 

市長 キャッチボールというのは、両校の合同保護者会の時に報道に聞かれたことで、「本

日は理解が得られたと思いますか」という問いに対して、参加された保護者の方から

「校名にはこだわらないけど子どもたちに寄り添った対応をお願いします」というご

意見を伺って、「理解が得られたか」という質問に対して私が「キャッチボール」と

いう言葉を使うことがよかったのかどうかはわかりませんが、「まだまだ双方で意見

交換なり協議を重ねていった中ではないと理解はまだまだ十分ではないですよ」とい

う意味合いで「今後もキャッチボールを続けていかないといけない」ということをお

答えしたことと思います。 

館長会の一任の件については、基本的には教育委員会が統合準備委員会の委員をどの

ように決定したのかまでは、詳しくは市の方では掌握してはおりませんが、この度の

検討のあり方の中で、保護者が中心となって検討した方がよいのではないかという意

見もいただいたところではありますので、館長のことを全て排除するかどうかは別と

して保護者の方々を中心として検討していけたらと思っておりますので、修正してい

きたいなと思っております。 

事務局 今回の検討委員会等のメンバーについては、小学校適正配置協議会という所に委員選

出をお願いしております。そこから先、どのような形で選出されたかはこちらでは把

握をしておりませんが、小学校適正配置協議会というところからおりていく中でどこ

かで公民館という話がでたのではないかと思っております。こちらから直接成徳公民

館の館長会でという話ではありません。 

補足させていただきます。令和元年から小学校適正配置協議会ということで倉吉市内

の適正配置に係る地域代表の方、保護者代表の方に集まっていただいて勉強会のよう
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な形で開催させていただいていました。その中で最初は全体の研修会だったのです

が、それぞれの地区に分かれて話をもんでいったという課程があります。成徳地区、

灘手地区、明倫地区で小グループで何回か話を重ねるうちに統合という方向になって

きました。では検討委員会にはいりましょうということになり、小学校適正配置協議

会という大きな会から独立して検討委員会を開催するに至りました。その検討委員会

の中で大枠を話し合って決めていったんですが、統合準備委員会の委員さんをこんな

人にしていきましょうということも決めていったんです。その中で成徳地区の方が館

長会に相談したらいいのではないかということを地区の方で話し合われたのではない

かと考えております。私達が直接公民館長にご依頼をしたということではないという

ことです。 

参加者 成徳小学校の出身ですが、現在成徳地区には住んでおりません。私の思いは小学校は

公立の学校ですので、市民の財産だと思っています。地域の方は自分の住んでいる近

くの学校の名前のこと等考えるのは当然だと思いますが、市民の学校であるならば市

民に問うてほしかったなと思います。それを統合準備委員会という形で地域の方に全

部責任を、言葉は悪いかもしれませんが、押しつけてしまった我々市民の責任もある

のかなと思います。ただその市民の責任を果たすために何が必要なのかというとひと

つは情報です。確かに統合準備委員会で色々なことが決められていく。中身も見させ

ていただきました。私も実は３か月前まではそんなに強く関心を持っていたわけでは

ありません。でも150対１という話もありましたが、何か違和感を感じるなと思い続

けていました。私は灘手地区の説明会にも参加しました。参加者は本当に少なかった

です。この間の最後の学校名が成徳に決まったときには会場がいっぱいになる具合で

した、何かの思いがあって集まっておられるのだろうなというぐらいの数でした。そ

の少ないときにいくつかの疑問を教育委員会にぶつけました。実は自分はそういう準

備委員会のたよりは、地域の方には配ってあるけれども他の地域には配っていない。

せめて市民が見るためには班回覧とか色々な方法があったんだけれども、本当に目に

届く方法だったのだろうかと、それもちょっとおかしいのではないかと。ホームペー

ジも私はよく見る方だったのですが、倉吉市教育委員会のホームページにはその統合

準備委員会のチラシさえもアップされていませんでした。10月の段階で６月７月８月

その辺で出されたチラシもアップされていなかった。そんなことがあるのかという驚

きが強かったです。請求の会の方達と一緒に署名をさせてもらいましたが、その時に

思ったのが、本当に情報公開があったのだろうかということです。議会があったり、

議員さんの意見があったりしたので、情報公開をされていると教育委員会は言われま

したが、本当に今もあるのだろうかと。議事録の問題、この準備委員会や検討委員会

があると聞いて色々と調べてみましたが、ホームページから出てこない。途中のとこ

ろで、議員さんか委員さんか、誰かが話されたのですが、請求すればわかるのではな

いですかと言われましたが、そんなことまでをしなければわからない情報を市民に課

すのはおかしいなと思いました。そう思ってみると統合準備委員会の16回あったと言

われますが、公開があったのは概要の１回だけでした。最後の統合準備委員会、僕も

傍聴に行かせてもらいましたが、別室で音声だけでした。でもあの会が行われた部屋

にはまだ入れる余裕があった。委員さんの顔を見たりその場で話を聞いたりするのは

市民には不要だと思われたんだなと思いました。最後にこういう会話が音声で流れて

きました。議事録の話です。議事録の中に請求をされた方もおられるのですが、非常

に疑心暗鬼の思いをされている統合準備委員会の中の方の意見として。「議事録は概

要でいいんですよね。全部がしゃべられたことではなく、大まかな内容だけでいいの

ですよね。」「はいそうです。」という内容でした。誰が話されたのかわかりませ

ん。ここまでは意見に近いかもしれませんが。お願いというか、議事録の情報公開を

ホームページで早くしてください。第１回から全部の。検討委員会も含めて。概要で

なく全文。私は情報公開請求をしましたが。最初に統合準備委員会のたよりに出され

たものは委員さんの名前も全部ちゃんと載っていました。情報公開請求をしたら、そ
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こは委員さんの名前も黒塗りでした。こっちに出してもよいけどこちらではだめ。ま

しては情報公開請求すれば何でも分かるでしょと言われたものに対して、真っ黒にな

ってしまう。もうひとつ。校名の名前を公募されましたよね。どなたがこういう名前

でこういう理由でという一覧も作られた。その情報公開も請求しました。名前も住所

も連絡先はなかった。300いくつの公募の内訳は請求しなければ見えない。何でホー

ムページで公開されなかったのか。灘手地区の方に聞くと子どもたちもたくさん応募

したということです。私の地元のコミュニティセンターにも箱が置いてありましたの

で、子どもたちも応募したと聞いています。年齢はなかったのですかね。そういう意

味からいうと、誰がどんな気持ちでだしたかということもわからない。150は打吹に

近いものということは分かりました。３つか４つは確か載っていましたね。倉吉第一

とか倉吉中央とか。他なにがあったんですかね。ぜひ公開してほしい。子どもたちも

たくさん書いたと聞きましたが、どうなのかわかりません。実際に見たわけでもない

ですので、わかりません。ただ、この４月から子どもの権利条約が改定されます。子

どもの意見表明権と言われているこのご時世にそういうものさえも一向に出されない

のは何故かなと思います。きちんと理由を説明してほしいなと思います。これは市長

さんにもお願いしたい。ぜひ、最初に言った市民の宝、財産です。学校の名前も、学

校そのものも子どもたちもそうです。こういう課題がでてくるところであるならば、

学校名に限っては倉吉市民、倉吉市に在住している全ての人が投票できる、住民投票

制度を作ってほしい。今は上井に住んでいようと関金に住んでいようとずっとその人

達はすべからずそこで生涯を全うするわけではないんです。行きたい学校に行けるよ

うな制度ができている今の時代でありますから。ぜひとも市民が投票できる、こんな

ことが決まりそうです、みなさんどうですかというそんな制度を作ってもらうと、多

くの市民の方がよし、私もその学校に関心を持とう関わりを持とうとなるのではない

かと思います。そういう願いが叶えてもらえたらありがたいなと思います。 

とにかく１日も早く情報公開をしてもらいたいです。 

事務局 情報公開についてのご意見ご質問いただきました。確かにホームページでは詳しい情

報をお伝えするのがタイミング的にも遅くなっていたというところはありましたの

で、申し訳なく思っております。まず、基本的には統合準備委員会だよりで、ある程

度統合準備委員会で話し合われた要点をまとめた形で、対象の２地区には全戸配布、

市内には班回覧という形で情報をお知らせしてきました。議事録は公開されていない

ということですが、統合準備委員会の設置要綱の中で公開ということについてうたっ

ておりませんで、各委員が公開を前提とした話し合いということではない部分もあり

ましたので。９月で一度「至誠」が決まった段階以降につきましては、議会でのご意

見もあり、公開という考え方を委員さんにも共有したうえでそのような取扱いにした

ところです。 

情報公開を求めると黒塗りになるということでしたが、これも委員の名前、こちらは

この会自体が付属機関という位置づけではございませんので、個々の名前を挙げての

発言について、名前を出さないということで名前の方は黒塗りにさせていただきまし

た。 

16回目の最後の統合準備委員会を中に入れず音声のみにさせていただいたことについ

てですが、先ほどありました反対チラシが配られたということで、委員の皆さんから

「顔を見られるのがとても怖い、委員会に参加できない」ということを伺いましたの

で、警察とも相談させていただいて、会場を分け、顔は見えないようにして音声だけ

は別室で聞いていただけるように対応させていただいたところです。 

一覧表等の応募の状況が見えなかったということですが、統合準備委員会の話し合い

のなかでも応募による数で決定しない、あくまでも統合準備委員会の委員の話し合い

の中で決めていくということを募集の要項にもうたったうえで募集しておりますの

で、それらを公表することはしておりません。今後きちんと情報公開するようにと、

先般の臨時議会の付帯決議にもありますので、現在公開の準備を進めております。来
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週には統合準備委員会の前段である検討委員会から統合準備委員会、そして応募のあ

った内訳についても全てホームページで公開させていただく予定であります。 

最後に音声が聞こえてきたと言われたことですが、会の後にすぐに、みなさんの関心

が大変高いと思いますので、ホームページに内容をアップできるようにとの指示が事

前にありましたので、ひとまず急いで概要版を作らせていただいてよろしいですか、

ということで確認させていただいたと思います。12月30日にアップさせていただいた

という次第となっております。 

参加者 確認させてください。会議録は概要がでるんですか。どなたがしゃべって話をされて

という形のものではないかもしれませんが、概要がでるんですか。 

事務局 議事録、会議録色々と解釈があろうと思いますが、基本的には発言のほとんどを出す

予定です。ただ、個人が特定できる部分、委員の名前や企業団体名については配慮し

た表現にさせていただいた上での内容となります。 

参加者 公開請求をしたものとして、検討委員会ではどの地区の委員さんが話されたかという

ことはでていますよね。せめてそこまでしないとどちらの委員さんがどんな意見をも

っておられたかわからないような議事録を出されても。教育委員会は事務局だけは記

載がありましたが、これは教育委員会の発言だなとわかりますが。せめてそこまでは

されないといけないのではないでしょうか。 

事務局 成徳委員、灘手委員、明倫の代表という表現で出させていただきます。 

参加者 準備委員会もそうされるのですね。わかりました。 

住民投票制度については、市長さん、色々とお考えがあり大変だとはわかりますが、

市民がそういう思いをもったということで発言をお願いします。 

市長 貴重な意見として伺っておきます。そういった皆さんの関心が高い事項についてはそ

ういう対応も必要なのかなと思いますので、１つの手段でありますので、参考にさせ

ていただきたいと思います。 

参加者 市長にお尋ねしたい。一度「至誠」ということが否決されましたよね。その段階でこ

れは5,000人の顔を思い浮かべて、ここで辞めた方がよいのではないかと教育長とお

話をされたことがあるのでしょうか。それとも教育長にお任せだったのでしょうか。

あの段階で色々な決断があると思いますが、「至誠」ということは議会でも否決され

たわけですし、「至誠」をやめようと市長として言うことができたのではないかと思

います。 

教育長に直接尋ねたかったのですが、長い期間混乱を起こし、教育長は人によっては

おやめになった方がよいのではないかという方もおられます。責任というのを本人が

おられないので、直接聞けないのですが、これほど混乱させてこれほど時間をかけ

て、市長にはもっといい仕事をたくさんしていただかないといけないのですが、この

校名について足を引きずって。みなさん知っておられるかもしれませんが、教育長と

市長は高校の同級生ですよね。そういうところで言いづらいのかなという方もありま

す。これは私見ですが。あの時点で「至誠」はやめようではないかと市長の決断力と

して言えたのではないかというお気持ちと、教育長の責任についてどういうふうに思

っておられるか聞きたいです。 

市長 「至誠」について私の判断でやめることに対してはどうかということですが、私は議

会のほうに提案はまず一旦白紙に戻してという話はさせていただきましたから、それ

を使ったらいけないということではなくて、まず元に戻って、どこまで遡るかまでも

指示しておりませんし、統合準備委員会に差し戻し、白紙に戻してご検討いただきた

いということを申し上げたところでありまして、その後の経緯については先ほどお話

があったとおり統合準備委員会でもお話があって、「至誠」という言葉がまた出てき

た経緯はありますが、その経緯についても統合準備委員会で基本的には全員一致でそ

れでよかろうということが決まってきたということを含めれば、皆さんの合意の元

に、委員の選定についてもおかしいのではないかという意見があったものの、統合準

備委員会２つの地域の代表で組織されている統合準備委員会ではみなさんの合意の



15 

 

元、一旦最終案が決定したものという扱いをしたということになります。 

教育長の責任については同級生だからということはございませんので、改めて検討し

たいと思いますけど。本人自体もどう考えるかということも含めて、議会の承認も得

なければなりませんし。提案するにあたって。そのあたりは考えたいと思います。今

は前段のご挨拶でも申しましたが、時間がない中で４月の統合に向けての準備が一番

だと思いますので、そこはきちっと責任者としてしっかりやってもらっておりますの

で、そこはきちんとやってほしいということはございます。 

参加者 教育長の任期はあとどれくらいですか。 

事務局 ２年半です。 

参加者 卒業生、年老いた母親の代理として初めて参加させていただきました。５、６年前で

すが、打吹公園を散歩したときに、たまたま成徳小の運動会、花運動をしていまし

た。私も卒業生の一人として当時花運動をした１人です。それを見たときに50年近く

前になりますが、成徳の卒業生でよかったなと改めて実感したことを思い出しまし

た。このニュースをみながら、成徳の卒業生の１人としてだんだん複雑な思いがあっ

たことは正直あります。大好きな成徳小が全国的に報道されているなかで、複雑な心

境ということは正直あります。もうひとつ、倉吉は住みやすい町として全国でトップ

10に毎年選ばれていることはとても倉吉としては誇りに思うべきことだと思います

し、倉吉出身のものとしてすごく嬉しいです。先日も関東に住む友達からもそのニュ

ースを見て電話がかかってきたり、SNSで連絡をもらうのですが、必ず成徳に通う子

どもたちは大丈夫かと質問されます。みなさん心配されるのは今通っている子どもた

ちのことです。県外の人たちからすると、子どもたちをすごく心配してくださってい

るというのもひとつありました。自分もそういうことを聞くと初めてこういう会に参

加させていただいて、そういう経緯としてあったんだなと報道だけではわからない部

分もありましたので、今日聞かせていただいて色々理解することもできました。お願

いとして、ぜひ途中同じような意見がありましたが、ゴールイメージをしっかりもっ

ていただいて、ぜひ住みやすい倉吉、全国で有名な、コロナ禍で例えるなら、今正直

ピンチだと思っています。校名問題は。それをチャンスに変えていただいていろんな

議論で意見が出されて色々と聞かせていただきましたが、この意見をチャンスに変え

ていただいて、倉吉市がまたこういう形で有名となっていますが、ぜひ決定したとき

に「倉吉ってすごいな、そういう決め方できたんだ、なるほど」と全国の皆さんが聞

いて倉吉すごいとなるゴールイメージを持っていただいて、そのためには何ができる

か教育委員会、倉吉市一緒になって、１年以内でもみなさんが嬉しくなるような倉吉

が有名になるようなそんな校名になるように期待を持っています。来させていただい

て色々な意見を聞かせていただいて感謝しておりますし、期待を持っております。ぜ

ひよろしくお願いします。 

参加者 灘手から来ました。灘手で２月３日に納得できないということで話があったと思いま

すが、今日はその時に賛成された藤井議員、丸田議員、米田議員、大津議員はなぜこ

こに来ておられないのだろうと思いました。一番納得できないのは、３校の統合で新

しい学校を新しい校名でスタートするという大前提がみなさんが「成徳」に決められ

たということで納得いかない。現状維持とかゼロベースとか次のためにどうのこうの

という話なので、その辺はどうなんですかというのが納得できないところです。子ど

もたちは交流授業を受けながら成徳の子どもたちと一生懸命仲良くやりたいと。山根

議員の奥様もPTAの方で、灘手の方と保護者同士でも協力しあっていこうということ

で気は遣っていただいているのですが、なんだ、やっぱり成徳かという思いが一番強

いので、早急に４月までに新校名でスタートできるものなのか全く論外だということ

なのか。灘手としては、市長さんも納得できていない、説明しないといけないと思っ

ておられると思いますので、近日中に灘手でそういう会をされるのかどうか伺いたい

です。 

市長 先程から何度も申し上げておりますが、一旦先だっての議決でもって校名を暫定的に
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「成徳」でスタートとなったので、「成徳」で校名については４月スタートしたいと

思っています。その部分の混乱を避ける意味で、校章・校歌については練習等してい

ただいて新しい学校での対応をしていただく。暫定的である「成徳」という名称の変

更についての今後の取扱いについては、ある程度スタートが切れた段階で３校の保護

者の皆さんの方に協議を申し上げたい。説明会等の実施については、保護者の方が、

市長並びに議会に意見交換ということでお話がありましたが、その場でも申し上げま

したが、意見交換会についての出席についてはやぶさかではございませんので、しっ

かり対応させていただきたいと思います。 

事務局 市長も申し上げましたとおり、灘手地区のみなさんとの話し合う機会を今後も持って

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

以上で会を終了したいと思います。 


