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小学校適正配置 灘手小学校保護者説明会（２部）会議録 

日 時 令和５年１月18日（水）午後８時30分～午後11時 

場 所 倉吉市立灘手小学校 

参加者 灘手小学校保護者10人 

    市教委 教育長ほか５人 

    市議会１人 

内 容 

１ 開会あいさつ（教育長）  

２ 経緯説明（学校教育課長） 

新校名決定の経緯説明（市議会臨時会録画の修正動議から採決までの視聴） 

３ 議員説明 山根議員 

４ 質疑応答 

保護者 山根議員は再度校名を決める動きとなった場合は、協力していただけるというこ

とですか。 

山根議員 当然、最初の入り口が３校の対等統合であったので、そのスタートは揺るぎはな

いと思っているし、灘手の皆様の尊厳を考えると、それは当然のことと思ってい

ます。 

保護者 私たちの代表としてあげた統合準備委員会で決定した「打吹至誠」という校名

を、納得して、本当は灘手は統合は嫌なんだけれども前に進んでいこうと、この

名前で折り合いをつけたのに、そうやって議員が、「至誠はいけん」と言って議

員達がまた混乱をさせていると思います。 

保護者 だって、灘手がこういうふうになるのをわかりきっているでしょう。さっき、

「打吹至誠」になったら裁判が起きるからと言われましたが、じゃあ、「成徳」

になったら起きないんでしょうか。 

山根議員 そもそも私は統合準備委員会が出された「至誠」には賛成してきました。この

度、なぜ急転直下で「成徳」を押したのかは、執拗に「至誠」がつくことについ

て反対される方が非常に多くて。 

保護者 どこの市民なのか。成徳の市民か。 

山根議員 僕は請求者の近くに住んでいるが、統合準備委員会の方の自宅周辺に、こういっ

た「打吹至誠反対」の配布物がばらまかれ、ご家族が非常に不安に思われたとい

うことがありました。「打吹至誠」と決まって少ししてからこの様なことが起こ

りました。同時に反対されている方と懇意にされている議員がおられて、裁判に

なると言われました。僕は裁判になっても負けないと思いましたが、そんな中で

の開校は不安定というか、もちろん灘手の皆様のことを考えると大変申し訳ない

気持ちですが、以後、明倫・成徳・灘手で新しく校名を考えていけたらと思って

います。 

保護者 成徳小学校と決まったが、今の成徳小を引き継ぐ形ですか？もともと、一旦はど

ちらも閉校するという話だったじゃないですか。そこで新しい名前をつけましょ

うとなり、その新しい名前がたまたま「成徳」になったが、今の成徳は閉校され

ますか？伝統、150周年の伝統と言われますが、灘手も伝統がありますが、150年

が151年にはならないですね。１年からスタートであくまでも新しい名前が成徳

小学校で、スタートする認識で変わりはないですか。 

山根議員 建て付け上はそうなる。灘手と成徳が閉校になる、そして新しい小学校が「成

徳」になるということ。 

保護者 では、そういう理解で議員達は「成徳」とされたということでよいですか。 

山根議員 そうですね。校歌・校章は変わると聞いていますので。 
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保護者 成徳小学校の保護者も、閉校して１からスタートするということは理解できてい

ますか。 

山根議員 いや、昨日の今日ですので。 

保護者 そこは教育委員会の方に聞いて方がよいと思うが。そのほうが確約がしてもらえ

るかと思う。 

事務局 おっしゃるとおりだと思います。名前は「成徳」でも新しい学校のスタートで

す。そのことについて成徳の保護者の皆さんがどう思っておられるかは、今現在

把握はしていませんが、現状、28日には保護者合同説明会を予定していますの

で、その説明会でも再度説明をする。実際、名前は「成徳」でも新しい学校にな

るということは、成徳の校区・灘手の校区が一緒になるわけだから、名前は成徳

小学校であっても、灘手地域にかかわる学習・活動は必ず入ってくる。そういう

意味で新しい学校としてスタートするということが分かっていただけると思う。 

事務局 昨日、統合準備委員会の委員さん方にも、お電話で議会の結果をお伝えしてい

る。成徳の委員さんからは、「このような結果になってしまったが、校章と校歌

はほぼ決まっているわけだから、きちんと通しましょう」と何人も言われてい

た。改めて今日電話をくださった委員もおられ、「本当に腹立たしいが、その２

つは譲らず押していきましょう」と言われ、灘手の方にも伝えてもらいたいとの

ことだった。 

また、今日丁度テレビで委員長がインタビューに答えておられたが、「校章と校

歌は統合準備委員会で決めたものでいきたい」と思っているとはっきりと回答さ

れていたので、その方向だと思っている。 

保護者 統合準備委員会の成徳委員さんは、灘手に対して、「成徳」に決まったことに申

し訳ないのでちょっと・・・という話はなかったですか？ 

事務局 灘手の方を心配されて、「大丈夫ですかとか」とか、「灘手の方は何と言われて

いましたか」と聞かれていた。また、再度お電話をくださった方もおられ、心配

をされている。灘手の方の思いは、これまでの長い話合いの中で成徳の委員さん

はわかっておられるので、心配されているのだと思う。 

保護者 私も成徳の委員さんに電話をしたが、この度「成徳」となってことで、私たちも

疑われてしまうのではないかとか、何と声をかけたらよいのだろうかとか、明後

日統合準備委員会があるが、下手に声をかけると返って傷つけることになってし

まわないかと心配されている方もあった。 

保護者 山根議員が、議会で言っておられましたが、「３校一緒になるのにちょっと今明

倫さんは」と言われ、成徳と灘手が一緒になるのに、新しい校舎みたいな話も実

際はあったのに、成徳さんの方が「ぜひ、私たちの校舎を使ってほしいです」と

いう話で、なら・・・となって、灘手も統合すると言った面もあるし、だから譲

って校舎は成徳を使って、名前だけは、「灘手」も「成徳」も入らない名前をつ

けようという話になってのスタート段階だったんですよ。そのようなプロセスも

ある中でも「成徳」がいいという発言になるんですよね。 

山根議員 その件については、本当に申し訳なく、何と言っていいかというところだが、あ

くまでも仮での「成徳」であり、混乱を避けるための「成徳」。灘手の方が今混

乱されているとは思うのですが、改めて、明倫・灘手・成徳で納得できる形で校

名が決められればと思っている。 

皆さんも、昨日「成徳」と言われて混乱されていると思うが、成徳地区でも混乱

でした。先程、教育委員会が言ったように混乱もあると思う。私の判断が正しか

ったか正しくなかったかは、みなさんの判断に委ねるところだと思うが、気持ち

としては、今日来させていただいたのは、やはりPTAであること、私の子どもが

成徳小学校に通っているから。今日ここに来る前、うちの子はまだ校名が「成

徳」となったことを知らない様子だった。以後、みなさんとPTA活動の中で一緒
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に活動することになるので、説明はさせていただかないといけないと思ったこと

と、大変申し訳ないと言う気持ちを表したいということ、以後、みなさんと智恵

を絞って良い校名ができるといいなという気持ちで来た。 

保護者 成徳の保護者さんですよね。逆に成徳側が灘手の校舎に入らないといけないとな

った時にどう思われますか？逆の立場だったら。 

山根議員 今日７時から皆様の声を聞いて、２名の保護者さんが、灘手地区から成徳地区へ

バスを使って来ること、少ない人数で成徳の大きな集団に入ることで、とても不

安があると言われていた。（反対なら）多分、親として同じ不安をもつと思っ

た。 

保護者 逆の立場だったらという質問だ。もし、成徳の子が灘手の校舎に来ることになっ

て、名前が灘手のままなら、ということ。 

山根議員 憤りを感じると思う。 

保護者 山根議員の説明の中には一切、「打吹」に触れていませんが、山根議員の主張は

全て「打吹」でいいじゃん、で済む話なのかなと、聞いていて思いました。その

中で、「打吹」か「成徳」でというところの話があるんだったら、予算の話を主

張されていたんですけど、灘手の思いよりたったの数百万が優先されたという理

解になってしまうんですけど、議会はそういう認識だということでよろしいです

か。 

山根議員 「打吹」を選択されなかったのは何故かということでよろしいでしょうか。 

保護者 どっちかというと「打吹」を否定してほしいんです。でないと納得ができないん

です。なぜ「打吹」がだめだったのかを説明してほしい。教えていただかないと

急に出てきた「成徳」でと言われても困ってしまう。 

山根議員 「打吹」が修正動議で出されることを知ったのは、当日の12時過ぎぐらいでし

た。議会が始まるのが14時です。自分自身は修正動議が「成徳」で出されるのを

知っていましたので、賛成される議員とそのような申し合わせをしていましたの

で、ちょっと時間が間に合わなかったのもあります。じゃあ、その他の立場だっ

たらどうしただろうと思うと、やはり「成徳」を選んだと思います。その理由は

やはり経費的なこともありますし、僕の知り合いの知り合いに校名を変えるに当

たって様々な段取りをされないといけない方がおられて、いろんな話を聞かされ

ていたので、一番これがスムーズなのかなと思います。成徳に住んでいるという

ことも心の中にはあると思いますけれども。 

保護者 お金の方が大事だったということですね。 

保護者 今回、お金、お金、お金という話になっているが、灘手と成徳の２校統合で名前

を公募したじゃないですか。で、お金が使われているのに、公募で１票の「至

誠」が出ちゃった。で、今の大事になっている。そんな中、見ていて明倫さんが

入ってきたいかとか、それでも入ってきて、じゃあ３校で名前を変えましょうっ

てなった時に、また同じようにお金を使って、議員の意見で決まっちゃうのか。

二度手間というか、二重にお金を使うようなことになっているのに、そっちの方

がもったいないなと、これからのことより。成徳の石碑を移動するのに何百万か

かるだとか、「成徳」の名前を消して新しい学校の名前を入れるとか、そういう

のにお金がかかる、なら「成徳」のままでいこうっていうんじゃ、灘手の保護者

としては納得いかないところがあるし、そんなに名前を消すのが大変なら灘手の

住民が行ってペンキで塗って新しい名前にするとか、なんとかするでいいのであ

れば何とかいけるし。なのに、なぜ「成徳」で落ち着いたのか納得いかんし。 

保護者 お金のことは最初から分かっていたことですよね。看板のことや石碑のこととか

お金の話はだいぶん前から話が出てい現実的ではないかもしれないですけど、も

しこのまま校名が決まらなかった場合、仮の名前でスタートしてもいいみたいな

ことを教育委員会さんから返事をいただいたことがありましたよね。仮で成徳灘
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手小学校でいってもいいし。４月以降、決まるまで、現実的ではないかもしれな

いけど、そういう方法もあったのに、議会のVTR見ると時間がないからとか、予

算がどうとか、今決めてしまわなければいけないとか、そんな話でしたっけ？他

に方法はあったんじゃないかと思うのですが。それで、今までのことは全部押し

のけて、２年間統合準備委員会でもこれまで一生懸命話し合われてきたことも全

部押しのけて、「成徳」という名前がぽっと出てきて納得しろと言われても出来

るわけがないと思いますが。 

保護者 来ていただいてありがたいんですが、発案者である藤井議員はなぜ来られなかっ

たんでしょうか。説明して欲しいです。責任をとるというようなことを言われて

いたのになぜでしょうか。 

山根議員 ちょっといろいろお話があったんですけれども、各議員、考え方や置かれている

立場が違うので申し上げにくいところなんですけれども、僕は12月議会で「至

誠」が通れば一番良かったと思っています。というのが、統合準備委員会の皆さ

んが決定された事であり、市長が署名を受けてああいうことになったのですが、

やはり１回曲げるとこの様なことになってしまうという典型かと思っています。

これは僕の感想です。声を大きくすれば、いろんなことがまかり通るということ

で、成徳地区の皆さんにこういったチラシがばらまかれた。いろんな思いの伝え

方が反対されている皆さんにはあったんだろうと思いますが、それで恐れを感じ

た方もおられるということだと思います。それを僕はすごく重く受け取りました

ので。 

なぜ他の議員が来られないかというと、まあ、あの・・・ 

事務局 保護者の皆様のそういう声をいただいておりましたので、今朝、事務局長と学校

教育課長と３人で議長室に行って、灘手の皆さんから本当にたくさんの声が届い

ていて、今日の日程はその時には決まっていなかったが、灘手に行って説明をお

願いできませんかという依頼をしました。でも、出かけることはできないという

お返事で、その代わり、議長室に来ていただくぶんには日程調整をするとのお返

事でしたので、７時からの説明の時にも同じ質問があって同様にお答えしました

ので、直接お話を聞きたいというご意見はたくさんお聞きしておりますので、そ

ういうことであれば、議長室に行っていただくよう日程調整をさせていただいた

ほうがよいのかなと思っています。 

保護者 どうやったら行けますか。 

事務局 議会事務局に電話していただいて、議長にお会いしたいので日程調整をお願いで

きませんかと言っていただければよいと思います。 

保護者 藤井さんは議長なんですか。 

保護者 藤井議員は副議長です。 

事務局 議長・副議長に受けてもらいたいと言われたら、多分受けていただけると思いま

す。 

保護者 ３年生に娘がいます。灘手では２人です。成徳は３年生が一番多いんですよね、

確か。集合学習を一緒にしているところを見させてもらいました。娘の真意は分

からないですけど、楽しみもありつつ不安もありつつみたいな。で、この校名問

題で、私個人的には準備委員会に一任する思いでいたので、何に決まって反対と

かはなかったんです。「至誠」になった時も、ふんふんそうかと、理由も子ども

にこうやって伝えていくんだなと思っていて。末っ子が次１年生です。至誠小学

校に行こうなって声をかけるつもりだったのに、「至誠」がどうだこうだって始

まった。HPにもあげさせてもらったんですけど、他の学校に行く年長さんは

「次、何々小学校の１年生だよ。楽しみだな。」っていう会話がたくさん家族の

中や友達の中でできるのですよ。だけど、ずっとこのゴタゴタがあるので、「何

小学校だろうな」って５歳の子がなんとなく察しているのですよ。自分が行く小
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学校の名前が決まってないから、なんて言ったらいいか分からない。だから、

「小学校１年生にあがる」っていう言葉しか選ばないのですよ。それがずっと悔

しくて。申し訳なくて。だから、いろいろ紆余曲折しながら、それでも校名が決

まったし、その前の段階でも教育委員会さんに電話させてもらって、校名の問題

はストップしているけど、校章校歌とか体操服とかも遅れるけど、なんとかなる

という返答をもらったから、とりあえず良かったなって折り合いをつけたんで

す。だから「至誠」だろうが「打吹」だろうが「打吹至誠」だろうが、これで校

名が決まる、ランドセルにも校名が書けるって思ってたんです。だけど、ここに

きてまた変わって、しかも納得できん名前。で、今日３年生の娘が帰ってきて、

「小学校の名前、成徳になっただって。成徳っていう名前を使わないじゃなかっ

たか。」って言ったんですよ。中学生の上の子らも、「成徳？なんで？だめじゃ

ないか。どの学校の名前も使わないじゃないか」とみんな言いました。議員、大

人は何って説明したらいいんですか？子ども達に。子どもが納得いく説明はなん

ですか？子ども達にも「校名どうしますか？」ってチラシが配られたんですよ。

出した子もきっといる。内容をちゃんと読んだ。楽しみな気持ちで待ちながら書

いた子もきっといる。だけど、その最初の話を全部覆されているんですよ、今回

ので。どう説明したらいいんですか？なんて答えたらいいんですか？恥ずかし

い、大人として。理屈が通らないんですもん。昨日、マチコミでその情報を見た

時、本当にびっくりした。先生、字を間違えているんじゃないかと思いましたも

ん。だからもう、最初から聞いていて腹立たしいし、どうしていいか気持ちがま

とまってないし。どう折り合いをつけていいか分からないし。どう説明するの

か。みんな不安が消えかかっていたところにまた出てきちゃったんですよ。みん

な、折り合いつけてきたのに、全部否定されちゃった。委員さんがこれまで費や

してきた時間も、全部ないがしろにされた感があって。脅迫めいたチラシに対し

て看過できないっていう気持ちも分かりますよ。分かりますけど、すごいやりき

れない思いです。どう説明しますか？先生達も困るんじゃないかな。どう説明す

るんですか。 

保護者 議員は責任をどうとるのか。 

保護者 灘手の子は学校がなくなるんですよね。成徳はあるじゃないですか。そういうと

ころにバスに乗って行くんですよ。地域の人もいる。おじいちゃんおばあちゃん

もいる。だけど新しい学校でやっていこうって。楽しみに、前向きにやってきた

んですよ。その子ども達の気持ちだけは裏切らないで欲しかったなって。大人は

いいんですよ、どうとでもなるんですよ。気持ちを切り替えればいいから。で

も、子どもは楽しみにしているんですよ、新しい学校に行って、新しい友達と、

新しいスタートを切る。１年生もそう、みんなが楽しみにしている。でも、灘手

は学校がなくなるんです。それがどういうことか。私は灘手小学校出身なので、

自分の学校がなくなるのは寂しいですよ。だけど、みんなが子ども達のことを思

って前に進もうとしていて、統合も受け入れようとしているのに、こういうのっ

てちょっとひどいんじゃないかなって。ほんと１年生なんか、かわいそうだなっ

て思うし、ちょっと無責任というか、いろいろと考えられてのことなんでしょう

けど。もう少し灘手のことを考えて欲しかった。で、子ども達にもどう説明をさ

れるのか。教育委員会に丸投げされるんですか？今まで出てきた中で決まったな

らまだしも、「成徳」は使わないっていう中で「成徳」にされたじゃないです

か。それを学校側に説明してくださいって言われるのも、困られると思うし。先

生方にも納得のいく説明をして欲しい。 

保護者 議員が今日来ていないこともおかしい。だから「成徳」を出された方に来て説明

をして欲しいというのはそういうこと。いろんな人の気持ちがあるんでしょうけ

ど。 

保護者 議員がこうやって足を運ばれて、地域の人の話を聞くというのはすごい大事だと
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思うんですけど、それが今までなかったと思うんです。それをしてきてなかった

のに、こうやって勝手に話がおこって決まったよというのが、私は許せない。足

を運ばれて両方の意見を聞かれての発言だったらまだしも、成徳側の話を聞いて

こうだっていう意見を出されたのも納得がいかないですね。 

保護者 うちの子は、もう学校行かないって言っているんですよ。他にもそういう子はい

る。その責任はどういう風にとってもらえるのかなって。子どもって学校行くの

を楽しみにしているのに、その楽しみを４月から奪ってしまって、行かない子ど

も、不登校になったらどういうふうに責任をとってもらえるのか、教えて欲しい

です。昨日もうちの子は泣いていました。新聞も読めない字は読んでと言って読

んでいます。すごく敏感になっています。習い事を休まないといけないほど昨日

は落ち込んでいて。こういう状況でどういう風にどういう形で責任をとってもら

えるのか。楽しいこともあるよっていろんな話をして、４月からも学校に行って

欲しいなって。校名を考える時も、成徳・灘手・明倫の名前が入らないようにと

一生懸命考えていました。その中でこういう決断をされて、どういう責任をとっ

てもらえるんですか？責任をとるってどういうことですか？ちゃんと説明をして

もらわないと、本当に納得できないです、全く。 

保護者 子どもに、「大人は嘘つきだ。使わないと言った名前を使っている」と学校から

帰ってきてすぐ言ったんですよ。「大人って約束守らないの、大人が約束守らな

いといけないと言うでしょ」と。それなのに、「大人の方が間違っている」と子

どもが言うのですよ。そこまで言わせるって、親としても心が痛いし。どうやっ

て責任をとってもらうのかっていうのもあるけど、言った議員はここに来て説明

する説明責任はほんとにあったと思います。山根議員ばかり責めるのは悪いなっ

て思いつつも、自分が責任をとるって言った議員が来てない。用があるなら来れ

ばいいっていうような態度なら本当に行こうかなって。今日ここで議員が来て説

明してくださいと灘手の住民が言ったので、じゃあ28日の日に説明しますって言

った時に、成徳と灘手の総会も入っとるはずですよね。そんな中で、成徳の保護

者さんがいる中で、灘手の人ばっかりが「そんなのいけない、「成徳」っていう

名前が入って。」と大きな声で言える道理がないじゃないですか。一番子どもが

不安で、親も不安で。いっぱい色々話して、折り合いつけて、これから新しい学

校頑張ろうって思って、役の話にしても、親も心切り替えて頑張ろうとしている

時に、大人は嘘つきだって言って帰ってくる娘がいる。そんな娘をどうやって支

えていこうかって思う。心痛いですよ。28日に説明に来ても、灘手の住人として

は大きな声で言いにくいですよね。成徳さんの方が家庭数も多い中、灘手が22軒

か23軒かくらいの軒数で行って、多数決したって負けるっていう話じゃないです

か。そんな中で意見も言いにくいし。その前に開いてもらったこの会に、責任と

るって言った議員が来てないっていうのもおかしな話だなって思います。 

保護者 藤井議員なんですけど、多くの市民が納得してない校名とか、「多くの」という

のがすごく曖昧で。今回の件がニュースになってから、私の周りの「多くの」人

達は、「おかしな話だよね、この件」って言っていた。許されない行為をしてい

た、ビラ配りをしていたっていう、本当はそういう行為をする人をやめさせるの

が先で、それを恐れて、テロリストを恐れて正しいことをしないじゃないですけ

ど。言い方は悪いですけど、そういう人達が悪いんじゃないですか？顔も見せず

に。誹謗中傷とは言えないかもしれないけど、そういうことが悪いのに。「多く

の」って言うのであれば、私の周りの「多くの」人達の、そういう声も参考にし

てください。どこをもって「多くの」って言うの？どうなんでしょうね、今時デ

ータも取らずに言ってないとは思うんですけど。ちょっと周りの人の話を聞い

て、そこだけを見て動くっていうのはいいんでしょうかね、って思いました。 

事務局 少し戻りますが、教頭先生から「学校に行きたくない」という発言をしている児

童もいると本日聞いております。７時からの会の時にもそのことを言われた方も
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おられました。校名についてどのように子ども達に説明するのか、私個人として

も、正直今のところ思いつかないんです。ただ、皆様のお話を聞く中で分かった

のは、いろんなことに不安をもっている子ども達がいることは伝わってきており

ます。 

現に担任さんのほうから「学校に行きたくない」という思いを拾い上げてもらっ

ていますので、少しでも子ども達の不安を解消できるように我々もまずは受け止

めて、対応できるようにと考えています。 

保護者 私はPTA会長で統合準備委員会の委員です。ビラですね、成徳委員さんのお家が

狙われてまかれて、それを変だと思われたのなら、「打吹至誠」をおしてくださ

れば良かったと思いますし、そのビラをまいたのが、灘手の住民の方だと成徳の

方で一部言っておられる方がいると聞きます。灘手の仕業じゃないのか、灘手の

統合委員の仕業じゃないのかと言われているんですね。で、直接請求で動かれて

いた代表のお２人が集めて回られた署名を書いてくださった方から、そんな話に

なるとは思ってもいらっしゃらなかったし、叱責の電話で疲れていらっしゃいま

す。そういうところも責任をとるって、藤井議員。絶対何も考えていないって思

います。昨日から教育委員会さんを通じて「議員に来て」と保護者代表でお伝え

したが、藤井さんは来ませんと。教育委員会が説明しなさいと言われたそうで

す。行かないけど議長室に来たら説明するよって。それで来てくださったのが山

根議員だけです。そのせいで、地区住民が、紛争とか分裂とか、灘手の中で起き

てしまっているんです。それでも心理士さんでカバーされるんですか？ 

山根義委

員 

まずもって、ビラをまかれた方が灘手の方という話が、成徳から出ていると僕は

今初めて知りました。ビラをまかれている地域が成徳地区と一部上灘地区とは聞

いています。なぜ上灘なのかちょっとよく分かりませんが。 

「成徳」が否決されれば「打吹至誠」に賛同しようという気持ちは強かったです

し、と同時にもう一度説明させていただくと、「打吹至誠」でこのままいくとな

ると、反対をされる方の声がまたあらぬ方向へ飛び火して、例えば裁判となった

時に、裁判でも勝てるでしょうけれども、皆さんの気持ちが耐えうるのかという

ところもあって、明倫と統合した際に再度校名を変えることもあるのではないか

と、僕自身はそう思いました。そうなった時に、何回も変えるのであれば、とり

あえず「成徳」でいかせていただいて、再度もっとよいアイデアが明倫さんを含

めてまた考えられるのではという思いでした。「成徳」になってしまった影響で

すね、特に子どもさんへの影響というのが改めて浮き彫りになって、しっかりと

受けとめたいと思っております。 

保護者 明倫、明倫ってよく出るんですけど、本気で明倫と成徳が一緒になると思いま

す？ 

保護者 そんな実現しそうにないことに・・・。本気で成徳と明倫が統合すると思ってい

るんですか？それは成徳の保護者としてどうですか？ 

山根議員 すると思います。 

保護者 推進していくんですか？いいですか？先頭に立って。 

山根議員 そうしないと学校が維持できないと思いますので。 

保護者 やっぱり上灘ってならないんですか？ 

山根議員 成徳がですか？ 

保護者 成徳と明倫が統合するとは思えないんです。 

保護者 準備委員会ができる前の検討委員会に出させてもらっていたんですが、そこでは

３校が一緒になるということでずっと話をしてきました。やっぱり、明倫と成徳

というのは、学校というより地域の温度差がすごいあって、学校は統合してもい

いよっていうけど、地域住民からしたら嫌だみたいな、成徳からしたら来てもら

ってもいいですよみたいな態度を住民の人が言い続けている限りは、たぶん統合
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は無理なんじゃないか、住民の人を加えて話をするなら無理なんじゃないかと思

います。学校の保護者のみで検討会、準備委員会をするのであればたぶんうまく

いくとは思うんですけど。そこに住民の人、館長や年配の人を多く入れていくと

たぶん無理なんじゃないかと思うので、もしこの先、検討会を発足されてやるの

かというところで、人選が大事になってくるのかなと思います。 

保護者 検討委員にも統合委員にもなりたいとは思わないです。時間を費やして話し合っ

てきたのに、全部変えられちゃうのであれば。この２年間、旦那が統合委員会に

出ている間、子どものことはワンオペじゃないですか。それでも、「子どものた

めに頑張ってきて」って言って背中を押して行かせてきたんですよ、それも会合

があるのはだいたい成徳から。成徳公民館の空調が壊れた時の１回だけ灘手で、

あとは成徳。「灘手でもしないですか？」と言ったら、灘手は狭くて大人数が入

れないのでと。灘手の統合委員会の人が19時からだったら、仕事が終わって向こ

うに行くのに、ここから15分くらいかけて行って、21時頃に終わってそこから帰

ってきて晩ご飯になるんですよ。成徳の人は近いので、さっと行ってさっと帰れ

るかもしれないけど。そんな時間を費やして、奥さんは行ってらっしゃいって背

中を押して。そういうような家庭が何件もあって、誰かが出ているときには、家

族が支えてやっとここまできたのに。名前にしてもいろんなことにしても決めて

きたのに、議員の意見でひっくり返って。「今までの時間はなんだったの？私は

何のために旦那の背中を押していたの？」とすごく虚しい気持ちです。私の時間

を返して欲しいと、本当に思います。そういうことも責任をとるっていう言葉の

中に入ってくると思います。 

保護者 責任問題のことで、みなさんすごく思いを言われたと思うのですけど、それを直

接藤井議員には伝えていただけるのですか？今出てきた思いを全部です。藤井議

員の責任の取り方というのを、直接返していただきたいです。 

山根議員 今日の話の内容は僕は伝えますけども、彼がどう判断をされるかはわかりませ

ん。 

保護者 そこはわからないですけれども、言われたとおりのことをおっしゃっていただけ

ればなと思います。 

保護者 ２８日の説明会で、廃校になるということはしっかりと成徳の保護者へのお伝え

をお願いします。 

保護者 もう名前は絶対に変わらないんですか？灘手の親が嫌だと言っても変わらないも

のですか？ 

事務局 替えられないことはないとは思いますが、４月のスタートまでに替えることは時

間的にかなり無理、ほとんど無理だと思います。４月を越えて新しい学校がスタ

ートしてから再度、統合準備委員会ではない、校名をどうするかを決める会を明

倫も含めるのか含めないのかどうかもありますが、何人かに集まってもらって校

名を再度検討しようということが出てくれば、それはできると思いますが、個人

的にそれを動かすのに心配なのはこういうことになったら今回と同じようなこと

になるのが本当に困る。今日皆さんがおっしゃったとおり、困るのですが。そう

なれば人選はどうするのか、何人ずつでてもらうのか、そういうところで折り合

がつくのかどうか。そういうところを本当に慎重に検討して、校名を再度考える

会なのか委員会なのかはわかりませんが立ち上げるのであればそういう準備をし

ないといけないと思います。こんなことにならないようにするために。 

保護者 根回しが必要ということですかね。 

事務局 根回しというか、例えばですね、今まで出てきた校名は全て使わないとか全く新

しいものでスタートしましょうということで合意していただけますか、という確

認を最初にするとか。何らかのことがないと集まってもらってどうしましょうか

ではできないと思います。 
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保護者 「成徳」ということを使わないということだったのに、使いましたよね。 

保護者 議会はこうやって急に決めたことを覆さないという公約を作ってくださったらあ

りがたいです。 

保護者 校章と一緒に校名も入るし、名札も変わるし、体操服も替えないといけないし。 

保護者 体操服の話はどうなるのですか。新しくなるんですか。 

事務局 新しいものになります。校章には校名が入らない案を今作っていますから。校歌

も影響はないと思います。とても優しい、早く公開したいのですが、校名は入り

ません。 

山根議員 個人的に思うことでありますが、今回の校名を選定されるにあたって、成徳地区

に限っては年配の方が色々と言われていたなと思います。灘手地区はどうかわか

りませんが。保護者の方々で決められるような流れができればもっとスムーズだ

ったかなと感想としては思います。 

保護者 そんなこと言ったら何ですが、１番の問題は灘手地区から議員がでていないとい

うことです。それが１番。 

保護者 新しい校名を考えるとして、出てきたらしますよと言われましたが、出てこなか

ったらそのままいくということですか。 

事務局 そこは非常に難しいですね。 

保護者 先ほど替えてもいいと言われましたよね。そういう風な前提がないと誰も手を挙

げないと思います。 

保護者 灘手が替えたいと言っていますとなっても、成徳が「成徳」と決まったのでもう

「成徳」でいいのではといって成徳から出てこないということがありますよね。 

事務局 そういう心配もあります。先ほど申しましたが、そういう会を立ち上げるのであ

れば、慎重に色々なことを考えて準備していかないとうまくいかないことが心配

ということです。 

保護者 そういうことを考えての「成徳」なんですね。 

山根議員 ここまで細部にわたって今日初めて聞かせていただいたことが全てです。 

保護者 （仮）として「成徳」と言われるのであれば、どこかの段階でもう一度校名を考

え直しますというようなことをきちんと言ってもらわないと、例えば明倫と統合

した時なのか、１，２年後なのか、真剣に考えてもらわないと困ります。12月の

議会のあとに雑談の中でぽんっと言われた話がふって、議会の２・３日前に集ま

ってじゃあ「成徳」にしましょうっていうのは、あんまりじゃないですか？２年

ぐらいみんなで真剣に準備して考えて討論してきた時間の重さに比べると全然違

うと思います。そこで決めたなら絶対変えないくらいの強い気持ちで言ってもら

わないと、また変えればいいがんみたいな軽い感じで、そもそもいつ変えるのか

も分からないような、それで灘手に辛抱してくださいっていうのはちょっとおか

しいと思います。 

保護者 （仮）成徳小学校とはならないのか。 

事務局 17日の議会で条例が変わりましたから、その条例の校名の中に仮というものが入

っていなかったので、今からそこに仮と入れることはできないと思います。 

保護者 成徳（仮）というのが入らないとしても、成徳小学校として新しくスタートした

としても、今後変えますという前提がないと、灘手としては納得ができない。 

保護者 統合自体を白紙にすることはできないのか。灘手そのまま存続でいいのではない

となりますよ。 

保護者 予算の問題なんですよね。 

事務局 教育委員会は予算のことは言っていません。必要なお金はつけますとずっと説明

してきているはずです。 

保護者 補助金をもらっているから白紙にできないということですよね。 

事務局 一部国から補助金をもらっていることもあります。 
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保護者 白紙できないということではなくて、４月の開校をしたいということです。 

保護者 延期もできないということですよね。 

保護者 開校を遅らせることはできないんですよね。 

事務局 はい。 

保護者 「せいとく」という呼び名だけなのか、漢字も決まっているんですか？ 

事務局 漢字で決まっています。 

保護者 仮にですが、もし本当で成徳小学校に行きたくないという子が出てきたら、他の

学校に行くことは可能なんですか？市をまたぐこともできるのですか？ 

事務局 可能です。市もまたげます。事情があれば。北栄町から市内に通っている子ども

さんもいますし、市内から湯梨浜町の学校に通っている子どもさんもおられま

す。ただ、事情が必要です。 

保護者 事情が、名前がいやだからというのでもいけますか。 

事務局 それはちょっとあてはまらないですね。 

保護者 例えばどんな事情だったら行けるのですか。 

事務局 一番よくあるのが、友達関係のことで人間関係でものすごく心配なことがあるの

でこちらの学校に行きたいであるとか、不登校傾向のことが心配であるので、こ

の学校ではなくてこちらの学校に行きたいということであるとか。よくあるの

が、湯梨浜町に家を建てたけれども、建つまでは通わせてくださいというような

ケースはたくさんあります。 

保護者 成徳に行くようになって、クラスになじめなくて不登校傾向になったので大栄の

方に行かせてくださいということであれば行けるのですか。 

事務局 それはできます。 

保護者 成徳小学校に行く前から、大人がもめているのを見ていて不安すぎて、４月にな

る前の段階で言い出した子がいても、それは通るのですか？嫌な思いまでして行

かせるぐらいなら、バス停まで歩いて行かせて大栄小学校に行かせた方がいい。 

事務局 通る可能性はあります。 

保護者 灘手の子達は明日から変わっちゃうです。大人の都合に巻き込んで欲しくない。

ただただ楽しく行ってもらいたいだけなのに。ゴタゴタに巻き込んでほしくな

い。学校の名前も「成徳」にするなら、最初からそうしてほしかった。公募して

書かせたのはなんだったのってなる。子ども達の希望を返してもらいたい。 

事務局 ありがとうございます。色々伺わせていただいてそれほど不安が大きいというこ

とは改めてよくわかりました。その不安の解消に努めて参りたいと思います。子

どもたちの声もできるだけ直接を聞いて、不安の解消に努めて参りたい。先ほど

校区外の話もありましたけれども、今から身体症状にでてしまうとか、灘手さえ

も行けなくなるということがあってはいけないです。そうであれば認めていくべ

きだと思いますが、そうならないようにしないといけない。みんなでやっていか

なければならない。そこはご家庭からもご協力いただきたいですし、学校も頑張

らないといけない。教育委員会もどんなことができるかを力一杯探します。それ

でもご家庭の事情でそこではないところに行かせたいとなれば、それは認めない

といけないと思います。とにかくそうならないようにしましょう。子どもの声を

聞いて対処したいと思います。 

保護者 灘手の思いは色々聞いてもらったのですが、成徳でも説明会をされるのですか。 

事務局 今はとにかく灘手の方へ先にいかなければという思いばかりだったので。 

保護者 地区住民は別として、保護者が今回のことを受けてどう思っているのかとか、統

計的にアンケートをとってもらうといったことはできないんですか？私として

は、成徳灘手がごちゃごちゃというか、くすぶったまま新しい学校統合をして親

としてやっていくのはすごく嫌なんですよ。成徳さんが今回のことをどう思って

いるのかを知りたいし、そういうのをふまえて、保護者の意見にどんな意見があ
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るのか、それを受けてなのか、もう一度校名を考えるなどの材料として情報をと

ってもらうのがいいじゃないかなと思います。 

保護者 藤井議員さんが校長時代、丁寧に説明して理解を求めるような対応をしてきまし

たとおっしゃったので、でもな、というのは一つ。裁判すると言われた方が知り

合いの方なのか、知り得る方かもしれないので、自分の思いが通らないと何かし

てやるぞ、みたいな、そういうやり方をしている市民のみなさんとかが協調して

いけるような、そういう政治というか、ビラを配られたり裁判おこされるから怖

いとか、怖いとは思うのですけど、じゃあそういう人達はどうするの？ってい

う、そこが政治家の仕事かなと思うので、お願いします。 

保護者 藤井議員さんが来られない、行かないという理由はなんですか？時間ですか？都

合ですか？ここに来るのが嫌なんですか？断られた理由が何か知りたいです。そ

の理由をはっきりおっしゃってもらった方が。聞く体制にあるので、理由なく行

かない、来られない、知らないでは許されない。それだけのことをしているの

に。していただく義務はあると思います。 

事務局 今日のご意見を伝えることはしたいと思います。今日の朝、何で行かないという

ことは私の立場では申し上げられませんが、「行かない」、「そうですか」とい

うことではない。 

事務局 遅くなってしまって申し訳ありません。思いも全て出されたとは思っておりませ

ん。ご心配、ご不満、ご不安等ありましたら教育委員会にお知らせいただければ

対処したいと思います。 


