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会 議 の 経 過

１ 開 会 午後３時

（教育長）これより第 10回倉吉市教育委 員会定例会を開会します。

２ 前回議事録承認

３ 議事録署名委員の選出 髙橋委員

４ 議事

（１）議案第 23号 倉吉市教育委員会補正予算について

（予算説明資料により各課長説明）

教育長 この補正予算については、本委員会から意見を求めるとなっておりますので、委員の皆

様方からご意見をいただきたいと思います。

委 員 上北条小学校のエレベーターですが、非常用の箇所にできるように見えますが、非常用

のところで問題はないのでしょうか。また、どこかに非常用をというようなことがあるの

でしょうか。

教育総務課長 これはまず、消防法、建築基準法、両方に関係しましたので各法令関係に照会し、非常

用ではないのでなくなっても問題ないということでした。建築基準法でも、なくても問題

ないということで、ここに既に開口部があり、新たに開口部を設ける必要がなく、費用の

削減によりかなりコストが抑えられるということがあります。当初は奥側に設置を考えて

おりましたが、このバルコニーの問題が解決しましたので、今はここに整備するというこ

とで設計に向かう予定です。

委 員 ということは外階段ということではないのですね。

教育総務課長 はい。

委 員 安心しました。予想図に書かれていますが、例を挙げると社小学校のように外側に少し

出したような感じになるのでしょうか。

教育総務課長 そうです。

教育長 他にはいかがでしょうか。

委 員 上北条小学校に設置する理由とランニングコスト、今後の計画、議会で質問のあった案

件の一つだと思うのですが、その辺りを教えて下さい。

教育総務課長 上北条小学校のバリアフリー化を行ってきた経過がありますが、その中で、エレベータ

ー設置については、財源を探しながらできるだけ早く整備できるようにと教育委員会の中

でも協議し、市長とも協議し今回補助事業を使いながら上北条小学校の整備をするという

ことです。ランニングコストにつきましては、１基つけることで数十万円はかかるわけで

すが、学校は避難所でもあることから、整備を行うものです。エレベーターを設置するに

は莫大な経費が掛かりますので、全ての学校への整備は難しいかもしれませんが、状況を

見ながら検討し計画していきます。

委 員 はい、わかりました。過去を見ると平成 16 年度、27 年度、29 年度に学校改築とか、そ



2

５ 教育長報告

ういった時に設置しておられますけれども、エレベーターはランニングコスト以外に、何

年かおきに保守点検など結構費用が掛かりますよね。そのあたりの予算計上も、遺漏がな

いように、しっかり組んでいただきたいと思います。今すぐではないのでしょうけど、先々

もありますのでよろしくお願いします。

委 員 鴨川中学校の部室の改装ですけども、全部だめになってしまったのでしょうか。場所は

校庭のところでしたか。

教育総務課長 部室は、中庭の西側です。旧給食センター側の渡り廊下を改造したものす。実は地盤が

非常に低く、８月の豪雨の時に浸かってしまって、建物も古いですし、グラウンドの排水

効果を高める費用も掛かるため、移転を考えたときに、寄宿舎が十分に使える施設で、使

った方が建物のためにもなりますので、費用負担軽減のためにもこちらの１階を改装して

部室にするという計画です。

委 員 寄宿舎はなくなったのですが、壊すという予定はなかったのですね。

教育総務課長 はい、寄宿舎は残ります。

委 員 部室のみの改修ということですが、まだまだ使えると思うのですが、部室のみを改修し

て他は何もしないのでしょうか。例えば、部室を改修して他の部屋を何か使える部屋に改

修するとか。

教育長 そうです。２階は何もしません。１階部分のみを部室につかえるように改修します。

委 員 ２階は今、何か使える状態になっていますか。

教育長 生徒が寝泊まりする状態になっていますが、そこをどういうふうに使うかまだ方針が確

定していませんから、今後何か２階も活用するということになれば、使えると思います。

委 員 では、１階のみの改修ということですね。

教育長 先ほど課長が説明したとおり、現在の部室がほとんど使えない状態になっていますの

で。水に浸かって道具を一生懸命上に持ち上げたのですが、大分濡れてしまったものもあ

ったようです。場所も体育館やグラウンドから遠く、あまり使い勝手も良くないなど、

色々な事情があります。

委 員 問題ないとは思いますが、ちょっと確認だけ。文化財課に限らずですが、短時間労働の

時間給ですが、鳥取県の最低賃金は 10 月６日から 821 円から 854 円、33 円引き上げにな

るのですが、市役所全体での話ですから、最低賃金を下回るような時間給での期間任用と

かはないとは思いますが、そのあたりを後でも結構ですので確認をしておいていただきた

いと思います。

教育長 854 円なら大丈夫ですよね。それを下回るということはないですね。

事務局 はい。

教育長 元気はつらつでも９百何十円かにやっと上げてもらいました。

文化財課長 改定後の最低賃金を上回った賃金です。

教育長 他にご意見がないようでしたら、今の説明の概要で９月議会の補正に提出していこうと

思いますがよろしいでしょうか。

（委員 意見なし 承認）

（資料により教育長報告）

委 員 37番の質問についてですが、スマートフォンやコンピュータを持っていない生徒率が

高い。たまたま昨日でしたか、ニュースを見ていまして、持っている人は、スマホで答え

を探しているあまり、自分の頭で考えていない、ということでした。中には 5時間も 6時
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間もずっと見ていて頭が実際には働いていないということのようで、使わない方が、頭が

働くということに納得してしまいました。

教育長 ありがとうございます。今の意見は、中学校調査に委員がおっしゃったことにつながる

テレビゲームをという設問があり、全くしていないとか 1時間より少ないと答えている生

徒の方が、正答率が高いのです。それから動画を見ているかという設問では、動画を見て

いないとか、持っていないと答えている生徒の方が正答率は高いです。ですから、小学

校、中学校段階で、今言われるように、スマホやタブレットを使うにしても、使い方によ

ってはかなり差が出てくるということだろうと思います。

委 員 ２学期が始まったところですが、コロナのことでお尋ねします。今まででしたら、学級

から陽性者が出たら、即学級閉鎖とか学年閉鎖とかでしたが、２学期からはどういった対

応になるのでしょうか。

教育長 今まではとにかく学級から出たらとりあえず学級閉鎖でしたが、今後は陽性になった子

が、他の子とほぼ関わらない出方、例えば土日は他の子と接触していなくて、金曜日も具

合が悪くて登校しなかった場合、金土日３日空きますので、これは多分学級閉鎖にしませ

ん。というような考え方に変わってくると思います。

委 員 中々判断が難しいと思いますが、今の状況を見るともう、結構出ているのでなかなか追

跡調査は難しいかなと。その辺、国の方は、結構緩和するようなことですので、保護者の

方は、混乱されると思いますので、その辺りをきちんとお願いしたいです。

教育長 今朝の新聞だったか、全数把握を自治体に任せるという国が緩和してきたということを

平井知事が歓迎するとおっしゃっておられましたけど、そのことが、今言われる学級閉鎖

や学校閉鎖にどういうふうに影響してくるのかということが、まだ具体的な指示がないの

ですが、多分、今までみたいにとにかく一律、学級閉鎖せよというような、厳しいことに

はならない感じはしています。

学校教育課長 補足します。学校も学級閉鎖等があって学級を閉鎖した全員を検査するというのは大変

だということで、ご意見もいただいております。県の方にも問い合わせておりますが、ま

だ全数把握ということの詳細がまだはっきりわかってないということで、それがわかった

ら、またそれに従って変えていこうという思いは持っておられました。それで、必要最小

限の検査でいいのではないかということを県の方も考えておられて、早ければ来月の初旬

ぐらいには何かしらその方向性が出るのではないかとおっしゃっておられましたので、今

後変わってくるかなと思っております。

教育長 県職員も、自分が陽性になっているかその接触者の段階で、ＰＣＲ検査ではなく、抗原

検査で陰性ならばもう勤務してもよいというような動きになっているらしいので、そこは

かなり緩和されてきていると思います。

委 員 緩和がいいのかどうなのかちょっと別問題だとは思うのですが、体調が悪いときには必

ず休むということを、それは子どもも含めて徹底する必要があります。そうでないと他に

影響を及ぼすので誰がかかってもおかしくない世の中ですから、体調が悪いと思ったら休

む。これを、色々なところで徹底していただきたいと思います。

委 員 この前コロナで陽性ではなかったのですが、２日間出られなくて、この会議も欠席しま

したけども、これだけしかいない 5人の中で、この間 2人休ませてもらって、これが３人

だったら、過半数にならなかったので、本当にその辺り考えていかないといけないなと思

っていました。

教育長 誰がなってもおかしくない状況です。広がらないようにしましょう。自分から広げない
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６ 報告事項

（１）学校教育課

①倉吉市フリースクール利用料助成事業補助金交付要綱の一部改正について

②小規模特認校制度実施要綱の変更について

（２）社会教育課

①令和４年度夏休み子ども体験教室の開催について

（３）博物館

①令和４年度第１回倉吉市博物館協議会会議報告

②倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館の臨時休館について

③山上憶良関連図書等受贈式について

➃倉吉歴史民俗資料館開館 40 周年記念展「明治大正昭和の倉吉 そして、未来に」開幕式について

⑤倉吉歴史民俗資料館開館 40 周年記念イベント「みつぼし踊りを楽しむ夏の夕べ」事業報告

⑥自然ウォッチング④「おさかな教室」事業報告

⑦自然ウォッチング⑤「蝉の羽化を見よう。事業報告

ように気を付けましょう。その２点だと思います。

他にはよろしいでしょうか。

（委員 意見なし）

（資料により学校教育課長説明）

教育長 実習費が新たに対象になったということですが、月額 3000 円掛ける１２月（つき）、こ

れが上限ですということです。年間にその上限以内であれば支給できるというものです。

委 員 様式１号２号の内容を見ましたが、１枚の用紙にならないのでしょうか。また、検討い

ただければ。

1号で申請し、承認となれば、添付書類をもとに支給額を決定し、また請求。要するに

申請と同時に色んな書類をつけて金額も書いて、それで承認で振り込まれるというよう

な、なるべくその記入用紙を少なくできる仕組みにならないのかと。公的なお金なので、

申請して承認だった金額に基づいてさらに請求するということが建前かもしれませんが、

申請する側から見れば、面倒だなあと。簡素になった方がいいと感じました。

教育長 今いただいたご意見を基に修正しようと思うと、交付要綱を変えないといけません。

委 員 今でなくて結構です。これに限らずです。

教育長 どこまでできるか、色々なところに聞きながら、検討したいと思います。

（委員 意見なし）

（資料により学校教育課長説明）

（委員 意見なし）

（資料により社会教育課長説明）

（委員 意見なし）

（資料により博物館副館長説明）

委 員 ⑥のおさかな教室ですが、ここの小川では子どもがずっと魚を獲りに行っていて、過去

におさかな教室に子どもと一緒に参加したこともあり、改めて自然がたくさんあるところ
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（４）図書館

①おてんきひろば 2022 in 倉吉市立図書館について

（５）学校給食センター

①倉吉市立学校給食センター床改修工事進捗状況

（６）その他

①市民からの声 対応状況について

②全国学力・学習状況調査結果について

７ その他

８ 協議事項

９ 報告事項

① 小学校適正配置について（北谷・高城地区）

② 校区外・区域外就学について

③ 不登校・問題行動の状況について

だったのだなと報告を聞いて思い出しました。

⑦の蝉の羽化には、夫が子どもを連れて行っていました。見れたのがとてもうれしかっ

たみたいで、夫は見せたいのだけれども、どこに行ってどういうふうにいすればいいのか

見つけるのがとても難しいと思っていたようで、それが体験できて喜んで帰ってきまし

た。ありがとうございました。

（その他 委員意見なし）

（資料により図書館説明）

（その他 委員意見なし）

（資料により学校給食センター所長説明）

（その他 委員意見なし）

（資料により教育総務課長、学校教育課長説明）

（その他 委員意見なし）

（資料により教育総務課長、学校教育課長説明）

（その他 委員意見なし）

委 員 毎年お話しておりますが、中間期に入りますので、それぞれの令和４年度の重点施策に

ついて、まとめながら下期に向かって修正変更があるのではないかと思いますので、しっ

かり検討、分析していただきたいと思います。

（その他 委員意見なし）

【以下、非公開】

【以下、公開】

【以下、非公開】

【以下、公開】

教育長 今日も長時間ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございます。

以上で閉会いたします。
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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 10月定例会

日 時：令和４年 10月 26 日（水）午後３時 00分

場 所：倉吉市役所 Ａ会議室

８ 閉会


