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小学校適正配置 灘手地域説明会 会議録 

 

日 時 令和５年２月４日（土）午後７時00分～午後時30分 

場 所 灘手地区コミュニティセンター 

参加者 灘手地区住民等73人 

市長 市教委 教育長ほか８人 

    市議会６人 藤井議員 丸田議員 米田議員 福井(典)議員 大津議員 山根議員 

内 容 

１ 開会あいさつ（教育長） 

２ 市長あいさつ・説明 

 皆さま、こんばんは。倉吉市長の広田でございます。この度の校名問題につきましては、二転三転

ということで、先がた教育長の方が申しましたように非常にご心配をおかけしたことに対しまして、

心よりお詫び申し上げたいと思います。 

経緯の方は本日の説明会ではよくわかっているというお話もありましたが、校名決定にかかる条例

提案の関係につきましては私の権限でございますので、そのあたりについて少し説明をさせていただ

ければと思います。 

 基本的には皆さん、ご存じのとおりこの度の校名につきましては、統合準備委員会の方で地域の皆

さん、また保護者の皆さんとの代表の方で構成されている統合準備委員会の中で、校名あるいは校

章・校歌その他、いろいろ統合にわたる決め事をご協議いただいて、二転三転しました校名について

も、一旦は６月には「至誠」で決定されたと思います。 

９月議会で、私の方は統合準備委員会の最終案として「至誠」となった内容を教育委員会からの意

見を聞き、また法的手続きとして学校教育審議会の方に諮問し、そのような統合準備委員会で最終案

となった内容を法的な審議会等の中でも特に問題はないということで、９月議会には私の方が「至誠」

を提案をさせていただいたところでございます。そこで提案した内容に対しまして、市民の方々やい

ろいろなご意見があって、一旦これは立ち止まるべきかと思い、最終日に議案を取り下げるというこ

とで、滅多にはない行為ですけど、議案を取り下げてもう一度、そのような決定経緯などの確認、あ

るいは地域の皆さん方に報告なりさせていただくということで手続きをしましたが、その際には特に、

否決されたものですから議案はそのまま走って、結局、「至誠」ということで進んできたというとこ

ろだと思います。 

その後には、市民の方々からのいろいろな声が大きくなり、５千人弱の条例の廃止請求になり、そ

の内容につきましては、「プロセスがおかしい。」という請求でございましたので、あらためて次の

段階では手続きをもう一度、統合準備委員会の方に戻して、それらの決めた手続きが適正だったかど

うかということを改めて確認をしていただくようにしました。確認をしていただく行為についても、

当初の統合準備委員会が公開されていなかったということもありまして、それもしっかり公開にして

皆さんの方にもその状況を確認をしていただこうという手続きを踏んだところでございました。そう

した中で再度ご協議していただいた結論としては、最終的には統合準備委員会の中で、統合準備委員

会の全員の合意をもって、「打吹至誠」という名前になったということでした。この統合準備委員会

で最終的に決定された決定経緯についてもオープンにしましたし、反対請求のあった手続きが不明瞭

であったり、一般的なルールと違うという話があった部分についても修正をしていただいた上での結

論ということで、その最終案をまた再度、あらためて教育委員会、あるいは学校教育審議会へ諮問し、

そのような手続きを踏んで「打吹至誠」は適当であるという結論をいただいたものですから、私の方

はこの１月議会に提案をさせていただいたというところでございます。 

その内容について、１月臨時議会で審議していただいて、本日、議員の皆さんもご出席していただ

いていますが、修正動議があって、ご存じのように「成徳」ということになったということでござい

ます。私の方が「成徳」に対してどうなんだということであれば、基本的には私が提案した「打吹至

誠」が否決をして議決を得た「成徳」ということで進むべきだろうと今は考えているところです。そ

の理由として私なりに議決の内容を考えた時に、今、校名自体は変化をさせない方がいいだろうとい

うのが議会の判断だという具合に考えて、ただ成徳という校名はそのままでございますが、本日の午

前中の保護者説明会にも出席させていただきましたが、保護者会に提案させていただいたとおり、校

歌と校章につきましては前段の準備委員会の中で、ある程度、原案に了解をいただいた分を教育委員
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会の方で提案して、一応了承を得た状況になっておるということでございます。 

 繰り返しになりますが、議会の方は、私の方へ条例の廃止請求をされた方々は、私が臨時議会に提

案する前に、十数人の方々が市長室に来られて、やはり「至誠」が入ると駄目だというような話をた

くさんいただいたところでございましたから、そのような状況を見られて議会の方も一番混乱の少な

い今の成徳のままで進めたらいいだろうということを提案されて、拮抗した中でありましたが、「成

徳」になったということを考えているところでございます。 

 したがいまして、私の方は執行部としては議決のあった内容を基本はそのまま進めていくというこ

とになるわけですが、議会の議決を再度、ひっくり返すことは出来ないのかという疑問をお持ちかも

しれませんが、一般的には10日以内に市長としてはその提案の執行を止めるというような提案は出来

るわけでありますが、ひっくり返すには議会の票数の３分の２が必要なわけですから、今の状況では

これは難しいだろうということで議決を踏襲して、一旦は「成徳」の校名はそのままですが、校章・

校歌は新たなものとして、名前は一緒ですが４月以降は新たな統合した成徳小学校ということでスム

ースに開校させるべく準備を進めるということでご理解をいただけたらという具合に思うしだいでご

ざいます。長くなりましたが、ざっとした経緯を含めまして私が４月のスムースな開校に向けてしっ

かり準備をさせていただきますので、そのあたりについてもご理解いただければと思うしだいでござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 経緯説明（学校教育課長） 

 １月17日市議会臨時会において新校名の決定に至る経過説明 

 修正動議で「成徳」を提案された５つの理由について 

(1) 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である。 

(2) 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。 

(3) 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することなく、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) 財政面においても既に多額の予算を投じており、更に今後も校名看板や石碑等、相当の支出が想

定される。 

(5) 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できない。 

 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

倫地区の三者による協議検討がされることが適切ということもご意見をいただきました。 

 これを受けまして両地区の保護者説明会を開催させていただいております。なお、冒頭申し上げま

したが、保護者説明会でも当事者である児童が大変な状況であるというご意見をいただいております。 

今後は両校の児童への説明を行いまして心のケアという点にも担任やスクールカウンセラーにも協力

を仰ぎながら図っていきたいと考えております。皆さまには大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申

し上げます。大変、申し訳ございませんでした。 

 

４ 議員説明 

＜藤井議員＞ 

 副議長の藤井でございます。よろしくお願いします。 

 まずもって４月の開校に向けて一番不安の中で、新しい学校にということで希望をもっておられる

子どもさん、あるいは地域の皆さまにも本当に申し訳ない状況になっていることの戸惑いや、いろい

ろな混乱の中で今日を迎えるにあたって本当に申し訳なく思っております。 

 先ほど経過なりは教育長や市長の方から説明がありましたので、17日の議会を受けてからというこ

とで、今日は６人来ておりますので、順次、話をさせていただきますけど、議会の方としては○○新

聞で１月30日、「論陣」ということで福谷議長から“校名問題を巡る議会判断を問う”ということで

インタビューが載っておりました。そのことが基本になると思いますが、この場をお借りしまして私

の方から、私の思いを付け加えながら説明を加えさせていただきます。まず、なぜ成徳小に修正を出

したかと言うと、先ほど５点ありましたが｢打吹至誠｣という名前にすることは賛成できない。理由は

先ほどのとおりですけども、｢成徳｣にするのは現状維持、元に戻すということです。そしてまずは開
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校して、その後、出来る限り早い時期に開校後すぐにでも名前を考え直すということを望むという意

味での「成徳」という意味です。成徳小学校という意味ではなくて、スタートして直すのだというこ

とが主たる目的でした。臨時議会の終了後、1月26日の成徳小学校の説明会、27日の第２回目の灘手小

学校保護者説明会にも参加させていただきました。成徳小学校の説明会の時に、これは多分第１回目

の灘手小学校保護者説明会と一緒でしたけども、経過説明の後、17日の録画があり、これは佐藤議員

の打吹の修正動議、そして私の成徳の修正動議を出した後、議決ということで成徳小学校に決まった

ところまで録画を出されたということを把握しています。これは実は修正動議に至るまでに４人の者

が質疑、質問をしております。そこが終わった後で、付帯意見として情報公開のあり方について、も

う少しすべきだということと、あるいは私的諮問機関のあり方について検討を願うということも提出

し、賛成者が10人いました。そういった部分が一切カットされていましたので、これはいかがなもの

かと改めて話をさせていただければと思います。私は一貫して昨年９月の議会以降、｢至誠｣は賛成で

きないということで、これは明倫小学校も含めた３校の統合が前提であるということ、そして公募を

しましたね。その時には公募で多かった「打吹」というのがいいじゃないかということをずっと感じ

ており、そのことも訴え続けて12月定例会でも21日と22日、本当に多くの議員が自分たちの意見や質

疑をして討論しました。最終的には13対２ということで｢至誠｣は駄目だということで、議案を廃止す

ることが決まりました。それを受けて12月26日の第15回統合準備委員会で「打吹至誠」という名前に

なりました。このことを聞いた時には、傍聴された議員もいますし、どうかな、と聞いてはいたので

すが、年末年始でしたから私としては正直これは納得できないけども、統合準備委員会の決定を尊重

するというスタンスもありましたので、裁判にとも聞いていましたので、これも致し方ないかなと思

っておりました。結局「打吹至誠」でいいのではないかなという思いはありました。年末にいろんな

人にお会いして、ご意見を聞くたびに挨拶状をいただいたり、SNSという情報が出ているネットであり

ますので、そういったものを見聞きして、やはりこれは３校統合を前提に校名を応募された方、多く

の方がありますし、住民直接請求を適正にされた方の気持ちを考えると、やはり｢打吹至誠｣というの

は賛成できないなということで考えました。その後、｢打吹至誠｣としないためにはどうしたらいいだ

ろうと考えた時には臨時議会の当日まで、いろいろな議員と意見交換をさせていただきました。判断

が皆さん揺れ動いて簡単な話ではなかったので揺れ動いている方には、もう一度白紙に戻した方がい

いじゃないかと、そういう機会を作るべきだと話をして、本当にぎりぎりまで話をさせていただきま

した。確かに臨時議会の直前にも、｢打吹｣がいいじゃないかとか、｢成徳灘手｣がいいじゃないかとい

う話が私の耳にも入ってきました。残念ながら議会でもどこでもそうですけども、多数決になってし

まうのです。そうなった時に、今16人の議員で議長は議決に入れません。これは地方自治法に基づい

た議会のルールです。こうなると数をどうするのかということで考えました。残念ながら｢打吹｣も｢成

徳灘手｣も駄目だということで判断しました。そういうことで動きをさせていただきました。 

 こうやって考えますと、今回の一連の校名問題というのは、成徳に反対した議員もこの中には来て

おられますし、本当に各議員はこの校名問題を一生懸命に考えてきたと思います。その場その場、そ

の時その時の状況の中で揺れ動きながら判断をした結果だと思っております。先ほど市長、教育長の

方からも、校歌と校章ができましたと報告がありましたが、３つの小学校がこれから頑張っていこう

という校歌の中にも本当にこれからのイメージがあります。１つピースが外れるんですね、明倫とい

うのが。本当にこのような中で、なるべく早く明倫も入って３つの小学校がどのような校名になるか｡

これは私は｢打吹｣がこの段階では民意だと思っておりますが、３校が一緒になって皆さんが考えてい

ただければ、一番いい形になるのではないかということを期待しながら、私のこれまでの話というこ

とです。 

 

＜丸田議員＞ 

 ただいま、副議長の藤井議員から話がありました。藤井議員は副議長でもあり、私たちの会派くら

よしの会長ということで、私は副会長を務めさせていただいております丸田というものです。 

先ほど藤井議員が言われたように、まったく私達、会派くらよしは今話された内容でずっと進めて

参りました。私は始めから至誠小学校というのは違和感を持って反対をしておりまして、そもそも統

合準備委員会の中での多数決が、いわゆる正当な理由ではなかったということで質疑の中からも反対

だということで意見を述べさせていただいております。そこで｢至誠｣が駄目だということで新しく統

合準備委員会は｢打吹至誠｣という名前で出してこられた。内容的には両地区からの｢打吹｣と｢至誠｣を
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引っ付けたらいいじゃないかという内容の記事がありましたけども、｢至誠｣が駄目なら｢打吹至誠｣な

らいいじゃないかというのも正直、私は違和感があって、これも駄目だなということで、会派の中で

も意見を述べさせていただきました。「打吹」がいいなというのは私も思っていましたけど、修正動

議を出された打吹には勝つためには数として８人必要なわけですけど、なかなか難しいということで、

先ほど藤井議員がおっしゃいましたけど、「成徳」という仮の名前で進んだらいいのだということで、

石碑も彫り直さなくてもいいし、そのままでとりあえずいいのだと。明倫も含めた３校が進んで新し

い校名を決めるのが一番正しいというか、すばらしいじゃないかという思いもありましたので、あえ

てこの｢打吹至誠｣も否決するという結論に達したわけです。ですから「成徳」に決まったわけではな

い。これはあくまでも仮の校名であって、近い将来には新しい校名を決めて新しい学校をスタートす

ればいいだろうという思いをしております。先ほどの校歌も出ておりますが、普通、小学校の校歌、

中学校もそうですけど校歌の終わりには校名が歌い込まれているものですが、今回の校歌には一切、

そういった内容がないんですね。ですからどのような名前になってもこの校歌というのは、小学校の

新しくできる学校の校歌になりうる内容かと読ませていただいております。ですから、皆さんには

「成徳」というのはあくまでも仮の名前であって、正式ではないとうことをご承知いただけたらと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

参加者：すいません。同じようなことならもういいです。違うことならしゃべってください。 

 

＜米田議員＞ 

 今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私が「成徳」としました経過を説明させて

いただきます。それぞれの議員の思いは違うと思いますので、同じようなことになるかもしれません

が、３分で終わらせていただきます。 

今まで教育委員会が議会に提案されました学校の名前は、２つであります。１つは｢至誠｣、もう一

つはこの度の｢打吹至誠｣。この２つが教育委員会から提案されました。最初に｢至誠｣というのは、９

月議会で学校の名前として決定されました。しかし、５千人近い市民の方の反対署名がありましたの

で12月議会で、市長から学校の名前を｢至誠｣とする条例は廃止したいとの提案がありました。議会は

賛成多数で市民の提案に賛成し、｢至誠｣という学校名は廃止となりました。従いまして学校の名前は

白紙になったわけです。そこで教育委員会は、１月の臨時議会で学校の名前を｢打吹至誠｣とすること

を新たに提案してきました。議会はこの提案を受けて議長を除く全議員15名が審議いたしました。そ

の結果、学校の名前として｢打吹至誠｣の他に、｢打吹｣と｢成徳｣の合計３つの案が出てきました。そこ

で私は｢成徳｣に賛成しました。理由は２つあります。一つは教育委員会が提案された｢打吹至誠｣は、

すでに否決された｢至誠｣という言葉が含まれていますので、４月の開校までに２つの地区の皆様の合

意を得るのは難しいと思われること。もう一つは、学校の名前のことで統合は進みませんから灘手の

子ども達は成徳小学校に吸収されていくのではありません。成徳地区にある学校に行くのであります。

この度、校章や校歌を新しくするということは、これまでの成徳小学校はなくなるということです。

ですから混乱した時には、原点に戻ると言います。従って学校が成徳地区にあるわけですから、その

学校名は｢成徳｣だということが適切だと考えて賛成しました。議会も教育委員会が提案された｢打吹至

誠｣ではなく、議員が提案しました｢成徳｣を学校名とすることに多数決で決定しました。以上、私が

｢成徳｣に賛成した理由であります。 

 

＜福井(典)議員＞ 

 同じことを繰り返す必要がないと私も思いますので、ではなぜ｢打吹｣ではなく｢成徳｣に賛成したか

という点でお話したいと思います。 

まず、校名という点では市議会が決めるべきものでは本来ないという前提のもとに、例えば｢打吹｣

で決定した場合、打吹小学校でいくだろう。これは議員が決定したことになると私自身は思いました。

｢成徳｣に賛成した理由は先ほどもありましたけれども、成徳小学校でいくのではなく、ゼロベースで

３校によって新たな統合までに考えるということではなく、私としてはなるべく早い時期に３校の関

係者の皆さまで話し合いが持たれて、納得される校名が決まったらいいなというのが私の思いです。

そのような理由で賛成の方に立たせていただきました。以上です。 
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＜大津議員＞ 

 大津でございます。同じことの繰り返しは避けたいと思いますけれども、先ほどから市長が説明さ

れましたことと考えの違う点を私の方が述べてみたいと思います。 

直接請求が起こり｢至誠｣という校名が廃案となりました。市長が、教育長もですけど、しきりにプ

ロセスだとおっしゃいますけれども、議会を開き当事者を呼び、質疑を重ね、そこでは言葉も引き出

しながら｢至誠｣に反対される理由も聞きながら議会は議決をしたわけであります。13人の賛成という

大きな賛成をもって廃案となったわけですけど、請求にはプロセスのことが書いてあったと思います

が、質疑で明らかになったのは、｢打吹｣がいいという大きな声があるということ。それと｢至誠｣は使

わないでほしいという点があることを引き出したわけであります。そのことから署名された市民は、

｢至誠｣という校名はふさわしくないというふうに思っていると私は判断しております。そしてその署

名活動にも私は積極的に協力した経緯もありますので、署名をされた方、署名活動をされた方の声も

しっかりと聞けば、私としては｢至誠｣はふさわしくないと市民は思っているように考えております。 

そして｢打吹至誠｣になったことについても、その後も多くの市民からは｢打吹至誠｣ということがな

ぜなんだろう、この名前はどうなんだろうと、決して喜びの声は多くはなかったです。｢打吹至誠｣は

おかしいという声が多かったということであります。そこで私は先ほど提案された藤井副議長の提案

に賛同し｢打吹至誠｣を否決するという意図で今回の｢成徳｣に戻るという、否決すれば元の条例に戻っ

てしまうわけでありますから、校名には反対、統合には賛成という立場で修正動議に賛成したわけあ

ります。 

そして先ほど市長がおっしゃっていたのですが、議会議決を覆すのは大変厳しいと。そのとおりだ

と思います。議決を覆すという行為はハードルが高いものだと思います。しかしながら、条例という

ものは常に、いつでも改正がされているという実績がありますので、今回の議案は学校設置条例の一

部を改正する条例が新たに公布されたところであります。１月30日付でその条例は公布されておりま

す。ただし、施行日が４月１日ということになっております。一部を改正する条例を更に一部を改正

する条例という形で議案をあげてくることは可能でありますので、もし市長にその気がおありである

のならば、そのようなことも可能だということを私は考えております。ただ、そこは市長が市民の皆

さんといろいろとお話をされて、市民の皆さん、灘手の皆さん、成徳の皆さんの今の状況を把握して

おられると思いますので、その議案を提出されるかどうかをよくお考えになってされるのではないか

なと。要するに時期を見計らってということだと思いますが、そうではないかなと今は私が考えてい

るところです。ただ前回の１月17日にこの議案の修正議決した時には、直ちに新たな校名であげてほ

しいという気持ちはありました。ありましたが、なかなかそのことを市長には申し上げてないですけ

ど、そのような方法もあるということを言ってみたものの、なかなかそういう方向へ行かなかったと

いう現状がありますので、なんとか後は、いずれしかるべきときに皆さんの思いがしっかりと反映で

きるような学校名の検討に移っていけばと思っているところです。以上です。 

 

＊会場内より発言 <福井(康)議員> 

「成徳」に反対した議員が来ているということの発言が、副議長の方からありましたので、福井と

言います。「成徳」で反対少数だったもので、そういう立場ですけどもこの度の校名問題、言いたい

ことは山ほどありますけども時間がないということでございますので、あえて言わせてもらいますと、

これほど後味の悪い議決をしたことはかつてないぐらい福井は腹立たしい気持ちです。ルールを守れ

と言ってきた人が地元の統合の準備委員会が自主的な話し合いをされたその結果を尊重せずして、も

う一つはルールは双方の校名は使わないという前提で２年も３年も15回も協議を積み重ねてこられた。

それを無視すると言うのは言語道断だ。まあそういう思いでありまして、今後どうするかは、また議

論して方向づけしてやっていきたいと思っています。（会場内拍手あり） 

 

５ 質疑応答 

参加者 私は一番、応募者数の多かった「打吹」に応募した一人ですが、先ほど福井議員の方か

らありましたが、既存の校名を使わないという申し合わせがあったにもかかわらず、既

存の成徳という校名になり、何のために公募されたのか疑問が残り、また理不尽に思い

ます。多くの応募の声が反映されない結末になったことに理解に苦しみます。 
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参加者 １票対150票ということだったが、｢打吹｣というのは、150は灘手以外から出した票の数

でしょうか。成徳の数も加わって150になっていると思いますが、なぜその｢打吹｣が選

ばれずに、灘手だけが言っていることではなく、成徳の方も｢打吹｣がいいということも

あったと思うが、なぜたった１つしかない｢至誠｣が、ゴリ押しのようなことではいけな

いと言っていたのに、また｢打吹至誠｣ということで何があったのだろうかと思う。統合

準備委員会の灘手の委員もゴリ押しみたいな形に受けてしまっている。こっちに帰って

公表されるまで出ている。投票で８対８になって委員長が２回も投票して｢至誠｣を押し

出した。どこにまごころがあって｢至誠｣なのか、腹立たしい。｢打吹｣がなぜいけなかっ

たのか。｢打吹至誠｣がいけないのはわかりますが、一番多かった｢打吹｣がなぜいけない

のか、ここに来てもわからない。｢打吹｣ということに何か気に入らない何かがあるので

しょうか。 

事務局 校名に関してどのような経過があったかを説明させていただきます。始めに｢打吹｣と

｢至誠｣ということで検討しました。これについては先ほどから話に出ておりますが、公

募という形で、この公募は委員の思いつかないようなアイディアをいただきたいという

ことで、いろいろな意見を聞きながら協議したいということで公募をさせていただきま

した。そして公募の際には、これは応募の数で決まるものではないと記載し、あくまで

もアイディアですので､たとえどのような意見が多くあっても１つのアイディアとして

検討していこうということで、皆さんに公募の中の条件に入れて公募させていただきま

した。 
参加者 私が代わりに説明しましょうか。先日まで統合準備委員会の委員をしておりました。成

徳小学校・灘手小学校の委員が出ておりました。直接請求の会の方も書いておられまし

たけど、議論の積み重ねがないと書いておられましたが、確かにそうなんです。校名問

題がスタートした時に、成徳からはとにかく｢成徳｣という校名・校章・校歌を残してほ

しいと、これは譲れないという。校章・校歌は由緒あるものだと。これは絶対に残して

ほしいというところから議論がスタートしました。でも新しい小学校になるのだから、

駄目ですよとずっとやってきました。何回かの議論の末に、「わかりました。では校名

は諦めます。その代わり校章と校歌は残してもらえませんか。」と次の交渉に入りまし

た。でもそれはおかしいじゃないですか、というところでようやく、じゃあ新しい校名

を決めましょうとなり、先ほど課長さんが言われたとおり公募してみるかということに

なりました。出てきたものは、ご存じのとおりのものが出て参りました。その時に成徳

側からは、それではそれぞれの地区から２つずつ、応募のあったものから選んで持ち寄

って議論しましょうということになりました。２案と言いながら成徳は１つの｢至誠｣

で、灘手は｢打吹｣の漢字と平仮名を出して参りました。｢打吹｣という名前に対して、成

徳の委員はそんな教育理念の入っていない校名は駄目だと。灘手の｢打吹｣は、「打吹山

の麓だし、将来的に明倫との統合を見据えれば「打吹」という校名がいいじゃないです

か。実際に応募も150件ありました。」と申し上げましたら「多数決ではないだろ。」

ということで一蹴されました。そこからは全然、議論は積み重なっていません。交渉で

す。とにかく｢至誠｣をということ。最終的にはそれぞれの地区に持ち帰って議論されま

せんかということでしたが、理念と地名ですから交じり合うことがないです。これが倉

吉第一と倉吉中央小学校とかの地名で協議しましょうだとか、あるいは、まごころ小学

校とか誠実小学校とか、それでどうでしょうかということなら歩み寄れるかもしれませ

んが、基本的に理念と地名ということで全く正反対で、とくにかく成徳は｢至誠｣を譲ら

ないというスタンスでした。ですので、12月議会で｢至誠｣が否定された。しかし、請求

の内容はプロセスがおかしいということ。内輪のルールでやっているのではないかと、

非民主的なルールあるいは多数決のルールに反しているという請求内容でしたので、そ

の後の統合準備委員会の中では、どなたかが教育長に「もう一度、至誠が出てきたらど

うですか？」とあったと思います。「それは皆さんが、よろしければ」ということで、

ですからその時点では｢至誠｣は否定されていなかった。けれども、我々は｢至誠｣は否定

されたと思ったのですが、成徳の方はいっこうにおりられない。挙げ句に出てきたの
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が、｢打吹至誠｣だということ。灘手としては、｢打吹｣でいいじゃないかと言ってきてい

ましたけど、言い方は悪いですけど成徳は頑な主張で結局、妥協したというのが、これ

までの経緯です。本来、ずっと｢成徳｣でいいじゃないかと言っておられましたし、12月

26日の統合準備委員会の公開になっていた時にも、冒頭で「成徳小学校では駄目です

か。」と成徳地区の委員さんは言っておられました。ということは、もともと成徳の方

は必ず｢成徳｣という名前に固執したいみたいにずっと受けておりました。でなかったら

｢至誠｣ということに、少し経過ということで説明をさせていただきました。 

丸田議員 質疑の中でも言いましたが、特殊のルールで決めていった内容を議会が否決するという

ことはあってはならないと思っておりました。先ほど反対の意見がありましたが、確か

に成徳・灘手・明倫という言葉は使わない校名で審議されてきたわけですが、私が皆さ

んにお尋ねしたいのは、決まりかけていた｢打吹至誠｣という学校名で納得されますか。

決めたことだからいいと言われますか。そこが伺いたいところです。私は始めからこの

名前は絶対に駄目だと、本当は｢打吹｣と言う名前が修正動議出されたが、一番みなさん

が賛成されれば｢打吹｣でも良かった。やはり数の上でまず負けるということがあったの

で、勝てる方の｢成徳｣ということで確かに校名の事には載っていません。ですけど、こ

れは決定ではないので。いつでも近い将来には変える、３校統合した時には変える、新

しい校名を決めることが出来るということで、｢成徳｣という校名にしたわけです。です

から｢打吹至誠｣というのも、実際の候補の中には一件もない校名で、これは教育長も認

められたわけですけど、｢成徳｣が１件もないのに決めたと言われるなら、｢打吹至誠｣も

１件もないのに決めてもいいのかなと、それで皆さんは納得されますかということを伺

ってみたいと思っています。 

参加者 その問いはちょっとおかしいと聞いていて思ったのですが、｢至誠｣は反対ですよ。｢打

吹至誠｣も反対です。でも｢成徳｣にも反対なんですよ。大前提が、先ほどもありました

ように両校の名前や縁のあるものは使わないと聞いていました。仮の名前でしたら灘手

小学校でもいいじゃないですか。成徳地区にあるから成徳小学校だと、それはあとか

ら、私から言えば奇弁という風にしか思えません。 

丸田議員 確かに16人の議員が灘手小学校という意見でまとまればなっていたかもしれませんが、

あの時点で多数決の世界ですから16人のうち最低８人はいる。その中で｢打吹至誠｣は駄

目だということ。条例が決まってしまえば｢打吹至誠｣で決定してしまうんですね。それ

を否決するためには先ほども大津議員も言われましたが、校名には反対だけど統合には

賛成だという形にするには、やはり修正動議を出すしかないということだった。ですか

ら灘手小学校でも良かったのかもしれません。しかしその時点では８名の議員が納得す

る数が集まらなかったということ。当日の臨時議会の朝まで議員仲間で話をしました。

｢打吹至誠｣で決まってしまうと、決めないためにどうしたらいいかを重ねてきました。

だからその結果が、たまたま成徳小学校ということで、ゼロに戻すという結論に達した

わけです。 

参加者 そのたまたまが駄目だということを言っているんですよ。 

参加者 たまたまで、そのようなことを決めていいのか。たまたまな考えで議員が務まるか。 
丸田議員 たまたまというのは説明の過程であって、当日の朝まで｢打吹至誠｣でいいのかというこ

とを我々議員は話し合いをしたわけですよ。結局は｢打吹｣でいくと負けてしまって、

｢打吹至誠｣で条例が可決してしまうわけで、これで決定してしまうんですよ。 
参加者 だけど、たまたまと言った。 
丸田議員 たまたまは、言葉のあやでして、当日の朝まで話し合いを・・・ 
参加者 自分の発言した言葉に責任を持て。 

丸田議員 責任は持っています。当日の朝まで、８人の多数決をかける内容を検討しないといけな

いわけですよ。「成徳」という名前で８人の皆さんの確認が取れたので、成徳小学校と

いうゼロベースに戻して・・・ 

参加者 貴方たちも「成徳」「灘手」という名前を使わないと知っていたでしょ。知っていてそ

れですか。 
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丸田議員 「打吹至誠」も決まっていないのですよ。「打吹至誠」も応募にもないですよ。成徳小

学校というのは、あくまでもゼロベースでもとに戻すという決定ではないという結論で

すから。 
参加者 仮だと言われました。仮だと。だけど明倫と統合した時に、「打吹」は使わないのか。

それは断言できるのか。なぜ今、「打吹」が駄目なのか。 

丸田議員 それは私たち議員が決める内容ではなくてあくまでも統合準備委員会の皆さんで・・・ 
参加者 あなた方が決めたでしょ。 
参加者 責任という言葉がありましたが、賛否討論された際に議会が責任持って「成徳」に決す

べきだという発言がありましたよね。責任を持ってというのは、何に対してどういう責

任を負うのか、どういうことを言っているのか教えていただけませんか。 

藤井議員 責任ということの前に、先ほどの成徳・灘手の名前を使わない、ということがどの段階

だったのかと。一つには会議録が開示されれば灘手委員が言われた部分も出てくるし、

15回以降は出ていますよね。それ以前のものは、これは私たち議員がとっても申し訳な

かったと思うのは、議事録の開示請求をされたのは住民の直接請求の会の方、それの議

事録を私たち議員がもっと勉強しなさいよと12月議会の前にいただいて、このようなこ

とだったんだなと改めて知った。これは議員の怠慢だったと思っています。そのような

ことがはっきりとわかっていれば、質問の仕方もいろいろな問いもできますし、教育委

員会の方でも私たちが始めに言いましたように、議決があった後、いろいろな資料を出

してほしい、会議禄をということでどこまでだされるのか確認はしていませんが、早め

に１回目からの議事録を出すという確認を取っておりますので、そこの内容もきちんと

見極めたいのですけど、そこが全てだと思っています。公募についても、いわゆる統合

準備委員会の前の３校の検討委員会で３校の名前を使わないということもあったと聞い

ております。その後、いろいろと灘手委員が言われたような経過で公募に入りました。

その時には成徳・灘手・明倫といった名前は使わないという、そこが一般的にそこの学

校の名前を使わないことだったのかなと認識をしておるんですけども、実際に始まって

みましたら、もう明倫は入っておられないというか、これは前年の12月議会でも教育長

に質問をしております。校名決定、或いは校章・校歌を選定するのであれば明倫の方に

も入っていただかないとこれは駄目ではないの。３校が統合するならそれは明倫も含め

たものだから入ってもらうように頼まれましたかと聞いたら、それは大事なことですか

らこれから頼みますという答弁だったんですけど、結果的には明倫の方は現状では、３

校で考えていただけるなら私たちはいいですよという感じのことだったですよね。それ

はおかしいなと思いながら、その時点ではその後も気兼ねなく２校で考えて行きましょ

うや、という発言から始まったと思いますけども、これがおかしいのであって。 

参加者 おかしくないですよ。明倫の方達が、まずは２校統合で先行しますと、明倫は今年の４

月から東中校区に変わり、まずはそこを実現させたいということで、統合問題はその後

だと。成徳と灘手の委員で新しい校名をつけていただくということであれば、あえて当

初からの議論に参加しなくてもいいということで、我々は議論を進めています。ですか

ら決して明倫の方を排除したわけでもないし、たしか明倫の方にも統合準備委員会にお

いでくださいという案内もされたかと思いますが、来られなかった。それは両地区にお

任せしましたという意思表示だと私は受け止めています。 

藤井議員 失礼しました。そこの読み取りが違っていたのかなと思うのですが、そういった中で始

まっているならば、条件としては３つの学校の名前は使わない、県内にあるような既存

の校名は使わない。じゃあ、あとの方の議事録を見ますと一番多いのが選ばれるという

のがおかしいというのがこれは事務局の方から発言があったかと思うんですね。とにか

く議事録が出てくればいろいろなことが明らかになってくると思うのですけども。結果

的には申し訳ない結論を出したと思うのですけども、「成徳」とうのは次の明倫を含め

ての統合する形として「成徳」という白紙に戻していただきたいという意味ですので、

そこのところが駄目だと言われるなら申し訳ないとしか言いようがないのですけども。 

参加者 一番良かったのは、理念はないけど一番多かった「打吹」に決めておけば良かった。そ
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ういう知恵を働かしたら良かった。理念だのと150をもみ消して１件のものぐるぐると

まわしていくからこうなったんだ。 
参加者 確認ですけど「打吹至誠」を推された側の議員は多分、市長が説明をされたやり方のル

ールに間違いはないというところで、それで「打吹至誠」というものが決まった。です

から統合準備委員会は正しいルール、自分たちで決めたルールにのって、校名を決めた

ということで、それで「打吹至誠」を推されたのだと思うのですが、「成徳」に賛成さ

れた皆さん方は、これまでの統合準備委員会のルール、だから直接請求の会の人たちが

言っている非民主的なルールだとか、多数決のルールに従っていないとか、その部分に

ついてはあちら側に賛同されるんですか、それとも統合準備委員会はきちんとしたルー

ルで正当にやっている、要するに統合準備委員会の仕事は皆さま方は認めていただいて

いるのでしょうか。そこのところだけ確認させてください。 

事務局 最初の質問をいただいていた、どのように責任を取るかということにまだお答えになっ

ていないと思いますので、そのことと統合準備委員会の仕事を認めていただいているか

ということ、この２点についてお答えしていただけたらと思います。 

藤井議員 どのような名前になっても、これは議会が議決したところは、責任があると思います。

責任の取り方というのは、このように説明することも一つの責任の取り方だと思うし、

最終的には行政、これについては教育委員会と学校が一番主体となると思うのですが、

それにどうやって皆さんの意見を聞いて、先ほど子ども達の心配なことも聞きましたけ

ど、そのような意見を吸い取って伝えていくというのが、我々議員の責任でしょうし、

最終的には議員は４年に１度のものがありますので、その時に判断していただくのかな

というのも取り方だと思います。いろいろな意見を明日、折り込みで私の考えを出して

おりますが、そういった主張する、最終的には議会の中で議論するというのが議員の仕

事だと思いますので、皆さんから今日、いただいた意見も含めて、今後の開校あるいは

開校後のことも含めて議会の場でいろいろと質問することで一つの議員の責任の果たし

方かと思っております。 

丸田議員 １月17日以降にされた統合準備委員会では、投票ではなく全会一致という形で決められ

たという発表だったですね。ですからその内容にはあえて否定はしません。ただ「至

誠」という言葉は、4815名の署名活動によって否定された言葉が入って、両地区から出

されたものを引っ付けたらいいじゃないかということで全会一致になったという発表が

ありましたけど、それに対して私は「至誠」という言葉が入っているからあえて駄目だ

ということで、自分の意志を貫いて反対したということです。責任については、藤井議

員が言われたように４年に１度がありますので、私は主義主張を曲げてまでやっていく

つもりもありませんし、今も自分の考えを全うしてきているつもりで、これからもそう

していくつもりでございます。 

参加者 準備委員会を尊重しているのかを聞いているが。 

丸田議員 準備委員会の内容はそうですけど、「至誠」が入っているから駄目だということです。 

参加者 「成徳」という名前は使わないということは、知っていたのでしょ。 
丸田議員 知っていましたよ。だからゼロベースに戻して「打吹至誠」を否定するために、統合は

賛成だけど「打吹至誠」には反対するという立場にたって、あえてゼロベースに戻した

ということです。ですからまだ、３校統合を踏まえて変えられる状態にある「成徳」に

したということです。校名はまだ変えられるということです。 

臨時議会の中での多数決で８人議員がいる訳なんですよ。数がね。その時に「打吹」と

いう名前で出たのが、我々は始めから８人で勝てるということで「成徳」という名前に

したのですが、「打吹」という名前を出した議員が２人あったんですが、その方達と事

前の話が出来ていれば８人の話も出来ていたと思うがそうならなかった。私たちのグル

ープでは。 

参加者 負けるから入れなかったということですか。自分は「打吹」がいいと思っていたけれど

も、このままだと負けそうだから負け馬には乗りたくなかったということですか。 

丸田議員 負けたら「打吹至誠」が決まってしまうんですよ。条例が。私たちは自分の意志を貫い
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て「成徳」という名前で一致して、修正動議にサインしていますから。 
参加者 「成徳」に賛成された方は最終的に８人でしたよね。その方々が例えば佐藤議員の修正

動議に賛成されれば、過半数取れるんじゃないですか。そこがよくわからない。 

丸田議員 それは私ではよくわからない。それぞれの議員の立場がありますので、私個人的には

「打吹」という名前がもっと早く出ていればよかったが、あの時点では「打吹」に賛成

する前に私たちは「成徳」という名前にサインして出していますから修正動議をね、だ

から二股かけることになってしまうので「打吹」には賛同しなかった。 

参加者 そこのところの認識が違うと思いますが、「打吹」に賛成が２人ですよね。「打吹至

誠」が５人ですか。「成徳」に賛成が８人、「打吹」が多くあることではないとは私は

認識していますが、それはそれとして、修正動議でなぜ多くの人が声として出している

「打吹」を修正動議として出さなかったのかということを教えていただきたい。 

藤井議員 

 

私の話の中から最初から言っていますように、「打吹」であるならば一番良かったと思

っています。ただ、先ほど言われました２人の方がということで、私も話をさせていた

だきました。直前だったもので、本当でそうしたいんだけども私たち会派、議長は採決

に加われませんので４人いるので６人ということまではわかったが、そこから先がどう

なるのと言ったら、なかなか難しいという判断を提案者もしていましたので、そうであ

るならば最善とまではいかないが、「打吹至誠」という形ではなくて、ということで話

をしました。採決の中には賛成・反対・退席というのがあります。欠席というのも別に

ありますが、そうなった場合に皆さんは自分の意志ということをはっきりするというこ

とで退席はないとわかっていましたので、そうなった場合はということで話をして、先

ほど２人の名前があがっていましたが、そのうちの１人はそうなったら「成徳」には賛

成しませんよということで話を聞いていましたし、佐藤さんが最終的には「成徳」に起

立されたので８人だなということで、本当に心苦しいです。「打吹」で固まれば一番良

かったのはわかっていますが、最終的には難しいということがわかりましたので、直前

まで。８人でなんとか「成徳」で次に繋げていくのが事前の策かなと思って、本当にこ

れは私たちの力不足だと思っています。「打吹」という形が公募で多かったのに出来な

かったということは。 

参加者 堂々巡りで同じような話を繰り返したくないのですが、全体最適な決定されるのが議会

だと思っている。このようにすれば良かったということを想われたのだったら、なぜそ

のようにされなかったのか。会派がどうのこうの、そんなことは私たちには関係ないん

ですよ。何が一番最適なのか。みんなはそう思っているのに、そうではない答えを出さ

れたから、おかしいじゃないかと言っている。 

丸田議員 おっしゃることはよくわかります。そのとおりだと思います。ただ、15人の議員がそれ

ぞれの考え方、それぞれの支援者の方々を背負って出てきていますので、買収なんてで

きるはずはないですし、たまたま「打吹」という形を皆さんでしようということがまと

まれば一番良かった。それが「打吹」では駄目だとうことで、数が８人、要するに多数

決で勝つために８人いるわけですけど、８人に出来なかったということで、最終的には

「打吹」で提案しても負けるだろうという結論に達したわけです。佐藤議員が「打吹」

を出されて、もしそれが否決されたら「成徳」でもいいよと事前に話ができたので、

「成徳」もやっと８人なんですよ。佐藤議員と田村議員が「打吹」の賛成者ですが、も

し「成徳」で駄目だということであれば、８対７で「打吹至誠」に決定し、修正動議は

否決された結果になる。我々としても朝のギリギリまでそれぞれの調整をかけましたけ

ども、やはり駄目だということで反対される方があったので、最終的に「成徳」だった

らいいよという８人に絞られたということで、決まったということです。 

事務局 まだ３人の方が待っておられるので、議決について今、話が進んでいますので、議決に

ついて。今の話に関連してはないですか。では別件で待っておられますので。 

参加者 このたびこうやって「成徳」となって、倉吉市以外の人から言われたのが吸収合併だと

言われた。違うと皆さんは言われるが、はっきり言って「成徳」のままだと吸収合併と

言われても仕方がないと僕も思うんです。灘手小学校でこうやって育ってきた自分とし
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ては吸収合併と言われて心が痛い。その責任というのは、だれが取ってもらえるんです

か。だってこれは吸収合併でしょ。違うと言われますけど、「成徳」っていう名前が残

ることは吸収合併でしょ。灘手以外、倉吉市以外の人が言われるんです。これらの人全

員に説明してくださいよ。吸収合併でないと言われるなら全員に説明に行ってくださ

い。じゃないと灘手地区民としてはもう腹が立って仕方がない。これが出来ないのであ

れば総辞職してもらわなければ困る。全員が。反対しなった議員には申し訳ないけど、

全議員も市長も教育長も総辞職してもらわないと困る。 
参加者 よその校区も統廃合があるが、教育理念ちゅうもんで校名を決めるのか。我々は鳥取県

民だが中部が大好き、倉吉が大好き、灘手が大好き、津原が大好き、ずっと地元を基本

に生きてきているんだが、なんで「打吹」がそんなに嫌われて打吹山がかわいそうだ。

小学校の名前に、「至誠」なんて何だか真心を込めてなんて、ほとんど真心がこもって

いない。簡単に名前付け方がよい。 
参加者 議員さんのお話を聞いて、今回の「成徳」が仮称であることがよくわかりました。あく

まで仮の名前ということ。開校に向けて今の小学生たちが成徳に行くんだと。で仮称で

ある。今度６年生になる子が卒業するときに仮称の校名で卒業するのは本当にかわいそ

うだと思います。丸田議員の仮称だと発言が何度もあったので、課長が提案理由を２つ

言われましたが、明倫と統合の３校統合の時に校名を変えるのか、それか適切な時期に

変えるんだと２つ言われたと思います。自分の認識が正しければ明倫が統合になること

は複式になる時に統合になるんだという話を聞いています。でも早々には複式にはなら

ないだろうと思います。ということは明倫が統合に加わることはこの先10年なのか、６

年なのか、７年なのかわかんないですけどそっちの方を採用してしまうと「成徳」のま

ま校名が続くことになると思います。なので、３校統合の時に校名を変えるのではなく

て、あくまでも私案ですが、今度の６年生の子が卒業するにあたって新校名で卒業させ

てやりたい。先ほどの議員さんの話を聞くと「打吹」がよいと言われる議員さんがたく

さんおられました。また、どういう手順を踏めば校名が変わるのか分からないですが、

たぶんここで意見をたくさん言ったところで、４月からは成徳小学校でスタートする。

文句を言ったところでしょうがないことだと僕は思っています。ですからその校名は今

回で言うと12月議会かわからないですが、新たな校名を決定していただくと３月の卒業

に間に合うんではないですか。来年のです。そうすると３月の卒業に新校名が間に合う

んではないかと。今年の12月に議会で校名を決定していただければ、次の卒業の３月で

すよね。合っていますか来年の３月。来年度の卒業生は新校名のままで、打吹小学校の

１期生、卒業生ということです。 

事務局 途中で変えるという意味ですかね。 
参加者 そういうことが出来るのであれば。最後までお話してもいいですか。先ほど吸収合併だ

というのが外部の人からということがありましたが、大事なのはカリキュラムではない

でしょうか。成徳にあるから成徳のことばっかりを学ぶではなくって、灘手のこともた

くさん勉強してほしい。田んぼのこととか、灘手独自のカリキュラム、学習内容があっ

たと思いますし、幼児なども灘手独自、地域と一緒にやってきたことがたくさんありま

す。そういうところも入れていただきたい、保護者さんが来年度の行事予定を見たら、

成徳の行事予定がたくさん入っているということで灘手の方が今までやってきたことが

入っていないという不満を言っておられる保護者さんもおられました。３点お願いした

いのは、校名を早急に本当の校名にして頂きたい。多分それは、藤井議員さん、丸田議

員さんの意図にもあっているのかなと。なぜ「成徳」を押したのかの意図にも合ってい

ると思うのでそこの責任という言葉があったが、そういう責任の取り方もあるんではな

いかと、頑張っていただきたいことが一つ。二つ目が学習カリュキュラム、学習内容を

灘手もしっかり入った成徳に偏らない学習を新しい学校ではしていただきたい。３つ目

に〇〇さんとかの話を聞いたのが初めてだったが、話し合いの内容はよくわかっていな

かったので、今日の議事録などを外に発信していただいて、灘手の出身者で県外に行っ

ている人もすごくこの校名の事は心を痛めています。出身者でなくても校名については
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すごくマイナスイメージで心を痛めていますので、説明をもっと外にオープンにしてい

ただきたい。ホームページなどで誰でもアクセス出来るような感じでもっとオープンに

していただくと納得がたくさん得られるのではないか。以上３点の要望です。よろしく

お願いします。 

大津議員 ただいまの質問に対して答えさせてもらってもよいですか。条例改正については〇〇さ

んもご存じだと思いますけど、３月までにすれば間に合うと説明を受けたはずですね、

来月。当初そうでしたよね。条例改正は来月の３月議会までにすれば間に合うと説明を

受けておられますね。それでこの前の１月17日の臨時議会において私が質疑をした折

に、やはり法廷闘争になれば、仮の校名で開校しなければならないだろうということを

市長も答弁されて、それを受けて教育長もそのように出来るのではないかとおっしゃっ

た上で、でも３月までに決めていただきたいとおっしゃっているので、実務上は３月に

条例改正することは可能であります。来月の。それが市長の方から提案されてくるの

か、例えば皆さんの陳情が打吹小学校であがり、議会として発議することが出来るの

か。その辺りはやり方によりますが、具体的に言えば来年の12月まで待つことなく、来

月の３月議会でそれは可能だというふうに私は考えています。そのことも含めてさっき

申し上げた。１月17日に校名を議決したとしても、直ちに校名を変える議案を提出して

くれば、それは条例改正は出来ることである。そういうふうになっているわけで、それ

が３月までに出来れば入学の時点で打吹小学校なりで入学出来るわけです。ただそれ

は、皆さんが本当に望んでいらっしゃるかということが一番大事なことだと思います。

そのことが本当に子どもたちにとって、それが一番いいということであればそのような

方向をしっかりと考えていきたいと思います。 

参加者 先ほど、藤井議員から成徳小学校はゼロベースに戻すための仮称とか言われましたが、

やっぱりこうやって紆余曲折で何回も寄って話をされているわけで、いち早く正式な校

名になってほしいという思いと、事務局の方でアイディアを募るための公募で必ずしも

応募者の一番多かった「打吹」に決まることはなかったと言われましたが、多くの市民

の声が反映された「打吹」にその時点で、一番多かった「打吹」に決められたらこんな

混乱は起こらなかったと思います。以上です。 

事務局 

 

後の方から質問がありましたので、３つの質問への回答ということで、藤井議員に。本

当の校名を早急に来年度にもというご意見。カリキュラムにしっかりと灘手のことをと

いうこと、議事録の公開ということ。まず藤井議員ということで。 

藤井議員 

 

校名を早急にということについては、大津議員が言ったとおりです。先日の保護者説明

会の時には大津議員が提案をしましたが、これはなかなかすぐにご理解をいただけなか

ったのかなと思いますし、３月、４月校名というよりも進んでいる中で、３月までにす

るのがよいのか、４月に入ってから早目に、先ほど10年、20年という話も出ていたです

けども、これは確かに複式学級の解消であるなら確かにそうでしょう、但し明倫の保護

者会長さんもPTA会長さんも言っておられます。私たちは東中に行くというのは早く仲

良くなって統合が進んでいくのが狙いなんだから、それで行かせる気持ちがあるならば

４月以降早くという気持ちでおりますし、どんなに遅くても３年なんていえば話が遅く

なってしまいますから早めに決めていくべきだと思っています。校名については。 
参加者 早いとはいつでしょうか。３年は長いと思います。今の６年生が・・・ 
藤井議員 それぐらいの目安でいいんじゃないでしょうか。今の５年生か、今度の12月議会か３月

議会に間に合わせるというのが目安で、これは私どもも言いますが教育委員会、行政の

方のスタンスですけど私たちはアプローチしたいと思います。カリキュラムについては

当然に教育委員会の方の範疇ですから要望として受け止めて、灘手のいろんな体験学習

なども入れてカリキュラムなどを見て不十分であれば我々も懇談会や教育常任委員会な

どで見直をすべきだと考えております。議事録については当然オープンにすべき、どこ

まで黒塗りをせずにオープンに出来るか、統合準備委員会だけではなく学校教育審議会

についても全くそのとおりでありまして、私はこの会を傍聴しましたが、大事な部分が

先ほど言いましたが欠けています。委員の中でもどうして市民、もやもやしているんだ



13 

 

となぜかと言うと会議録が出ていないからだという指摘がありました。もう一人の委員

の方からは、組織のあり方、北谷の方でしたが北谷と高城も来年度に統合をするんだけ

ども今回の成徳・灘手の準備委員会についても評決のあり方や考え方が適切ではないと

いうか、見直しもしたいというような発言もありました。議事録についてもオープンに

ということで教育委員会からはいくらでも開示請求されたら行いますということでした

が、そうではないでしょ。いろんなことはオープンに出来ることはするべきだと。これ

は３月議会でも質問したいと考えていますけども、そういったあり方については、きち

っと行政については出せるものはきちんと出していただきたいし要望をしていきたいと

思います。 
参加者 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

事務局 カリキュラムのことについて、まずお答えします。灘手さんの学習についてこちらを尊

重していきたいと思います。いま今、田んぼのことは継続していきたいと考えていま

す。成徳小学校の校長の方も灘手さんを大事にしたいということで、各学年に灘手のこ

との学習を入れていきたいと言っております。そちらが実現できるように我々も協力し

ていきたいと考えております。 
議事録の公開の件でございます。いろいろとこれまで議事録の公開が少なかったという

指摘を頂いております。真摯に反省をしております。議事録の公開に向けて準備に入っ

ております。また公開させていただければと思います。 
参加者 何回か説明会に出させていただいていますけども、みんな「早い時期に新しい校名にな

ったらいいな」と、すごい他人事じゃないですか。修正動議を出される時に灘手のこと

を、地域のことを思われましたか。皆さんが一人称で話されているので他人事ですよ

ね。「早くいい方向で行ったらいい」とか、「早い時期にまとまったらいいな」とか、

すごい無責任な発言ばかりで、責任、責任と言われていますけども教育委員会が開示し

ていないから駄目だとか、全部教育委員会や統合準備委員会の責任にしていますよね。

議会がしっかりと責任を持って決めますと、議会で痰かを切られたんですのでしっかり

してほしいと思います。責任というところで、これから学校に係る費用の請求書を持っ

ていったら払って貰えますか。あといくつかありますけども、先日の保護者説明会でも

言わせてもらいましたけども、成徳地区の関わりの深い議員が、成徳地区の統合準備委

員会の方に成徳でいいでしょうかという校名を提案したところ、いいですと了解を得て

から修正動議をかけられたと聞きました。そのことを藤井議員にこのことは正しいこと

ですかと聞いたら、別にいいじゃないですかと答えられました。市長はこのルールをど

う思われますか。ましてやそのビラを配られた時にまかれた時に灘手のせいにもされて

いるんですよね。それと同じように追い打ちをかけるようにひどいことをしていると思

われませんか。さっきからオープンな場で、オープンな場でと議員さん言われますけど

も、密室でそういうことをして灘手の準備委員会を馬鹿にして、なぜ灘手の準備委員会

には言えないんでしょうか。そのことが反省もないですよね。誰が言ったとか、誰がま

とめたとか。結局それは、分からないままいってしまうんですよね。おかしくないです

かね。私利私欲のために議員をやっているんですか。成徳だけの地域、住民のために市

議会はあるんですか。何のためにあるんですか。 

参加者 これを許すと他の地区でも起こるぞ。 

参加者 今度、北谷と高城が統合するときに、じゃあ北谷と高城の議員の方もおられますよね。

じゃあ高城に校名をしますってなったらどう思われますか。反対しますよね、住民とし

ては。だから他人事だって言うんです。あとゼロベースって何ですか。灘手と成徳があ

ってゼロベースは白紙ではないですか。成徳はゼロベースですか、じゃあ灘手はマイナ

ス１ですか。ゼロベースというのはどこをもってゼロと言うんですか。白紙がゼロです

よね。さっき打吹至誠で条例が可決してしまいますよと言われましたけど、「成徳」で

可決していますね実際に。それで校名を変えられるんですよと言われるんだったら「打

吹至誠」で通っても変えられるんですよね。「打吹」で通っても変えられるんですよ

ね。上から聞いていたらすごく言い訳がましくて、小学生の回答みたいな、聞いていた
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ら腹立たしいというか、全然質問と回答がかみあっていない。ただ自分たちの意見を言

うだけで、住民のことを全然思っていないですよね。だから成徳ということが出てきた

んですよね。この３つをお答えいただければと思います。 

藤井議員 一つには働きかけという部分だと思います。メールもいただいた方ですよね。そこのや

り取りの中で、「当然、成徳の方はそのような動きをしておられるだろうなということ

は情報としてありましたよ」ということでお返ししたと思いますが、そこに決まれば、

当然、灘手の方からも「成徳灘手」はどうなんだということも、直接ではないですけど

そのような働きかけはあったと聞いております。それぞれが、そのような動きをされて

いたのだろうと思っております。やはり自分たちの思いを届けてそれを受けて議員とい

うのは、私は直接ではないが、そこのところは正確に誰がというところはわからない部

分ですが、そのような話を聞いて、そういうこともあるのだな、じゃあ、成徳ってなっ

た場合は、これだけの人が賛同してもらえるかなっていう、さっきから言っていますが

本当は「打吹」がいいんですよ。ところが残念ながら最終日の直前まで話をして、これ

は「打吹」ということであったらこれだけの数は揃うけれど６人しかないということが

わかりましたので、そうであるならば、ということで本当はこのような話をするべきで

はないですけども、それだったら「成徳」という元に戻すという案を私達は当初からそ

れを進めていましたので。 
参加者 講釈が長いので、前振りが長いです。その行動が良いか悪いかを教えてください。 

藤井議員 良いか悪いかと言われても、あることで良くはないけど、それはきちんと自分達の思い

を通すためにやったんだと、やっておられるだろうと解釈します。 
参加者 それが成徳・灘手の準備委員会の方に案を出されるならまだいいですけど、成徳だけと

いうのはどうなんですか。 
藤井議員 それは私は直接はわかりません。 

参加者 ほら、そうやって逃げるじゃないですか。 
藤井議員 逃げるって言われたらそうかもしれないですけども。 

参加者 笑うところじゃないって。こっちは真剣なんだ。 

藤井議員 こっちだって真剣ですよ。 
参加者 じゃぁ、なんでへらへらしているんですか。 

事務局 そこを明らかにしてくださいということだと思います。何があったのか。どなたかがわ

からなかったのであれば、どなたに聞かれたとか。 

参加者 それを聞きたい。 

参加者 市長はどう思われますか。 

市長 そのような裏の話があったというのは今初めて聞きましたけども、私の方は最初のあい

さつの中で申し上げたとおり、もともと請求のあった時点でプロセスがおかしい、その

密室で決まったんだというところについては、みんなオープンで行きましょうと。だか

ら公開の場で先ほど情報公開の話も出ましたが、全てその後の協議は教育委員会も教育

審議会も全てオープンの場でさせていただいたと思います。その５千人弱の方々の請求

のプロセスの不十分さというのは、私は修正したつもりでおりますので。もう一点は、

統合準備委員会に入っておられる方も今日、ご出席かと思いますが、統合準備委員会が

最終的にはそういったプロセスも見直していただいた上で皆さんが合意を得て「打吹至

誠」があがってきたものですから、それをみなさんの最終案が決定ではなくて、先ほど

申し上げたように教育委員会の方にも決定なり皆さんのご意見の内容も教育委員会の中

で申し上げ、それから学校教育審議会の中でもその経緯を教育委員会の方が説明し、そ

この中で皆さんが手続きなり決定経緯についても了解を得たうえで上がってきたものだ

からこそ、私は「打吹至誠」で提案をさせていただいたところです。裏でということが

わからないところでいろいろな話があったということは、中にはそういった噂も聞きま

すけど、私の方には直接そのような話はなかったので、当然、私の方で聞いていたのは

「打吹至誠」の「至誠」が入っているのはいかんということで、私の部屋にも十数人来

られましたけど、統合準備委員会の中ではそこの皆さんで合意されて決められた最終案
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について、そういう法的審議会の中でもきちんと決められたことだから、最終的には市

民の代表である議案として議会の方で決めていただくものだという認識のもとでずっと

進めてきたつもりでおりますので、その裏の内容というのは私は承知しておりません。 

事務局 それでは二つ目に、ゼロベースであるならば、それがなぜ「成徳」なのかということも

お聞きになったと思いますけど、ゼロベースならば白紙ではないのか。だったら灘手で

もいいのではないのかということですが。 

丸田議員 言葉の共有の仕方ということで、ゼロベースというのは、いわゆる白紙状態ということ

です。それがゼロベースという言葉になったが、内容は元に戻ったという白紙状態で合

併、いつでも変えられる状態。先ほども大津議員が言いましたように、３月までにもし

条例改正が出来れば皆さんから意見が出ればということが出来る状態に戻っているとい

う意味で、ゼロベースという言葉が正しくなかったら、白紙状態ということの解釈で。 
事務局 「打吹至誠」でもゼロベースだったんじゃないですかというご質問なんですけど。 

丸田議員 いわゆる「打吹」と「成徳」という名前の改正ですよね。もし否決されたら条例議案で

出ていた「打吹至誠」に決定してしまうんですね、名前も「打吹至誠」に変わる条例案

でしたからだから、いわゆる校名には反対だけども校名には賛成だということで修正動

議をかけたということですね。だから「打吹至誠」でゼロベースということにはならな

いと思うんですけど。 

参加者 でも「成徳」で校名、条例は決まったんですよね。 
丸田議員 それは、修正動議をかけて８対７という形で僅差で・・・ 

参加者 「成徳」に決まったんですよね。 

丸田議員 一応、合併して「成徳」という名前で４月を迎える。 

参加者 打吹小学校で、もし条例が通っていたら校名は変えないということですか。 

丸田議員 修正動議が決まれば打吹小学校になっている。 

参加者 「成徳」で今回の条例が決まって、またいい時期を見計らって校名を変えます。そのつ

もりで「成徳」にしましたと言われたんですが、条例にとおっているんですよね。「打

吹至誠」で条例がとおってもいい時期が来たら、また校名を変えますという同じ解釈で

よいですか。 
丸田議員 条例に関してはちょっと代わります。 

大津議員 条例単体だけを見ればそうなるかもしれませんが条例が変わることによって、それに伴

う予算が執行されていきます。大きいのは看板とか石碑とかそういうものが、予算がど

んどん執行されていくんです。そうなると次の段階での校名変更というのはかなり難し

くなります。なぜなら条例だけでなく、それに伴うさまざまな規則が変わっていきま

す。そうなると大ごとになりますので、ゼロベースではなくなってしまうんですね。白

紙ということで。「成徳」のままであると変えられるということになるわけです。 

参加者 ではゼロベースではないということですか。 

大津議員 「成徳」がですか。「成徳」に戻ればそこから変われるということです。 

参加者 ゼロベースではないということですよね。 

大津議員 「成徳」というものがそのまま残りますから、ゼロにはならないかもしれませんが、

「成徳」から別のものには変えられるということです。 

参加者 言っておられることは分かるんですけども、ゼロベース、ゼロベースとすごい正しいよ

うな言い方をされるので、そこはどうなのかな。そしたらまた変わってくるじゃないで

すか。 
大津議員 私はゼロとは言っていなかったんですけど、要するに条例改正する前に戻ったというこ

となんですね。「成徳」にしておけば代われるということですから。 

参加者 費用が１回で済むということですね。「打吹至誠」になったら、「打吹至誠」の看板を

作ってそれを付けないで今度は新しい校名が決まったら、それを外さないといけないか

らということですよね。余計な費用が掛かってくるということですね。 
大津議員 大きくはそれが一番だということです。 

参加者 最初からゼロベースはないということですね。費用問題があって「成徳」ということで
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すね。 

大津議員 あえてゼロベースというのなら、成徳と灘手がそのまま残るということが本来のゼロベ

ースということの使い方だと思います。 

参加者 誤解を生んでしまうので余計にややこしくなってしまうと思うので。 

参加者 どう考えても吸収合併だ。その説明を。 

参加者 賛成された方は、灘手のことを少しでも思われましたかというところを。 

事務局 

 

灘手のことを少しでも思われましたかということを回答してくださいということです

が。賛成された議員の方に回答をということですが。 

大津議員 私は常に灘手のことを考えてきました。常に灘手の皆さんとともに打吹小学校にしたい

という思いで来たんですが、「打吹至誠」から「打吹」にはすぐにはならなかったんで

すよ。 

事務局 何でならなかったか。 

大津議員 「打吹至誠」から「打吹」になるための賛同者が得られなかったということです。 

事務局 数ですね。 

大津議員 そうです。これはそうなる意味では分かりませんけども、短い時間でとにかく「打吹至

誠」から「打吹」へという動きが当日いきなり起こったためにこれが可決出来るだけの

確定、確証が取れなかった。私はそのためには、せめて「成徳」のまま行くことによっ

て、決して長いこと待つことなく短い間で条例改正を出来るならやりたい。来月にでも

本当にやりたいと思っています。賛同者が得られるのであれば、なかなか賛同者が得ら

れない状況がありまして９月の議会であれだけ紛糾して、至誠小学校が否決されるかも

しれないといった時に、最後に市長は取り下げ要求されましたよね。それすら可決出来

なかったんです。市長が取り下げたいとおっしゃっていることに議員は認めなかったん

ですね。確か11人ぐらいの議員だったと思います否決したのは。だからなかなかね、思

うようにいかないんですその辺が。ということがありまして、もうちょっと付け加えて

言えば、署名請求が起きた時に150対１の時に150が選ばれるべきだ、そう思われるでし

ょ皆さんも。それと８対８の時に委員長は二重投票ですよ。委員長が２票もっているん

ですよ、子どもにどう言うんですか。だからこの時点で「打吹」に決まっていたんです

普通であれば。 

事務局 申し訳ありませんが、灘手のことを考えてくださっているか。 

大津議員 灘手のことを考えているんです。常に。ですから「至誠」が廃止された時に元に戻ると

ころまで戻ったんであれば、別に議論しなくても８対７で「打吹」の方が多かったわけ

ですからその時点で、その時点で「打吹」と決めていたとなるんじゃないかと思いなが

らもそのルールにならなかったということです。議会のルールとは違うと言われますの

で、議会のルールでは通らないということです。それともう１点だけ灘手の立場でいう

とたった一人の意見は通らないというのが議会のルールです。最低一人の賛同者がいな

ければ動議も出来ません。委員会において少数意見の留保という少数の意見を表明する

のも一人ではそれは通りません。一人の賛同者がいるということです。そう考えれば、

150対１の１が選ばれたというのが本当に疑問を持っています。せめて複数のものがあ

ればいいですが、たった１ですよ。すいません、灘手の立場に立って、なんとか皆さん

と共にやりたいと思っています。 

米田議員 灘手のことを考えない議員はいないと思います。16名の全議員、私も。私も12月議会で

は交流を促進するべきではないかと、灘手の人。PTAの人にもバスを使って成徳に来て

いただくとかそういう交流してはどうかと予算も見て、交流したらどうか、誤解を解い

ていくべきではないかということを提案しましたけど、PTAの方の成徳との交流はやっ

ていないんじゃないかと。やっていないでしょ今。そういうことを言っていますし、

（会場内からやっております。認識不足ですとの声あり）12月議会で私が質問した時に

はまだやっていなかった。 

参加者 何年も前からやっています。何であんたは議員か。 

米田議員 子どもの事もやはり交流を深めながら、さっき吸収合併かどうかの話がありました。や
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はり灘手が吸収合併か、どこかの学校に行くわけですから統合というのは。成徳が灘手

に行くのか、灘手が成徳に行くのか、それは仕方がないことだと思います。統合すると

いうことは、新たに学校を作るならいいですけども中間点に作るとか、しかし学校を統

合するということは、どこかの施設に行かなければいけないわけです。この度は灘手の

子どもが成徳の学校に行くんだと、まるまる吸収合併ではないと思います。校章も校歌

も変わるわけですから。 

参加者 見えんじゃないですか、知りませんよ、僕らは。 

米田議員 校章も校歌も説明されたでしょ教育委員会の方は。 

事務局 保護者の説明会では説明しております。 

米田議員 住民の方はまだ知らない。 

事務局 はい。 

参加者 何にも知らない。この辺の説明を倉吉市内だけでなく、鳥取県中にしてくれたらいい。

出来ますか。 

米田議員 鳥取県中は出来ないと思いますが、とりあえず倉吉市民の方には全部周知しないといけ

ませんよね。教育委員会の不手際だと思います。決まったのなら即、周知されないと。 

参加者 教育委員会の不手際かどうかは違うけどな。「成徳」に賛成票を入れた人も責任があ

る。 

米田議員 私らも言うわけですが。決まったのは２、３日前ですよね。 

事務局 保護者の皆さんには先週の土曜日に説明会を開催してご披露する予定でしたが、大雪に

なりましたので今週ですが土日開けてから文書で流したところです。このあとホームペ

ージや統合準備委員会だよりで周知する予定になっています。 

米田議員 ですから校名問題がスタートした時もこういうことが地域の方に十分に周知されていな

いからスタート時点からこういうことになっているんですよ。統合準備委員会の方だけ

が知っていて地域の人の連携が無い、そういったことがスタートからボタンのかけ違い

でズルズル不手際が起こっているんです。 

参加者 準備委員会の責任にするのか。 

米田議員 していません。知らないと言われたから、校章や校歌の事も知らないと言われたから私

が言っている訳です。決まったことは全ての情報がすぐに住民の方に伝わらないとこう

いう混乱が起きる訳ですよ。 

参加者 校名については灘手の委員は一旦地域に持って帰って館長会で周知しました。さすがに

住民の方に全員に集まっていただいて周知は出来ないので、毎月やっている館長会の中

でこういう経過になっていますとおろしています。成徳はわからないです。成徳の委員

は全権委任を受けているからとの一言でやっておられますから、少なくとも灘手は適宜

そういった情報はおろされていますので、先ほどの説明は撤回してください。 

米田議員 撤回はしません。それで今言ったようにご存じないわけだから私が聞いたわけで。いま

説明を受けましたのでそれで分かりました。 

参加者 校章と校歌は解散した後に教育委員会にお任せした件ですから。 

米田議員 それは私はわかりません。内部のことは。だから今わかりました。全てとは言いません

けども情報の周知はやっていかなければなりません。 

事務局 統合準備委員会の話です。 

米田議員 統合準備委員会の話ですが、私ら議員は統合準備委員会と直接話をするわけではありま

せん。私たちは、議会は教育委員会と直に話をします。私たちが統合準備委員会の人に

校名をこうしなさい、いうことはありません。統合準備委員会が決められたことは教育

委員会に伝わって、教育委員会から議会に出てくるわけです。私たちはその教育委員会

との折衝をするわけです。 

参加者 地元に委員会の声を届けていないなんてことを言わないでくださいよ。失礼ですよ。 

米田議員 失礼ではない。きちんと知られないと言われたからそのことを言ったんです。 

参加者 あなたも知らなかったんでしょ。だって。 

参加者 成徳地区にも正確な情報がおりてきていましたか。 
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米田議員 だから私は地域に浸透してないから言っているんです成徳地区も。浸透していない訳で

す。だから誤解が起きている訳です。 

参加者 灘手と一緒にしないでくださいよ。 

米田議員 だから今聞きましたんで、知らないと言われたんで。聞いただけの話です。 

参加者 上から聞いていた保護者なんですけど。本当にもうえらくて、校名が決定した後に山根

議員が説明に来られて、「成徳」にするといった案は、12月議会が終わった後にすぐに

廊下で出ていたと、でもそれは本気とは思わなかった。自分も本気にはしていなかった

けど17日の議会の３日、４日前に電話がかかってきてそれを言われたのでそれは本気だ

と思ったと言われたんです。さっきから直前だったとか、すごい言われていますけども

そういう説明を保護者にされているので、何か嘘の話を聞きたくないので本当の話を進

めてもらってもいいですか。 

参加者 児童が学校に行かないようになったらどうするんですか。登校拒否を起こしたらどうす

るんですか。親がこう思っていると児童はもっと思うぞ。 

山根議員 18日の成徳のPTAの方々の説明会の時に、灘手地区の方のことは何も思わなかったのか

という質問をいただきまして、先ほども言っていただきましたけども、正直こちらの方

に足を運んでお話を聞く機会を私は持っていなかったので、お詫びを申し上げます。先

ほど言われたお話なんですけど、12月議会の時に、議員同士でいろんな話をします。そ

の時に成徳ということが出てきたのは事実です。しかし、そこで議案になるとか修正動

議なるかというお話のベースではなかったです。「成徳灘手」とか「成徳打吹」、いろ

んな話がありました。後で説明をさせていただいたとおり２日、3日前に修正動議の動

きがあるということでお話を伺った。そういうような経緯を説明させていただきまし

た。 

参加者 藤井議員さんの修正動議で５つほど言われました。私それを聞いておって、新たな紛争

になる可能性が高いとか、それから校名とか石碑の移設が「成徳」だったらそのままで

いいし、費用がかからんと提案理由が述べられて、影響が最小限に抑えられる。これは

影響が最小限でしょうか。本当に「成徳」という言葉を議決されえたらそれはすごい影

響があると思いますよ。だいち保護者とか子どもたちのことを思われませんか。何年間

も新しい学校でスタートする、校名でスタートするということでずっとやってきておる

のに、突然に「成徳」が出てきて議決されて本当に子どものことを思っておられるの

か、保護者のことを思っておられるのか。本当にそれが心配です。それからさっき議決

されたんで正式に成徳小学校でしょ、教育長さん。なんか仮だとかゼロベースだとかす

ぐ変えられるとか言われますが、すぐに変えられますか。大津議員が３月にそういうこ

とがあれば変えられるということですけど本当にそういうことが変えられるんですか。

変えられるのでしたら、これだけ皆が「打吹」の思いでおりますので変えてください。

本当に市長さん、私は市長さんにも議員さんにも手紙を出しました。大変申し訳なかっ

たですけども思いを書かせていただきました。住民の直接請求の一人として多くの皆さ

んに署名していただきました。生年月日まで書いて本当に、その人たちの思いというの

は一人のひとのじゃなくて、皆が打吹小学校の思いで気持ち良く議決していただきた

い、そういう思いであれだけの数が集まっておると思います。ですからこのようになっ

たら市長さんが判断して、これだけの数で皆が望んでいる打吹小学校ですので３月議会

に市長さんが提案されて議員を説得して倉吉市立の小学校は教育理念などでなしにとに

かく打吹山の下にあるし、地域の名前で皆さんから愛される打吹小学校で提案してくだ

さい市長さん。もう市長さんにかかっています。（拍手）成徳の方にも、明倫の方にも

ずっと署名に回りました。みんな打吹小学校がいいと言って署名してもらっています

よ。本当に市長さんお願いします。市長さんしかないです。（拍手） 

市長 力強い言葉をいただきましてありがとうございます。議員さんも「打吹」がいいという

お話であれば、票的には、といいますか数的には勝てる可能性があるのかなと思います

が。前段の挨拶にも言いましたが、４月のスタートはこの「成徳」でさせていただけた

らと思っています。通知も各１年生にあなたはこの学校に行くんですよという通知もさ
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せていただいています。追っての提案については、今、熱いお思いもお聞きしましたの

で検討させてはいただきますけども、一旦４月は準備をそれで進めさせていただけたら

と思います。 

参加者 市長さん、４月は一旦とかではなしに、子ども達もみんな４月は新しい校名でスタート

するという大原則です。大人の人はルールを破った、市会議員はルールを破ったとすぐ

そんな話ばっかりですよ。だからもう４月開校は新しい名前でスタートしてください。

大津議員も３月に可能だって言っておられるんで、あとは市長さんに頼むしかないです

わ。それから私、一緒に署名活動しました〇〇さんというのはこの前に新聞出しており

ますけども、５千名の人に謝すなんて、私は５千名の人に申し訳ないです。そういうふ

うに思っております。あの人の個人的な見解で述べられていると思います。ですから市

長さん４月は通知も出しているとか、看板はどうでもいいです。新しい名前でスタート

してくださいお願いします。（拍手） 

市長 ５千名の方の分については承認も受けたところでございますし、校名決定の条例改正に

ついては議会の議決が必要でございますので、その辺りも十分に検討してまいりたいと

思います。 

参加者 先ほど言われたように「打吹」がふさわしいと思います。その一つとして今の成徳小学

校の校舎、道路側の校舎に壁面に打吹天女の壁画が描かれています。そういう意味から

も打吹天女の壁画を活かす、打吹山の麓にあるわけです。学校名というのは地域性が反

映されているのが学校名になると思います。早く「打吹」に決めてほしいです。以上で

す。（拍手） 

福井(康)

議員 

時間が押していますので一言だけ、いろいろご意見を聞かせていただきましたが、こう

した意見を市長あるいは教育委員会が主体になろうかとは思いますので、先般の1月26

日に会派で鳥飼議員、福井で議長に申し入れをさせていただきました。1月26日に。議

会主導でやはり責任を持って説明会、あるいは意見交換の場を早急に持つべきではない

かという申し入れをしております。議長は今日は不在ですが、藤井副議長、議運の大津

委員長に相談があっていると思いますので、皆さんに報告をしてやはり賛成した議員、

反対した議員とかでなくて、議会全体で受け止めてどうしたらいいのかということを方

向づけしたいと思いますのでよろしくお願いします。（拍手） 

事務局 時間がだいぶ押しておりますが、初めのころにご質問があった統合準備委員会を認める

のかというところのご返答がまだだと思いますので、いかがでしょうか。 

参加者 いいですそこはもう。ここから先は前に進んでほしいという思いは皆さんあると思いま

す。灘手の委員として灘手の期待に応えられなかった改めてお詫びを申し上げたいと思

います。成徳の委員の方のかたくなな意思表示が強くてそこをくずせなかったというこ

とです。次に向かってですけども校名変更、議論といますか検討していただくことにな

ると思います。明倫小学校も交えてということになると思いますが提案ですけども、や

はり地域代表委員はもはや登場させて欲しくないと思います。新たに成徳の地域委委員

が出てこられても「至誠」を出される可能性があります。「打吹」で納得されるのであ

れば、既に納得されているわけですからやはり今後は保護者、子どもたちを中心に新し

い校名を議論してもらったらいいと思います。どうしても大人は地域エゴが出てしまい

ますのでそこは外していただきたいと思いますし、将来的にそもそも教育委員会が示さ

れた統合案は３校統合は明倫小学校の校舎を使うことになっています。たぶん４月から

成徳と灘手で成徳校舎を使う、明倫小学校は引き続きありますが、一つになると成徳小

学校の校舎では入りきらないということがありますので、そうなると本家が分家に行く

ことになるのでそこはかなり抵抗が発生するんじゃないかと思っていますので、念のた

め申し添えておきます。よろしくお願いします。一日も早くそういった校名変更に議会

そして行政の皆さんに動いていただきたいと思います。広田市長が居られる前であまり

言いたくないですが、行政が検討することは、何もしないという意味ですので付け加え

ておきます。 

事務局 時間はありませんが、最後にいかがでしょうか。 
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参加者 お世話になっています。統合になるのは分かりますけども、これからですね、PTA活動

をお互いに尊重し合って進めていかないといけないと思います。保護者もですが、子ど

もも伝えたいと思います。子どもの事を考えて動いていただきたいなと、それと話に聞

いたのには、成徳の方が灘手は嫁に来るとかいう話をチラッと聞きました。それはどん

なことかなと。吸収合併みたいなことで言っておられるのかよくわかりませんけども、

これは成徳の方が言っておられると聞きました。これからはそういう事ではなくてお互

いに統合して平等でやっているわけですから、これからのPTA活動にお互いの意見を尊

重して偏らない活動をしてほしいです。教育長も言っておられました米作りなどもあり

ます。灘手だけに任せるではなくて、お互いに成徳の方も一緒になって活動するような

方法も考えてほしいです。それとこれから進めていくのに、子どものためにPTA活動も

お互いに話し合って偏らない活動をしてほしいということをお願いして意見として述べ

させていただきたいと思います。 

事務局 どうもありがとうございます。本当におっしゃられるとおりでして、PTAの活動も子ど

も達ももちろんですけども、両校のいいところが引き継いでいって新たな小学校でスタ

ートしたいと思っています。今日の10時から両地区の保護者においでいただいて説明会

をしたんですけども、その折にもPTAの役員を決める場合にも両地区からそれぞれ出し

ていくという考え方のもとに決めていただいていますし、具体的な中身がどういうふう

に決まっていくかこちらの方も確認しながら、必要があればそこに学校とやり取りをさ

せていただくことにして、灘手の皆さんのご期待に応えられるように努力していきたい

と思います。ありがとうございます。 

事務局 それでは時間も30分超過しておりますので、本日のところはこれで閉じさせてもらって

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 閉会 


