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小学校適正配置 灘手小学校保護者説明会 会議録 

日 時 令和５年１月27日（金）午後７時～午後９時 

場 所 灘手コミュニティセンター 

参加者 灘手小学校保護者13人 

市教委８人 

市議会６人 

内 容 

１ 開会 あいさつ  

２ 説明 新校名決定の経緯説明 

３ 議員説明 藤井議員、丸田議員、米田議員、大津議員、福井(典)議員、山根議員 

藤井議員 ４月開校に向けて子ども達は交流を進めている中で、この度の校名問題は申し訳なく思

っています。いろいろなサポートを教育委員会・学校が中心ですが、議員も議会で決め

たということもありますので、そのような意味で議会も一緒になって取り組んでいきた

いと思います。 

１月18日に保護者説明をされたと聞いておりますが、その後、何人かの方から電話をい

ただいたり、メールなりで個人的にはご説明したつもりですが、なかなか納得いただけ

なかったこともありました。昨日、成徳小学校の保護者説明会に参加させていただきま

した。その中で、「打吹」「成徳」の修正動議後の場面から採決するまでの議会録画を

流されていましたが、そこに至るまでにさまざまな意見や質問のやり取りがありまし

た。その後、「成徳」という校名が決まってから、これまでの議論や会議録などの情報

を出してほしいとの付帯意見がありましたが、その辺のところの映像も流していただき

たかった。会議録等の経過については今後出されるようですので、議会としてもしっか

り話をしていきたいと思います。 

なぜ「成徳」かの提案理由５点は承知いただいているとの前提で話をしますが、我々は

「成徳」という校名を付けたかったわけではなく、元に戻す、現状維持ということ。

「至誠」が悪いわけではございませんが、それが十分に説明しきれないままで、１対

150という数の中で、多くの方はどうしてなのかと納得できないということが問題とな

ったわけです。その「至誠」について、12月議会でもう一度、考えてほしいということ

で差し戻しをさせていただきました。それをもってこれまでになく議会としては一生懸

命にそれぞれの議員が意見を述べ議決をさせていただきました。その結果再検討となっ

たが、第15回の統合準備委員会で「打吹至誠」に決まったわけですが、両地域の思いを

すり合わせて決まったことや、統合準備委員会の皆さんのご苦労についてはどの議員も

同じ気持ちでいます。やはり、そこに至るまでの議会への討議、請求者の会の方への思

いがほんのわずかしか載っていなかった。教育長の答弁の中では、市長の考えを正しく

伝えたいというようなことだったが、やはり平等に伝えてほしかった。オープンな場で

フラットな形で議論してほしかった。フラットとは、６月６日の「至誠」「打吹」で話

をしましょうという場面に戻ったわけだが、それよりもっと前に戻して協議をしてほし

かったが、残念ながらそのようにならなかった。そのことから個人的には「打吹至誠」

はよくないし、理由として５つあげたものです。残念ながら行政と市長提案と議会が、

結論が違うのはあまりあってはよろしくありませんが実際にこのようにあります。昨

日、琴浦町でも議会の否決の事例もある。いずれにしても校章・校歌が決まり、いろい

ろと複雑な気持ちもあろうかと思いますが、ぜひとも保護者の皆さまには、子どもたち

には複雑な思いの中、頑張ってもらいたいという気持ちを与えていただきたい。次に進

むような気持ちになるよう、私たちも今後教育委員会に任せながら進めたいと思ってお

ります。 

米田議員 これまで教育委員会は「至誠」と「打吹至誠」を提案し、９月議会で決定しました。し

かし５千人近い反対署名がありましたので、12月議会で市長が条例廃止の提案し白紙に
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戻りました。教育委員会は、１月臨時議会で「打吹至誠」ということで新たに提案され

ました。議会はこの提案を受けて、議長を除く15人で審議しましたが、「打吹」と「成

徳」の修正動議があり合計３つの校名が議会に提案されました。私はこの３つのうち

「成徳」に賛成しました。理由は２点、「打吹至誠」にはすでに否決された「至誠」が

含まれているので、２つの地区の意見が分かれてしまい４月の開校まで合意を得るのは

難しいと思われた。もう一つは、混乱したときは原点に戻ることが基本であります。灘

手の子ども達は成徳小に吸収されて行くわけではありません。成徳地区にある学校に行

くという考え方です。そのために、校章や校歌をこの度、新しくされています。今まで

の「成徳」はなくなるわけです。しかがって学校が成徳地区にある、そこの学校名を

「成徳」という名前が適切だと思い、賛成した理由です。議会も教育委員会が提案した

「打吹至誠」ではなく、議員が提案した「成徳」を学校名とすることに多数決で決定い

たしました。以上が経過と理由です。 

大津議員 この学校名問題については、当初から関わり誰より一番調査をし、一番議会の中でも発

言もしてきました。１月臨時議会では40分にわたって質疑をしました。その質疑の前提

があり、最後の結末がある訳です。 

６月８日の〇〇新聞で「至誠」で決定とありました。その時は６月議会が始まっており

まして、なぜ聞いたこともない名前が、成徳と灘手の統合する名前になったのか疑問に

思いませんか。私は60年生きてきて聞いたことが無い言葉です。 

６月議会の教育福祉常任委員会で教育委員会は、公募の中から「至誠」と「打吹」の２

点が選ばれて投票によって「至誠」に決まりましたと報告されました。「至誠」に何票

入ったのかと聞くと、「８票です。」と。委員が何人いたかを尋ねると「委員は16人で

す。」と。過半数じゃないですか。委員長が二度投票されるのはおかしいでしょう、と

いうことです。そして、全体の応募の中で「打吹」「至誠」は何件あったかを問い正し

ますが、それは公表しませんと。密室会議です。私は調べました。正式な委員会で６月

議会が終わり、継続審査を動議し、それが認められ７月と８月に本来閉会中で常任委委

員会は開催できませんが、開催できることにして調べ、打吹150、至誠１がわかりまし

た。９月議会でそれがわかり世の中ではおかしいと考え、灘手地区の○○さんと○○さ

んの意見を聞きながら、「これはおかしいから子ども達のためになんとか「打吹」にし

ないといけない。」と二人が言われ、一生懸命に頑張ったのですが、９月議会ではそれ

が成し得なくて「至誠」に決まりました。しかし署名活動が起こり、4815人の署名によ

り、12月は「至誠」を廃案に持ち込むことができました。 

12月26日の統合準備委員会は、私と大月議員とで傍聴しました。成徳委員から「「至

誠」をもう一度使っていいか」の質問に、教育長が「使っていいと思うが、ただ廃案と

なった経過を考えるとリスクは高い。」と言われた。それなのに「打吹至誠」と決まっ

た。決まってから委員長は「議会で通るかどうかわからないが、これが我々の総意だ。

お願いします。」と言われた。議会で通るかどうかわからない、そのようなものを議会

に出してくるんですよ。とにかく私は最初から「至誠」に反対。できれば「打吹」にし

たい。なぜなら、９月議会の委員会で教育長に「否決されたらどうなるか」を聞いたら

「至誠という言葉はもう使えないと準備委員会の皆さんに理解いただかなくてはならな

い」と。これは、再考するなら「至誠」という言葉は使わないのだと私は認識しまし

た。ところが、「至誠」に決まった。でも９月の委員会の時に教育長は「至誠は二度と

使わない。となれば、もう一つの「打吹」という案もあるかもしれない。」と言われた

ので、そうなるんだなあと思っていたのにもかかわらず、「打吹至誠」となった。私

は、これは反対するしかないと思いました。 

１月臨時議会の議案には３つの改正点があります。「打吹至誠」に校名を変更するこ

と、灘手小の廃校すること、このことを４月１日から施行するということ。議会では、

すべてを可決するかすべてを否決するかが方法論です。３つを否決すると、どうなりま

すか。校名も否決、灘手小廃校も否決、この条例の４月１日もなし。ということは、成

徳小学校も残り、灘手小学校も残るということになります。統合ができなくなるという
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こと。ここにきて統合ができなくなると困る。これが地方自治法の第115条の３という

規定にある修正動議です。「打吹至誠」を別なことに変える、という方法もあります

が、その議論は一切議会ではしてきていません。そうなれば元の成徳に戻る。否決すれ

ば元に戻るということが大原則なのです。そして提案理由の説明の中にもありました

が、私は校名問題は依然として残るという認識です。12月22日に廃案になって、もしこ

れを廃案にしたことを議会が決めたから議会の決定に従いたいというのであれば、廃案

のままになるのですよ。今回、私自身の考えですけど、校名は元の「成徳」のままにな

りましたけど、１月17日の議会の私の質問の中で教育長はこのように言っておられま

す。その前に市長へ質問がありました。もしこのことが法定闘争となった場合に対し

て、市長は「仮の校名で開校する。」と言われた。もし裁判になれば仮の校名で開校す

ればいいと。そのことを教育長に尋ねました。「できるのではないでしょうか。」と。

「ただし、３月議会までに条例をきちんと決めていただきたい。」と。３月までに条例

で決まれば条例は変えられるということでした。そうであるならば、皆さんの校名の希

望は何ですか？皆さんからは聞いてはいませんが、私は灘手の方は「打吹」がいいと聞

いていました。ぜひ、「打吹」という条例改正案を出していただいて、「打吹小学校」

として４月から開校できないだろうかと、今私は考えています。これは、現実的にでき

るという回答をいただいていますので、できるのではないかと思います。ただし、１月

17日の動議、「成徳」と戻したものを市長も教育長もこれでいいと言われるなら、４月

１日から「成徳小学校」として開校するのではないかとも思っています。いろいろな方

法論がありますから、もし皆さんが望まれるならその方法論を実行し、なんとか改正す

るような方法を考えていきたいと思います。 

福井(典)

議員 

「至誠」で提案された時は、統合準備委員会の決定を尊重したいという気持ちで賛成し

ていました。その後、署名活動まで発展して、さまざまな声が聞こえてくる中で、また

「打吹至誠」が上がってきた時になぜ、という思いがありました。このことに不安と不

信感でどうするのか当日まで悩みました。「成徳」で開校するけど、その後に本当に納

得いく名前を両地区が中心になって、また明倫がどのように関わっていくのかわかりま

せんが納得のいく結論を出した方がいいのではないかと思ったことから「成徳」に戻し

て、その後に期待していきたいという思いから賛成の方に立ちました。 

山根議員 「成徳」に決定したことで灘手のみなさんに深い傷をつけてしまったことは、我々議員

は肝に銘じて、今後の施策に活かしたいと思っております。私は他の議員と考えが違い

ますが、統合準備委員会の決定を常々、最後まで尊重してきました。先日、説明はさせ

ていただきましたが、成徳地区で委員宅の周りでビラをまかれた件で危惧したことから

「成徳」を選びました。 

統合準備委員会の設置要綱というのは、私が議員になる前の、関金・山守の統合準備委

員会の時に使われていた要綱です。議員懇談会で先輩方議員の方々は目を通しておられ

る訳ですが、そこでは要綱に問題視されていなかった。それを基に、このたびの成徳と

灘手の統合準備委員会の要綱として使われている。そこで出された校名が「至誠」とい

うことで、その決定プロセスが不透明ということが問題になってしまった。プロセスの

共通項は自己決定権が無かったこと。なかなかそのような環境ではなかった。それで結

局、最後は曲げられてしまった。本来、子ども達で決めるとか、そのようなことで決め

て行くことが正しいのか、何が正しいのかよくわかりませんが、あまりにも外野の声を

拾ってしまい混乱を生じさせたと思っています。とても憤りを感じたのは、みなさんの

決めてきたもの、特に統合準備委員会の皆さんにこのような形にしてしまったことは申

し訳なく思っております。今日、成徳小で灘手小学校の児童が来て交流学習をしてい

て、給食も仲良く食べて楽しそうでした。少し感じたのは、みんな同じものがいいのか

なと思いました。成徳と灘手ではネームが違いますから、今後ネームとかも同じものを

使うなど不安を払しょくしていけたらと思う。毎晩、皆さんにご足労いただいて本当に

申し訳ないと思うとともに、本来ならこのような説明会は必要ではない状態がいちばん

良かったと思いますが、本当に恐縮の限りです。 
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４ 質疑応答 

保護者 議員からの説明を受けて、私はPTAで統合準備委員会の委員でしたが、議員から密室だ

とか何も情報がないと言われて、すごく憤りを感じていた。個人的には統合準備委員会

の中でも情報公開するように教育委員会に訴えてきました。委員の中でそういう話が出

ているにもかかわらず、統合委員として整理されるのはとても、もう笑ってしまいま

す。検討します、検討しますが何をしてきたのかというのが実際の思いです。結局、何

度か検討しますが何をしてきたのかというところと、議員さんに聞きますが統合委員を

やっていて成徳の方が絶対に「至誠」で折れないという時に、どのようにすれば良かっ

たのか、今さらながらに思うのですが、その辺はどうお考えですか。 

事務局 情報公開については、統合準備委員会だよりを全戸配布して情報を公開、また班回覧で

全市に情報公開を行っている。ＨＰの方でも掲載して情報公開に努めてきました。 

保護者 情報公開してきたということは、議員の情報収集能力が低かったということでいいです

か。 

事務局 議員の方には議会の場で、また各種会議の中で伝えるようにしてきた。 

保護者 議員の方はどうだったか、何も情報がなかったと言っておられましたが。 

藤井議員 情報公開については、統合準備委員会の中でもオープンな形でやっていきたいという声

が何度かあったことは、議事録も申し訳ないが12月に入って初めて名前が黒塗りのもの

が手に入った。本来は我々も大津議員が先ほど言ったように情報が分かった時点で公開

請求すべきだったかなとも思っている。そういったのが議員の方も力が無かったという

とそのとおりだとも思っている。情報公開はしていますよという意味で、情報をオープ

ンにというのは統合準備委員会だよりを出されたのは確かですが、それは議会の方で指

摘があってからということでの回答だったと思う。そういうものでなくて、どういうこ

とが話し合われたのか、きちんと会議録で公開し、教育長の方では元々この会議録は出

すという考えはなかったということですが、そうじゃなくてこういうことを話し合って

いますよということは出していただくべきだったのかなと。１月５日だったか学校教育

審議会の場でも委員の方からそういう指摘がありました。こうやって市民もネットなど

で「何で至誠ということにいつまでこだわるのか。」とか、「打吹至誠って何なの。」

という話がでているのは情報がはっきり出ていない。誰なのかは当然に分からないにし

ても公募という形でやられた時に住所、氏名、生年月日などがわかるよう統合準備委員

会の方では当然に確認されたんでしょう。これは正しく住所や氏名が書かれていますよ

との確認は出来ていなかったんですね。本来ならそういうところもオープンな形にして

いただきたかった。それともっと言えば公募にあたっては、統合準備委員会の方である

とか、事務局は選定にあたる人は外れて欲しかった。書かれたかどうかは分からないで

すけども、議事録を見ますと思いを持って統合準備委員会の方も投票してくださると思

います。私もそうしますとの発言もあったりして、いかがなものかと思いながら、これ

からは全てオープンに出るという事ですので、そういった意味では収集能力が議員に足

りなったという点では大いに反省ですし、オープンという意味が教育委員会とはちょっ

と違っていたのかなと思います。 

事務局 情報公開については、統合準備委員会の設置要綱に公開のことが何も書かれていなかっ

た。山守小学校と関金小学校が統合する時の準備委員会の設置要綱をもとに、今回の設

置要綱をつくりました。そこの中に公開の規定が無かったものですから、公開しない訳

にも行かないですし、準備委員会の便りという形で、皆さんに必要な情報は提供してき

ました。そのようにしてきたのですが、議会の方からご指摘があってからは、今はホー

ムページに公開していますし、今までホームページに公開していない会議録も委員さん

のところは黒塗りに多分なると思いますが、そういう形で議事録を載せる準備をしてい

る状況であります。 

保護者 次ですが、さっきの質問でどのような結論の出し方をすれば良かったのかをご教授願い

ます。 

大津議員 私の私見になってしまうので、現場のことはわかりませんから、私の情報の範囲内でと
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いうことでよいですか。遡りますが、皆さんが準備委員会の委員として委嘱される以前

に、要綱をつくるための検討会が開かれています。明倫と灘手と成徳の三者の会が１回

持たれました。その後に明倫は離脱されて、その後に２回、成徳と灘手で要綱が検討さ

れ決定されています。その決定の中でこういうくだりがあります。各地区から委員を同

数にしてしまうと委員長を取った側が不利になるが委員を同数にしてよいのか。これは

何を言っているのかと言うと、多数決のところで委員の過半数が出席し、可否同数の時

は委員長が決するという条文について委員の方はこのようにおっしゃっている。委員の

数が同数であると委員長を取った方が不利になるのだが、委員の数は各地区同数でよい

のですか。これどういうことかわかりますか。この時点で地方自治法の多数決を運用し

ているんですね。委員長は投票しない、委員長を取った方が不利になるということを確

認した上でこの要綱が決定されたんです。ところが皆さんが始められた決定の時の投票

は、委員長も投票されている。事前に８対８だけれども最後は委員長が投票するよ、い

いですねと確認されたと思うんです。そこを突然やられてもなかなか民間の方はわかり

づらいですよね。そう思われませんでしたか。 

保護者 いや、当時、委員の中では、灘手は投票になって同数になったら最終的に委員長が裁決

されるというのは、投票になる前から把握していました。 

大津議員 そうですか。そのようになるという、その時点では投票になったら負けるんだなという

ことはわかっておられたんですね。 

保護者 「至誠」があまりにも不自然なので、８票集まること自体がおかしいと思っていまし

た。 

大津議員 まあ、いろいろあったんでしょうからわかりませんけど、もし私だったら自治法のルー

ルに従えば多数決の場合は、委員長は最初の投票はしてないんですよという意見を言っ

たと思うんですが、同意されていたのであればそのとおりです。その時にくつがえせな

いんであれば「至誠」に決まっていたということであったと思うんですが、もう一回、

実は至誠が廃案になった後に12月26日に開かれましたね。あの時に私は「至誠」は使わ

ないで欲しいという意見を言ってもらいたかった。廃案になったなら教育長も言われた

とおり、否決されるリスクがあるならば多くの市民に納得のいくような校名にしません

か？と私なら言ったと思いますよ。私がそこに居ればそれを言ったと思うというぐらい

で、私の個人的な意見です。その時にあったかどうかは別にして、今となってはそう考

えるということです。 

事務局 折り合いがつかなかった時に、どうしたらよいかという質問だと思いますが。 

保護者 そうです。 

大津議員 折り合いがつかない場合は決めないということだと思います。決定しない。あるいは

「至誠」と「打吹」が２つ同数で残ったのであれば、その双方の名前を教育委員会に返

す。この二つの名前を同数として決定しますが、一つの方法ではなかったのかと思いま

す。 

保護者 他の方の意見も参考に。 

米田議員 議員は直接に統合準備委員会の方とお話することはありません。私たちは、あくまで窓

口は教育委員会で、教育委員会から説明を受け提案を受けます。このたびの混乱のもと

は、絶えず統合準備委員会という名前が出てきます。私はこれは不自然だと思います。

私たち議員は統合準備委員会に行き、委員の方の意見を聞いてそこでということは一切

しません。議員がこういう名前にしてくれとは一言も言えません。私たちの窓口は統合

準備委員会ではなく、教育委員会を窓口にしています。だから教育委員会の中で、統合

準備委員会は教育委員会の諮問機関です。そこで統合準備委員会の方が、どんな提案を

されてどんな議論をされてどんな学校名を出されても私たちは何も言えません。教育委

員会と統合準備委員会の考えは同じだと考えられた方がよい。イコールです。私たちは

そういう捉え方をしています。私たちに限らず、議会は全て。だから教育委員会は統合

準備委員会の意見を認められたということです。認められて「至誠」という名前を議会

に出されたわけですから、私たちはその「至誠」に対して適正かそうでないのかについ
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て審査する。そこを皆さんにはよく認識してもらいたいと思います。そこが混乱の、何

回も言いますけど統合準備委員会の名前が表に出てくることが本来不自然。私はそうい

う認識です。だから私の説明の中には統合準備委員会の名前は一つも出していません。

教育委員会が、教育委員会がと絶えず言っています。そういう認識で「至誠」に今回賛

成したわけです。 

藤井議員 「至誠」が同数になった部分、第７回の統合準備委員会だったかと思うんですが、議事

録を見ますと、多くの方がもう９時で遅くなっているから次に回したらという発言もあ

ったかと思います。教育委員会としては、その場で決めたいという思いがあったようで

すが、あえてそこで大津議員も言いましたけど１回時間を置いてもよかったのかなとい

うことと、私的諮問機関ですから教育委員会の、決定までされなくてもよかった。教育

委員会にちょっと預けてもよかったのかな、そういう選択肢もあってもよかったか、な

かなか難しいですね、現実問題としては。 

保護者 決めろと言っていたんです。 

藤井議員 私的諮問機関の扱いなんですね。追認機関になってしまう考え方ですね。 

大津議員 まあ過ぎてしまった話ですからね。かえってこうだったらどうかは。 

保護者 統合準備委員会としても「打吹至誠」でどうしても出さざるをえなかったんです。その

場合どうするべきだったのか。この話はもういいです。皆さんいろいろ聞いてくださ

い。 

保護者 議員さんにいろいろ電話して聞いたんですが、いろんな方向を見て、私たちの方向ばか

り見てお仕事されているわけではないのでそこは理解しますし、議員さんの中にもいろ

んなお考えがあって、今聞いた中でもいろんな考えがあるので、私的にはそれは否定し

ないし、議員さんのせいだとは思っていないんですが、この校名問題が一番に何が原因

で起こったのかなと。そこが一番、結局にどこが悪かったのかなと議員さんのお考えを

お聞きしたいのと、結局に成徳と決まってしまったので私たちはやっぱり結構傷ついて

涙される方もおられますし、何を私たちに議員さんはしてくださるのかというところを

皆さんにお尋ねしたい。以上、２点お願いします。 

事務局 何が悪かったのかというところと、議員さんは何をしてくださるのかというところです

がいかがでしょうか。 

藤井議員 まず議員として何をすべきか、一つにはこうやって今議論していますが、教育委員会が

一番身近な存在だと思っていますので、そこにサポートできることは、こういうことを

して欲しいんだよということがあれば議員個人でもいいですし、こういった意見があり

ますということでは、行政に繋いでいくことが出来ます。例えば、私たちがスクールカ

ウンセラーをすぐに配置してくださいと言っても、私個人の力では出来ませんので、そ

れを教育委員会と連携しながらそういった心の傷とか、あるいは冒頭言いましたが、地

域の方、大人の方、保護者の方が辛いけど新しい学校でよい学校なので皆で一緒にやっ

ていこうでと言っていただくことが、難しいけどそこが原点なので。 

保護者 議員さんがそういうことをされたので、私たちはそういうことをしていかないといけな

いということですよね。例えば「成徳」と決定していなかったら、子どもたちにいい学

校だよ、いい学校だよと言っていかなくてもよかったわけですよね。 

藤井議員 ごめんなさい。私たちの認識がずれていたかもしれないですけど、皆さんは「打吹至

誠」という学校でよかったですか。 

保護者 校名とかではなくて、「成徳」と決定してしまったことで、子どもも親も傷いているの

で。 

藤井議員 何回も言っていますが、「成徳」と決めたのではなく、元に戻したということの状況、

意味をそこが分かられなかったらちょっと話ができないですけども。 

保護者 新校名で、子どもたちも「成徳」と「灘手」を使わずに新しい名前を付けるということ

で、新校名の公募をしてすごくウキウキしていたんですよ。親としても子どもをだいぶ

んサポートしてきました。「至誠」になろうが「打吹至誠」になろうが、それは決まる

ことだからと言っていたのに、今回、「成徳」になって「大人は嘘つきだな、約束を守
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らんのだな。」と言うんですよ。さんざん私たち親は子どもに嘘はついたらいけない、

約束は守らないといけないと言うのに、最初の公募で「成徳」と「灘手」は使わないと

いう話で進んでいた話なのに、議員さんは最後は「成徳」と使って、子どもたちに親は

嘘つきだと言われて、子ども以上に親も傷つくし、それをサポートしろという議員さん

の発言の方がちょっとおかしいと思う。そしたら今日１年生の授業で交流授業で、この

ような授業でした。聞いていて親は切なくて。「山の石を持って帰ると山が小さくなる

ので、そういうことは止めましょうねと言う張り紙を出した。だけど石を持って帰る人

がいて、山が小さくなってしまった。」というような話で、じゃあ約束を守った人や約

束を作った人の気持ち、約束を破ってしまった人の気持ちみたいな話だったんです。授

業を聞いていて子どもにはこんなことを教えているのに、大人が守れないというのは、

どういうことだろうと思って授業を見ていて切なかった。親が「いいところだよ、いい

ところだよ、行こうな」って子どもの尻をようたたきません。議員さんはケアとかサポ

ートをしてくれると言われたが、本当で具体的なケアの仕方を保護者に教えてもらいた

い。「成徳」になるにあたって議会でも言われませんでしたか。 

藤井議員 今、子どもさんの嘘つき、つらいですねこれ。「成徳」と「灘手」、「明倫」も含めて

学校名は使わない、これは公募の条件を言われているんですね。これは検討会の時に、

３校の名前を使わないということがあったが、これは公募の条件のことだと思います。

公募にかける時に３校の統合が前提であるということで公募にかけてあったと思いま

す。成徳と灘手だけではなくて、市内の全域に皆さんが統合準備委員会が頑張っている

んだというパフォーマンスも含めて紹介しよう、その時には３校が前提であるというな

らば、「成徳」「灘手」「明倫」の名前は使わない、それと既に県内にある学校名は使

わない。このような条件で、ただし１番投票の多かったものが決して選ばれるとは限り

ませんと教育委員会の方が提案されて、そういうことも付けられました。その結果、出

たのが「打吹」と「至誠」、「打吹」については、ひらがなと漢字の「打吹」で150

票。もっとそれに近いものもあったと思いますが、「至誠」は１票でした。その選定に

入る時には、既に明倫の方については、私も明倫の校長もしていましたので、明倫が統

合するときにはどうなるかなと非常に関心がありました。明倫の卒業生23名そのうち９

名が西中に行きます。11名が東中に行きます、残り３名は分かりませんけども、そうい

った状況で３年間の移行措置期間があって、全て明倫の子どもたちは東中に行くように

なるわけです。明倫の保護者会長も、いま今はバラバラになるけども東中に子どもたち

が行けば早く統合が進むのではないかというようなことも言っておられるようです。非

常にありがたい言葉だなと思いながら、そういった中で校名を使わないということは、

選定の段階では明倫はとっくに抜けてしまって、それで私は議会でも言いました。３校

一緒だったら明倫も入ってもらわないとだめですよと言っていた。そしたら働きかけは

しますということでしたが、明倫の方は２校で決められるんだから３校という明倫も入

っての思いがあるのだったら、２つの学校で気兼ねなく決めさせてもらいましょうとい

うことで始まっています。残念ながら公募の前提がずれてしまっていましたから、成

徳、明倫がという話ではなくなってしまっているんです。一番申し訳ないのが、結果と

して子どもにはそう映ってしまったことですから、皆さん方もそうだと思いますが、サ

ポートと言ってももう決まったんだから、決まって成徳になった。米田議員も言ったが

成徳地区にある学校に通う。けれども、はっきり言って私も校名は「打吹」がよいと思

っているんですよ。だから、力がなかったので出来なかった。 

保護者 答えになっていないので、なぜ成徳、灘手、明倫は使わないのに「成徳」が出てきたか

という質問だと思うんですが、前置きが長すぎて余計なことばかり言われる。 

藤井議員 「成徳」がなぜ出てきたかは、「打吹」にしたいけども出来なかった。数が足りなかっ

た。だから落としどころとして一回元に戻して。 

保護者 なぜ、そこの落とすところに「成徳」が出てくるのか。 

藤井議員 どういう名前にするかは、結局、「打吹」にならなかったら何があるんですか。「成徳

灘手」という意見もあったんですがそれも出来なかった。数の論理で出来なかったんで
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すよ。 

保護者 そこでなぜ「成徳」になるんですか。 

藤井議員 ずっと同じことを言っているんですが・・・ 

保護者 いや、いや、いや・・。（保護者多数の声） 

藤井議員 だから、「成徳」という形にしてこれから名前を検討していく。特に明倫が一緒になっ

た時には「打吹至誠」にしたら・・・ 

保護者 なら、明倫はいつ一緒になるんですか。 

藤井議員 それはわかりませんよ。 

保護者 ここで、わからない話をしているのですか。 

藤井議員 分からないって、それは皆さんも準備委員会の中で、10年、20年先かも分からないけど

もということの・・・ 

保護者 それまで我慢をしろということですか。 

藤井議員 だから、なるべく早くしてほしいと教育委員会の方に・・・ 

保護者 それはもうされるんですよね。声かけされて明倫の方に。 

保護者 それまで教育委員会に振るんですか。 

藤井議員 私たちもそれは、一緒になってほしいですよ。だから今回の説明会も残念ながらないか

ら、そういう場所がありますということをしたいですよ。 

保護者 作ったらいいじゃないですか。 

藤井議員 議会がですか。 

保護者 議員が。そういう場を作って。 

藤井議員 教育委員会とも話をしたいと思います。 

保護者 なんで「成徳」になったのか教えてほしいのに、明倫がいずれ入ってくる、明倫がいず

れ入ってくるという話ばっかりで、もう堂々巡りです。 

山根議員 名前が「成徳」になったことについて、僕の言い換えで説明させていただきたいと思い

ます。「成徳」が否決された場合は、「打吹至誠」は賛成していました。「成徳」が出

された時に校名をとりあえず「成徳」にするということで、将来、近い将来に校名を変

えられる可能性があると思ったからです、そこで全く３校ではない校名、例えば「打

吹」になってしまった時に、これが変わらずずっといってしまう可能性がある。「成

徳」だとまだ変えられる余地があるとこの前も説明させてもらった。そういうことで

「成徳」に賛成しました。皆さんが「成徳」にされた理由は違うと思いますが私の理由

はこのとおりです。最初にご質問があったんですが、我々議員が出来ることは皆さんが

傷ついておられますので、積極的にお話を聞いて今のお気持ち、それをどう次に活かせ

るか、何が出来るかを考えるべきだと思いますし、学校生活において影響が出ないよう

に、考えておられなかった予算措置だとか、いろいろあるかもしれませんけどもそうい

ったことを執行部に訴えていくことが出来ると思います。もう一つの質問は何でした

か。 

保護者 この校名問題が起きた本当の原因、何が原因でここに落ち着いてしまったのか。議員さ

んそれぞれのお考えを教えていただきたい。何が、どこが悪かったのか、どこの機関が

悪かったのか。それでこんなことになってしまったのか。それぞれの議員さんのお考え

を教えていただきたい。 

米田議員 私の場合は、先ほど言いましたように、今まで学校名は「至誠」とこのたび「打吹至

誠」のこの二つだけが議会にあがってきました。そこで教育委員会が出してきたのが

「打吹至誠」。それに対して議員が「打吹」と「成徳」の名前を提案した。この３つを

議会で議員が審議した。その中で「打吹」は２名の賛成でした。「成徳」は８名が賛成

しました。８対７の１票差で「成徳」が通りました。どうして「成徳」なのかは、成徳

地区にある学校だから「成徳」がよいのではないかと提案しました。先ほど「成徳」の

名前は使わないんじゃないですかと言われました。私は先ほど言いましたように「至

誠」が否定された段階で白紙に戻っています。統合準備委員会の役割はそこで終わって

います。今までの統合準備委員会は「至誠」という名前を提案して教育委員会に出され
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た。教育委員会はそれを認めて議会に出された。ところが５千人の市民運動が起こり反

対されて、市長も「至誠」という条例を下ろされた。そこで全て白紙に戻っています。

先ほど言われて校名は使わない、多数決の問題も全てご破算になっています。私はそう

いう認識で話を考えてみました。そういう意味で「成徳小学校」という成徳という地区

に子どもたちが行く。校歌も校章も全部変えるわけでしょ。今までの成徳小学校はない

わけですから、今までの成徳の歴史はそこで終わってしまって新たに校歌を作り、校章

を作って新たな成徳が出来るわけですから、私はそれに賛成したわけです。皆さんの

「成徳」という名前は使わないんじゃないですかという考え方は、残念ながらそこで全

て白紙に戻ったということの認識をしていただきたいと思います。教育委員会が提案し

たのは「至誠」と「打吹至誠」の二つだけですから、このままでは４月の開校に間に合

わない、間に合わないからここで何とかしないといけないということで、議員が提案し

たわけです。ですから皆さんが新しい学校名を「打吹至誠」以外を２つ出されてきたな

ら、私はそれでよいかもしれませんが、最終的に「打吹至誠」という名前が出てきたわ

けですから、それに対しいて議員がそれを審査したわけです。15名の議員が審議したわ

けです。その中で議会の議決は多数決ですから、これ以外の結論の出し方はない。多数

決しかないわけですから２名が「打吹」、「成徳」が８名、これが本当の事実だと思い

ます。それを大人や子供たちも受け止めていただく。私としては受け止めていただきた

いという希望があります。 

事務局 ご質問としては、どこの機関の何が悪かったのかということ。 

米田議員 私としては、どこの機関とかはない。統合準備委員会と教育委員会でしょ。何回も言い

ますけど、私たちは統合準備委員会とお話をしているわけではない。窓口はあくまで教

育委員会です。教育委員会の中身に口を差し挟むことは出来ません。統合準備委員会の

方にああしろ、こうしろと言うわけにはなりません。出てきたことに対してだけ審査す

る。それはよく理解していただきたいと思います。皆さんが悪いとかそういうことを言

っているわけではありません。仕組みはそういう仕組みだということを理解していただ

きたい。 

大津議員 まずどこが悪かったかという点、僕は教育委員会があまりにも統合準備委員会に重荷を

背負わせた。その中で、灘手の方は１回ごとに地区に持って相談されて地区の意見をま

とめて出てこられていますが、どうも成徳の場合はそういうことはないと成徳地区の方

から聞いています。成徳地区の他の方が準備委員が誰なのか、準備委員の方と話をする

こともない。要するに地域の代表だとおっしゃっている成徳地区の準備委員の方は成徳

地区の多くの方の意見を吸い上げていなかったというのが私は原因だと思います。だか

ら署名活動も成徳地区の方を中心に始まったんです。成徳地区の多くの方は、至誠と言

う名称に反対を訴えておられる。そうであるにも関わらず、準備委員会の意見が成徳地

区全体の代表者の意見だという扱いをしたことに私は憤りを感じている。最終的に1月

17日の議会で市長もそのようなことを言われている。民意と代表者の意識がかなりかい

離していた。この部分が大きな原因だと思っている。それと「成徳」になぜなったか。

これは私も遺憾です。だけどあの場所で「打吹至誠」を否決するには「成徳」しか落と

しどころがなかった。しかし、私は言っておきます。これで終わってはいません。皆さ

んのおっしゃるとおり、「成徳」と「灘手」の名前は使わない、これは誰が決めたルー

ルなんですか。教育委員会じゃないんですか。であるならば、「成徳」で帰ってきたの

なら直ちに「成徳」でもない「至誠」でもない名前にして、再び臨時議会に挙げてもら

いたい。この１週間以内にでも、臨時議会を開いて違う学校名で直ちに皆さんが納得す

る学校名を決定したい。私はその思いで一杯です。教育委員会はきちんと考えてもらい

たい。自分たちが使わないと言った言葉を、なぜここで議会が言ったからと言って容認

するんですか。そのために市長も皆さんの思い、民意をしっかりと受け止めた校名を再

び議会に諮ってほしい。直ちにと私は思います。 

山根議員 成徳地区の統合準備委員の考え方は、大津議員と全く違うので私の考えを述べさせてい

ただきます。成徳地区の統合準備委員会の方は、地域の事に対して一生懸命です。灘手
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地区の方もそうだと思います。それぞれ地区を代表して校名を決めるということでお互

いに地区を背負ってきているわけですから、なかなか話がおりにくい仕方のない行動だ

ったのかなと思います。何が悪かったか、結果的に今悪いのは議会が悪いと思います。

統合準備委員会が出した名前を曲げてしまうということは、本来の議会の役割ではない

と私は思います。それぞれ何が悪かったか、悪い物を見つけるのはなかなかそれぞれ考

え方がありますし、そこが是正できるかどうか置いておいても、今は先を見据えて、よ

りよい学校生活だったり、よりよい新しい校名がどう考えられるかをちょっと注視し

て、校名については子どもたちを巻き込んで、子どもたちに決めてもらっても面白いか

なと個人的には思います。何度も繰り返しになりますけども、皆さんの率直な意見を

我々に聞かせて頂いて、この校名が「成徳」になってしまったことで心のケアとか、子

どもの事とかいろいろなことが想定されてなかったことが起こっているというようには

承知していますので、一刻も早くそれが是正できるようなことを執行部と議員が一丸と

なってあたりたいと思います。 

保護者 先日、藤井議員にメールをいたしました。返信ありがとうございました。その中でいく

つか気になること、おかしいなと思うことがあしました。まず一つが、米田議員が議員

に校名を決める権限はないと言われてたんですけど、メールの中で「成徳地区の関わり

の深い議員は「成徳」にしたいということで、事前に準備委員会の方に了解を得てい

た」という返答があったんですが、これはどういうことですか。教育委員会の方もこう

いったことは知っておられますか。これはあってはならないことではないですか。 

米田議員 私は成徳地区の議員です。今言われたことですが、先ほど言いましたが、私が準備委員

会にどうこうとは言っていません。 

保護者 米田議員がこれを言ったということでなくても、こういう行動が行われていたというこ

とは問題ではないですか。 

米田議員 私はそういった行動はしておりません。 

保護者 米田議員がどうのこうのではなくて。他の議員がもしされていたとしたら、裏で灘手の

統合準備委員会を抜きにして、さっきから準備委員会の責任が強い、強いとおっしゃっ

ていたんですけども、それこそそんなこともないじゃないですか。オープンなところで

議論しろ、議論しろと言われていたんですよ。これこそまさに密室の議論ではないです

か。 

米田議員 校名のことで、どの議員も準備委員会に対してそういう要望はしていないと思います。

あくまで統合準備委員会の議論を教育委員会が受け止めて、教育委員会が承諾して、納

得して議会に出されたこと。 

保護者 でもこれは、藤井議員から返答があったので。 

米田議員 私も成徳の議員だったものですから。はっきり言わないと誤解を招いてしまうのでひと

こと言わせてもらいました。では藤井議員に答えてもらいます。 

藤井議員 働きかけというのは、灘手の方でも、「成徳灘手」にしてほしいとか、そういったこと

がよいのではないかということは耳に入って来るわけです。「成徳」となった場合は、

私どもも最終的には「打吹至誠」という形は望ましくないからということで、であるな

らば、ということで、「成徳」はどうかということが議員間でもありますし、そういっ

た形で要望を受ける、あるいはそういった形で動き回るということは情報としてはあり

ますけども、具体的に誰がどうこうということではなく、情報としてはあるということ

です。 

保護者 これは正しいことですか、正しくないことですか。 

藤井議員 たぶん正しいじゃないかと。 

保護者 正しい？ 

藤井議員 働きかけはあったということ。 

保護者 でもその間は、統合準備委員会は機能していない時なんですよ。 

藤井議員 そうです。かなり直近のことですから。 

保護者 じゃあ不正は何でもありということでいいですか。 
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藤井議員 不正ということでは・・・ 

保護者 至誠小学校は成徳が押されていて、結局は成徳の思うままに進んでいるんじゃないです

か。「至誠」その８票は成徳の準備委員会の方でしょ。それで否決されて「成徳」しか

ないということで根回しがあって、灘手には何の相談もなくそれで押し通す。それも成

徳にとっては、万々歳ではないですか。いくら成徳が廃校になると言っても、成徳の名

前が残るということに対して、明倫がどう思うんでしょうか。統合するときに。 

藤井議員 「至誠」と言う名前は、多分明倫の方はよろしくないと思われるでしょうね 

保護者 「成徳」という名前に対して、明倫が統合するときに、また校名を考えればいいという

ことですけども、現状で統合したくないと思っておられるかもしれない。 

藤井議員 「成徳」という言葉には、たぶん明倫の方はすごくアレルギーがあると思います。ただ

先ほど言っているように「成徳」という名前にして、それですべて終わりではない。提

案理由にも書いていますが、そういう元に戻していわゆるこの話の元に戻るわけですか

らそこから、さっき大津議員が言ったように、皆さんが要望を出される、それは４月１

日には難しいかもしれませんが、それ以降のしかるべき時に３校が一緒になる時に校名

を考えていただきたい。一つのより所になるのは公募だと思うんです。公募の結果。こ

の公募で一番多かったのは「打吹」でしたよね。私はそれが望ましいと思っていますけ

ども、残念ながら何回も言いますが、米田議員も言いましたが、議会は多数決なんです

よ。「打吹」にしたくても８票にならない、最低８票が必要なんです。今回は２票でし

た。「成徳灘手」の名前もあるなということも思ったんですが、あまりにも時間がなく

誰も提案していません。となった時に一番現実的なのは「成徳」に戻して、これは今の

成徳ではなくて、何もなかった元々の成徳から考えていただくチャンスが出来るという

ことです。そういう意味で考えていただきたいと思っています。 

保護者 多分それはきれいごとで、発案するのに自分が納得するためにそう言っておられること

だと思う。たぶん明倫地区と灘手地区から見れば何で「成徳」なのかというのが常に納

得は出来ないことだと思います。成徳地区からはそう言えば納得してもらえる。一回成

徳の歴史がなくなれば、成徳地区にある学校だから「成徳」という考えで、明倫も灘手

も納得出来る名前ではないと思います。あと藤井議員は３月議会で校名問題を取り上げ

ていきますということですが、それは大津議員が条例が３月までなら変えられますよと

いうところに踏み込んで提議していただくことでよろしいですか。 

藤井議員 今のやり取りを聞いていて、当然そこも入ってくるのかなと思います。私の思いの中で

は、これまでの経過の中でここはおかしいよという指摘もします。いろいろ検討されて

いるところもあるんですけど、踏み込んだ部分も必要なのかなと思います。 

大津議員 僕は、直ちに変えるべきだと思っている。明日、市長が来られるんでしょ。皆で市長に

言ってください。直ちに変えてくださいと言ってくださいよ。お願いしますよ。 

保護者 それは多分、合同説明会で灘手だけが言えることではない。成徳地区の方もおられるの

で、灘手だけが声を上げてもというところがある。それは、住民の声を上げなければ出

来ないということですか。 

大津議員 臨時議会をやろうと思えば、議会では出来ない。臨時会をやるのは。 

保護者 どうやったら出来るんですか。 

大津議員 皆さんが、まず市長に要望してください。直ちに校名を改正する臨時議会を開いてくだ

さいと。出来ますか。灘手の総意だということで。 

保護者 この場で、自分だけの意見では、はいとは言えない。 

大津議員 明日、地域の代表の方も説明会にやってきますので、出来たらそのお願いをしたいと思

っています。出来ませんかと言う。そしたら私はそれに全面的に応援したいと思ってい

ます。 

保護者 すいません。それをやったところで、またひと騒動になると思うんですが、変わるんで

すか。実際に新年度に向けて動いているんです。成徳の保護者さんとも力を合わせてや

っている中で、そういう動きをして失敗でもしようものなら何が残るのというように思

うんです。あおるのはいいですが、実際に学校に行ったりする保護者や子どものことも
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考えると、変えるのであれば一番いいですが、ここは灘手だけでなく成徳も一緒に行動

してもらわないと、灘手だけでという話ではないと。なので成徳の方にもそういった働

きかけをしていただきたいと思います。 

藤井議員 その通りだと思いますよ。申し訳ないですが、同じ仲間ですけど、請求の事は私はした

らダメだと思います。４月の開校に向けて、これから一緒になろうという時に請求の事

は望ましくない。ただし、本当で皆さんが望まれるならアクションは起こしてもらいた

い。灘手から。あるいは成徳にも。明倫もあるでしょうけど、そこのアクションがあっ

たら私たち議員はやりやすいんですよ。是非そういう動きをお願いします。そのために

「成徳」と言っているんです、私たちは。 

保護者 もう本当に白紙には出来ないですかね。校名ではなくて全体のこと。統合自体を白紙に

ということはできないか。議員さんは校名だけを白紙にされたのか、統合自体のことは

どう思われているのか。 

米田議員 簡単に言ってしまいますが、今回は議会は校名を決めるだけでしたので校名を決めまし

た。統合準備委員会の様々なことは教育委員会が責任を持ってやるべきことで、私たち

議会が要望するとすれば、皆さんの方に要望を聞いてそれを教育委員会に要望していき

ます。ただ今回の場合の学校名については、この度の議会で「成徳」と決まりました。

これを覆すためには、また別の場面でないと変わることは出来ないと思います。子ども

たちの問題、校章や校歌とか、学校の運営とかは私たちに要望いただければ教育委員会

に要望して参ります。一連の動きをして参ります。それを教育委員会が受け止めるかど

うかということです。 

大津議員 何かあおったようで申し訳ないです。僕があおってしまって申し訳ないですが、最終決

定は市長であるという大原則なんです。市長が、「成徳」のままではいけないと思われ

るのであれば、市長自らが変えるというスタンスに立たれるのが、市民の意見をさんさ

くしたらそうだと思うんだけども、市長がそこに向かわないということであれば、どう

しょうもないですね。それと統合についてはどうかということは、統合は進んでいくも

のだと認識しています。そこは戻れないんじゃないかと思っていますので、なんとかい

ち早く校名が変えられるようであればということで、市長の考えが変わってくれないか

なあと。「成徳」ではいけないんだと思ってくれないかとは思っていますけども、これ

以上の事は難しいと言われればそれまでですけども出来る限りのことはやってみたいと

は思いますけど皆さんにとって迷惑だと言われるのであれば、それはかなわないことで

すし、もう少しどうあるべきかを皆さんとお話ししていくことが必要ではないかと思っ

ています。 

福井(典)

議員 

話が返ってしまうのかもしれないですけど、「成徳」と言う名前はゼロベースに戻した

という考えでおります。３月までにという考えは私にはありませんが、本当に明倫もい

ずれ統合すると思いますので、明倫も含めた３校で適切な名前を10年後とかとは思って

いません。早い時期に皆さんが合意できる、それこそさっき「至誠」でどうしても成徳

の方が折れなかったらどうしたらいいですか？というご質問がありました。どうしたら

いいというようには思いませんけども、それは反対だったらやっぱり最後まで反対すべ

き。要するに時間がなかったというのが一番大きかったのかなと思います。ですから納

得のいかれる名前を「打吹」なら「打吹」、「至誠」がもしかしたらまた返り咲いてく

る可能性もあるかもしれませんが、また新しい名前になるかもしれません。３校が一緒

になった時に名前を変えましょう、ではなくて、この名前で行きましょうと納得できる

名前が決められたらいいのではと思っています。そして、灘手の方にとっては寝耳に

水、突然の事だったので、どれだけ不安になり、子どもさんの事を思うと、私たちも安

易に決めたわけではなく心痛い気持ちもしています。皆様のそういうお気持ちも考えな

がらどんどんご意見があれば聞かせていただいて、吸い上げて、私はまだまだ新人議員

なので一人の力では何もできませんけども、皆で力を合わせていけば出来ることはたく

さんあると思いますのでご意見を聞かせていただきたいなということが思いです。 

藤井議員 学校統合については、これは教育委員会が答えるべきだと思いますが、10何年前ですか
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この論が始まって。灘手小学校で少人数で一人ひとりがよくわかる、見える教育はよく

わかります。灘手地区、成徳地区はもう数年後には灘手と成徳が一緒になった子どもた

ちが125人ほどになるというデータも出ています。明倫は110何名ですけども１年生から

３年生までは明倫の方が多いです。そうなった時には、今いまは複式学級の対象という

ことで２学年一緒の学級を一人の先生で見る。それが出来ないから市の方で、単市のお

金で人を雇ってということをしているわけですけども、それはもう山守と関金もそうだ

った。小鴨と上小鴨のあれだけ学校統合に反対運動が多かったところが一緒にならして

くれ、一緒の方がよいという形になっています。北谷と高城もそうです。もっともっと

言ったら中学校も再編が必要な時期に来ています。そういったビジョンで言うなら、子

どもの数だけじゃなくて申し訳ないですが、学校教育だけが財政難の対象外ではないん

ですよ。プールの件も、市営のプールとか他の民間のプールを使って授業をしましょう

ということですが、性急だということで来年度からはダメになっています。試みをしよ

うというこのような流れの時代になっていますから、これが時代の流れなので、これは

教育委員会から言ってほしいと思うが、そういった中でこれは無いということではなく

て、進めていかれるんだと思います。 

事務局 小学校の適正配置については、藤井議員がおっしゃったように平成23年から動いていま

す。当初から説明会で何回かお答えしたと思いますが、子どもの学習環境を整えたいと

いうことがスタンスです。統合は進めていくように思っています。 

保護者 議員さんに対してはあまり言うことはないんですが、教育委員会に一つ言いたいという

かお願いと言うか。議事録を読ませていただいたんですけども校名に関することだけで

はなく、なんとなく始めから成徳の地域に出ておられる統合委員さんと、私たちの灘手

から出ておられる統合委員さん、私たちも含めてですけどこの統合に対するスタンスが

始めから違っていたんじゃないかなと私自身は思っている。私たちは新しい学校を作っ

て、全てを新しいところに行く、それなら統合も致し方ないそう思ってこの統合に向か

ってきたんですけども、多分成徳地区のOBの方とか地区の方は成徳を残したい。校歌も

変えたくない。校章も荒尾さんを残したいという、その一心だったのかなと思ってい

る。それを知りながら教育委員会さんはそのすべを修正することなく、９月の説明会の

時に「これは対等に物事が進んでいますか。」と聞かせてもらったことがあるんですけ

ども、その時に「そういうことはありましたけど今はそういうことはありませんよ」と

いうお答えをいただいたんですが、やはりそこがずっとずれているのかなと思ってい

て、そこが問題だったと私の中では思っています。私たちは前向きに成徳に行かなけれ

ばならないということで、子どもたちに何が出来るか考えながら進んでいる。お願いで

すけどもこれから統合を迎えられるところもあると思うんですが、その人たちが私のよ

うな気持ちが味わうことが無いように進めてください。それだけです。お願いします。 

事務局 ありがとうございます。新しい学校を作るということは、統合準備委員会の前の検討会

のところから、対等に新しい学校を作るということで進んでいます。ただ準備委員会が

始まった時に、ご指摘があったように成徳地区の方々は成徳という名前を残してほしい

というお願いをずっとされていて、そこがどうにも動かない期間が６か月くらいありま

した。その中で教育委員会として、決してそれを放っておいたわけではなくて、「新し

い学校になるんです。」と私も何回も申し上げて、「校歌も校章も新しくなるんです

よ。」というところにようやく成徳の皆さんに「うん」と言ってもらったんです。その

ことがあって公募することになったので、決して教育委員会事務局が成徳の方の思い

に、そのままになったということではない。私はそのようにしてきました。２つ目にお

っしゃった、今動き出しているのは小鴨と上小鴨、北谷と高城ですけども、おっしゃる

ような心配がないように、このことは委員さん方もよく会議の中で言葉に出しておられ

ますので、事務局としてもそこを尊重しながら進めていきたいと思っています。ありが

とうございます。 

保護者 子どもたちには、結局どう説明をされるとか何か考えられていますか。いつかわからな

いですが、明倫と一緒になった時にもう１回学校名が変わるかもしれないよとか。例え
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ば「成徳」になったがこれは仮の名前だよとか、混乱を招くような言い方をされるとち

っとそれは保護者としては。それでなくても皆が混乱していると思うので、その辺の子

どもたちへの態度、どのように説明したらよいか、聞かせていただけないでしょうか。 

事務局 今思っているところが、本当に正しいかどうか自信がありませんが、本当に大騒動にな

ったことは子ども達もよく理解していると思うので、この大騒動を納めるために「成

徳」と言う名前に戻ったという言い方をするのがいいのかなと思っています。もし保護

者の皆さんの方から、こういう言い方にしてほしいということがあればお聞きします

が、ただこうなったことの説明は教育委員会と学校とでしなくてはいけないと思ってい

ますので、そこはご理解いただきたいと思っています。 

保護者 最初の原案が「打吹至誠」だったと思うのですが、それを修正動議で「打吹」と「成

徳」の２件が出た、もう一回それでやっていこうという採決みたいなことはやらないも

のですか。その場でもう「打吹至誠」が修正動議で「成徳」と「打吹」で考えましょう

ということにすり変わってしまうものなのでしょうか。おかしいですか言っていること

が。政治の仕組みがよく分からないですが。原案というのはどこに行ってしまうのです

か。フラットと言われるなら、「成徳」と「打吹」が出た時点で、採決をして「成徳」

が出た理由をもう一回何か交渉するとか、皆に説明するとかそういうことはせずに議会

の中だけの多数決で決めてしまってもよいものなんですか。 

大津議員 原案というのは「成徳」を「打吹至誠」にというのが１点、灘手を４月１日から廃校に

します。「成徳」が「打吹至誠」にするのも４月１日からが条例の改正です。全部これ

を可決にするか、否決にするかというのが議会の結論になります。可決とすれば校名が

４月１日より「打吹至誠」となり、灘手小学校が４月から廃校となる。否決となれば成

徳小学校もそのまま残り、灘手小学校もそのまま残る。４月１日以降も灘手小学校が残

るという条例が残ります。これが基本的な議会のあり方です。議案として大きく２点、

「成徳」が「打吹至誠」になることと灘手が廃校になること、この２点が含まれますの

で、片方を否決して、片方を可決することは出来ないんです。わかりますかそれは。 

保護者 わからないけど説明を進めてください。大丈夫です。 

大津議員 一つの議案に二つの修正点があるので、すべてを可決するか、全てを可決するしかない

んですよ、基本的には。校名の方は「打吹至誠」は否決だけども、灘手の方は統合を進

めるために廃校することは議会の議決ではできないんです。全部が可決か、否決しかな

い、そのために一部修正をする、修正をするにはそれなりの理由が必要となります。例

えば「成徳」を「打吹至誠」に変えるという原案を最初に出た「打吹」の案に修正する

場合に、「打吹」にするという議論に実績が無ければ乱暴なやり方になります。何の議

論もないのに「打吹」に変えるのは乱暴なやり方になります。それこそ市長も寝耳に水

ということになるんですね。これはわかりますか。ですから「打吹至誠」を否決するに

は元にある名前、「成徳小学校」ここに戻すということが議会の方法になる。 

保護者 それはどうしても「成徳」でないとダメなんですか。 

大津議員 戻る原案が成徳ですから、元の条例は成徳です。 

保護者 灘手小学校は廃校になるので、灘手と言う名前は使えない。 

大津議員 小学校の設置条例には13校がずらっと書かれているんです。成徳と灘手はこの13の中に

ある。尾原何番地に灘手小学校を置くとなっている。成徳は仲ノ町に置くという条例で

す。それを変えるのが今回の議案なんです。全部否決したら成徳と灘手が残る。だから

全部否決するならそうなるんですが、そうなると灘手の統合が進まなくなるんです。だ

から一部変えて、一部変えることは「打吹」に変えることは出来るんですが、この「打

吹」に変えた時点で可決が出来ないんです。議員の態度が。わかりませんか。「打吹」

の案は出ていましたが、賛成されたのは２人だけでしたよね。これは終わったので何と

も言えないのですが、この時点で議員の態度を予測した時に、「打吹」に我々の何人か

が賛成しても８人になる見込みがないのです。その時の見込みが。 

保護者 先ほど僕たちには、結論を出さないということが答えではないかと言われたが、なぜそ

うしなかったのですか。統合準備委員会では結論を出さないことが方法だったと言われ
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たがなぜ議会はそうしなかったのか。 

保護者 差し戻しみたいなことですか。 

保護者 もう一回、条例を決めてしまわずに討議をしてくださいということか、統合準備委員会

に差し戻すことは出来なかったか。 

大津議員 そのやり方が、全部否決するか一部否決するのかの違い。 

保護者 この二択しかないのか。 

大津議員 二択しかない。可決か否決の二択しかない。 

保護者 議案が出された時点で二択しかないのか。可決か否決か。 

大津議員 そうです。あるいは退場して採決に加わらない。 

保護者 最初から「成徳」を出すことで議会に臨まれたわけですよね。議員さんの何人かでお話

をされて２、３日前に、８人か７人の議員が裏で話を皆さんがして既に用意されていた

のではないか。だからその時に「打吹」が出たとしても人数がそろっていれば勝つんじ

ゃないですか。勝つって変ですけど可決になるんじゃないですか。 

大津議員 どっちが可決なのですか。「打吹」ですか。 

保護者 「成徳」です。成徳側の方は皆さんが既にお話をされて賛成された方が何人かいらっし

ゃったと言われましたね。山根議員さん。 

山根議員 はい。 

保護者 100％ではないですが、修正動議が出ても勝つであろうとは予測が出来たはずじゃない

ですか。 

大津議員 勝つというのは。「成徳」に戻すことにですよね。議員間のズレがあるのは、「成徳」

にしたいという、「成徳」にすることに賛成する議員と、「打吹至誠」に反対だという

議員の感覚が少し違うところがあると思います。僕は「打吹至誠」に反対したい、もう

一度議会を開いて名前を変えてほしいということが私の主張です。あの時点では、元の

「成徳」に戻さざるをえないんですよ。「打吹至誠」を阻止するためには。 

保護者 その中に灘手だけが廃校ですか。成徳の廃校は無いのですか。 

大津議員 ないです。 

保護者 なぜですか。 

大津議員 灘手の学校がここにある、ここの住所にあるという条例です。灘手は成徳の場所の学校

に行くことが決まっている。 

保護者 でも閉校式はしますよね。 

大津議員 そうです。 

保護者 でもそれは条例には無いのですね。どういう意味ですかそれは。形だけの閉校式という

ことですか。 

大津議員 それは教育委員会に説明してもらいましょう。 

保護者 条例にないこと自体がなぜないのか。 

大津議員 条例はこの住所にこの学校があるという条例。 

保護者 学校が建っている以上はという条例ですか。 

大津議員 はい。だから150年ある学校であっても一旦は廃校になって、再び「成徳」と言う名前

の学校になるという認識です。 

保護者 だけど成徳の人から見れば存続ということですね。 

米田議員 先ほど言いましたように、新しい校歌、校章を作るわけですから今までの成徳の歴史は

そこでなくなるわけです。皆さんが心配されている吸収合併ではない。 

保護者 形式的には廃校だけども、条例的には残る。 

大津議員 条例には創立何年とかない。 

事務局 教育委員会から説明させていただきます。 

事務局 廃止届は両校とも出します。成徳と灘手両校ともに廃止届を出しますので新しい学校に

なると思っていただければよい。こちらについては鳥取県教育委員会に出します。 

米田議員 吸収ではなくなるわけです。新しい学校に行くということになります。 
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保護者 統合自体に反対はないと思う。校名だけの問題。子どもの対応の仕方とか。 

大津議員 時間がないと言われるけど、投票でもして子どもの納得のいく校名を直ちに決めてほし

いが、それは出来ないみたいに言われるから、出来るんじゃないんですかとは言うんで

すがどうでしょうね。 

保護者 すいません。校名の説明については、教育委員会の方が説明する。先生方の協力は、先

生を使わないでください。先生方もいまノー残業デーとかで大変ですよね。市の決めた

ことに振り回されて大変なところもある。本当は灘手で、成徳でではなく、両校の子ど

もの前で大きな大人が、偉い人が謝罪してもらいたい気持ちで一杯です。それはしても

らいたいんですけど、先生は使わずに、先生は子どものケアをどうしたらいいのかわか

らないところも出てきていると思います。そんな子どものケア、先生も大変なのできち

んとやっていただきたい。 

事務局 ご心配をいただきました。おっしゃることはごもっともだと思います。校名の説明につ

いてはこちらが責任をもってやらなければならないと痛感しています。子ども達の実態

を先生方はよく御存じですので、先生と相談しながらどの形が一番良いのか検討させて

いただきながらさせていただこうと思います。ただ責任はこちらにあると思いますので

基本的にはこちらが説明していく形を取りたいと思います。 

保護者 校名決定の経緯で、議会で考えられて決められたということですが、そういうなんだろ

うとは思うが、そもそも教育委員会の方から校名は新しいものするということでスター

トしていて、「成徳」と決まってから何回も説明してもらっているんですが、一番残念

なところが、教育長が言うべきことは最初に新しくすると言った、頑張ったが申し訳な

いという一言があれば全然違うと思うんですけど、なぜそういう言葉が出てこないの

か。まあ教育長のせいではないですけども結果的に違ってしまったので、そういった言

葉がないのでこちらも言葉が入ってこないと言うか、そういうところが寄り添っていな

いということでは。違いますか。 

事務局 決して灘手の皆さんに寄り添っていないとは思っていません。準備委員会の中でもどう

すれば灘手の皆さんが言っておられる正しいことが通るのか。「成徳」の名前を残して

ほしいとかなり長い間言っておられました。あの時もそうなんですけど議会の決定につ

いては私自身が何で「成徳」なってしまったんだろうと私自身が理解できていなかった

んだろうと思います。だから言われるようにその時に申し訳ありませんと言わないとい

けないことに多分気が付いていなかったんだと思います。あまりにも唖然としすぎてい

たんだと思います。だからそのことで謝罪をしなさいと言われるのであればいくらでも

させてもらいます、と思っています。 

事務局 よろしいでしょうか。明日も地域の方の会がございます。午前が保護者、午後が地域と

ありますのでそちらの方にも参加していただく方もあると思います。明日改めて教育委

員会としても説明したいと思いますし、議員さんの皆さんも明日もおいでいただけると

お聞きしていています。誠心誠意説明させていただきたいと考えております。保護者の

皆様にはまた明日大変ですが本日はここで終了します。 


