会
１

開

会

議

の

経

過

午後３時

（福井教育長）これより第 14 回教育委員会定例会を開会する。
２

前回議事録承認

３

議事録署名委員の選出
教育長

仲田委員
議事が２つありますけれども、議案第 27 号を先議させていただいて、その後、協

議事項と報告事項を済ませて、議案第 28 号は関係の課長を残しご審議いただきたい
と思います。どうか、よろしくお願いいたします。
４

議事
（1）議案第27号

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画の変更（特定物件の追加・削除）につ

いて
文化財課長
教育長

（資料に沿って説明)
写真を見ながらのほうがいいかもしれませんね。
５ページのところの、これは母屋ですね。その間の中に入っている三角の屋根の物
置ということでございます。これを外すということです。それから６ページのほうは、
ここにある屋根が崩れかけているため、これを修復していくということです。特定物
件にして修復していくということでございます。
よろしゅうございましょうか？
（各委員意見なし）

５

協議事項
（1）平成28年度教育委員会重点施策に基づく実施計画の進捗状況ついて
教育総務課長
教育長

（資料に沿って説明)
教育総務課のところで何かございますか？
成徳の仮校舎は、本校舎が出来たら、移って解体ですね。

教育総務課長

解体です。

委

４月には新校舎ですか？

員

教育総務課長

新校舎に移るのは、一応２学期末で仮設は終わって、３学期からは新しい校舎にと
いうことで考えておりますが、ちょっと工期が遅れている関係もありますので、1 月
ですね。それで仮設校舎は解体するということで考えております。

教育長

いろいろもったいないとは思っておりますが、そういう予算編成上なっていますの
で、解体しないといけない。使うという訳にはいかないということです。

教育総務課長

目的外使用ということで、補助金の返還ということになりますので、これは全国防
災というか、一番いい起債と補助金をいただいておりますので、これ一つのために全
額返還ということになりかねないということでございます。

委

員

エアコンは新しい校舎についておりますか？
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教育総務課長

エアコンは新しい特別教室等は付けておりますけれども、普通教室は各学校との関
係もありますからつけておりません。

委

員

この夏、仮校舎でのエアコンが非常に好評だったという話がありましたので。

委

員

暑かったですからね、夏。

教育長

工事のために、騒音防止のために付けておりますので、その原因が無くなりますの
で、それは他の学校と同じ条件にさせていただきますということでございます。

教育長
学校教育課長

はい、では次に学校教育課。
（資料に沿って説明)

教育長

学校教育課のほうでいかがでしょうか？

委

統合の関係は、地震とかもあって足踏みっていう感じに見えますけれども、どんな

員

感じで進んでいけばいいでしょうか？
学校教育課長

少し落ち着きましたら、先ほど申しましたように各地区協議会の立ち上げに向け
て、それぞれの代表者の方に依頼文をお持ちして、説明をしてお願いをしていきたい
と考えているところです。

委

員

10 月 13 日に教育講演会があったんですけれども、いい話だったと思います。そこ
でアンケートもとられたと思いますが、その中身はどうだったんでしょうか。

学校教育課長

家庭教育の子育ての部分についてお話をいただいております。
その中で、参加者の方からは、大変好評でわかりやすいとか、これからの子育てに
役立てるというような意見をたくさんいただいております。

委

員

できればそれが、各小学校の保護者に響けばなあということを思っているんですけ
れども、そこの手立てはそれぞれのＰＴＡのほうで考えていただくように結果として
なってしまいますね。何って考えがでてこないですけれども。

委

員

出られた方は感銘というか、何か気付きを得て帰っておられると思うんですけれど
も、出て来られない方に対してどのような措置ができるかということなんですよね。
私も初めて出させていただいて、もっと早く聞けばと非常に思いました。

委

員

どうしてもＰＴＡの広報誌でお知らせをするくらいのことになりますからね。
なかなか、いつものことですけれども、聞いて欲しい人は来られないのがあります
ね。
それと学校一斉公開のところですけれども、参加人数があるんですけれども、昨年
と比べてどうかとか、そういったようなことがもしあればいいなと思いました。
以前は一斉公開に参観日を組み込んで、結構多く来られたりということもあったん
ですけれども、最近はちょっとまた変わってきているのかどうか、そこが私はちょっ
とよくわからないんですけれども、参観日を外されるところも増えているかもしれま
せんので、そういった意味で、本当の意味の一斉公開の参加人数はどうなのかな、地
域の方はどのくらい来ておられるのかな、というのがわかるといいかなと思いますけ
れども。

学校教育課長

昨年度との比較はわかっておりません。
わかり次第またご連絡させていただきたいと思いますが、先ほど委員さんがおっし
ゃったように中学校、小学校との一斉公開の日に参観日を当てている学校が多くござ
いますので、実際の参加人数は保護者の人数をここから引きますと、かなり減ってく
るんじゃないかなと考えられます。
2

教育長

それから土曜授業が始まりまして、土曜日に学校に来ていただくということが非常
に多くなりました。従って一斉公開の意味合いが従来に比べて少し薄らいだかなとい
う感じは致しております。そういうことをトータルすれば、隔月の 2 ヶ月に１回です
けれども、土曜授業があるっていうのは逆に有効なのかなと。トータルしてどっちが
どうだったのかというのも、またそのデータも集めてみるといいと思いますね。
赤ちゃんふれあい会はもうだいたいどの学校もやっていると捉えていいですね。

学校教育課長

そうですね。
ただあと１、２校やってないところがありますので、そこの働きかけっていうのが、
今後の課題です。

教育長
学校教育課長
教育長

そしたら学力向上の推進について説明してください。
（資料に沿って説明)
鳥取・米子・境港の４市の教育長会がありましたけれども、やはりどこも小学校に
英語が入ってくるので、どのように対応していくのかということが課題になっていま
した。ただうちのように、こういう形で全員がしっかり研修していくぞっていう計画
を立てているところはまだありませんでした。そういった意味では非常に注目されて
いると思います。
それから学力の状況はどうかな？

学校教育課長

中学校のほうは成績が良かったですが、小学校のほうが少し低い教科があったとい
うところです。特に活用の部分のところが低かったのかなと感じております。

委

員

今のお話の中で平均するとそうで、学校によってバラつきがあるということです
か？

学校教育課長

はい、そのとおりです。
ただ、付け加えをさせていただきますと、適正配置に関係いたしますが、必ずしも
そうとは言えないんですが、小規模校が必ずしも点数が高いとは言えないということ
が少し見えてきております。

委

員

今の学力の向上のために、そちらのほうに血眼になっておられるということではな
いですよね？

学校教育課長

そうではございません。

教育長

ただ学校訪問等をやりますと、それぞれ学校の去年の生徒と比べるんじゃなくてこ
の学年が、１年生２年生３年生４年生５年生という風に、ずっと同じ集団を追いかけ
てどのように伸びているか、あるいは落ちているかとか、そういうデータの示し方と
いうのが増えてきたという感じになりましたね。そのあたりはだいぶ学校の意識が変
わってきたなという感じがします。
よろしいでしょうか？
（各委員意見なし）

教育長
学校給食センター長
委

員

それでは学校給食センターお願いします。
（資料に沿って説明)
食に関する指導を行いながら、子ども達が給食を残しているというか、残食という
のでしょうかね、そういうのも私はすごく気になって、こうやって学校訪問している
時に給食を食べるんですけれども、結構私はおいしいと思って食べておりますけれど
も、そのあたりが、食に関する指導をしながら残していく子ども達がどんなかなとい
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うのをちょっと聞かせてもらえたらなと思います。
学校給食センター長

残食の量につきましては、日々学校別に計量して記録をとっておりますが、その残
食がほぼ無いところと、比較的多い学校と傾向がやっぱり分かれておりまして、先だ
っての議会でも質問がありましたけれども、その辺のところの分析をすべきではない
かというご質問がございました。アンケートを実施する予定としておりますが、震災
の関係で実施時期のタイミングを逸してしまったということで、なんとか復旧後なる
べく早い時期にアンケートのほうを実施して原因分析等をして行きたいと考えてい
るところでございまして、今はっきりこれが原因で残っているということは申し上げ
られない状況です。

委

員

やはり残らないところとたくさん残るところっていうのは、何か原因があるんじゃ
ないかと思いますので、分析してその辺も一緒に指導していってもらいたいと思いま
す。

教育長

ちょっと今年はそこまで行かないかもしれないですね。

委

よろしいでしょうか。

員

今それこそ給食センターがストップしているということで、そこで働いておられた
方の心配と、あともうひとつ栄養教諭さんとかそういった方なんかは、給食のメニュ
ー作りとかが無い分、この際なのでそれこそ食育のほうに力を入れてもらえたらと思
ったりもしますけれども、その辺は特に変更はなく当初の予定通りなんでしょうか。
学校給食センター長

食に関する指導につきましては、毎年度学校と調整をしながら、内容を深め実施時
期等も計画的にやるようにしております。現在のところは年度当初に計画した内容に
基づいて、震災は受けましたけれども、学校に出掛けての指導は可能ですので、そこ
は予定通りやっているところでございます。
現在栄養教諭さんについては、それ以外にどういう仕事があるんだということを思
われる節があるかもしれませんけれども、実際には４町から現在提供を受けておりま
して、それらに併せて添加物、補助食品の提供などもしております。毎月それに基づ
いて献立情報をまとめて学校、保護者の方に提供をしておりますし、もろもろ周りか
らの支援を受けるということに伴って、従来想定していなかった業務というのも新た
に生まれておりますので、現在は主に支援食に関する指導以外にも、そういう給食支
援に係る業務に携わっていただいているというところでございます。

教育長

それから調理員さんについてどうですか。

学校給食センター長

雇用の関係ですね。
これは昨日の臨時議会でもご質問いただきました件でございます。
現在のところ、基本的にはパートの従業員さんにつきましては、自宅待機というこ
とで取扱いをされておられます。
ただ今後は、簡易給食になりますけれども、現在週１回程度のペースでローテーシ
ョン組んで提供しているものを、さらに週に２回だとか、あるいは 10 日に１回とい
うふうに実施の回数を増やしていこうと今検討中でございますので、そういうことに
なれば当然人員も新たに必要になりますので、これまで社員さんに対応していただい
ていた部分をパートさんに請け負っていただくということを、会社のほうでも考えて
いただいているようですので、なるべくそういう形で働くことのできる機会を作って
いただくような配慮はしていただくということは聞いておりますし、こちらからもお
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願いしていきたいと考えているところです。
委

員

あと１月に例年予定されている未来中心でされていた給食週間行事など、ああいっ
たイベントはどういう方向性で考えておられますか。

学校給食センター長

ご指摘のとおりですね、倉吉未来中心が１月から２月、まだはっきり時期は明記さ
れてないようですけれども、現在被災を受けて使用できないということになっており
ます。
例年アトリウムで予定しておりました、児童生徒の給食に関する作品展というイベ
ントを、あの場所で開催出来そうにないということが明らかになってきましたので、
現在エキパル倉吉の１階の会議室をお借りして、１週間ほど予定よりも前倒しをした
上で予定通り実施をしたいと考えておるところでございます。各学校にはそのことは
すでに文書で通知をさせていただいているところです。
ただし、市長を囲んでの給食会、これは毎年 1 月恒例のイベントでありますが、こ
れにつきましては残念ながらその時期に給食センターの再開が難しいということが
はっきりしてきましたので、この実施は難しいだろうと考えております。

教育長

給食センターの被害状況についてはまた後から状況を説明してもらいたいと思い
ます。
それでは生涯学習課。

生涯学習課長

（資料に沿って説明)

教育長

生涯学習課のほうでご質問ございませんか。
成人式のほうが体育文化会館になったということ、そして明日、生涯学習講座の最
終日があるということであります。
体育施設が随分と被害を受けてますので、そろそろ苦情が耳に入っているのではな
いでしょうか。

委

員

もうみんなが仕方ないよね、っていう感じではありますけれども。
未来中心の大ホールに代わるようなところといったら、体育文化会館ぐらいですか
ね。

生涯学習課長

はい。

委

体育文化会館は、上の観覧席があるんですね。

員

生涯学習課長

成人式の関係ですね。
未来中心に代わるところで小学校、中学校の体育館も考えたんですけれども、なか
なか今の成人式が、成人者が約 400、来賓が 100、そして一般の方が 300、計約 800 人
近くの方が来られるということがございまして、例えば今回一般の方に休んでいただ
くにしても、500 を確実に収容できる施設はなかなかないという現状でございます。
そこの中ではやはり体育文化会館が残ってしまうという状況です。
今回は観覧席のほうではなくて、体育館フロアーにマットを敷きましてパイプ椅子
ですけれども椅子を置いて、そして寒いですがストーブのほうを準備する形で、即席
にはなりますがこれまで以上に実行委員のみんなはここの成人式から元気を発信し
ていこうと張り切っておりますので、何か楽しい元気の出る企画を考えていただいて
いるようです。そのあたりでカバーしていきたいと思います。

委

員

心をひとつにですね。
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委

員

ぜひとも楽しい企画を期待しています。

委

員

プールのほうはどうですか。

生涯学習課長

プールのほうも、流水プールの水が、底が抜けて約 200 トンの水が地下ピットにす
べて下がってしまった、漏ってしまったということです。地下ピットにはプールの機
器の大部分がそこにあります。そういったものが水をかぶってしまって相当な被害
で、まだ最終的な概算の金額、工程というのがはじき出せてないといった現状でござ
います。
とはいえプールは指定管理もありますし、お客さんも、待っていらっしゃる方もい
らっしゃいますので、なんとか来年の夏の早い時期にしたいという思いはみんな共通
の思いなんですけれども、プールの底の改修、そしてほとんどの機械の改修ですね、
相当な期間が必要かと思っております。

教育長

ちょっと痛手が大きいなと思いますね。それから小学校の体育館も使えないので、
夜が、一般開放ができないというような厳しい状況ではあります。
それでは文化財課お願いします。

文化財課長

（資料に沿って説明)

教育長

文化財課についてご意見等はありませんでしょうか
伝建のほうは随分と被害を受けてますので、修復というのが厳しいなと思っており
ます。視察もたくさんありまして、いろんな人に見ていただいてますので応援してく
ださるのではないかと思っております。

委

員

修理するにあたってはこれから耐震対策とかが入るんですかね。なんか、でも伝建
なので耐震工事するわけにもならんしっていう、ちょっとどうしていいかいなと思い
ます。

教育長

はい、そのあたりのところは文化財課長、どうですか。

文化財課長

現在ですね、飛鳥の横に夢倉さんというはこた人形が入っているところがあるんで
すけれども、そちらのほうは耐震補強した物件でございまして、やはり耐震補強する
と一定の効果はあるとはっきり出ておりますので、耐震補強を入れながら修理をして
行こうと考えております。併せて取り組みの中で伝建群の中で目を引くのは、ブルー
シートの掛かっている屋根です。そちらのほうは多くが土を葺いたような屋根になり
まして、やはり固定があまりしてないことと、重たいということがございましたので、
この際修理をするに於いてはしっかり固定することや、文化財課がおすすめしている
のは、土をこの際下ろしていただいて軽くして、防水シートをしっかり敷いて雨漏り
に強い、地震に強い屋根に変えてくださいということで、軽くすることによって、耐
震強度もだまっていても上がるような方法もございますので、そういうことで事業を
使っていきたいと考えております。

教育長

やはり文化財も大事ですけれども安全にできていないということではいけません
ので、その辺のほうは柔軟にはやってきております。

委

員

伝建群の中の瓦というのはなにか指定があるのでしょうか、いわゆる洋瓦とか和瓦
とかいうんですけれども。

文化財課長

本市の伝建群は大半が石州瓦、島根県の瓦ということで島根県の瓦の中で最近の瓦
は色ムラもなくて形も整ったものが出ておりますが、あえて色を混ぜて三色ほど混ぜ
ながら、そういう風合いを出した瓦を使っていただいております。
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委

員

石州瓦はだいたい重たいというのが定番で、名古屋のほうの三州瓦に取って変わら
れたりというのが今多いですね。それと洋瓦とかですね。屋根はやっぱり今は固定が
ポピュラーなようですね。釘で打ってしまうというものですね。

教育長

はい、よろしいでしょうか。
（各委員意見なし）

教育長

それでは博物館。

博物館長

（資料に沿って説明)

教育長

博物館についてはございませんか。
（各委員意見なし）

教育長

それでは図書館お願いいたします。

図書館長

（資料に沿って説明)

教育長

図書館についてご意見ありませんか。
昨日、小中の校長会がございまして、（憶良短歌募集に）倉吉市の分がまだ５校し
か出てないぞと言っておきました。おそらく 800 くらい出るだろうと思っておりま
す。
よろしゅうございましょうか。
（各委員意見なし）

教育長

そうしましたら、ちょっと大激震が走りまして、11 月からがちょっとまた書くべき
ことが、赤字がこれから大きくなるのではないかと思っておりますが、よろしくお願
いしたいと思います。

６

教育長報告
○教育長報告（教育長 別紙のとおり）

７

報告事項
○鳥取県中部地震に係る災害復旧費補正予算（専決②）11 月 1 日分について
○鳥取県中部地震に係る災害復旧費補正予算（専決③）11 月 14 日分について
教育長

３ページのほうに実際の件数名が入っておりますので、数は国が補助してくれると
いうので増えたものということでございます。
以上予算関係のほうで一括してですが、いかがでしょうか。
（各委員意見なし）

○学校教育課
（１）校区外就学の承認について
（２）不登校・問題行動の状況について
教育長

学校教育課の方から説明がございましたが、そのうち区域外・校区外就学の承認、
不登校・問題行動の状況については、児童生徒の個人情報が含まれますので非公開と
したいと思います。

各委員

（異議なし）

〔以下、非公開〕
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〔以下、公開〕
○生涯学習課
（１）平成 28 年度倉吉市市民体育大会結果について
（２）平成 29 年倉吉市成人式について
（３）平成 33 年度「関西ワールドマスターズゲームズ 2021 自転車競技」開催の決定について
○倉吉博物館
（１）被災した重要文化財等の文化庁調査について
（２）博物館の開館スケジュールについて
（３）自然ウォッチング「天神川のサケをみよう」事業報告について
○倉吉市立図書館
（１）創作演劇「憶良の翼」公演について
○学校給食センター
（１）10.21 鳥取中部地震による倉吉市学校給食センター被害と対応について
教育長

給食の費用のことで、学校給食を止めているのに給食費をとるのかと、仕組みがお
分かりになってない方はそういうのがあるので、ここのところに、２月分も不要にな
る可能性がありますと書いておこうか、ちょっとこれが難しいなということで、昨日
小中学校のＰＴＡの役員さんと協議会をしまして、その辺のところを協議しました。
それからいろんな要望を聞きました。その中で、出来るだけ給食の弁当の日が少なく
なればいいなということで、ちょっと所長さん、あるところと協議をしていることに
ついてちょっと説明をお願いします。

学校給食センター長

現実的に具体化の可能性が高い選択肢としまして、鳥取短期大学の敷地内に昨年の
春オープンしました給食管理実習棟という施設がございます。そこがだいたい想定と
しては、100 人程度の調理実習等試食が出来る施設になっております。いわば給食セ
ンターのミニチュア版のような施設で真新しい施設でございますが、そこの使用頻度
があまり高くなくて、短大側としてはもし必要であれば利用していただいていいです
よというような、前向きなお返事をいただいているものですから、そこでせめて１品
程度温かいものを、汁物になるかもしれませんけれども、調理して主食・牛乳と併せ
て提供するというようなことができないかということで、今話し合いを進めていると
ころでございます。あとは事前の文書の取り交わしが必要ではないかということで、
今詰めを行っているところでございます。
またそれ以外にもですね、汁物だけでは少ないということももちろんあろうかと思
いますので、なんとか民間の業者さんを使って、主菜的なものも提供できないかとい
うことで、これも併せて検討をしているところでございます。
またさらに、鳥取市内の業者さんでスーパーマーケットを経営されているグループ
さんですけれども、そこを窓口に、いわゆる仕出し弁当というようなものを提供でき
8

ないかということで打診をしておりまして、大体一日 800 食程度の提供は可能だろう
ということで返事を頂いております。主食のほうは私どものほうで今でも提供できま
すので、副食の部分をそういうグループさんと提携して、なんとか有効に活用しなが
ら、給食提供の回数を増やして行きたいと考えているところでございます。
またさらに鳥取市のほうに本店がある業者があるんですけれども、そちらのほうか
らも、副食のみの提供をしていただけるというようなお返事も頂いておりますが、こ
ちらのほうも運搬手段なども確保していかないといけないということで、今詰めを行
っているところでございます。
これらのいろいろな選択肢を組み合わせながら、家庭からの弁当持参の回数を少し
でも減らしていくというような方向に取り組んでいくことに、現状では考えていると
ころでございます。
教育長

なんとかひとつでも早く実践して朗報を出したいですね。よろしくお願いします。
昨日の話の中でも、簡易給食の時にどうしても腹が減っちゃうという事があって、
おにぎりのひとつでも、自分の力量に合わせて持ってきてもいいんじゃないかという
意見もありまして、それも考えてみる必要があるなと話をしました。ただ食中毒だけ
は十分気を付けておかなければなと思いますけれども。どの辺まで認めるかというの
はありますけれども、協議しながら進めていきたいと思います。
よろしいでしょうか。
（各委員意見なし）

８

その他
次期臨時委員会について調整し、次のとおり決定
日

時：平成 28 年 12 月 6 日（火）午後 6 時

場

所：倉吉市役所 第 3 会議室

次期定例委員会について調整し、次のとおり決定
日

時：平成 28 年 12 月 26 日（月）午後 1 時 30 分

場

所：倉吉市役所 第３会議室

教育長

それでは、教育総務課は残っていただいて、それ以外の方はこれで終わりたいと思
います。

９

議事
議案第28号

倉吉市教育委員会事務局職員の処分について

教育長

これについては、人事に関する案件のため、非公開で行う事としたいと思いますが、
いかがでしょうか。
（異議なし） …承認

教育長

では、そのように取り扱うこととし、これより非公開とします。

〔以下、非公開〕
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〔以下、公開〕
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報告事項

教職員に対する処分について
教育長

これについても、人事に関する案件のため、非公開で行う事としたいと思いますが、
いかがでしょうか。
（異議なし） …承認

教育長

では、そのように取り扱うこととし、これより非公開とします。

〔以下、非公開〕
〔以下、公開〕
午後５時 20 分終了
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閉会
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