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会 議 の 経 過

１ 開 会 午後３時 00分

（小椋教育長）これより第 12回倉吉市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 福井委員

４ 教育長報告

教育長報告（教育長 別紙のとおり）

（資料に沿って、教育長説明）

委員 上小鴨小学校自由研究のタブレット持ち帰りの件で、家庭にWifi環境がない場合、

どのような対応をされたのでしょうか。

教育長 Wifi環境がない家庭には県からWifiルーターを借りて貸し出しました。

資料のまとめ方については、１学期に担任が授業の中でいくつか指示をしました。

休みに入ってからは、担任と子ども達がオンラインでやり取りを行ったと聞いていま

す。全ての児童とオンラインでやり取りができ良かったとも聞いております。

委員 今回の上小鴨小学校でオンラインを使った家庭学習が出来ることがわかったので、

これを機会に来年度もこのような試みを増やしていくと良いと思います。

新聞報道でタブレット端末を利用したいじめ問題が掲載されていたので、使い方に

ついて、しっかり指導して欲しいと思います。

教育長 町田小学校６年生の件は、情報モラルの指導をしないとトラブルが起きることは予

想していましたが、自殺に発展するとは思ってもいませんでした。特に学校教育課に

は、町田小学校の動きは把握するよう指示しています。

委員 計画訪問時に思ったことですが、タブレットを扱っている授業を見た時、ローマ字

入力ができてるのかが気になりました。きちんと指導しないと、差ができてしまうの

ではないかと思います。

あと夜間中学で各学年 10名程度でクラスのような形ということでしたが、先生１

人で授業をするのでしょうか。個々で学習の習熟度が異なるので、習熟度別にクラス

分けをしているのを見たことがありますが、鳥取の夜間中学は、中学生１年生から３

年生のレベルの人に、それぞれ 10人に１人の先生が付いて授業を行うというイメー

ジで良いのでしょうか。

教育長 タブレットの入力の件ですが、学校ごとに入力練習用のソフトを導入しており、入

力練習もしながら「すらら」を使用しています。慣れれば出来ると思います。1学期、

明倫小学校６年生の教室に行ったとき、担任が ICT教材「すらら」を活用するにあた

って「はじめて」の一言で子ども達はタブレットを開いていました。児童が「どこか

ら始めたら良いですか。」と担任に聞いていて、「どこからでも良いですよ。」と担任

が言うと、児童達は「はい。」と応えて自分の好きな教科を始めていました。この様

子を見て、かなり使いこんでいるという印象を受けました。

ただ、現実は学校によってかなり差があると思います。その差を埋めるよう、指導

等を引き続き行っていきたいと思います。
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それから、夜間中学の件についてはご指摘の通りです。

今考えられているのは、中学校は９教科の授業がありますので、1人の教員という

より、複数の教員が専門の教科を指導することになります。前回の会で要望しました

のは、例えばソーシャルスキルに関わる時間を入れるとか、個人の教育相談に関わる

時間を設定するとかの工夫です。また、初年度においては、夜間中学の 3年間の学習

全体を丁寧に説明していただくことです。

ある委員からは、３年間の学習内容、シラバスというような言い方をしますが、１

年生でこんな教科を勉強する、2年ではこうと、全体のものをきちっと作成し、説明

できる資料準備をしないといけないという指摘もありました。その点については、県

は頑張って作成すると回答していました。そのため、入学を希望する段階で、学校へ

は何年時からの入学を希望すると伝えることはできると思います。

もう一つ、要望したのは、進級認定の問題です。何年時の学習を終了したことを、

何らかの形で示す必要があるのではないかとも要望として出しました。進級認定とあ

わせ、卒業認定をどうするかについても、県からは、これから考えて詰めていくとの

回答でした。

委員 可能かどうかわかりませんが、小学校４年生でクラスに入れない子がいます。小学

校の学習が出来ていないのではないかと心配しますが、夜間中学では、補充等の対応

は可能ですか。

教育長 想定では、始業時刻が午後 5時 30分、教員の勤務開始時刻は午後 1時ぐらいから

で、午後 5時ぐらいまでは、教材研究、職員会等の時間が取れます。午後 1時から午

後 5時頃の間に教育相談、個別の補充等の対応を想定しておられます。

委員 わかりました。ありがとうございます。

委員 形式的卒業者というのは、どのように理解すれば良いですか。

教育長 不登校の状態で学校にほぼ来ていませんが、卒業証書を渡して、卒業認定した方と

ご理解ください。

委員 夜間中学に入学を希望される方は卒業されていますが、学校に何日来て、授業を何

時間受けたかというような資料提出も必要になりますか。

教育長 現段階では、どこまで資料の提出を求めるのかはわかりませんが、学校の出席日数、

出席時数のようなものは、求めないと思います。もう一度学び直しをしたいという気

持ちの方を大事にすると思いますし、夜間中学に通いたいという気持ちを、お断りす

ることはないと思います。

特に、初年度は希望者全員を受入れるのではないかと思います。昨年の希望調査で

は、30数人でしたので、この調査を基に 1学年 10人という数字が出てきたと聞いて

います。

委員 タブレットのことについてですが、自分の子どもはコンピューター室に行って、キ

ーボード入力を友達と一生懸命練習して覚えたんですが、今は、タブレットが教室に

あり、使える時が増え、より身近になったのかと思いました。

教育長 委員が言われるように、昼休憩にタブレットを持ち出して入力練習したり、自主的

にタブレットの ICT教材に取り組む子もいると聞いてます。そういう雰囲気が広が

っていけばいいと思っております。

よろしいでしょうか。

委員 はい。（委員承諾）
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５ 報告事項

○学校教育課

(1) 校区外・区域外就学について

(4) 第 1回成徳小学校・灘手小学校統合準備委員会について

○社会教育課

(1) 令和３年倉吉市成人式のオンライン開催について

(2) 令和３年度夏休み子ども体験教室の開催について

○文化財課

(1) 第１回倉吉市文化財保護審議会について

(2) 小川氏庭園内覧会について

（資料に沿って、学校教育課長説明）

教育長 何かご質問等ございますか。よろしいですか。

委員 はい。（委員承諾）

（資料に沿って、社会教育課長説明）

委員 成人式の様子を、オンライン視聴させていただきました。非常に良かったと思いま

す。各中学校のビデオも流れていました。

学校紹介時間の差がありましたが、実行委員さん方が決められたことだと思いま

す。非常によかったと思いました。

教育長 他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

委員 はい。（委員承諾）

（資料に沿って、文化財課長説明）

教育長 茶室も本当にいい具合に、復元・修理してあります。是非、おいでください。

委員 この予定の時間に予約は必要ですか。

文化財課長 不要です。一般公開は 11月 3日で、オープニングイベントが前日の 2日です。オ

ープニングイベントに多くの人を呼べませんので、その前に内覧会という形で招待さ

せていただいています。

委員 高校生の時に行ったことがあるので、すごく楽しみにしています。

委員 人数制限をされるのでしたら、動画撮影して市のホームページで見れるようなこと

をされたらと思います。予約制なのでなかなか行けませんし、県外の人も来ることが

できません。観光資源の紹介として、何か考えていただくようにお願いします。

文化財課長 財団の方と検討させていただきます。

委員 委員のご意見の通りで、観光資源として有効に活用していただくために情報発信が

必要だと思います。拝観料は設定されるのでしょうか。

文化財課長 設定されると思います。

委員 茶室で、お茶を飲めるのですか。

文化財課長 入園料が大人 500円です。茶室でのお茶は、お茶とおかしがセットでプラス 1,000

円です。

委員 イベントのチラシがあるときには、どこであるのかを地図に載せてもらえればあり

がたいです。場所や地名を教えてくださいますが、行くのが本当に難しいです。でき

れば地図を載せていただくようお願いします。
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○博物館

(1) 倉吉博物館講座④「菅楯彦の書をみよう」

(2) 令和３年度「夏休み自然科学展」・関連イベント事業報告

(3) 倉吉博物館 臨時休館（令和３年９月 28日～10月 23日）について

○図書館

(1) 雑誌・本・新聞リサイクル市について

○給食センター

(1) 学校給食センター空調機械整備工事について

(2) くらよし 食育だより９月号

６ その他

文化財課長 改善策を財団と考えていきたいと思います。

教育長 よろしいですか。

委員 はい。（委員承諾）

（資料に沿って、博物館長説明）

委員 自分の子どもが中学校の美術部で、菅楯彦展に行きましたが、とても良かったみた

いです。難しいものを描かなくても、身近なものでも題材にできることが分かったよ

うです。若い感性を持った方でも楽しめる良い展覧会だと思いました。

教育長 他にはいかがでしょうか。よろしいですか。

委員 はい。（委員承諾）

（資料に沿って、図書館長説明）

教育長 何かご質問、ご意見ございましたらお願いします。よろしいですか。

委員 はい。（委員承諾）

（資料に沿って、給食センター所長説明）

委員 議会で労災事故の件で質問があり、給食センターを尋ねて状況を聞かせていただき

ました。新聞にも出ましたけど、市民の声、保護者の声、ネットとかいろいろな形で

あると思います。苦情、要望があったということを、定例教育委員会でオープンにし

ていただけば、我々も責任の一端を持ってますし、皆さんの負担も少しは軽くなるん

ではないかと思います。我々の意見をもちろんお話ししますが、遠慮なく出していた

だいて、全員で共有し解決していけばと思いました。しっかりと対策をとっておられ

るようですので安心しました。

教育長 ありがとうございます。大事なことだと思います。良いことも良くないことも、教

育委員さんにはきちんとお伝えしなければいけません。他にはよろしいでしょうか。

委員 はい。（委員承諾）

教育長 それでは、その他に移らせていただきます。委員さん方から、お気づきのことや、

気になっていることはありませんか。

委員 陸上競技場のクレー射撃場のところに、撃ち終わった後のプラスチック等が固めて

土嚢袋に入れてあります。袋が破れて露出しているので、環境にも悪いですし、クレ

ー射撃場に限らず、他の施設でもきちんとした状態で使用していただくことが必要だ
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次期委員会について調整し、次のとおり決定

日 時：令和３年 11月 22日（月）午後３時 00分

場 所：倉吉市役所 Ａ会議室

午後５時６分終了

７ 閉会

と思います。不備等があれば、使用者に指導をお願いします。

それから東中の運動会を土手の上から拝見しました。保護者の方で喫煙される方

は、児童相談所側の道路に出て、10数名ぐらいが固まってタバコを吸われていまし

た。吸い殻はきちんと処分されているとは思いますが、学校教育でもＳＤＧｓについ

て勉強していると思います。

例えば、保護者の方に生徒の声で呼びかけるとか、ごみを出さないとか、ルールを

守りましょうとか、私たちは喫煙防止の勉強をしていますと放送することで、保護者

の方にも勉強内容が理解されるのではないかと思いました。

教育長 生徒からの保護者啓発ですね。

委員 山陰中央新報の記事に、大山町立の保育園で園児 10人分の個人情報を私物のＵＳ

Ｂメモリにダウンロードしたとありました。まだこんなことやっているのかと思いま

した。倉吉市は私物のＵＳＢメモリは持ち込み禁止だと思いますが、個人情報の管理

のあり方は大丈夫でしょうか。もう一つは、新聞記事で鳥取市内小学校遊具の落下訴

訟で和解というのがありました。ここまで学校が注意しないといけないのかと思いま

すが、市内の小学校ではこの事例をもとにどのように指導されたのか気になりまし

た。様々な事例を踏まえて各学校が対応を考えることも大事なことではないかと思い

ますのでよろしくお願いします。

教育長 危機管理について遊具点検の件は、何か言えることはありますか。

学校教育課長 遊具の点検については、定期的に行っています。新聞記事の事例は、遊んでいた遊

具から落ちたもので、遊具自体が問題ではなく、遊具での遊び方に問題があったと認

識しています。遊具での遊び方については、学校で指導しています。ＵＳＢメモリに

ついては、慎重に取り扱うよう指導し、持ち帰るときは、校長の許可を得る対応を行

っています。

委員 今でも持ち帰るんですか。

学校教育課長 許可を得て持ち帰ることは、あります。

委員 個人情報ですか。

学校教育課長 個人情報の場合もあります。

委員 パスワードはかけるのですか。

学校教育課長 パスワードはかけます。

教育長 パスワードについては、もう一度確認しないといけません。

他には、いかがでしょうか。委員さん方からよろしいですか。

委員 はい。（委員承諾）

教育長 他にはよろしいでしょうか。

（各委員意見なし）


