
    平成２９年 鳥取市教育委員会 １０月定例会 会議録 

 

１ 日  時  平成２９年１０月３１日（火） １３時３０分 から 

 

２ 場  所  鳥取市教育センター ２階 第１研修室 

 

３ 出 席 者   

教育長  : 尾室 高志 

教育長職務代理者： 藤井 喜臣 

委 員 ： 石谷 充 

委 員 ： 山脇 彰子 

委 員 ： 畑 千鶴乃 

        〔事 務 局〕 

         副教育長：吉田 博幸     次長兼教育総務課長：木村 義彦 

次長兼学校教育課長 河上 照雄 

文化財課長：冨田 恵子       学校保健給食課長：藏増 祐子 

中央図書館長：田村 晴夫    教育センター所長：半田 雅人 

生涯学習・スポーツ課参事：河井 智子 

生涯学習・スポーツ課長補佐：霜村 俊二 

学校教育課長補佐：山根 ちはる  

教育総務課長補佐：山名 常裕 

        〔傍 聴 者〕 なし 

 

４ 会議次第 

 ○行事報告及び行事予定について                   〔教育総務課〕 

 

【説明・協議事項】 

（１） 平成 30 年度さじアストロパーク開・休館日及び開館時間の設定について 

                             〔生涯学習・スポーツ課〕 

 

【報告事項】 

（１）平成 30 年鳥取市成人式について            〔生涯学習・スポーツ課〕 

（２）鳥取城跡サクラ管理計画パブリックコメントの結果について     〔文化財課〕 

（３）秋の指定文化財等公開事業について                〔文化財課〕 

 

 



（４）青谷上寺地遺跡展示館 20 万人・やまびこ館 55 万人来館記念セレモニーについて 

                                  〔文化財課〕 

（５）全国遺跡環境整備会議の開催について              〔文化財課〕 

（６）第 13 期鳥取市校区審議会中間まとめについて          〔教育総務課〕 

 

【質疑・意見交換】 

（１）中学校の部活動について                   〔学校教育課〕 

 

【先回定例会の議事録】 

  

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について       

 [11 月] 平成 29 年 11 月 28 日(火）13:30 ～ 教育センター2階 第 1 研修室 

[12 月] 平成 29 年 12 月 26 日(火）15:00 ～ 教育センター2階 第 1 研修室 

[ 1 月] 平成 30年 1月 30日(火）13:30 ～ バードステイホテル（旧ホープスター鳥取） 

※15:00～ 総合教育会議 バードステイホテル（旧ホープスター鳥取） 

 

５ 会議概要 

１３時３０分 開会 

 尾室教育長 あいさつ 

  

 ○行事報告及び行事予定について  

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

  

【説明・協議事項】 

（１）平成 30 年度さじアストロパーク開・休館日及び開館時間の設定について 

生涯学習・スポーツ課参事（資料に基づき説明する。） 

【質疑等】 

（委員） 

   ここは、宿泊もできると思うのですが、例えば休館日の前の日というのは泊まれま

すか。次の日が休館になっている場合は、その日の宿泊はできないということなのか、

翌日休館でも朝１０時までは誰か職員の方がおられるということなのか、どうなのか

なと思いまして。 

 （生涯学習・スポーツ課参事） 

   確認してからお答えします。 

  ※すべての報告事項の終了後に回答する。 



 （生涯学習・スポーツ課参事） 

   休館日でも、前日に宿泊されている方がおられる場合は、チェックアウトまでは職

員がいるということです。 

 

【報告事項】 

（１）平成 30 年鳥取市成人式について        

生涯学習・スポーツ課参事（資料に基づき説明する。） 

 

（２）鳥取城跡サクラ管理計画パブリックコメントの結果について 

文化財課長（資料に基づき説明する。） 

 

（３）秋の指定文化財等公開事業について 

  文化財課長（資料に基づき説明する。） 

 

（４）青谷上寺地遺跡展示館 20 万人・やまびこ館 55 万人来館記念セレモニーについて 

  文化財課長（資料に基づき説明する。） 

 

（５）全国遺跡環境整備会議の開催について 

  文化財課長（資料に基づき説明する。） 

 

（６）第 13 期鳥取市校区審議会中間まとめについて 

  教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

【質疑等】 

（委員） 

   資料の７、８ページの内容がこの１３期の任期が終わるまでに答申として出される

ことになるのですね。それを、実行しなければならないということになりますか。 

 （尾室教育長） 

   実行していくかどうかをこの委員会の中で決定していただくことになります。 

 （委員） 

   ９、１０ページについては、まだ結論を出す時期ではないという感じですね。 

 （教育総務課長） 

   ただ、気高中学校エリアの問題については、すでに逢坂からは要望書が出されてい

ますのでこれから具体的に進んでいくとは思いますが、今の校区審議会の任期中に結

論を出すということはないと思います。 

  

 



【質疑・意見交換】 

（１）中学校の部活動について 

  学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

【質疑等】 

（委員） 

   週に１日は必ず休みということですが、第３日曜日が休みというのはこの資料から

は読めませんが。 

 （学校教育課長） 

   第３日曜日は家庭の日ということになっているのですが、なかなか認知ができてい

ないので、意識して休んでいる学校もありますが、実質的には現状はそうでない学校

の方が多いのではないかと思います。 

（委員） 

   前は、中間テストとかのテスト期間中は部活が休みというようなことがあったと思

いますが、それはやっぱり今もありますか。 

 （学校教育課長） 

   はい、今でもあります。 

 （委員） 

   以前に県内の市町の教育委員さんと話したときに、部活動の休みの話が出て、県教

委が強引にでも休みの日を決めてくれた方がいいとおっしゃっていたので、鳥取市の

現状はどんなものかなと思い質問したところです。 

 （学校教育課長） 

   私も県のそのような会議に出させていただいたときに、他の市町の教育長さんもそ

う言っておられまして、県は体育保健課がガイドラインを出していて、国は本年度中

に部活動のあり方についてガイドラインを出すのですが、それを待たずに県が休みの

日を決めて示してほしいという意見がありました。鳥取市の校長会でもその話をしま

したら、校長会としては学校の実態などを踏まえて、土日のいずれかと平日の１日の

週に２日は休みにするように検討しているとのことでした。 

（委員） 

   長期休業中に関しては、学校によって、また学校の部活動によって様々なのでしょ

うか。 

 （学校教育課） 

   基本的には長期休業中は土日は活動しないというのが申し合わせとなっています。

ただ、吹奏楽は８月上旬にコンクールがあるので、吹奏楽はそれに向けてかなり頑張

っているというのが実状です。 

 （委員） 

   長期休業中の部活動の詳細について教育委員会として把握はされていますか。 



 （学校教育課長） 

   詳細までは把握していませんが、土日はしないと申し合わせをしているということ

は聞いています。 

 （委員） 

   実際に最近の先生の負担について文科省の資料を見ていたら、部活動が増えたから

ではなくて、教科の指導の準備が増えたのが原因ということがありました。ゆとり教

育から授業時間数が増えたことに伴って負担が増えているのに、最近は部活動のせい

になっているような気がするのですが。 

 （学校教育課長） 

   部活動に従事する時間は中学校の場合は確実に増えていると思います。 

 （委員） 

   先生は普通の日もなかなか休みが取れないからきついですね。 

 （学校教育課長） 

   今は外部指導者ということで、顧問と相談して校長が推薦した地域の外部指導者の

方が１４名おられます。来年からはさらにそれを拡充して、引率であるとか責任を持

った立場で顧問と同様なことができる部活動指導員というものを配置しようと考え

ております。市で予算を計上しようとしていたところ、国が来年度から４年かけて全

国の中学校に１校当たり３名ずつ配置するという事業を始めるそうでして、指導員の

希望を募ったところ、部活動指導員として現在１４名の方が希望されています。 

 （尾室教育長） 

   今までも外部指導者ということで指導はできたのですが、これからは外部指導者が

休日も部活動を見ることができたり、大会に参加したり引率ができるということで、

そういった部分では先生の手が離れたところでも部活動ができるという一歩進んだ

制度ですので、先生の負担が少しは減るのではないかと思います。 

 

【先回定例会の議事録】 

  

【その他】 

（１）次期委員会の開催について  

[11 月] 平成 29 年 11 月 28 日(火）13:30 ～ 教育センター2階 第 1 研修室 

[12 月] 平成 29 年 12 月 26 日(火）15:00 ～ 教育センター2階 第 1 研修室 

[ 1 月] 平成 30 年 1 月 30 日(火）13:30 ～ バードステイホテル（旧ホープスター鳥取） 

※15:00～ 総合教育会議 バードステイホテル（旧ホープスター鳥取） 

 

 

 



【質疑等】 

（委員） 

  総合教育会議のことですけど、この前全国の市町村教育委員会連合会の会に出席し

たときに、開催回数は全国的にばらつきがあるようですが、年に２、３回されている

ところもあるようで、目的が市長部局と教育委員会とが連携して教育行政を進めてい

くということですので、年に１回の開催では少ないのではないかと思います。教育大

綱も決めましたので、それが今どうなっているかをテーマに議論するのもいいのでは

ないかと思います。 

（尾室教育長） 

  実は、議会でも回数が少ないとご指摘をいただいていまして、今後は少なくとも前

期、後期の２回くらい、場合によっては３回になってもいいのですが複数回の会議の

場を持ちたいと検討しているところです。 

 

 

教育長  以上で１０月定例教育委員会を終了します。 

閉会 １４時５５分 

 

      


