行政視察報告書
【報告者】
出張年月日

田村隆光

平成１６年１１月１７日(水)～平成１６年１１月１８日(木)

出張先

１日目 鳥取県倉吉市 市役所教育委員会
２日目 鳥取県西伯郡南部町 特別養護老人ホーム「ゆうらく」

出席者

○文教福祉常任委員会委員
池田久代・田村隆光・西村政之・久徳政和・野村昌弘
○行政
小関清（健康福祉部） 月舘正一（議会事務局）

研修事項

①倉吉市の特別支援教室の運用について
②ホームシェアリング方式の活用について
内容

＜１日目＞
○鳥取県倉吉市の学校教育課が取り組む特別支援教室の
運用方法等について学ぶと共に、歴史ある倉吉市の町並み
を視察した。
＊倉吉市の概要
・県中部に位置する人口約 49,000 人、面積 174.5ｋ㎡
の城下町および陣屋町として栄えた町で、市制施行は
昭和 28 年であり市制 50 年を超える町。
・二十世紀梨、ぶどう、すいかなど果菜類の産地。
・名泉三朝、関金、東郷、羽合の温泉地に隣接し、城
跡打吹公園と共に一帯が県立公園になっている。
・倉吉市のシンボル打吹山のふもとは、当時の面影が

▲倉吉市は鳥取県のほぼ中央に位置する。

残る白壁土蔵群や商家の町並み、赤瓦の建物などを保
存した清楚な町。
・倉吉商人が扱った脱穀機「稲扱千刃」は日本の農業
史の中でも革命的な道具といわれ、幕末から明治にか
けてこの千刃の販路を全国的に有する一大生産地と
栄えた町。
＊学校教育課の取り組み
＜学校の規模＞
小学校･････14 校（分校含む）＝2744 人
1～2 年＝30 人編成

▲玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は江戸、明治期
に建てられた建物が多く、周辺一帯は国の重
要伝統的建造物群保存地区に選定されてい
ます。

中学校･････4 校＝1474 人
1 年＝36 人編成
養護学校･･･1 校
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＜教育財政＞
教育費
Ｈ14 年度

約 22 億 2 千万円（歳出予算の 10.3％）

Ｈ15 年度

約 18 億 8 千万円(歳出予算の 8.5％)

Ｈ16 年度

約 15 億 8 千万円(歳出予算の 7.1％)

＜教育の重要課題＞
①確かな学力の向上
②人間関係づくり・社会性の育成
③不登校児童生徒の解消と問題行動への対応
④より開かれた学校運営と地域に根ざした学校づく
り

▲打吹公園。四季を通じて４千本のサクラ、
４万本のツツジが咲き誇り、園内には大正天
皇ゆかりの飛龍閣や小動物園もあり、「さく
らの名所百選」「日本都市公園百選」に選定
された公園の隣に倉吉市役所がありました。

＜課題への取り組み＞
※上記①への対応として、少人数指導による個人差に
対応した学習指導法の研究実践ということで、まず▼
学力実態の把握調査（ＮＲＴ・診断テスト・基礎学力
調査）の実施。▼少人数指導等加配教員を活用したき
め細やかな指導（30 人学級＝小学校 4 校、中学校 2 校、
複式学級の解消＝小学校 2 校、少人数＝小学校 9 校、
中学校 4 校）。更には、▼市教育委員会による学校計
画訪問の実施による評価と指導。

▲市役所内で倉吉市教育委員会の取り組み
について話を聞く文教福祉常任委員会のメ
ンバー。

※上記②への対応として、家庭や地域社会との密接な
連携と豊かな心を育てる教育の推進ということで、ま
ず▼学校一斉公開（4 年前に実施／6 月・11 月に実施）
時における道徳の時間を公開する（春季は必ず）
。
また、▼中学校区別教職員への人権教育研修会（年
2 回）の実施と小・中・養護学校人権教育主任者会を
年 6 回開催。
更には、特別支援教育の充実を図るために▼障害を
持つ子どもたちに対して、それぞれの障害種に応じた
学級（ことばの教室・きこえの教室）の開設。▼障害
児学級支援非常勤講師の配置、▼学校いきいきプラン
教員補助員の配置（マンツーマンで、教室の席も隣で
対応）、▼ＬＤ等専門員の配置（1 名）、▼県加配によ
る病院内学級「つくし学級」の開設など。
※上記③への対応として、地域の人材の積極的な活用
と体験的な進路学習の推進ということで、▼指導員 1
名を配置した適応指導教室「はごろも（中学生を中心
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▲倉吉市の教育への取り組みについて説明
される教育委員会学校教育課指導主事の藤
井さん（中央）と同じく学校教育課の指導主
事の中田さん（右）。お二人ともとても情熱
的な方で教育について熱く語ってください
ました。
また、倉吉市議会事務局長補佐の渡辺さん
（左）は、会議の後、倉吉市の町をご案内い
ただきました。

に学力向上が主）」、「うつぶき（小・中の重度の子ど
もを中心に体験的指導を主）」の開設。▼スクールカ
ウンセラーの配置、▼全中学校に市の単費で心の相談
員の配置など。
※上記④への対応として、▼市教育委員会による計画
訪問に実施と評価、▼全市一斉公開の実施、▼外部評
価による学校の活性化、▼学校、家庭、地域が一体と
なった取り組み「教育を考える会」の開設など。
＊総括
倉吉市は、昔ながらの風情をまちづくりに活かし、しっとりと落ち着いたまちであり、
市のシンボルでもある打吹山を中心とした公園の中に市役所があるなど、緑豊かなまち
であった。
研修の対応にあたって下さった教育委員会学校教育課の藤井さん、同じく中田さんは
とても丁寧に倉吉市の教育への取り組みについて説明してくださったが、何よりもお二
人の教育に懸ける情熱が手に取るように伝わってきたことで、倉吉市の教育に対する姿
勢も伝わってきた。
とりわけ、
「個々に応じた教育」としての取り組みがすばらしく、障害を持つ児童生徒
には、
「ことばの教室」と「聞こえの教室」があり、病気や怪我で入院している児童生徒
には、病院内学級「つくし学級」があり、病気等で療養中にも学習の機会をつくり復帰
時の遅れにもしっかりと対応されている。
また、不登校の児童生徒には、適応指導教室として児童生徒の状況に応じて「はごろ
も教室」と「うつぶき教室」が開設されており、それぞれの程度に応じて学力向上や体
験交流などその子に合った指導方法が考えられている。当然、教室には加配の先生方も
しっかり配置されているなど、きめ細やかな指導がなされていた。また、学校の一斉公
開を年２回実施されているが、まったくのオープンで保護者のみならず地域の人も自由
に参観できるシステムはすごい。
さらには、学校・地域・家庭が一体となった「教育を考える会」の開催は、
“子どもた
ちが学び育つ環境づくりは、学校だけが行うのではなく、家庭や地域、そして多くの機
関が一緒になって取り組んでいくことが重要だ”として、倉吉市内の各小学校区ごとに
実施し、２ヶ月間で 12 学区 1,094 人の参加という状況である。そして、その報告は、す
ぐさま教育委員会のホームページ上に掲載され誰でも閲覧ができるようになっている。
また、教育委員会発行の「教育委員会だより」の中でも報告されている。
このようなきめ細やかな対応が図られるのも、私たちの対応にあたってくれた学校教
育課の藤井さんからも伝わったが、教育委員会の情熱がすべてを動かしているのだと感
じた。
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＜２日目＞
○鳥取県西伯郡南部町の特別養護老人ホーム「ゆうらく」
の運営の特徴である「ホーム・シェアリング」について研
修した。
＊「ゆうらく」の概要

▲純和風の「ゆうらく」

■施設内容
・特別養護老人ホーム ------- 95 名
・ショートステイ ----------- 15 名
・デイサービスセンター -----

40 名

■建設概要
・鉄骨造一部鉄筋コンクリート造り 3 階建て
建築面積 -------- 5,193.67 ㎡
延床面積 -------- 6,492.52 ㎡

▲居室

敷地面積 --------115,378.11 ㎡
■附帯施設
・レストラン、喫茶
・映画室、図書室、美容室ほか
■特徴
・平成 15 年 12 月に国のモデル事業としてスタート
した施設（国内に 2 箇所のみ）で、全室個室・ユニ
ットケア型老人ホーム。

▲地域交流スペース

・附帯施設は、地域の方も利用できる。
＊介護事業における「ホーム・シェアリング方式」モデル
事業について
１．事業の目的
・入所申込者に対し、施設短期入所と在宅サービスを
切れ目なく提供し、在宅生活を支援する。
２．入所待機者をめぐる問題

▲施設内で話を聞く委員

・入所待機者の増加に対応するためには、介護施設の
新設や増設が必要なため施設整備予算がかさむ。ま
た、施設化傾向に拍車をかけている。
そのことにより、待機者からの不満や介護費用の増
大、さらには大部屋への不満などが多い。
・待機者はすでに他の施設に入所したままで申し込む
事例が多く、施設化が進み在宅生活の意欲が低下して
いる。
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３．新たな対応「
（仮称）ホーム・シェアリング方式」の導入
・対象者
身体機能維持者を中心に選定、在宅生活者は今後も在宅生活継続希望者を中心に選
定し、入所待機者のうち個室を希望するもの。
・ペアリング
原則として２人の入所者・家族が合意の下でひとつの個室の交互利用方法を決定。
・継続的なケア体制
入所していない期間についても継続的なケア体制を用意。不意の事態にはショート
を活用。重度化等により常時入所が必要になった場合には、入所への切り替えを検討。
ケアマネージャーは在宅・入所を問わず一貫して本人を支援。
・サービスの法的正確
在宅サービス扱い。ただし、現行制度での調整及び制度改正での対応が課題。
４．期待される事業効果
・入所待機者の解消促進
・介護費用増大の抑制
・在宅ケアの推進
①「施設と在宅を行き来する形態」の導入により、家とのつながりを維持しながら
入所施設確保の安心感のある在宅ケアの実現。「入ったきり」の施設改革。
②ケアマネージャーの一貫した支援体制構築のきっかけ
③将来的には施設から在宅転換への道筋
５．成果
・痴呆高齢者であっても施設と在宅の生活が可能である。
・施設利用者と事業対象者の間に馴染みの関係が成立し、より安定した生活が遅れるよ
うになった。
・一定期間施設で生活することにより生活のリズム化が図られるようになり、排泄等の
習慣付けができるようになった。
・入所順位の１、３、５、７、番という既に入所していても当然の在宅生活者が、依然
として今でも在宅生活を継続している。
・介護者（家族）の負担が大幅に軽減され、介護負担の見直しがなされ、新しい家族意
識が醸成されつつある。
６．問題点
・在宅待機者は少数であり、施設待機者が多数を占めているため、この状況の中でモデ
ル事業を進めると在宅継続の意志に影響を与えてしまう恐れがある。
・在宅サービス･一般福祉サービスの充実が急務である。
＊総括
施設は、純和風ですばらしい施設であり、システム自体も待機者増と自立促進の両面
から考えられた効率的なシステムであり、今後このような施設利用の方法が増えてくる
と考えられるが、施設長の話では、あくまでもモデル事業であるためにできている部分
もあるとのこと。国のバックアップなしにはできない部分が大きいと説明された。
また、必ずしも「市」というスケールメリットを活かせないことも問題であり、この
場合は「町」で良かったという事例だと感じた。
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