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平成２２年度 第７回鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２２年１１月２４日（水）午後２時～午後４時 

 

２ 会 場  鳥取市教育センター 第１研修室 

 

３ 出席者  【委員】 

渡部昭男委員、岩崎憲一委員、太田忠誠委員、谷本由美子委員、 

前田多喜男委員、有本喜美男委員、武安哲也委員、渡辺勘治郎委員、 

米原隆生委員、藪根彰人委員、藤井健委員、木下尚委員 

【アドバイザー】 

 とっとり地域連携・総合研究センター 古川義秀サブディレクター 

       【教育委員会】 

橋本佳忠次長、中宇地昭人参事、橋本浩之課長補佐、清水圭二主任 

 

４ 会議次第 （１）開会 

       （２）会長あいさつ 

       （３）委員委嘱について 

       （４）報告 

第６回会議概要 

       （５）議事録署名委員の選任 

          （太田委員、谷本委員を選任） 

       （６）議事 

          ①後期後半における「校区の検討」に向けて 

         ②具体的な地域の検討について 

③その他 

       （７）閉会 

 

５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

会 長 本日は具体的な地域の検討、今後の方向性について審議して頂きたいと思

います。 

それではまず報告ですけども、第６回の会議録の概要をもとに、事務局で

お願いします。 

事務局 第６回鳥取市校区審議会概要の報告（レジュメ２ページを説明）。 

会 長 本日の議事録署名委員としまして、太田委員と谷本委員にお願いしたいと

思います。 

議事に入る前に、中間報告に向けた経過報告が教育委員会から市議会へ報

告されていますので、その報告を事務局でお願いします。 

事務局  市議会への報告内容と、質疑を報告。 

会 長  報告について、何か質問はありますか。 

 基本的な方向性については、おおむね了解をいただいたということです。 

 議事に入りますが、１０期校区審議会の委員任期が来年８月までとなって

おり、本日を含めて残り４回程度でということで、日程的なことを事務局か

ら紹介していただけますか。 

事務局 今後のスケジュールについて、任期中の日程計画を報告。 
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会 長  では、議事へ入りたいと思います。 

 議事の１、後期後半における「校区の検討」ということで、資料１に基づ

いて、事務局でお願いします。 

事務局 

 

 後期後半における「校区の検討」について説明。（レジュメ３ページ） 

 経過報告の中の１１ページ、同じように後期後半における「校区の検討」

に向けてということでまとめていただいています。この中で標準規模から見

た優先度合、それから通学に関する基準から見た優先すべき視点、同じよう

に適正配置から見た優先すべき視点と３項目あり、いずれもレベル１という

ことで挙がっています。これから具体的に、後期において校区別の検討を始

めるに当たり、この同じレベル１をどのように扱っていくかというところの

議論をお願いしたいと考えています。具体的に申し上げますと、まず何を優

先に具体的な校区の検討に入っていくかということで、標準規模を第１優先

にするのか、通学距離なのか、あるいは、適正配置でまとめているような内

容、地元から要望のある地域を最初に取りかかるのか、意見をいただきたい

と思います。 

それから適正配置から見た優先すべき視点の中のＢにある「市街地の学校

が近接する地域」この地域についての考え方について、基本的にどのような

形で検討するのかということも意見をいただきますようお願します。 

 また経過報告の指標で、標準規模については、小中学校とも鳥取市におい

ては６学級から１８学級ということでまとめています。そうした場合に市街

地の学校において、特に小学校では６学級以上がほとんどであり、６学級の

小学校の場合、学校が近接する地域については、より学級数が複数とれるよ

うな学校として統廃合を考えていくのかどうか意見を伺ったうえで、次回の

審議会でその考え方をまとめていただき、中間報告に具体的な方向性として

挙げていただきたいと考えています。 

会 長  協議題２についても始めに資料説明をしておいていただこうと思います。 

事務局 

 

校区審議会で審議する内容として、２本立てで検討して行こうということ

でスタートしたと思います。 

まず、全市を対象としたものについては平成２５年までに議論をしていこ

うというもの、それから地域から要望が出ているものについては、２５年ま

で待てないので、途中でも校区審議会にお諮りし議論していただいて、解決

すべきものは、早めに解決していこうという２本立てで、スタートを切らせ

ていただいたと思っております。 

 そのような中で、協議題１で説明しました優先順位等々につきまして、例

えば世紀小学校区では公民館が５つ６つありますが、それに対して学校は１

つというところであり、以前から学校区と公民館区を合わせてほしいという

ような要望が地域から出ております。それから、第９期校区審議会で積み残

しとなりました美保と明徳につきましては、一部校区が重なっているという

問題があります。 

このように校区と公民館区の整合性がない場合は、どう考えていくのだろ

うかというところを議論していただきたいと思います。 

 それから、もう一つ出ていますのは、旧市内において、先ほど言いしまし

た通学距離の基準が４キロ、６キロということで、４キロ内に複数の学校あ

るところがあります。この場合は４キロ内で距離は基準を満たしているから、

学校規模を優先して統合することがいいのかという話があります。こういっ

た校区についてこれまで市民のみなさんから色々な話が出た場合に、校区審

議会で基本的な考え方の議論をし、回答していくやり方をこれまでしてきて

いるところですので、今日の議論を活かしまして、以前から意見の出ている
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地域にも一つ一つ答えていきたいと思っているところです。 

 佐治地域についてはもっと具体的に進んでいる事例で、尐し経過を説明し

ますと、１年前になりますが、平成２１年１１月１２日付けで佐治地域審議

会から鳥取市長に対しまして意見書が提出されました。内容は「佐治地域に

おいて特に中学校において学力向上や集団生活等に影響があり、佐治中学校

のあり方について様々な議論が展開され、出された意見は他の中学校と統合

するという意見と、地域に学校がなくなるということは地域の活力が停滞す

るため存続するという意見の２つに分かれました。」ということです。これに

ついて「佐治地域審議会として今後の進むべき方向性について結論を先延ば

しするのは適切ではなく．．．」と書いてあり、校区審議会へ方向性について委

ねたということです。これを受けて本来ですと教育委員会がきちっとした形

で諮問し議論をすべきですが、前回協議させていただきましたけども、審議

の途中において地域から要望等が出れば採り上げるということで了解をいた

だいていますので、改めて諮問という形ではなく、事務局で説明させていた

だいたうえで審議に入っていただけたらと考えています。このことは、先月

の教育委員会に諮り、佐治地域の審議をしていただきたいということで正式

な要請がありましたので、この度出させていただきました。 

 なお、この議論に先立ちまして佐治のほうから意見が出されたということ

とともに、用瀬地域審議会から用瀬地域にとっても重要な問題であり、この

現状について校区審議会の審議経過の説明の要望がありましたので、去る１

０月２６日に用瀬地域審議会において、校区審議会の現在の審議状況を報告

させていただいたところです。用瀬地域審議委員からの意見として地域の声

を聴いてほしいという強い思いを感じましたので、お伝えし報告させていた

だきます。 

 このような経過ですので、具体的な検討については資料を持って説明させ

ていただきますが、１年前に佐治地域からこういう意見が出されたというこ

と、校区審議会でも基準がおおむね固まってきたという状況、それから用瀬

地域にも説明させていただいたというこのタイミングで、審議を開始してい

ただきたいと考えています。 

会 長 配布資料と前のスライドを併せて見ながら、資料１についても説明をお願

いします。その後、協議１、２に入りたいと思います。 

事務局 具体的な地域の検討について説明。 

（資料１をスライドで説明） 

会 長  それでは、事務局からの説明について、質問等ありましたら出していただ

きたいと思います。その後、審議に入っていきたいと思います。 

委 員  先ほど、事務局からありました件で、地域要望を重視して平成２５年まで

先延ばししないものには積極的に審議していくということで、具体的な地域

の話があったのですが、地域要望がないところは後回しという考え方で、今

後１０期終了までいくのですか。 

事務局  平成２５年までを見据えて、審議をしていくということです。 

委 員  今回の校区審議会は、平成２３年８月までで、そこまでのスケジュールで 

要望のある地域と並行して全体を捉えていくということですか。 

事務局  先ほど説明した件はそうです。 

会 長  優先順位についてもこの後議論していただくということで、経過報告の中

の１１、１２ページに３つの観点からそれぞれレベル１がありますので、３

つの観点ともレベル１が整った地域・学校が、１番優先度合が大きくて、地

域要望がなくても、重なり具合によって検討が急がれるということになれば、

校区審議会としても検討を進めていくことになると思います。ただ、地域の
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意見は丁寧に聞いていかなければいけませんので、最終的に時間をかけて丁

寧に審議していくということになると思います。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  用瀬地域審議会の中で、具体的な地域の声を聴いてほしいと要望があった

ということですが、具体的な地域の声のようなものがあったのかどうか、あ

れば教えていただきたいです。 

会 長 １０月２６日の用瀬地域審議会の様子で説明できることがあれば、事務局

お願いします。 

事務局  用瀬地域審議会では、中間報告に向けた経過ということで、校区審議会で

どういうことが審議されているかということをお話しさせていただきまし

た。用瀬地域がどういう意向を持っておられるか、佐治中学校の問題を含め

て校区問題について、どういう気持ちを持っておられるかということについ

ての具体的な意見は現段階ではなかったと思います。ただ、進め方について、

方向が決まってから地域で説明を受けるということではいかがなものかとい

うことで、早めにどんな情報でも教えていただきたいということでした。 

会 長 佐治地域からの意見書が約１年前になりますけども、この間に何か新たな

情報がありますか。 

事務局 

 

特に事務局へは入ってきてはいませんが、鳥取市のホームページに佐治地

域審議会の議事内容が掲載されていますので、ご覧いただければ内容がわか

ると思いますが、佐治中学校のことについて地域審議会の中で何回かにわた

って議論がされ、色々な意見も出ているようです。 

会 長  経過報告の１１、１２ページと先ほどの資料１等もご覧いただいて、まず

協議題１ですが、委員が思っておられる具体の問題について意見を出してい

ただいて、その後協議題２の佐治及び周辺地域の問題について協議したいと

思います。 

委 員  佐治中学校、用瀬中学校は校舎がかなり古くなっているということで、耐

震改修等もこれから考えられていくと思いますが、河原中学校は現在新築中

で来年度完成されます。教室は現状の生徒数規模での校舎ということです。 

先ほどの資料で、河原中学校を含めて３つの中学校の統合というシュミレ

ーション資料がありましたが、新しい河原中学校では、教室数が足らないと

思います。このことから、３つの中学校の統合ということが可能性問題とし

て考える範囲に入るのかどうかと思います。 

会 長 経過報告の３９ページに耐震化計画の資料がありますので、統合検討につ

いて佐治及びその周辺となった時に、「その周辺」の中にはどのあたりまで含

まれるのかということも併せてなにか情報がありますか。 

事務局  資料１の７ページにシュミレーションした佐治・用瀬・河原中学校生徒の

合計を挙げていますけども、現在河原中学校は１学年２クラスを想定して建

築に向かっていますので、表を見ますと３２年度まで１学年３クラス以上に

なるという予測ですので、今から統合して河原中学校に入っていただくこと

は、不可能であると考えます。平成３２、３３年度以降になると人数的には

可能となってくる予測が出ています。 

 それから、経過報告の３８、３９ページに第８次総合計画の中で挙げてい

ます小中学校の耐震診断結果及び耐震化計画を資料として提示しています。

先々回の審議会でも説明しましたが、佐治中学校、用瀬中学校の数値が非常

に低くなっており、特に佐治中学校が０．２７というような数値がでており

ますので耐震改修が急がれます。用瀬中学校も同じように０．３３というこ

とで数値が出ていますので、２つの中学校においてはこれから耐震化計画を

立てるうえで、校区の考え方について結論が急がれる現状となっています。 

会 長 その他にはどうでしょうか。 
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委 員 経過報告の４０、４１ページの資料ですが、平成２０年度に校区の要望を

市やホームページで募集したために、この年に集中して出たわけですね。 

その後まちづくり協議会が地域にできて協議されることもあるのですが、

校区審議会で審議されていることを待っているようにも聞いています。これ

までの要望についても、佐治地域と同じように審議経過や結果等を待ってい

るところがあるのではないでしょうか。 

会 長 平成２０年度は多くてそれ以降は尐ないですが、情報として寄せられてい

るようなことがあれば、それも含めてご紹介いただければと思います。 

事務局 平成２０年度にホームページ等を通じて募集し、文書やメールで届いたも

のを掲載しています。その後は各地域において地域づくり懇談会が開催され

ており、その中で具体的に意見や要望が出てきています。例えば、明治地区

では、世紀小学校区も関係しますが明治公民館区と学校区に違いがある地域

について検討をしてほしいというような内容の意見が出ています。その他小

規模校のある地域では学校の存続をお願いしたいというような内容の要望も

出ているという状況です。 

渡部会長  それでは協議題１について、尐し踏み込んだ協議ができればと思っていま

すが、経過報告をご覧いただき、どういった学校がレベル１に該当している

のかということを復習した後に、意見交換ということにしたいと思います。 

 また、１１ページにありますように標準規模から見たレベル１は、Ａの視

点として過小規模、５学級以下であるという所が小中各５校あります。この

学校が具体的にどこかということについては６ページの図に標記され、オレ

ンジ色部分の小学校５校、中学校５校が、Ａの視点でレベル１ということに

なります。 

 続いて、６学級、標準規模のちょうど境界線の学級数ですが、ここのとこ

ろに小学校１１校、中学校２校あります。これも６ページの資料でいきます

と青いラインで縦に色が付けてあるところになります。これがまず標準規模

から見た具体の学校ということになります。 

 続いて、１１ページの通学に関する部分からのレベル１ということで、地

理的条件とか通学距離、通学時間、通学手段ということになっていきます。 

これについては、７ページに距離と時間が書いてありますが、具体的に該

当する地域としては挙がってきていません。けれども、この場合はどうだろ

うということで各委員が具体的に掴んでいる地域・学校もあるのではないか

と思っています。 

 最後１２ページで適正配置からの部分に、地元要望、市街地の学校、改修

等が見込まれる地域特性というものがあります。 

 このあたりで具体的な地域について考えがあれば、意見を出していただけ

たらと思います。 

 何か今まででお気づきの地域とか懸案だと思うことはありますか。 

委 員  ある地域で意見が出てきているのですが、該当地区の状況を聞いてみたと

ころ、校区変更してほしいという意見は一部のところだけでして、町内会の

色々な会議で意見を聞いても、校区を変えてほしいという意見はまずないよ

うです。意見要望を出されているのは、極一部の方ではないかと思います。

校区の変更を決められるのは仕方ないことだと思いますが、子ども会や自治

会の問題等色々なことが関わってくるので、その時は該当地域とよく協議を

してほしいというような要望があるようですので、慎重にいかないといけな

いと思います。 

委 員  基準にそって、学校名、場所を決めて議論を具体的にしていかないと、意

見が出にくいと思います。現段階では単純に当てはめて議論していかないと
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進まないのではないかと思います。 

委 員 地域住民と経過や方向性等を話し合う場に関しまして、佐治、用瀬地域に

おいてどういうふうに進めていくのかということについてですが、用瀬地域

では、以前に統合に関する懇談会を自治会や公民館、保護者等関係者で開い

たのですが、この時には一緒になりたいというような声は出てこなかったよ

うに思います。旧町村時代に統合の話があったのですが、町村間での整理が

つかず進まなかった様に記憶しています。その後、市町村合併があり、現実

的に佐治中学校の生徒がどんどん減っていく中で、意見書が出されたりして

きていると思うので、佐治地域では前に進んでいるのですが、用瀬地域はま

だまだの状態で温度差の違いを感じます。ただ、用瀬中学校の生徒もどんど

ん減ってきているので、２、３年このままでいるのがいいのか、具体的に話

をしたほうがいいのかどうかというところだと思います。 

会 長  資料１の１１ページを見ますと、検討地域では佐治中学校という名前が出

ていますが、用瀬中学校もすでに４学級で、その後は３学級が続いていきま

す。先ほどの標準規模で言いますとオレンジ色のところにはいっているので、

統合するかどうかは別にして、学校をどうするのかという協議は必要だと思

います。 

委 員 結論はわかりませんが、協議だけは早めにしてみて、地域の意見をまとめ

ておいたほうがいいのではないでしょうか。 

委 員  今後の進め方ですが、優先順位でいきますと、指標の中では標準規模、学

校規模を優先すべきだと思っています。 

 当然、要望、意見が出ている問題はすぐにとりかかるべきだと思います。 

委 員  地区から要望が出ている中で、具体的に言いますと、明治、世紀小学校の

ことですが、地域では年中くすぶっている問題で、行事があるごとに話が出

ています。元々は、明治小学校に通っていた明治公民館区域内のところが、

世紀小学校建設等により、通学区域が変わったということで、明治地区の行

事へ世紀小学校と協議しながら児童も参加してもらっているところです。こ

ういうことも前からあるので、その他の緊急的なものと同じく優先して協議

していただきたいと思います。 

結論は地域の中でも出ていない状況で、まちづくり協議会のアンケートで

も「今のままでは、いいとは思わない」が４０％、「今のままでよい」という

のも２２％あり、改めて地域の意見を聞かないといけないと思います。 

また、「わからない」というのが３０％あるような状況ですが、「いいとは

思わない」が多いということですので、できるだけ早く協議を始めるべきと

感じています。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ これまでに話し合われたものに照らし合わせると、基本的には経過報告の

１１ページの規模の部分、現在の５学級以下のオレンジ色の部分が、検討す

べき部分であろうと思います。 

 それから、今日の議論の内容と要望からすると、優先的に話し合われる地

域が「佐治、用瀬中学校の問題」それから「明治の公民館との問題」の３つ

の項目なのかなと思います。 

また、今後の検討の中で、将来全体的に小学校も中学校も人数が減ってく

る、更には統合しても生徒の数が減ってくるということになれば、指標の中

にもある、小中一貫という方法もあるのかなと、そうなってくると鳥取市の

事例として湖南学園の取り組み事例があるので、小中を一貫したときにどう

いった成果があったのかといった報告も今後教えていただければ、参考とな

るのではないかと思います。 

会 長 ありがとうございます。 
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６ページの学級数・学校規模の問題の中で、尐し中心市街地や周辺地域の

問題もあるようですので、そのことも含めて考えなどあればお願いします。 

委 員 まず、今検討している小規模校が結構中心市街地の中に存在していると思

いますが、そのあたりは、来期の検討ということでもう尐し時間をかけて検

討してもいいのではないかと思っています。 

学校を含めて住宅地が非常にアンバランスな状態で形成されています。た

だ、今までは中心市街地から外に出ていく政策でしたが、これからは外に出

て更に市街地を大きくするということは考えられません。 

むしろ問題なのは、中心市街地に中山間地域から集まってくるのではない

かということだと思います。 

先ほどの佐治・用瀬の件は、河原も含めて考えると、現状では住民の方が

受け入れづらく、段階がいるように思います。このことから校区審議会はあ

る程度継続してやらないといけないのではないかと思います。１０年後、平

成３４年くらいまでを踏まえた形で、どういう規模になったらどうするのか、

それには通学距離がどうなっていくのか、そういうことも協議し、緊急の課

題をまず片づけたうえで、次にどういう規模になった時に校区審議会の協議

の対象になっていくのか、それによって通学距離が長くなるので、どう解決

するのかということなどを踏まえて、大体の概略のことを審議していかない

といけないのではと思います。 

会 長 経過報告の２ページに「目指す子ども像」とありますが、これまで６回の

審議はあくまで子どもを中心にして、子どものためにどういった学校のあり

方、地域のあり方がふさわしいかという検討であったと思います。 

 そこで、６ページにあるオレンジ色のところについては、結論がどうだと

いうことではなく、それぞれの学校及び地域がどのように、将来を考えるの

かという意見交換等の話し合いを進めていこうではないか、そこに校区審議

会が出かけて行ったりする必要があれば、足を運ぼうではないかというふう

に思っています。地域との関わりを重視して、色々な形で単独での学校存続

を模索したいという結論があるかもしれません。この場合の単独でというの

は、さまざまな課題、子育てとか高齢者福祉等を併せたコミュニティセンタ

ーのような意味合いで活用したいというプランがあるかもしれませんし、小

中で一緒になって、その地域の学校を守っていきたいというような考え方も

あるかもしれません。 

 とにかく、１０年後、２０年後を見据えて、まずこのオレンジ色の小５校、

中５校については、どのような考えであるのか学校だけの悩みではなく、ま

た保護者だけが考えるのではなくて、地域の関係者で議論するというところ

を進めていきたいと思います。 

 そのうえで、学校とか校区の新しい合わせ方、連携の仕方が必要だという

ところについては、結論から持っていくのではなくて、例えば兄弟校の指定

をして、その学校同士が行事等で交流をするとか、話し合いの場を持てるよ

うな雰囲気を作るとか、教育実践なり、地域が一緒に活動するような経験が

先にあって、その中で新しい学校像とか地域像が見えてきた時に一緒になろ

うという結論も出てくるのかなと思います。 

 また、この後協議する佐治及びその周辺地域については、結論はどのよう

になろうとも、プロセス重視で色んな交流や話し合いの場を持って進んでい

けたらと思っています。 

委 員 校区を決めるということは、一筋縄ではいかないなと感じているところで

す。先ほどから出ていますオレンジ色に該当する学校のところで、取り掛か

っていくことはいいと思います。また今後の進め方の中で、地域に出向いて
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意見を聞くということもありますが、これまで様々な意見がでているけれど

ももしかしたらこれは氷山の一角であって、他にも貴重な意見があるのでは

ないかと思います。実際に学校や、地域、公民館、保護者も含めて生の声を

聴いてみたいなと思います。もしかしたら、オレンジ色に該当する学校の中

でも、うまくいっているところもあるかもしれませんし、表面だけかもしれ

ません。そういった中で実際生の意見を聞いて、現場を見て、その中で問題

点が生じていることがあるかもしれませんので、そういう所を聞いたうえで、

それも優先順位を決めるための一つとして、とらえてもらえたらと感じてい

るところです。なかなか意見が出にくい場面が出てくるかもしれませんけれ

ども、実際現地に出向いて地域の様々な方のご意見を聞いたうえで、それを

参考にして諮っていただけたらと思っています。 

委 員 同じ意見です。 

 ある程度の指針や考え方は示して、やはり校区審議会がこういう考え方を

持っているということを地域の方にも伝えていくということも必要だと思い

ます。 

 単純に表面的な一緒になるとかならない等の感情的な話ではなしに、鳥取

市の教育ビジョンはこうですよ、こういう現状にありますよという説明をす

る責任がこの校区審議会にはあると思いますので、意見を吸い上げることも

重要ですが、こちらの考え方も地域住民の方に理解していただくという機会

を持っていただけたらと思います。 

委 員  先ほどの標準規模から見た検討の優先度合でレベル１のＡの５学級以下の

学校は、いずれも中山間地の学校で、今現在は特別転入制度の活用もあり、

今後の見通しもあると思いますので、このあたりの成果をしっかり見ていか

なければならないと思います。放課後子ども教室も行われていると聞いてい

ますので、そのあたりも併せて今後の参考としていただけたらと思っていま

す。 

 それから先ほど出ました地域区域と学校区の不一致についてですが、学校

としましては、学校を開くということで、絶えず地域と協働して学校経営を

進めていくこともとても大切なことです。そういう面から行きますと、現状

では非常に難しい部分があるのではないかなと思っているところです。地域

との連携については、相当のエネルギーを使うことが多いのではないかと思

っていますので、そのあたりも今後の議論の中でも捉えていただきたいと思

います。 

委 員 今回から佐治と用瀬の話が出るということで尐し考えてみましたけども、

佐治地域からの意見書には中学校のことしか書いてありませんが、小学校は

いったいどのように思われているのかなということを思いました。現在の佐

治小学校は３０数年前に統合したのですが、１から４まであった小学校を統

合するに至ってはずいぶん議論され、最終的に加瀬木に建ったというように

思っています。中学校が用瀬と統合ということになれば、将来的には小学校

も統合ということがありうるのかなということを考えなければならないよう

な気がします。そうした時に、佐治から学校がなくなるということについて、

地域の方はどういうふうに思われるのかなと思います。学習指導要領の中に

も「９年間を見通した」というようなことも書いてありますし、地域のつな

がりや地域との協働等を考えた時には、そういうことも大いに考えていかな

ければいけないと思います。ただ単に生徒数、児童数が尐ない多いというこ

とだけでは語りきれないと思います。 

会 長  ６回までの協議した内容から尐し補足いたします。 

小学校と中学校については尐し特性が違うので、小学校については今まで
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の審議会ではわりと地域に根付いた形の実践、小規模であっても歩いて通え

るとか地域との関係性等を大いに重視しようではないかということでした。

ただ中学校の思春期になった３年間については、ある程度の規模を保障した

り学力等の観点で、また放課後の部活動の点で、小学校とは違った視点が重

要視されるのではないかということでした。先ほどの意見の中で小学校のこ

とがありましたが、佐治等の小学校については、校区審議会ではまだそうい

う方向性は出していません。 

 確かにオレンジ色５校というのが先ほどから出ていますけども、その中で

も中学校については、大いに子どもたちの視点から議論が必要ではないか、

小学校の５校については小規模であっても地域との取り組み等について色々

重視すべき必要があるのではないかということで、校区審議会では中学校を

優先して検討し、小学校については地域との関係性をむしろ重視していく鳥

取市方式というようなイメージで大切にしていけたらという議論ではなかっ

たかなと思います。 

 では、引き続き協議題２の佐治及び周辺地域のところに入っていきますが、

先ほど意見がありました、今後の進み具合や地元の意見をということが出て

いますので、資料１の最後ページのところに今後の日程があると思います。

尐し現地に足を運ぶ、学校の現地視察とか地域意見を踏まえたということが

あります。このあたりもう尐し踏み込んで、事務局のほうからイメージ的な

ものを説明いただけますか。 

事務局 資料１につけさせていただいている今後の予定についてですが、次回第８

回の校区審議会で、現地に出向いて佐治中学校及び佐治地域の状況を今日の

資料を基に確認していただき、その場で校区審議会を開催させていただくよ

うに考えています。またその校区審議会の中で、地域の生の意見ということ

で、例えば地域審議会の会長等を招いてご意見をお聞きできる場が設定でき

たらと思っています。 

会 長 ８回から９回の間に地域意見交換会、９回から１０回の間にも同じように

入っていますが、そのあたりのイメージはどうでしょうか。こちらが出かけ

て行く、出かけて行ってお招きする方が団体の代表であったり、ＰＴＡや住

民であったりと尐し対象が広がっていったり、狭まっていったりすると思い

ますが、今のところのイメージで何かありますか。こちらから出かけていく、

来ていただく、色んな対応があると思いますが、そのあたりはどうでしょう

か。 

事務局 この間、用瀬地域審議会に出かけてお話を伺いましたら、用瀬地域審議会

としては、「校区審議会の結論が出てからの議論はあり得ない。」ということ

で、まず校区審議会に自分たちの意見を述べさせていただきたい、その場を

与えてほしいということでありました。ですから、地域審議会には必ず意見

を伺う場を作りたいと考えています。あとは、地域審議会として地域の声を

まとめて頂くのか、またはこちらが直接地域の方々と意見交換の場を設けて

意見を伺うのかということについては、地域審議会との兼ね合いがでてくる

と考えているところで、これは佐治地域も同様のことだと考えています。 

佐治は特に意見書をまとめるにあたって、地域審議会が中心となって色々

な団体に声を掛かられてまとめてきたという経過もありますので、今後も地

域審議会と調整を取らせていただいたうえで結論を出させていただきたいと

思います。 

用瀬についても基本的には地域審議会に地域の意見の集約の仕方等を相談

させていただきたいと考えています。 

会 長 それが、第８回の次に予定されている意見交換会、それとも第８回に同時
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に、見学も意見交換会もやろうということですか。 

事務局 第８回の中で方向性を出していただいたうえで、次回９回以降の流れを作

っていきたいと考えています。 

前回の宮ノ下と岩倉の校区変更の時には、間に地域審議会という組織があ

りませんでしたので、そういった形はとれませんでしたけども、佐治と用瀬

については、地域審議会と相談しながら進めたいと考えています。 

会 長 このような、進め方等も含めて、ご意見、ご要望等ございますか。 

委 員  校区審議会が一定の方向性を打ち出さないと、意見交換会をしても意見が

出てこないのではないでしょうか。意見を聞きに行くことはいいと思います

が、方向付けを出しておかないと意見は出てこない、何回しても平行線のま

まだと思います。 

委 員  地域の意見交換会にはどういうメンバーをお願いするか、出欠を確認して

から出かけていくようにしないと、人数ではないけども尐人数で地域の意見

ということはよくない。 

ある程度団体を絞って出席していただける人を推薦していただいて、８割、

９割出席いただけるという環境を作ってから意見交換会を実施しないといけ

ないと思います。 

会 長 第８回が１月ですよね、それで第１０回が来年７月ごろの予定ということ

で、その間の進め方等含めて、今日色々意見を出していただくとありがたい

と思います。 

ある程度の方向性のようなものをしっかりと持って出ていったほうがいい

のではないかということと、どのような方が出席するのか確認等も含めて、

準備をしっかりしておくべきだということです。 

委 員 地域現地視察で佐治地域に行くとなると１日かかりますので、これも多尐

プランしていただきたいのですが、佐治地域の一番奥栃原という所や山側の

津野、津無等の現地と学校を見て、その後地域審議会と合流してというよう

な流れはどうでしょうか。 

会 長 以前も現地視察は全員で行きましたけれども、懇談会は代表で行ったりし

ましたので、どういう体制でいくのかということも尐し詰めをしたほうがい

いと思います。 

 聞く相手も地域審議会もあれば、ＰＴＡとか子どもを進学させるような世

代の方等に聞くのと、意見が違ってくるかもしれませんので、一緒に聞くの

か別にするのかということでも違いますし、尐しプランを詰めることが必要

ですね。 

そうすると第８回はどういうプランで行くかという最終確認をするために

全員で集まって、それに基づいて出かけていくということになるかもしれま

せんね。その時に方向性については、ある程度しっかり持っていこうという

ことであれば、佐治及び周辺地域について次回の第８回でもう尐し議論を深

めるということもありそうですが。 

 どうでしょうか、第８回の持ち方とか、現地視察や地域懇談会の持ち方で

ご意見ございませんか。 

委 員 佐治中学校問題を念頭に置いた場合に、現在の小学校児童の保護者、中学

校生徒の保護者は情報が入るが、５・６年先に小学校に入る子どもの保護者

の出る場所が尐ないと思うので、そういった方を必ず入れて、意見を聞くと

いうことはとても重要だと思います。 

会 長 今までのところでは、現地に出向いていくという所は、一致していると思

いますし、佐治だけではなく用瀬にも足を運んでほしいということもありま

すので、次回は直ちに現地というよりは、現地に行く前に佐治・用瀬をどう
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いうスケジュールで、懇談する場合には、どういう方々と懇談をするのかと

いうあたりを協議してはどうでしょうか。 

用瀬については、一緒になるかどうかという問題とは別に、今４学級であ

り将来３学級が続いていきますので、将来をどういうふうにお考えでしょう

かということをじっくり聞くというようなことで、用瀬地域が抱えている現

状をどう認識されて、どういうふうに考えておられるかということをきちん

と聞くようにしないといけないと思います。 

委 員 佐治地域は、すごく話し合いを深めて、保育園の保護者とか商工会の方等

と２、３年の間にしておられますが、用瀬は懇談会が持たれましたが、住民

に広がった話し合いがされていないので、そのあたりの温度差が出てきてい

ますし、今の統合問題だけを持ちあげるのではなくて、今後の用瀬をどうす

るのかという話し合いを用瀬地域の中でも積極的に行って意識を高めたうえ

で、懇談会の場を設定しないと、佐治地域とかなりの温度差が出るのではな

いかと思います。 

会 長  意見を聞く対象として地域審議会がでていますが、先ほどＰＴＡというこ

とも出ましたし、ＰＴＡに聞くような場や将来ＰＴＡになる人にも聞いたほ

うがいいのでしょうか。 

委 員 ＰＴＡ関係と保護者の意見は聞いていただきたいと思いますが、先ほども

ありました現在の保護者ではなくて、今後保護者になるであろう保育園、未

就園児の保護者の方々の意見というのは大事だと思います。そういう方々が

今後１０年地域を担って、築いていくと思いますので。ただ、どういう形で

集めるのかということはよくわかりませんが、保護者の方、今後保護者にな

られる方の意見は聞いていただきたい、ぜひ聞きたいと思います。 

会 長 そのあたりは事務局に詰めていただいて、第８回は直ちに視察というより

はもう一度会議を持ったほうがよさそうな感じがします。 

事務局のほうで現時点での要望として次回までに詰めていただいてほしい

というようなことがありましたら出しください。 

委 員 先ほど方向性を持って出向いたほうがよいということでしたが、地域の方

からは方向性を決める前にというご意見が出ているので、意見交換会の中で

いろんな意見が出てきた時に、最終的に校区審議会で出した方向性でしか行

かなかった場合に、地域の意見は聞いてもらえなかったという反応がでてく

る可能性がありますので、出し方を考えていかないと、出して意見を聞いた

けども元の通りでしたと返しますと、地元の方からの批判を受けるのではな

いかという不安を感じます。 

会 長 佐治中学校の問題ももちろんありますけども、用瀬地域自身が用瀬中学校

のことをどう認識して議論を深めていくのかということもおおいに関心があ

るところで、そこについても支援が必要であれば支援を積極的にする必要が

あると思います。そうするとある程度両者の議論が進んで行って、また方向

性が見えてきそうな感じがしますが、今はまだ用瀬地域では議論が進んでい

ないように思います。 

委 員  自治会の話になりますが、校区審議会での審議内容や寄せられている校区

についての意見等は、これまで自治会には全然話がありませんので、自治会

長はまったく知っていませんし、住民の方も知らない状態です。 

地域に出向いて協議される場合には、事前協議をしておかないと、話が伝

わっていないことがあるので、懇談会を開いてもその場で聞くことになって、

地域の意見をまとめきれず、個人的意見だけになってしまう恐れがあります。  

意見を集約されたりする場合には、事前に投げかけていただければ、結構

意見が出てくると思います。 
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会 長 そのあたりも含めて、知らせるべきことは早めに知らせていただくといこ

とで、お願いします。 

事務局  市民の皆さんの意見を聞きながら検討するという姿勢で進めさせていただ

きます。 

これまでの経過を見ますと、校区審議会で決定したことを実際に実行する

にあたって、今度は教育委員会サイドが汗を流す場面が出てきます。以前の

校区審議会の歴史を見ますと、校区審議会で決定したものの、実際地域との

折衝の中で反対意見が強く、そのまま校区審議会の決定通りならなかった地

域もあるということも事実でありますので、そのあたりの地域のコンセンサ

スを得るとか、実際に実行するという場面に関しては、教育委員会サイドが

汗を流すべきだろうと考えています。そうしないと、委員のみなさんにもの

すごい責任と時間と労力をかけてしまうことになると思います。そういう意

味では、必要な資料をお出ししたいと思いますし、必要な情報も入れていた

だく中で、判断をしていただき、その判断を基に事務局で実行に移すという

流れを組んでいくと思いますので、そのあたりのところを整理しておいてい

ただけたらと思っています。 

会 長 １２月末か年明け１月の初旪、中旪に会長、副会長だけでもいいですし、

全員で集まったほうがいいということであれば集まるということで、１度現

地視察にしても意見交換会にしても、尐し詰めたプランが必要だと思います

ので、ワンステップどこかにおいて、１月下旪か２月になるかもしれません

が、現地へ出向くというスケジュールで尐し動こうと思います。 

委 員  今回の資料では、佐治中と用瀬中が一緒になった場合のデータしか持って

いないのですが、選択の中でも小中一貫ということも考えるということもあ

るので、そこまですべきなのか、小中一貫という選択もあるということを地

域へ流すのかどうか迷っています。 

会 長 資料１の８ページのところで小中合わせた数字を入れているのは、含みと

して小中一貫の選択肢も考えるデータとして挙げているということです。 

委 員 校区審議会としては、小中一貫という話はないと思います。それは教育委

員会が施策としてされるかどうかということで、審議会は校区をどうしよう

かということだから、小中一貫校にしようということは議題ではないと思い

ます。 

会 長 ただ、地域の活性化、つながりのところで、様々な選択肢、すなわち小学

校同士、中学校同士、小中がくっつく場合ということも議論されましたので

選択肢の一つとしては残っているということです。いずれにしても、用瀬等

も含めて、中学校だけでも人数が減りますし、小学校と合わせても減る場合

に、小中学校と合わせたような施策が将来的にいい形か、または小学校は地

域に密着し、中学校はまた違う形をとるのが一番いいのかということの判断

も今後重要となってくると思います。 

 それでは、事務局で今日出た意見を踏まえてもう尐しプランを詰めて、現

地視察に行くなら成果のあるような行き方をしようということでよろしいで

しょうか。 

事務局 本日は、ありがとうございました。 

 


