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平成２２年度 第８回鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２３年１月２７日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

 

２ 会 場  鳥取市役所本庁舎 ４階第３会議室 

 

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、米原隆生委員、 

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）報告 

第７回会議概要 

       （４）議事録署名委員の選任 

          （前田委員、有本委員を選任） 

       （５）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現地視察及び地域意見交換会について 

④その他 

       （６）閉会 

 

５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

会 長  報告事項として第７回の会議の概要について事務局でお願いします。 

事務局 第７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  それでは、議事に入っていきますが、第１０期委員は８月までが任期にな

っており、８月を目途にこれまでの議論内容をまとめていく予定です。この

位置づけは中間まとめということになりますけれども、中間まとめに盛り込

む内容のたたき台について、会長素案ということで、レジュメの３ページ、

４ページに①～④について検討を進めていくうえでの考えられる内容を掲載

しています。 

では、この内容について事務局で説明をお願いします。 

事務局 議事１「後期後半における「校区の検討」に向けて」説明。 

（レジュメ３～４ページを説明） 
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会 長  補足しますと、４ページ下の（２）の進め方ですが、審議会と教育委員会

の役割をはっきり分けて、審議会としては方向性を提言するということで関

わっていきます。その中で地域や関係者の意見を汲み上げるために、現地視

察や様々な懇談会等、①から④までのプロセスがあり、校区審議会が答申し、

それを受けて最終的に教育委員会が検討して、結論を出すということになり

ます。 

 ３ページ（１）の①については、かなり議論されていますので、②市街地

の問題、③区域の整合性がない地域、④地理的条件等の通学上の安全の問題

について意見を出していただき、意見をまとめながら、後２~３回議論し、中

間まとめを教育委員会へ提出することになります。 

 議題の２、３に先立ちまして、議題の１を検討する理由ですけれども、①

をご覧ください。前回も議論しましたが、２の議題の具体の地域、佐治と用

瀬ですが、中学校は両方５学級以下に該当しますし、佐治地域から意見・要

望等があります。まず１の議題を議論することにより、②のケースに該当す

る具体的な地域として佐治・用瀬があり、議論を進めていくということです。 

それでは、３ページ、４ページで質問、ご意見等ありましたらお願いした

いと思います。 

委 員 ４ページの④河川等地理的条件のところですが、城北小学校が挙がってい

ますが、中学校で北中が該当するのではないかと思います。 

委 員  同じところで、美保小学校も河川等の議論がされたと思いますが、駅南の

あたりから橋を渡って通学しているので、該当すると思います。 

会 長  ご意見のように、項目から落ちているものがあるかもしれませんので、確

認をお願いします。美保小学校で中学校では南も該当するということですね。 

 ④のところで、ご意見・ご指摘をいただいていますが、今まで出ている意

見としましては、河川、線路等とありますが、その中で危険度の高いものと

いうのは初めてだと思います。風雪が強いところ、河川の橋が長く危険度が

高いもの、線路があっても安全対策ができているものとできていないものが

あると思いますので、河川・交通・線路等、更にそういう危険度合を入れて

いくと、優先度合が出てくると思います。 

 大きな川で千代川を渡って通学となりますと、かなり危険度は上がってく

るのではないかと思います。 

 他の項目でも結構ですが、自治会等との区域の整合性についてはどうでし

ょうか。 

 前回第９期で出ていた問題としては、校区がずれる場合、校区を調整して

変更するということもありましたけれども、校区の中でも少し連携した活動

ができないかということが出ていましたし、２つの校区、自治会を併せる場

合、活動の中で、交流活動とか兄弟校のような連携が取れないかということ

も出ていました。変更等する前にそういった実践を積み上げるといったよう

なことが語られたと思います。 

委 員  進め方のところで、審議会でも地域の意見を聞くわけですけども、答申を

受けた後、ある程度方向性の決まったあたりで教育委員会が更にもう一度地

域の意見を聞く、という流れになるわけですね。 

会 長  事前協議では、教育委員会が主催する形で最終的な結論を出す前に地域意

見交換会が行われる予定です。校区審議会での意見の汲み上げ方については

様々で、校区審議会が開催する場合もあれば、地域で開催される会に寄せて

いただいたり、主催者もＰＴＡがあったり、地域審議会であったりと弾力的

で幅広い組み方ができるのではないかと思います。 

委 員  ③の学校区と公民館区等の整合性がない地域のところで、先ほどの意見の
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通りだと思います。その中で校区が連携して交流活動を行えばどうかという

意見があったということで、実際にそのような事例があるのかどうか教えて

いただきたいですし、可能な地域ではそういう事例を増やしていくことが大

事だと思いますので、地域との整合性が取れていることがベストですが、と

れていないところは、こういう事例を増やしていくことを引き続き考えてい

くことが必要だと思います。 

２点目で、検討の進め方ですが、校区審議会に限らずよく言われています

情報提供を行うというところです。校区審議会として情報提供を行うことは

大賛成ですし、教育委員会事務局とも連携していかないといけないと思いま

す。 

ただ、各地域で説明会や意見交換会など議論する機会があると思いますが、

その中で情報を共有されていないことがよく見受けられますので、情報提供

を行って、共通認識を得たうえで、意見を汲み上げていただきたいと思いま

す。 

会 長  ③で交流等の事例について、事務局で把握しているものはありますか。 

事務局  基本的には、公民館と学校が分かれる時に、両方の学校がその地区に根づ

いていくことになり、年月が１０年２０年経っていく段階でそれぞれの地域

での結束が増してくると思います。ただ、やはりさっと切れるものではない

ので、例えば分かれたとしても継続して地域としてのまとまりで続いている

ところはあります。 

会 長  子ども会や地域の行事等でそういう繋がりがあるところがあるということ

ですね。 

 また、事例がありましたら、情報収集をお願いします。 

委 員  ③の件ですが、公民館は一定地域に設けるとなっており、その一定地域と

いうのが可能な限り校区となっているわけですが、本来なら学校が統廃合す

るたびに公民館も沿って合わせないといけないのですが、なかなか地域性が

捨てきれないということがあって、現在問題が出ているわけです。学校側か

らしますと複数の公民館と関わり大変だろうと思います。問題としては、公

民館側が、学校を含めて関連する公民館で連携を取りながら論議する場所が

ないということです。本来そういう場所を作るべきだと思います。公民館が

そういった組織を作り、学校をどうするか、地域をどうするかという論議を

していくべきだと思います。学校や子どもに迷惑をかける公民館活動ではい

けないと思います。そういうことを含めて公民館側にお願いができたらと思

います。 

委 員 合併地域では、小学校区をさらに分けた地域の固まりで公民館ができてお

り、小学校の連携ということに関しては、学校即公民館というスタイルが取

れないので、鳥取地域とは考え方の違うバージョンも考えていかないといけ

ないと、新市では当てはまらないのかなと思いました。 

 議題２にも関連してきますが、検討の進め方において、先日用瀬総合支所

の支所長等と話をする機会があり、情報をどこまで提供していくのかという

ことを行政側も悩んでおられました。また佐治と用瀬の状況が違うので、校

区審議会で情報提供できる内容をはっきりしておかないと、地域審議会に曖

昧な情報を提供して住民や保護者を混乱させてはいけないという心配や疑問

が用瀬地域審議会の委員にもあるようです。どの程度まで地域の人と関わっ

て情報を提供していくのか、提供の仕方を検討されて、次回の支所だよりで

これまでの経過など情報を掲載する、少し前向きな動きがされるようです。 

会 長  次の議題にも関わりますが、佐治・用瀬の関係で、今までどういった形で

情報提供がされたのか、紹介いただけることがありますか。 
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事務局  これまでの校区審議会の内容につきましては、佐治と用瀬の地域審議会に

出席させていただき、校区審議会に提出している資料をそのままお渡しして

補足説明等しています。その内容を地域審議会が地域へ情報提供していく流

れになっています。それがどこまで伝わっていくのかが難しいところだと思

います。 

会 長  議題２のところで、これからの流れについて、もう少し詳しく説明してい

ただきます。 

委 員  方向性の検討が結論になると思うのですが、この内容について年度も設定

してありますが、どの程度考えておられますか。全てについて、例えば①に

ついては、この学校とこの学校をこうする。②についてはどうだという所ま

で出すのか出さないのか。具体的な方向を出した方がいいと思いますが、出

すとすれば更に掘り下げて、具体的に考えていかないといけないと思います。 

問題は、方向性の内容をどの程度のものにするかということがあると思い

ます。 

会 長  ８月までの任期の中では、後期に引き継ぐための方向性を決定していきま

す。委員の言われた部分については、後期の中で進んでいくのではないかと

思います。ただ、前期は議題２で挙がっている１つの事例急ぎますので、そ

こまでは責任をもって、方向性を出していきたいと思います。 

事務局  方向性とは何かということですが、これまでの中間方針の中では基本的な

方法ということで４つの選択肢がありました。一つは、通学区域の変更とい

う場合があります。二つ目は学校の統廃合ということがあります。それから

三つ目が通学区域の弾力的な運用、四つ目は、小中一貫校という４つの中で

どれを選択していくことが、その地域にとってより良いのかということまで

踏み込んで方向性を出していただくことが、後期後半の大きな検討事項だと

考えています。 

会 長 これから議論します、佐治・用瀬のところについては、方向性を意識して

議論していくということです。 

委 員  全体の部分については、８月までは抽象的な段階でということですね。 

会 長  そうです。具体的な方向性は、後期の方でしっかりと議論していくという

ことです。 

事務局  先ほど説明しました８月までの特別な事例に関しましても、ある程度４つ

の選択肢の中で、これという方向性だけは示していただきたいと思います。 

 その後、方針をいただいてある程度の方向性が見えた段階で、教育委員会

がきめ細かな動きをつくっていかなければならないと思っています。 

会 長  回数としては、２~３回が任期終了までは想定されるということですね。 

２~３回で協議し、ある程度固まった方向性については、中間報告にも入れ

ていくということです。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  ③で意見がありました学校区と公民館が連携した活動がないかということ

でしたが、５、６年前、人権教育が盛んな明治・世紀・大正地区で、各小学

校区で人権教育をしつつ、最後は中学校区でまとめて発表するといった連携

した取り組みが、隣保館を中心にされたように思います。一つの事例として

紹介します。 

 それから、検討の進め方について情報公開のお話がありましたが、用瀬、

佐治の地域審議会での内容はホームページに公開されています。校区審議会

も基本的にはすべて公開だと思います。 

ただ、ホームページをどれだけの人がご覧になるのか、自由に誰でも見え

るのですが、そのあたりはどうなのだろうか、あるいは、ご覧になられて反

響があれば、その意見を踏まえて審議する必要があると思います。 
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会 長  この校区審議会自体が公開ですので、基本的には交わされている議論や資

料等はすべて公開ということになります。 

 お話のように、市民の皆さんが議事録を見ていただいて反響があれば、参

考にしていきたいと思いますが、そのあたり反響や意見など事務局で把握さ

れていることはありますか。 

事務局 今のところは、特にありません。 

会 長  用瀬、佐治へ出かけた時に市のホームページにも掲載しているということ

を紹介して、見える環境にある方には見ていただくようにＰＲしたいと思い

ます。 

委 員  自治会と校区の件ですけども、過去から見ていきますと、道路等で分断さ

れることによって校区が変わっていったケースで起きてきているのではない

かということと、２つが一緒になった場合は一方が吸収されたという個々の

感情や利害を優先して、一緒になったり、分かれたりしているような気がし

ます。自治連合会の規約では地域区域を小学校区に合わせるようになってい

たと思いますので、自治連合会と小学校区が、分断された時に合わせていく

ようにしていたのですが、村の流れの中で分断できず重複してしまい、この

問題がでていると思います。例えば千代川でも、もともと千代水の村があっ

た時に、村の真ん中に千代川を作ることによって、千代水の自治が２つに分

断され、秋里とか江津などの形と川を挟んで向こうにもあるといった形にな

ってしまいました。それから、道路ができることによって美保校区が分断さ

れています。 

そういう分断のなかで、自治連合会が優先するか、学校区に合わせるのか、

どちらかにしないといけないのに、そのまま以前の付き合い等を引きずろう

とするので、分裂が起こってしまい、校区の問題が起こってしまうと思いま

す。 

このような経緯があるので③と④は密接に関係していると思います。その

あたりのことについて、校区審議会と自治連合会の合意形成が必要ではない

かと思います。それがないままに校区審議会は校区審議会で決定し、自治連

合会は地域性を引き継ぐという形があるので、校区問題は発生してきている

気がします。 

会 長 ②のところで意見がないようですので少し補足しますと、今までの議論と

しては、人口が増えて校区が分かれていくような時代から、これからは人口

が少なくなっていって、今まで経験のない新しい時代になります。人口縮減

期と言われていますけれども、人口縮減期の市街地のあり方について検討し

ていくということが１点あったと思います。２点目は分かれていった歴史的

経緯もしっかり踏まえようということがありましたので、歴史的経緯を押さ

えるというのが２点目です。３点目としまして、そうは言っても新しい地域

を子ども中心で作り上げていくというような視点も考えていこうという意見

がありました。最後４点目としましては、③とも重なりますが、兄弟校とか、

交流校のような実践を進めていくことによって、新しい地域として位置付け

ていくという意見でした。これをまとめていくと何か見えてくるように思い

ます。 

それでは、協議題２に進みますが、協議題２は先ほど１で協議した①の小

規模校、特に５学級以下の中学校を優先して検討を進める、特に地域から要

望のあったものということで、具体的な地域、佐治地域とその周辺というこ

とで取り上げています。それから、全体の検討の中で、検討の進め方につい

てご議論いただきました。これを佐治地域その周辺地域に当てはめるとどう

なるかということで、５ページにスケジュールも含めて案として載っていま
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す。関連します協議題３の現地視察及び地域意見交換会についても事務局で

説明をお願いします。 

事務局 議事２「具体的な地域の検討について」説明。 

議事３「現地視察及び地域意見交換会について」説明。 

（レジュメ５～６ページを説明） 

会 長 説明のありました２、３を協議していきたいと思います。何かございます

か。 

委 員 意見交換会の内容ですが、佐治と用瀬２地域で４月から６月に行い、それ

ぞれ複数回もあるということですね。回数や時間ではないですが、参加者に

ついて、佐治と用瀬は現状や意識が違うので、各地域で参集いただきたいメ

ンバーが違うと思いますし、ぜひとも現在未就学の保育園等の保護者やその

会の代表者には参加していただきたいと思います。また現小中学校のＰＴＡ

から代表２、３名、同窓会組織があればそこの代表等、具体的にメンバーを

お願いしないといけないのではないかと思います。地域の総合支所や分室と

相談して、参集範囲やメンバーを決めるべきだと思います。佐治地域はすで

に行って、ある程度まとまっている現状もありますし、地域ごとで意見集約

にふさわしいメンバーを揃えていかないといけないと思います。そのあたり

の進め方等を決めて段取りをしてから意見交換会に臨むようにしないといけ

ないと思いますし、地域審議会、総合支所とよく連携していくべきだと思い

ます。    

それから、校区審議会も出席するのか、その場合の体制等も考えておかな

いといけないと思います。 

事務局 この会をどこが主催するかということがあったと思いますが、現在考えて

いますのは、地域で主催していただくように考えています。総合支所、地域

審議会等が中心となりながら地域が主催していただく会に、校区審議会が同

席する形になりますので、参集範囲やメンバーについては、総合支所等でふ

さわしい方を集めていただけたらと思っていますし、できるだけ幅広く地域

の声を聴かせていただきたいと思います。 

また、回数のこともありましたが、これから校区審議会の中で、色々な校

区が出てくると思います。具体の地域を検討する度に校区審議会でどこまで

地域に踏み込んでいくかということがあります。確かに集落単位まで踏み込

んでいけばより細かな意見を聞くことができますが、物理的にできない部分

もあるので、詳細な部分については、校区審議会の答申をいただいた後、教

育委員会が行っていくべきだと考えており、そのような進め方を考えていま

す。 

会 長 前回から２か月が経ちましたので、その間にそれぞれの地域で何か進行が

ありますか。それから、校区での意見交換の進め方で何か情報があれば、補

足いただけますでしょうか。 

事務局 

 

用瀬地域では、総合支所だより２月号に「用瀬中学校の将来のあり方につ

いて」の記事が掲載される予定です。その中で２月３日から１９日にかけて、

小中学校と、保育園保護者会、それから自治会長会といったところで、地域

審議会の主催で説明会が行われる予定となっています。 

佐治地域では、特に動きはありません。 

それから、先ほど質問もありましたけれども、用瀬地域では、これから３

地区公民館での説明会も開催したいということと、併せて小中学校ＰＴＡ、

保育園保護者会を対象とした意見交換会を開催したいということを聞いてい

ます。 

委 員 用瀬地域は身に迫ったような感覚がないように思いますし、佐治地域とか
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なり温度差があると思います。用瀬地域の保護者の方たちは、今の経済状況

の中で学校のあり方についてそこまで考えを及ばせていない現状があるよう

に感じています。 

それから佐治地域の一部の保護者の方と話をする機会があり、話を聞いて

みると、吸収されたという意識の中で統合して、そこで子ども達が幸せな学

校生活を送れるのかという不安を持っておられるように思いました。 

委 員  用瀬地域の方が、用瀬の小中学校をどうするのかと考えていく動機づけを

含めて、これから話が進められると思いますが、佐治地域では論議が早く始

まって、すでにある程度まとめて地域審議会が意見書を提出しているのだか

ら、地域間でずれがあるのは仕方がないことだと思います。 

委 員  佐治地域と用瀬地域の状況等を考えると統合ということが出てくると思い

ます。両地域の子ども達の教育を考えると、「統合」ということを提示して、

議論を進めていかないと、前に進まないのではないかと思います。 

委 員 これまでの議論をどのように熟成していくのか見通しが分かりませんが、

両地域間でこじれてしまうと、統合という選択肢はなくなります。 

いずれにしても平成３２、３年には、２つの中学校を合わせても生徒数９

０人余りの小規模校が予測されていますので、以前からも少し話も出ている

ように、将来的には河原を含めた南地域の統合ということもありうるかもし

れませんし、現状の課題解決策も含め、将来の長期的展望を見据えた答申に

ならないといけないと思いますので、取り掛かりは、慎重に進めていかない

といけないと思います。 

委 員  先ほどの、佐治・用瀬両地域の議論を聞きながら思いましたが、今、佐治

中学校４７人が将来３８人になり、用瀬中学校も半数になってしまうという

中で、これまでのご議論を踏まえたうえで、子ども達のことを考えるとどう

いう方向性があるのかということを考えていくことが必要ではないかと思い

ます。 

現状を踏まえたうえで、用瀬中学校にしても将来生徒５４人で中学校が形

成できるかといいますと非常に難しいと思いますし、この規模で本当に子ど

もたちの教育ができるのかどうかということになってくると思います。この

ようなことを地域へ情報発信し理解していただいて、どういう方向で地域の

子どもを育てていくのかという話合いを、地域でしていただくことが必要で

はないかと思います。 

会 長 ２月から用瀬地域で関係者への説明等が始まると思いますが、地域の中に

情報提供は終わっているのでしょうか。それともその場に出かけて行って将

来予測や部活動の状況等を説明する予定でしょうか。 

事務局  これまでの審議内容もお伝えしていますし、具体的な資料は提示していま

す。また、本日の審議内容につきましても、明日、用瀬地域審議会が開催さ

れますので、出席させていただいて報告させていただくようにしています。  

２月から行われる説明会は、地域審議会、総合支所、分室が出かけられて、

説明される予定です。このことも明日の地域審議会で協議され決定されると

思います。 

会 長 対象としては、未就学児の保育園児の保護者の方にも説明されるという予

定ですね。そういう若い保護者の方の意見を汲み上げていただいて、聞かせ

ていただきたいと思います。 

事務局 

 

 用瀬保育園と大村保育園の保護者会への説明が、２月１０日と１７日に予

定が組まれていますので、未就学児の保護者の方へも内容が伝わっていくと

思います。ただ、未就園児の保護者の方については、今のところ説明が計画

されていないようです。そのあたりについても、総合支所、地域審議会とご
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相談させていただいて考えたいと思います。 

事務局  先ほど主催は地域でということで説明しましたけれども、その中で誰を集

めるのかということが一つと、それから議題をどうするのかという話ですけ

れども、地域に話をしています内容は、佐治と用瀬が一緒になることを問う

議論ではありません。それぞれの地域の現状と将来の展望をまずしっかりと

把握していただいたうえで、それぞれの地域の子どもをどう育てていくのか、

という論点で展開をしましょうということで、地域の方へ話をしておられる

状況です。 

そのあたりのことを知っていただくためにも情報はすべてお渡しして、そ

のうえで議論を展開していただくようにしています。 

委 員  事務局から話がありましたが、やはり統合ありきではなく、子どもの幸せ

ということをどう考えるか、ということを地域の中で議論して、統合しかな

いなという結論であれば、それは仕方のないことだと思います。ただ、４つ

の条件の中にある小中一貫校という選択は本当にないのかどうか、というと

ころまで地域の方々に真剣になって考えていただきたいと思います。 

校区審議会でも統合云々ではなくて、佐治の子ども達をどうするのか、用

瀬の子ども達をどうするのかということを考えながら、地域の生の声が聴け

る中で、議論させていただくことがベストだと思います。 

会 長 参考資料が出ていますので、事務局で説明をお願いします。平成２２年度、

２８年度、それから部活のことが少し挙げてあります。 

事務局  参考資料の説明（参考資料）。 

会 長 こういった資料が、保護者の方や住民の方へ行き渡っていることが望まし

いですが、あまりこういった情報は届いていないものですか。 

事務局 地域審議会までしか届いていないと思います。 

会 長 できるだけ早く各家庭へ届けていただけたら、議論が進むと思います。 

事務局 これから、地域審議会が説明会等で、周知されると思います。 

会 長  地域の意見を汲み上げるために各地域での説明会への出席については、会

長と副会長だけではなく、できればご都合のつく委員の方には参加していた

だきたいと思います。１から３のプロセスを経て、４の校区審議会の方向性

として結論を出すわけですから、３の意見を汲み上げるところに委員が携わ

っていなければ、４の方向性がでませんので。 

 それでは、具体の地域の現地視察と意見交換会について、話を進めていき

たいと思います。その前に５ページにあります日程について、第１０期の任

期が８月までですので、これまでには具体の問題について答申ができればと

思っています。 

 では６ページの現地視察に入りますが、日程が３月１６日（水）午後とな

っていますが、このあたりも含めてどうでしょうか。 

ご意見がないようですので、この日程で進めさせていただいて、細かい集

合場所等については、通知連絡で出欠の確認をさせていただくということで

よろしいですか。 

その他、このあたりを見ておきたい等のご希望はございますか。平日です

ので、時間によっては、授業の様子も見れたりするかもしれません。 

事務局 時間の関係もあって、授業参観とまではいかないと思います。施設を回っ

てもらって、学校の様子を伺う程度かと思います。 

会 長 資料として、学校要覧や地域の概要がわかるような資料を準備していただ

けたらと思います。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 現地視察する集落の人口や子ども人数の状況や推計がわかるものも用意し

ていただきたいと思います。 
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会 長 続いて、意見交換会について、４月~６月に予定されていますが、どうでし

ょうか。イメージのようなものはありますか。 

話にもありましたように、意見を汲み上げるためにも、準備をしっかりし

て行う必要があると思います。 

委 員 校区審議会が準備するのではないのですが、総合支所や地域審議会に全部

を任せるのではなく、よく協議をして進めていかないといけないと思います。 

開催したけど数人にしか集まらなかった、ということがないように事前に

調整しておかないといけないと思います。それから、意見を聞きたいところ、

例えば未就学児の保護者の方等もきていただけるようにしないといけないと

思います。 

事務局  ご意見を総合支所にもお伝えし、協議して進めたいと思います。 

それから、住民の総意、全てを汲み上げることは難しいですが、できるだ

け多くのご意見が伺えるようにしたいと思いますし、回数については、何回

もということにはならないので、必要最小限でさせていただこうと思います。 

委 員 用瀬の保護者の方から、統合と今結論を出したとしても、実施に数年かか

って統合するころには、人数が減っていて次の統合を考えないといけなくな

る、何度もするのであれば、河原も含めて考えて、１度の統合で済むように

したほうがいい、という意見も聞きます。おそらく意見交換会でも出てくる

のでないかと思います。 

学校規模の視点から考えていく時に、１０年先を見越して統合しても今と

同じくらいの規模になるのに河原を含めた統合は考えないのか、校区審議会

としての方向性はどうなのかということをまとめておいた方がいいのではな

いかと思います。 

会 長 資料としては、前回は河原も含めて出ていましたが、佐治・用瀬へ情報提

供する場合も、３地域の状況を出していくのでしょうか。 

事務局 将来の見通しをどこまで見通すのかということがありますが、見通してい

る間に子ども達はどんどん大きくなっていきますので、１０年後、２０年後

の為に、今や当面の４、５年後の子ども達には我慢をしなさいというのは、

教育上言える問題ではないと思います。今３４年までのデータで数値が出て

いますので、この中で当面１０年間をどうするのかという範囲で物事を考え

て、またこれから新たなデータが出てきた段階で次というステップを踏みな

がらいかないと、目の前に子ども達を抱えている保護者の方たちは不安にな

られると思います。その中で河原との統合をどうするのかということも、ご

議論いただけたらと思います。 

委 員 今までの校区審議会というものは、校区の問題が起きた時に会を開いてい

ます。ただ今後は、これからの人口減少があり、今の状態を見ていますと、

常時校区問題に関わってくる、起きてくるのではないかという気がします。 

先ほどの話ではありませんが、結論を出してもすぐ目の前に次の問題があ

るといった形ですので、そのあたりを踏まえて教育委員会の中で校区審議会

のあり方自身をもう一度どういう位置づけにするのかということを考えない

といけないと思います。問題が起きてからの議論では、２年、３年かかって

しまい、中学生は卒業してしまってから結論が出てしまうようになりますの

で、事前を踏まえた形で、校区の問題や学校内部の問題等を検討する、校区

だけの審議会ではなく学校そのものを検証していくような積極的な会が必要

ではないかと思います。 

会 長  前回９期からは、だいたい常設のような形で続いていますので、対症療法

的な開催の仕方ではないかと思います。それをさらに校区だけの問題ではな

くて、子どもの教育の問題等にもということですね。 
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ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 今ある状況の中で、より望ましい方向を出していくというのが基本だと思

います。ただ、学校は教育の場であるとともに地域の拠点でもあり、特に鳥

取市では中山間地域の振興の問題という大きなことに取り組まれています。

そうすると、佐治、用瀬といったところの地域づくりをどうするのかという

ことも考えていかないといけません。 

どこまで考えていくのかということもありますし、将来的にどう振興され

ていくかということもあるので、大変難しいのですが、基本的にはこういう

ことも出しながら結論を出していくのかなと思います。 

いつまでも人が減少していくことばかり押さえていくのではなく、地域と

して振興していくための方策や学校を拠点として付き合っていくこと等、目

の向け方を少し変えて方向性も打ち出す必要があるのではないかと思いま

す。 

会 長  話が出ていました小中一貫の問題についても、もう少し議論を深めるべき

だと思います。幼小連携で地域に根づく形をとって、思春期の中学は少し大

きな規模を設けるのか、そうではなく１５歳まで地域に根づかせて、高校へ

と送り出していくのか、そのあたりを教育論議と地域の人たちの子育てイメ

ージをどのように掛け合わせていくかというあたりを、もう少し議論すべき

部分だと思います。 

 佐治、用瀬についても、中学校としての思春期の人たちをどういう規模で

ということであれば、河原を含めた議論がでてくる可能性があると思います

が、幼小の子育ての問題を取り上げるのであれば、それぞれの地域でしっか

り育てていくという形が基本だと思いますので、そこに中学校を含めたイメ

ージにするのか、しないのかというところも、論点になるのではないかと思

います。 

事務局 慎重審議ありがとうございました。以上で第８回校区審議会を終わりたい

と思います。 

 


