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平成２３年度 第１０回鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２３年４月２８日（木）午後３時３０分～午後５時２０分 

 

２ 会 場  鳥取市役所第２庁舎 ５階会議室 

 

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、渡辺勘治郎委員、 

米原隆生委員、藪根彰人委員、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、松ノ谷博参事、平井圭介参事、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８回会議概要 

佐治・用瀬地域現地視察報告 

       （４）議事録署名委員の選任 

          （武安委員、岩崎委員を選任） 

       （５）議事 

          ①佐治・用瀬地域の検討について 

         ②後期後半における「校区の検討」に向けて 

         ③その他 

       （６）閉会 

 

５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

事務局  第１０回校区審議会を開会しますが、はじめに事務局より連絡をさせてい

ただきます。 

事務局 

 

 審議会は継続しておりますが年度が変わりましたのでまた改めてよろしく

お願いします。東日本の震災について一刻も早い復興を願っておりますが、

ふるさととか地域という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。そういう

意味でこの校区審議会で議論していただいている内容とも共通することがあ

るのではないか、審議内容に影響することもあるのではないかなどというこ

とも考えながら検討しているところです。 

 新年度になり事務局のスタッフについて強化しています。校区再編担当参

事を配置し、この事に専念することになりました。いよいよ校区審議会で審

議していただいたことが動き始め、姿に見える時となりました。是非皆さま

先に向かって鳥取の未来を考えた議論を進めていただきますようによろしく

お願いします。 

会 長 新年度に入り、委員の任期があと４カ月ということになりました。事務局

については、スタッフを強化・充実していただき心強く思っています。 
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 それでは議事録署名委員を選出させていただいて始めますがよろしいでし

ょうか。 

 〔異議なし〕 

会 長 報告事項が２つあります。合わせて事務局からお願いします。 

事務局 

 

 「第８回校区審議会概要」と「佐治・用瀬地域現地視察報告」を報告 

 （レジュメ資料２ページ、３ページ、４ページ） 

会 長  前後しますが、定数と会議の成立について、事務局からお願いします。 

事務局 

 

 ２名の委員から欠席の届け出がありますが、過半数を超えておりますので、

会議は成立しますので報告します。 

会 長 それでは議事に入ります。議事（１） 「佐治・用瀬地域の検討について」

資料説明を事務局よりお願いします。 

事務局 

 

 議事（１）「佐治・用瀬地域の検討について」説明 

 （レジュメ資料５ページ、資料１、資料２） 

会 長 前回の審議会での資料等よりもう尐し踏み込んだ形でまとめてあり、確認

ですが、５ページのＩｓ値で、改築の基準は０．３ということでしょうか。 

事務局  そうです。 

会 長 改築等の基準となる事項、例えば０．７以下で改修が必要、０．３未満で

改築等を明記してはどうでしょうか。 

事務局 

 

０．３未満の場合も耐震改修が基本ではありますが、文部科学省の施設整

備の補助で改築も認められるのが０．３未満ということです。 

会 長 そのような表示で結構ですので、資料２の検討資料に尐し加えてください。 

事務局 はい。 

会 長 鳥取県の基準では、中学校１、２、３年のクラスの生徒数ですが、１年生

が３３人編成、２、３年生が４０人という理解でよろしいでしょうか。 

事務局 はい、１年生が３３人、２，３年が４０人です。 

会 長 それを書き加えてください。 

事務局 はい。 

会長 学校規模ですが、中教審が示している大規模、小規模の基準が分かりまし

たら教えて下さい。 

事務局 

 

全国的な標準でいきますと、標準規模の下限は１２学級ですので、本市の

小規模の基準は尐し違います。 

会 長 資料２の検討資料の中の下欄に、尐し注釈を入れておきましょうか。用瀬

小学校ＰＴＡのアンケートを見ますと、小規模か大規模かということが書か

れていて、仮に２校が統合しても大規模にはならないのだけれども、大規模・

小規模のメリット・デメリットを引用されている方があるようです。 

その他、意見がありますか。 

委 員 先ほどの報告に加えてわかる範囲で教えてほしいのですけど、１月に開か

れた用瀬地域審議会の内容が資料としてありますが、２月～４月の間にも用

瀬地域審議会が開催されていると思いますが、校区問題に関する意見や特徴

的な発言があったのでしょうか。合わせて、佐治地域審議会からも重要なこ

とが出ているようでしたら教えてください。４月で一部メンバーも代わって

いるようですので。 

会 長 何か補足いただけることがございますか。２～４月の直近のところで。 

事務局 

 

３月は市議会が開催されるので、地域審議会はありませんでした。用瀬地

域審議会につきましては、４月２２日に開催されており、その直前に小学校

ＰＴＡからの意見が提出され、地域審議会で報告されています。その審議内

容等についてはまだ確認しておりません。 
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委 員 佐治地域はどうでしょうか。 

事務局 佐治地域については、特にありません。 

委 員 はい。わかりました。 

会 長 他にありませんか。 

 〔発言なし〕 

会 長 先ほどの校舎の耐震に関係することで、現地視察で一番感じたのは、用瀬

中学校の建物がかなり老朽化しているということです。老朽化とＩｓ値が０．

３３であるということでどのような判断が可能なのか。佐治中学校は０．３

未満ですので、佐治ということを考えれば、先ほどの改築も検討という形に

なるのですが、数値的には用瀬だけだと改築にはなりません。でも佐治と用

瀬を合わせて両校を勘案した場合に、そのあたりがどうなるのかというとこ

ろが気になります。 

青谷小学校の先例があるというのを視察の時に伺ったのですが、そのあた

りの説明をお願いします。 

事務局 

 

青谷地域で小学校の統合の例がありました。この時は最終的に旧青谷小学

校を大規模改修し、現在使用している状況です。ただ施設のことについては

これからの議論の中でも進んでいくことになると思いますので、教育委員会

で地域の意見を聞きながら進めていきたいと思います。 

会 長 青谷小学校のＩｓ値はどうだったのでしょうか。 

事務局 

 

青谷はかなり高く、０．６、０．５ぐらいだったと思います。 

青谷地域は、とにかく最初に改築という地元の要望が強かったのですが、

改修と一部増築もあったので、新築棟を建設し、既存校舎のうち、耐震補強

が必要なところと必要でないところも合わせて全部改装を計画し、新築と変

わらないような整備をしまして、地元で最初要望されていた方も「良くなっ

たなあ」ということで納得していただきました。 

会 長 このあたりは尐し検討課題で、何か固まっているものではなく、様々な意

見を聞きながらということになるのですか。 

事務局 そうです。 

委 員 地域審議会にしても、両地域が一緒になろうというところにはまだ至って

おらず、数値的に校舎としては耐震または改築の時期にかかっているという

だけですよね。 

例えは資料２には用瀬地域の小中一貫校の考え方は載っていませんが、用

瀬にはなぜその考え方がないのかなということも当然ありますし、まだまだ

議論していかなければならない部分がありはしないのかなというのが率直な

ところです。 

会 長 資料の中で、用瀬のケースでの小中一貫校というのは含まれるのでしょう

か。 

事務局 

 

佐治の小中一貫校については、今まで話が出ている中ではそういう話もあ

ったということで出していますので、用瀬についてもそういう意見が出てく

るのであれば、選択の１つに挙がってくると思います。 

事務局 

 

そもそもこの議論は佐治地域審議会から中学校のあり方を何とかしたいと

いうところで出されたものであり、佐治ではある程度意思が固まってきつつ

ありますが、用瀬はまだその段階になっていません。ですので、今の課題は

用瀬の方にどう考えていだだくかということであり、そういう議論がこれか

ら出るかもしれませんし、今後の意見を聞いてみたいと思います。 

委 員 もうひとつ、この佐治地域審議会の意見についてですが、平成２１年に話

し合われた内容ですよね。これが現在の佐治としての意見と同じなのかどう

か、ということを思います。 
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事務局 

  

この点ついては、佐治地域審議会に何度か問い合わせをしています。その

中で佐治地域審議会は、統合ということでその後も変わりないということで

した。 

佐治の経過としては、各団体と意見交換会を何度か行い確認してまとめた

ところ、意見書のような両論併記ということですけれども、どちらかという

と統合のほうが強いということです。そういった経過の中で佐治では、これ

から再度地域の方との意見交換会をしなくても、佐治の意思は固まっている

ということを言われます。これは佐治地域審議会の議事録にも載っています

のでそちらで確認もとれると思います。 

委 員 この意見書のままということですね。 

事務局 

 

はい。意見書については提出されたもので変わりはありませんが、これよ

りさらに進んで統合という気持ちを持っておられます。ただ、それを文面に

して表わすことは難しいので、地域審議会長の言葉として受け取ってほしい

という内容でした。 

事務局 

 

その件について説明します。 

平成２１年１０月２７日、第３２回佐治地域審議会の記録の中で、会長の

発言ですが「佐治地域審議会の方向は用瀬中学校との統合でよろしいですね、

全員承認という記述がございます。 

それから、同じく３５回、平成２２年２月１７日にも議論がされています

が、この会でも基本的にこの方向は変わらないということがありました。 

ホームページを見ていただければわかりますが、第３７回、平成２２年５

月２０日の地域審議会にもそういった主旨の話があり、意見書が提出されて

から２２年度までに何回かこの話題が取り上げられて議論が進められている

と把握しております。 

委 員 ＰＴＡの立場で意見を言わせていただきますが、用瀬小学校ＰＴＡの意見

が出ていますけれども、メリット・デメリット両方の意見があるようです。   

先ほども言われたように、校区審議会としてどういう方向性に持っていく

かということになれば、細かなところまで掘り下げた形で地域やＰＴＡの意

見を聞き取ってもなかなか前に進まないように感じますし、意見が割れてい

る状態になっているから地域審議会も校区審議会で方針をお願いするよう投

げ掛けたのだと思います。そうなると、校区審議会としては広い視野で全体

を十分把握したうえで、佐治地域審議会の意見書にも書いてある子どもたち

のより良い教育環境の整備や適正規模での人間関係・心身の育成を図るとい

う観点に集中して答申を出していく必要があるのかなと思います。 

例えば、用瀬中学校と一緒になるという答申を出すとすれば、今まで議論

してきたデメリットや地域審議会やＰＴＡが危惧しておられることをどう解

消していくかということが、統合を前提として地域審議会で議論をしていた

だくことが重要ですし、校区審議会としてもアドバイスや後押しをしていく

立場でいいのではないかと思います。 

委 員 当事者となって資料を読ませていただき、用瀬小学校ＰＴＡから出た意見

をお聞きしました。先ほど事務局の説明の中で用瀬小学校のＰＴＡとしては

どちらと決めているわけではないとのことですが、「地域の声として反映させ

ていただきたくお願いしたい」と書いてあります。しかし、統合賛成の人、

反対の人の両方の意見を採用していたら結論としてまとまりませんし、また

後で確認したいのですが、用瀬小ＰＴＡとしてはどちらの意見が強いのかな

というところが気になりますので、どちらの意見が多いのかを調べていただ

いたらと思います。同時に、用瀬地域審議会としてはこういった意見を踏ま

えてどういう方向にいくのか、どちらのウェイトが高くなるのかなというと
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ころを知りたいと思いました。 

会 長 レジュメ資料の５ページに今後の進め方が記載されていますが、事務局の

日程プランでは６月にＰＴＡ団体、自治会関係の意見を集約できればという

ことになっています。 

委 員 この度の東日本の地震じゃないですけど、鳥取も昭和１８年に鳥取大震災

があり、一般に言われる１００年に一度の発生ということになると、次の地

震までに３，４０年しかないわけですが、それより早くなる場合もあり得ま

す。市でも建築関係課では、民家の診断を政策でやっていますし、学校施設

についても耐震診断でＩｓ値が低いところは整備をしているわけで、両地域

についても、数値が低く整備が急がれます。この耐震の問題と佐治地域の統

合の意向から、考えられる方策の中では、統合ということが強いように思っ

ています。 

これから一貫校ということになれば、地域での将来構想等を検討していか

なければいけなくなり、かなり時間を要すると思います。 

校区審議会の方向としては、これまでの審議を踏まえて、両中学校の統合

というスタンスで話し合いを進めていくのが妥当ではないかと思います。 

いつまでの結論を伸ばしていくと、校舎の耐震対策の件や地域の意向にも

影響してくるのではないかと思います。 

委 員 地域の意見を聞く中で、「ここの地域は一貫校でいく」「ここの地域は統合

でいく」というのは、本当に子どものことを考えたときに、どちらを希望す

るのか、それを地域に任せるということに疑問を持っているところです。 

子どもの教育を本当で考えるならば、鳥取市の教育としてはどちらの方法

がいいですよと、ある程度導く必要があるのではないかと思います。今まで

のご意見の中では何か常に地域を尊重する形で地域の意見をくみ上げていま

す。これを主体にしていきますと、場所によって方針が違ってくるように思

いますので、鳥取市の方針としてこれというものを出してもいいのではない

かと思います。 

委 員 今出されている色々なデータを見ると、この２つの中学校は統合をしたほ

うがいいと思います。佐治ではそういう方向で検討されつつということもあ

りますし、用瀬のＰＴＡのアンケートを見ても迷われていろんなことが出て

いるようですので、校区審議会で統合の問題提起をしていくべきではないか

と思います。統合しても小規模学校で、減尐も続いていくようですので、早

く結論を出して方向付けをすべきではないかと思います。 

委 員 用瀬中学校の建物の老朽化について、この校舎で統合するとした場合に、

補強してこれから尐なくとも１０年くらいは校舎を使っていくことになるわ

けですが、建物として６０数年使うことが大丈夫なのかどうかということが

気になります。統合は進めていかないと実際佐治の子どもたちは本当に尐な

いです。用瀬も今年度の中学入学生から野球部も存続していけるのかどうか

というくらい、子どもたちが分散していく状態が見えて、減尐の急速な進展

がみられました。小学生の保護者にも不安はあるとは思いますけど、実際中

学校に上がっていく保護者の立場になると、６年間過ごした仲間がさらに半

分の数になり、刺激の尐ない中で中学校生活を過ごすのは、子どもの元気も

尐なくなるのではないかと心配される保護者が多いと思います。そういった

思いもあり、附属中学へ出そうという意識もずいぶん多くなってきているよ

うに思います。 

そういうことを考えると地域の中で子どもを育てる、中学校があるという

現状を続けていきたいと強く思いますし、佐治と用瀬は交流も多い地域です

し、統合しても大丈夫だと思います。 
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ただ、校舎は非常に古いですし、雨漏りの問題などは以前から抱えていま

したので、統合して子どもたちが安全で快適な学校生活を送るということを

考えると、新しい環境整備ということも思います。そのあたりもよく考えて

いただきたいと強く思います。 

会 長 確認しておきますけども、用瀬中学校は今年度４学級から３学級になり、

前年度全校生徒１０４名が１５人減って８９名になったということですね。 

委 員 保護者の意見を聞いてみると、小規模学校でしかも、あまり変化のない中

学校３年間に子どもを送り出すのではなく、附属中学校のような規模が確保

できる学校を選択しやすくなってきて、違った環境の中で子どもに刺激や可

能性を与えたいという意見もあるように聞いています。 

尐しでも変化があり、多尐人数も増えた環境を整えて、地域でも子どもた

ちの可能性を見出すことができるようにしてあげたいと思います。 

会 長 もう一歩踏み込んで議論したいのは、先ほどの耐震の０．３３のところで

す。統合によって魅力ある学校にならなければ意味がないと思うのですが、

ハード面で校舎等も魅力的なものにならないかと思います。 

委 員 この資料２をもって校区審議会から用瀬地域審議会へ依頼することは賛成

です。 

生徒数の流れを見ると、統合はせざるを得ないというのが共通の認識では

なかろうかと考えています。 

質問ですが、一貫校にメリットはあるのでしょうか。小学校も中学校も人

数が尐なくなったので、地域に学校を残すために一貫校という選択をしてい

るのではないかと疑問があります。 

それから用瀬中学校に行ってみて、校舎管理に非常に苦労されていること

がよく分かりました。事務局の説明では、施設整備に合わせて対応するよう

な含みがあるようにお伺いしましたが、その含みがあるものか、全く耐震改

修だけなのかというところが気になっています。 

委 員 ４月から佐治・用瀬地域審議会のメンバーが変わりました。佐治・用瀬の

新メンバーと話し合いをしましたが、単に佐治の生徒が用瀬中学校に通うと

いう認識でおられます。また、用瀬小学校ＰＴＡの意見に「統合反対、小規

模のほうがいい。」とあり、資料２の３ページに、小規模化・大規模化のメリ

ット・デメリットがありますが、２校が統合しても規模でいくと小規模校で

す。用瀬地域で意見のような世論形成があるなら統合はできないと佐治の委

員は言っています。ただ、人間関係が固定化していることを避けて、かなり

の規模の集団の中で社会性を高めていく機会を確保する、環境を整える、そ

ういくことについては非常に前向きで、１学年で２クラス編成をという適正

規模の考え方については、同じ思いを強く持っておられます。 

話が飛躍しますが、伯耆町では、溝口中学をやめて岸本中学に統合し、中

学校を１校にするという方針が出て地域論議をしています。聞くところによ

ると溝口が活発に議論していて、存続する岸本の地域は静観しているようで

す。方針が出ていてもそういう状態です。 

用瀬と佐治の話はそれ以前の段階ですが、伯耆町と同じように迎える地域

の側に温度差があります。佐治地域審議会委員の中には「いつ佐治が出てい

くことに決まったのか。佐治に上がってくればいい。」という意見や「それじ

ゃあ用瀬がまとまらないだろう」というような色々な意見があります。佐治

地域審議会がある程度責任のある立場で意見書を出しているのは間違いない

と思いますが、佐治の世論形成もまだ十分出来てはいません。 

それから今後の進め方のところで、佐治での対応について、「地域に資料を

配布し必要であれば説明会を実施」ということではいけないと思います。佐
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治も用瀬も並行して世論形成をしながら、その意見を校区審議会の答申に反

映させるというのが望ましいと思います。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 基本的な審議会のスタンスというところですけども、確かに地域の要望と

いうものも踏まえる必要はあると思いますが、審議会として客観的にみる必

要があるのだろうと思います。これまで色々な要素、項目を検討してきて、

それが地域の要望によって反転するようではよろしくないと思います。です

から、要望は最終的には踏まえて校区は決定していくのだろうけど、審議会

としては、客観的に見てこういう方向が望ましいのではないかと、そういう

議論をする必要があるのではないかと思います。 

例えば資料２の「考えられる方策」にしても、実現の可能性があるなしに

かかわらず、考えられることであれば、案は全て入れるべきだろうと。その

上でメリット・デメリットを出して、最終的に、こういうことからこういう

方向が望ましいのでないかということは出す必要があると思います。 

それからまた耐震の数値が話題になっていますけど、数値っていうのはあ

くまでも指標だと思います。だから、仮に数値が良くても現実に見て雨漏り

がひどいということになれば、それが果たして望ましい教育環境なのかなと

いう疑問は残りますので、校区審議会が耐震に関してどの程度まで言えるの

か分かりませんけれど、数値はこうだけれども、教育環境としてはこういう

改修をすべき、というような意見を付けてもいいのかなとは思います。 

会 長 ５月に提案する用瀬地域審議会に対する資料で、考えられる方策について

はかなり慎重な提示方法をしています。このことについては、もう尐し詰め

た議論をしておく必要があると思います。中学校を統合する場合でもいくつ

かの選択肢があり、用瀬中に統合するのか、佐治中に統合するのかというこ

とです。佐治中に統合するのであれば、耐震数値からいえば校舎は建て替え

です。用瀬中に統合するのであれば、建て替えではなく、耐震改修です。こ

の両方をうまく合わせた形で、今までに前例がないけれども、用瀬小学校Ｐ

ＴＡからの意見のような様々な危惧がありますが、それに対してどのような

方策があるのかをこれまで意見が出ていたことも含めて検討したうえで、地

域に臨む必要があると思います。 

ですから、考えられる３つの方策案を併記して投げかけることはいいのだ

けれども、校区審議会としてはもっと踏み込んだ議論を行い、ある程度の審

議会の意向を共有したうえで選択肢をいくつかに絞りこみ、考えられるデメ

リットに対しての方策も考えたうえで、出かけて行く必要があるだろうとい

うことです。 

表現としては佐治中を用瀬中に統合するような形でＡ案が書かれています

けれども、統合ということであれば先ほどの建物の問題等にしても、選択肢

としては佐治から用瀬、用瀬から佐治、建て替え整備中にもう片方を一時的

に使用しながら統合し、１、２年経って校舎整備終了後に新しい校舎へ移る

というような様々な選択肢が考えられます。ですから、用瀬に求めたいのは

新しい学校を作るという機運です。もしそれがなければ一緒になるメリット

はなく、それぞれの中学校が残り、佐治中は改築、用瀬中は改修となると思

います。このような選択肢も考え合わせて、用瀬においてはどういうふうな

新しい学校や地域を作るのかという議論に踏み込んでいただきたいと思いま

す。 

事務局としては、施設の件についてはどうでしょうか。施設の整備を充実

させるのには議会を説得する必要があるということでしょうか。 

事務局 

 

Ｉｓ値が０．３以上であれば、改築で補助を受けることはできません。こ

の数値は２次診断まで行っての数字ですので、大きく変わることはないと考
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えいただければと思います。ただ事務局としては、ベストを尽くすという意

味では、当然、耐震改修を行うと同時に、校舎の不具合についても解消し、

尐なくとも１０年は使用するという前提で、それに耐えうるものを整備する

という考えは変わっていません。佐治については、０．３を下回っています

けども、建て直すとすれば、プレハブの仮校舎を建て、そこに一時移ってか

ら解体、その後建設しなければならないということになると思いますので、

それがよい方法ではないという判断もあるかもしれませんので、佐治中なら

即改築ということにはならないということは、ご理解ください。 

会 長 先ほど青谷小学校の例も含めていろいろな可能性をと申し上げましたが、

まだ今の話だと尐し不満な感じもします。 

事務局 

 

まだまだ設計等もこれからという段階ですが、用瀬中をこのまま残して改

修するとした場合の耐震改修の費用については、ざっと見積もりをしたとこ

ろ、かなりの費用がかかると思われます。雨漏りの改善や外壁、電源整備等、

色々なものを考えるとかなりの費用となり、耐震改修を除いて考えても、喜

んでいただけるものにする予定です。尐数だから手を加えなくてもいいとい

うことはありませんし、湖南学園の例でも昭和３０年代の校舎を使うことに、

反対はありましたけど、耐震改修できれいに整備し、地域関係者に喜んでも

らって使用していることもあります。色々なことを考えないといけませんの

で、どこまでやるのかということはまだ決めていませんが、出来る限りのこ

とはやるということを担当課は思っています。 

会 長 統合がないまま用瀬中を改修するという場合もありますが、統合するとし

た場合には、標準的な整備計画よりもっといいものにならないと、統合には

魅力がないですよね。そのあたりはどうですか。統合がなければここまでの

改修となるが、統合という選択によりその改修計画が更にこうなりますとい

うようなインパクトが必要ではないかと思います。 

事務局 

 

校舎整備が前提にならないと統合しないというのはおかしいのではないか

と思います。ただし、方向がまとまっていく中で、校舎整備について配慮し

てほしいということが出てくれば、できる限りの対応は考えていけるのでは

ないかと思います。 

事務局 

 

このことが条件になってしまうと本筋が見えなくなってしまいますが、基

本的にこれまでの鳥取の流れですと、例えば青谷や湖南で分かるように、財

政的な問題もありますけれども、地域の声を聞いて、教育環境をどれだけ充

実したものにするかということを担当課としては精いっぱい考えていくとい

うことしか、現段階では言えませんのでご了解ください。 

会 長 そうではなくて、校区審議会でも、統合する場合に魅力ある学校をハード

面とソフト面で示し、ある程度責任のある答申を出す必要があると思います。

そしてそれを教育委員会や議会に示し、了解いただく必要があるのではない

かということです。 

すると、佐治も今のままで改修する場合は費用がいる、用瀬も用瀬の費用

が要るわけで、両校を改修する総費用に対して、統合して用瀬を改修すると

いうことになれば、両校をそれぞれ改修する場合よりは財政的に負担が尐な

く、かつ両校改修の場合よりレベルの高いものができるのではないかという

ところまで校区審議会としては持っていってあげなければ、地域にご納得い

ただく材料にならないのではないかということです。 

事務局 

 

方向性がまとまれば、予算要求や議会に対して、理解が得られるようにで

きる限り努力していくよう考えています。 

委 員 河原中学校の事業としては、新築ですか、改築ですか。 
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事務局 

 

国庫補助制度上は、現在の建物が３千何百㎡あるものを壊して新しいもの

を再度建設するということで改築となりますけども、全く新しいものを建て

ていますので建物自体は新築です。 

委 員 分かりました。 

事務局 

 

河原中学校の場合は、極端にＩｓ値が低いので、補強が困難であるという

専門的判断があったので補強はしなかったということです。 

委 員 佐治中学校の建築は、用瀬中学校より新しいですよね。 

事務局 

 

Ｉｓ値というのは、設計や施工の問題、管理の問題等がかなりあります。

例えば鉄骨関係で言いますと、海沿いで塩害がひどいと老朽化が激しくなり、

立地条件等様々な条件で違ってきます。佐治中学校は５０年代の建物なのに、

用瀬中学校よりＩｓ値が低いというのは設計の組み方等が違っていたという

こともあるのかもしれません。 

会 長 もう尐し意見交換をして、次にソフト面に入りたいと思います。 

委 員 統合した場合に新築や改築に対する文部科学省の補助が適用になるような

ことはないですか。 

事務局 

 

統合の場合の改築の基準というのが今詳しく確認できませんが、佐治・用

瀬の統合の場合が、補助の統合にはあてはまらないのではないかと思います。

また確認して報告します。 

会 長 青谷地域の小学校統合は元々の旧町の中での問題で、佐治中学校と用瀬中

学校が統合するとしたら、新市域の中で旧町村区域を越えて一緒になる初の

ケースとなります。こういう場合に教育委員会や市議会として、周辺の郡部

にあった町村についてどのような考えを持つのかというところが、問われる

と思います。そうであるなら、仮に用瀬への統合であっても、今までにない

形で良いプランにしましょうというようなところを、我々としてももうちょ

っとポジティブに押していく必要があるだろうと思います。確かに文科省の

補助とか０．３という基準を変えることは困難ですけれども、初めて取り組

むことに対して、何らかの後押しや助言を校区審議会がしっかりと意見表明

してあげないといけないのではないかと思います。８月の答申までには意向

を固めたいと思います。 

会 長 続いて、ソフト面ですけども、用瀬地域審議会へ依頼する資料のメリット・

デメリットの表から「大規模化」についての事項を削ってはどうでしょうか。

佐治・用瀬が統合しても大規模にはなりませんので。 

用瀬小学校ＰＴＡの意見の中でも、大規模化ということが尐し伝わってな

い部分があり、統合しても大規模ではなく、適正に近い小規模になるという

ことでの問題となり、小規模化で抱いているイメージの小規模校の良さは継

続されます。それを１町で作るのではなく、新たに２つの町で作る新しい試

みということになります。ですから、新しい学校を作るとか、新しい地域の

結びつきを作るというふうなところに校区審議会はもう尐し助言をすべきで

はないかと思います。 

あとは、小学校はそれぞれのエリアに残り、地域との関係を深め、一緒に

なった中学校はそれぞれの地域と結びつきを持ち続ければ地域との関係を今

まで通りに維持し、更に発展できるというように考えておかないと、用瀬小

学校ＰＴＡの意見で出ているデメリットにこちらが回答できません。 

事務局 

 

メリット・デメリットの表の「大規模化」についての事項は、誤解される

場合がありますので削除します。 

委 員 このＰＴＡの意見の中には、認識として誤解されている方もあります。統

合しても小規模であって、小規模の中で論議しているわけですので、説明し

てあげないといけません。 
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事務局 はい、資料の修正をします。 

会 長 教育ということで学校の中だけをどうするかという議論になっていますけ

ども、地域との結びつきという視点が重要で、地域に残る小学校と一緒にな

る中学校が連携出来るような活動や、学校の機能に高齢者等の福祉機能も含

めたところで学校の役割を見直す等のインパクトが必要だと思います。その

あたりで地域から色々なアイディア・要望が出てくればいいなと思います。 

中学校に対する答申ですけれども、小学校についても併せて言及すべきだ

と思います。佐治小学校をもっと地域と結び付けるような活動や、用瀬小学

校ともっと結び付くような活動、例えば、一緒になる中学校と地域に残る小

学校を電話回線やLANケーブル等でネットワーク構築をすることによってさ

まざまな活動ができると思います。また、将来中学校で一緒になるわけです

から、小学校の時から佐治と用瀬の小学校間でもっと交流や合同行事行える

ように取り組んでいくべきだと思います。こういうことを含めて新しい学校

や新しい地域を作るという提案が必要だと思います。校区審議会としてはそ

こまで踏み込んで議論していただき、また地域審議会から意見をくみ上げて

いく必要があると思います。地域審議会では、いろんなアイディアをもっと

出していただきながら、地域の問題を考えていく必要があると思います。 

委 員 地域審議会が、実際にこの問題を話し合っていくにあたって、地域の意見

を吸い上げるという作業がすごく多いのですが、用瀬地域審議会のメンバー

は年配の方が多いです。校区審議会がどこまで求めることができるかわかり

ませんが、地域審議会で意見をくみ上げる際には、地域全体はもちろんです

が、特に小中学校や保育園の保護者と話し合う機会を持っていただいて、積

極的に当事者の意見を聞いた上での集約をお願いしたいと思います。 

それから新市域では、地域審議会を通してという話が多く、他の審議され

る課題もあるので難しいことだとは思いますが、中学校が統合することによ

って、佐治と用瀬の地域が一緒に地域づくりをしていくような盛り上がりを

期待するのであれば、両地域審議会が各地域の中で積極的に動いていただけ

るようお願いできればと思います。 

委 員  中学校では学年２クラス以上がいいと思いますが、この２地域で統合した

場合、特別に学年複数クラスを確保するというようなことは出来ないもので

しょうか。 

事務局 

 

２地域の問題については、中学校の部活動が出来ない、クラス替えがない

ということがスタートになっていると思います。複数クラスになれば先生の

数も増えてくる訳ですから、部活動の指導者も多くなるということです。 

また、併せて考えていかなければいけないのが、全国的な流れとして３５

人学級への見直しということが進んできています。３６名以上になれば２ク

ラスになりますので、国の制度によりしばらくは複数学級になることが期待

できます。 

ご意見のありましたことにつきましては、制度として単市の全額負担方式

で県に教員を配置してもらうことは出来ると思いますが、他の市内中学校に

も波及することですので、当面は国の３５人学級制度の適用による複数クラ

スということを期待しています。 

会 長 佐治と用瀬が統合した場合、平成３５年の推計が８７名になりますから、

今年度の用瀬中学校の生徒数とほぼ同じであり、現在の用瀬中学校のクラブ

活動と同じくらいは維持できるということになります。このように生徒数の

推計でクラス数と教員の数なども推計できると思います。 

 現地訪問をしたときに、色々な教員加配がついていましたが、旧町村区域

を越えて統合するというような場合に、特別に加配されるようなアイディア
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がありませんでしょうか。 

事務局 

 

 加配については、県の教育委員会の方針で決めることになりますので、鳥

取市独自というわけにはいかない部分があると思いますけれど、例えば、現

実問題としてもっと細かな話をしますと、実技系の教科に関しては時間数が

尐ないので非常勤の方を充てる場合があります。その時間だけ学校に出かけ

るということで、複数校を兼務している先生もおられます。周囲からは目に

見えにくいのですが学校としては運営上困る場合もありますので、クラス数

が確保され、正規の教員が増えてくることになれば、そのあたりを解消して

くれるというメリットはあると思います。ただ、この地域を特別にというよ

うなことは難しいので、県の基準に従っていくしかないと思います。 

会 長 では議題２に入りたいと思います。 

委 員 「地域」ということが出ていますが、統合とした場合、校名の変更等は考

えておられますか。佐治中学校、用瀬中学校どちらかに合わせるというので

はなくて、新たな統合中学校の校名・校歌でスタートするようなイメージは

ありますか。例えば「用瀬中学校に佐治中学校が一緒になり用瀬中学校でい

きますよ」ということになると、同じ教育を受けるわけですから子どもたち

は順応も早いですし、大丈夫ではないかと思いますが、地域にしこりが残っ

てしまう心配があります。こういうことの議論もしていくべきだと思います。 

会 長 非常におおきな問題で、そのあたりの原則とか方向性等は最終的に決めて

いくのでしょうか。 

事務局 

 

例えば青谷を例として挙げますと、校名検討委員会や校歌検討委員会、校

章検討委員会等々、地域でそういう委員会を組織していただいて、作られた

という経過がありました。 

会 長 例えば２つの地域名を合わせて名前を付けたというケースがありますか。 

委 員 佐治と用瀬の小学校は、合併以前から両校で部会を開いています。陸上、

水泳の大会で一緒に競技会をしていました。現在でも特定の学年で文化交流

をしています。 

以前は、その部会で陸上と水泳、年２回行っていた競技会の名前が佐用部

会でした。佐治での開催、用瀬での開催と交互に行き来し、長年続いてきた

行事でしたので、「佐用」という名前は地域の方には根付いている言葉だと思

いますので、２地域を合わせた名前というのも意見としてはあると思います。 

会 長 小中一貫については、佐治地域からは出ていないのでしょうか。 

事務局 

 

佐治地域審議会から以前、検討したいということで、２、３年前に要請が

あり、小中一貫校のメリットやそこに至る経過等について説明しました。 

会 長 小中一貫校となると、それを作るエネルギーと取り組みが必要になるので、

これを私どもから一方的に出すよりは、用瀬で小中一貫校の話が出ているわ

けでもありませんので、Ａ案かこのままかというところで、Ｂ案は口頭で意

見交換を行う中で選択としてこのような選択肢があるという扱いでいいので

しょうか。小中一貫校を求める熱はないのですね。 

事務局 

 

まったくないと言い切れない部分もありますし、校区審議会でも選択肢の

一つとして出ていましたので挙げさせていただいています。 

委 員 福部地域では、小中一貫校のことを勉強しようとしているみたいに聞きま

したが。 

会 長 小中一貫校は尐し地道な準備と取り組みが必要ですので、急に降って湧い

たような取り組みでは難しいでしょうね。 

事務局 

 

 地域や保護者が必要感を持たれるというのが基本になると思います。です

ので、そこがない中で形を入れてもなかなか機能できないというのが湖南の

場合もそうでして、地域の方、特に保護者の方が必要と考えられて、それが
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地域に浸透するのが３年ぐらいかかります。また、地域によって変わってく

ることもあると思います。湖南学園の場合は、小規模校特別転入制度の活用

で今年６名の子どもが入ってきました。このように、子どもの数が増えるこ

ともありますが、これは地域性があって、別のところでそうなるかどうかは

分かりません。でも、それぞれの地域によって様々な形態の小中一貫校がで

きるのではないかと思います。 

会 長 それでは尐しまとめとして、資料２のところで「大規模化」の項を削除し

てもいいのではないかと思います。「小規模化」と入れるのか「小規模」とす

るかですが、今も小規模ですし、統合しても小規模ということですので、「小

規模」としましょうか。 

 それから、資料１の中で部活指導などの絡みがあるという話でしたが、先

生の数について裏づける試算のような数が出せればと思いました。 

 あと、ハード面の建て替えのところは意見交換されたように思いますけど、

まだ表に出す段階には至っていませんけれど、様々な意見が出されたという

ことです。 

校名等の定め方についても、今までの例を参考に進めるということです。 

では、議題２の「後期後半における校区の検討について」に入ります。こ

れも答申の中に盛り込む内容として、議論も進めていかなくてはならないの

で、では事務局でお願いします。 

事務局 議事（２）「後期後半における校区の検討について」説明 

（レジュメ資料６～８ページ） 

会 長  ①の提案についてですが、７ページの表の下に、優先レベルの重複する場

合はさらに優先レベルが高くなるということになると思いますので、記述を

加える必要はないと思います。 

②の公民館と校区との整合性の問題について、何かありますか。 

委 員 自治会等と校区の整合性については、地域の人からいろんな要望があると

思いますが、ある程度の方針は校区審議会で出したほうが議論しやすいので

はないかと思います。 

委 員  千代水の公民館でいえば、千代川の付け替えによって地域のまん中に川が

きてしまって、今の校区割りになりました。また、雲山あたりの団地が造成

された時も、そのままの自治区域や学校区域で団地造成がされ、それまでの

区割りのままで変更できなくなってしまい、結果として、隣同士で学校が違

うというようなことが起こっています。ですから、造成や道路などで状況が

変わる場合は、そういう計画を見据えて先に校区決定をするべきだと思いま

す。出来てから矛盾があるので変えるのはなかなか大変だと思います。 

それから、なぜ冬の寒い中、八千代橋を渡って城北小学校に通うのかとい

うことを思うのですが、たまたま安長という地番であったというだけなので

す。ですから、それとは別途検討を行うべきだと思います。 

質問なのですが、自治連合会の地域の但し書きは後から付け加わったよう

に思うのですがどうでしょうか。 

委 員 そうです。 

委 員 基本的には自治連合会の組織は小学校区を基本とするということだったと

思います。 

会 長 ７月に次回校区審議会を開催して８月が最後となるわけですが、議論して

きた基準となる事項で７ページの表には、学校名を入れて具体化するという

ようなことはありますか。 

事務局 

 

表とリンクさせることは、全部の項目で適切に網羅できるかどうかという

問題があるので、難しいとは思います。また、地域から要望の上がっている
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箇所の一覧について、具体的に挙げてしまうと大雑把な処理となってしまう

ので、厳しいものがあると思います。 

会 長 規模の面で、どの年度を取り挙げるのかにもよりますが、２３年度でやる

として、挙がった学校に対してはインパクトがあります。事務局として最終

答申はどんなイメージをもっていますか。経過報告で出したものと同じもの

を答申として出すのか、または議論をした中で具体的な校名を加えて出すの

かということになると思います。校名を出さないのであれば、既に経過報告

で決まっていることなので、答申は出来たようなものですが、そのあたりは

どうですか。 

事務局 事務局の考えでは、具体的な校名までは考えていません。 

会 長 経過報告では、７ページの内容とは別に資料を付けて、校名は挙げていま

せんが、比較すれば該当する学校は特定できるようにしました。その前の素

案では校名まで入れていたわけですが、校名まで入れるとインパクトが強す

ぎるということで校名を削って別途資料で併記した経過があります。そこま

でであれば、それ程時間は掛からないと思います。 

事務局 

 

この校区審議会の性格付けにも関わってくると思うのですけど、当初の考

えでは地域に一回投げ掛けて地域の議論を巻き起こそうというところもあっ

たと思います。ただ、議論を進めて変わってきた中で、最終的に挙げるのか、

挙げないのかで大きく違ってくると思いますので、そのあたりはもう尐し詰

めさせてもらえませんでしょうか。 

会 長 尐なくとも資料は同時に出るということですね。学校規模などは２３年度

の最新の内容にする必要はあると思います。 

事務局 はい。 

会 長 では、協議題３のその他のところで何かありますでしょうか。 

委 員 レジュメの５ページに「佐治地域にも資料配布、必要であれば意見交換」

とありますが、佐治地域では意見交換会は要らないということですか。 

事務局 

 

このことについては、これまでも佐治地域審議会に出掛けて、説明させて

いただいています。佐治地域審議会を通じて地域の住民の方のご意見を伺い

たいと提案したのですけれど、地域審議会としては議論を行ってきた結果、

意見書も提出し、意思も変わっていないので、今の段階では必要ないという

回答でした。ただ、今後、用瀬地域から意見が出てきて、それに伴って佐治

地域の意見も伺いたいとか、その逆に用瀬地域の意見を伺いたいということ

があれば、その段階で交換会などの場を地域が設定されると思います。 

事務局 

 

佐治総合支所長に対して、いつでも出かけて行く用意はあるということで、

今後の進め方について投げ掛けています。 

会 長 佐治からは今のところそういう要望は出ていないということでしょうか。 

事務局 はい。 

委 員 ３年先、５年先を展望する中で、通学手段の関係になりますが、バス路線

について、新交通体系の構想が進んでいます。まだ、知られてないかもしれ

ませんので当審議会の資料としても出していただきたいと思います。 

会 長 以前一度議論になりましたが、新しいものが計画されているということで、

新しい情報の資料を用意してください。 

会 長 それでは、以上で終わりますが、これから６月に用瀬地域の意見を聞いて、

次回は７月開催の予定となります。 

事務局 

 

以上で第１０回校区審議会を閉会します。長時間慎重審議、ありがとうご

ざいました。 

 


