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平成２３年度 第１１回鳥取市校区審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成２３年７月２９日（金）午後３時～午後４時４５分 

 

２ 会 場  鳥取市役所第２庁舎 ５階第１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、西尾幹雄委員、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．新委員の紹介 

        ３．会長あいさつ 

        ４．議事録署名委員の選任 

          （渡辺委員、米原委員を選任） 

        ５．報告 

（１）第１０回会議概要 

（２）佐治・用瀬地域の中学校区問題にかかる経過 

        ６．議事 

          （１）佐治・用瀬地域の中学校のあり方について 

            ① 鳥取市バス路線網再編実施計画について 

            ② 用瀬地域意見交換会、佐治地域座談会の概要について 

            ③ 答申内容（付帯意見含む）について 

         （２）中間報告について 

         （３）今後のスケジュールについて、その他 

        ７．閉 会 

 

５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

事務局  ただいまより、第１１回鳥取市校区審議会を開催します。 

 まず、新委員の紹介ですが、小学校校長会の役員の交代に伴い、委員の交

代がありましたので、紹介するとともに委嘱状を交付いたします。 

 続きまして会長あいさつをお願いします。 

会 長  代わられた委員、よろしくお願いします。 

 先日開かれました地域との意見交換会の結果も踏まえて、一定の方向性、

中間報告及び答申に向けた結論的なものが出せればと思っていますのでよろ

しくお願します。 

 それでは、議事録署名委員を選任させていただき、早速報告へ入ります。

（１）第１０回会議概要、（２）佐治・用瀬地域の中学校区問題にかかる経過

について事務局でお願いします。 

事務局 

 

 報告（１）第１０回会議概要、（２）佐治・用瀬地域の中学校区問題にかか

る経過 報告。（レジュメ資料２~５ページ） 

会 長  質問等あるかと思いますが、議事（１）と重なりますので、議事（１）に

入りたいと思います。 
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 議事（１）は、佐治・用瀬地域の中学校のあり方についてということで、

資料説明等の後で、答申案について協議したいと思います。事務局から資料

の説明をお願いします。 

事務局 

 

議事（１）佐治・用瀬地域の中学校のあり方について ①鳥取市バス路線

網再編実施計画について 説明（別冊資料） 

事務局 

 

 議事（１）佐治・用瀬地域の中学校のあり方について ②用瀬地域意見交

換会、佐治地域座談会の概要について 報告（レジュメ資料７~１６ページ） 

副会長  両地域の会議に参加し、反対の意見が多いのではと予測していたのですが、

報告でもあったように反対の意見よりも早急にという意見が出ていました。

おおむね統合については、やむを得ないという認識でおられるように思いま

した。 

 その中で、一番心配されていることは、耐震化が遅れているのではないか、

というご指摘でした。事務局で「佐治地域から意見書が出ているため、その

方向性が決まらないと実施できないので、保留となっている。」と説明があり

ました。 

 耐震化が遅れるとそれだけ子ども達の危険度が増すので、早くしてほしい

という保護者の意見を多数聞き、校区審議会としては、早急に方向性を出し

て、耐震化等に対応していくべきではないかと思いました。 

 もう一点、意見を聞く中で、統合する場合、用瀬中学校に通う可能性が高

いということもあり、佐治地域の子ども達や保護者に吸収されるという意識

が強くなるのではないかという気がしました。ですので、統合するに当たっ

ては、新しい学校をつくるという形にならないものかと思います。用瀬中学

校では、新築による耐震化は難しいということですが、統合して新しい学校

となるような方策が考えられないのだろうか、そうすれば、佐治の方、用瀬

の方も新しい学校にということで受け入れられるのではないかと思います。 

会 長  今までのところで質問、意見等ありますか。 

委 員  本日の会議を迎えるにあたって、佐治、用瀬両中学校長、校長会の役員と

事前に協議してきました。その中では、両地域ともまだ議論が尽くされてい

ない状況ではないかという思いがあり、地域意見であったような賛成が多数

あるということが意外でした。 

 確認したいのですが、佐治の意見で賛成ではない意見もある中で、先ほど

の報告では大きな反対はなかったということで、我々委員は統合については

両地域ともやむを得ないが前向きだと捉えていいものかどうかということで

す。 

会 長 その点についてどうでしょうか。 

事務局 

 

 後で出席された委員にも確認していただけたらと思いますが、用瀬地域で

は、大きな反対はありませんでした。保護者層を中心に教育環境を変えたい

という母親の方の意見が多かったという印象です。それから佐治地域につい

ては、これまで議論を重ねられているということもあり、学校がなくなるこ

とは地域が衰退していくという心配をされていますが、子ども達や教育の事

を考えるとやむを得ないというような感じを受けました。 

会 長  出席された委員で、何か補足していただけるようなことはありますか。 

委 員 佐治中学校ＰＴＡは統合について賛成、反対は半々だと思います。それか

ら、話し合いが十分でない、性急すぎるという印象を強く持っておられます。    

これは、佐治地域審議会が、意見書を提出された後の、２２年４月から今

まで、意見交換会等の話し合いの開催や、校区審議会での審議状況の情報発

信がなされなかったことに合わせて、突然用瀬地域から佐治地域住民の知ら

ない情報が流れてきたため、そういう印象を持っておられるのだと感じてい

ます。 

考えてみると、総合支所だよりで、地域審議会での情報は提供されてはい

ますが、審議内容の詳細までは掲載されていませんので、住民には浸透して
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いないということもあると思います。 

委 員  先ほども言われましたが、やはり進め方が性急であるという思いが用瀬に

も、特に佐治の方が持っておられる感じがしました。 

それから、知り合いの方等から情報をいただく中では、母親はかなり賛成

のような気はしています。会議等では男性の方やＰＴＡ役員の意見が多く、

地域審議会の手続き論、報告や説明があまりにもなされていないということ

に不満に思われていることが強かったと思います。 

特に今回は、スケジュールについて伝わり方がスムーズでなく、既に２年

後の４月には統合します、ということが佐治のＰＴＡ、保護者へ流れたので、

誤解を招いたのではないかというところもあったと思います。 

会議の後に母親の方々の話を聞くと、会議中の意見とは尐し違う雰囲気で、

今さら意見されても、統合に進んでいるのでしょ、という感じを持っておら

れましたし、わりと前向きに進んでほしい、早く進んでほしい、特に部活動

のことで、人数の尐ない中で選択範囲も狭く、拘束された中で子ども達の自

由な気持ちや成長を妨げているのではないかということや、母親の視線なの

かもしれませんが、子どもに期待して尐しでも多い人数の学校にしてあげた

いという感じを受けました。 

 後は、報告された内容のとおりだったと思います。 

副会長  地域での伝わり方が、考えている以上に広報されていないという意識があ

ったように思います。佐治地域審議会長から統合については平成の一桁の頃

から協議されたけれども、市町村合併の問題で中断し、市町村合併が終わっ

て、今回検討が再開された、とありましたが、地域の方の中では、市町村合

併の時に中学校の統合問題は一時棚上げになった状態から急きょ出てきたよ

うな印象を持っておられるように感じました。そういう意味では、今回校区

審議会が伺ったことによって、中学校の統合の問題が初めて具体的に浸透し

たのではないかというような印象さえも感じる部分もありました。 

委 員  佐治地域の保護者等は、今回校区審議会の副会長に出席してもらって初め

て校区審議会からこれまでの審議状況や考え方等の説明があったという感情

が先にあります。 

 それから、具体的に一つの方向性が出て、地域に周知しようとした時に、

その広報手段がなく、地域審議会の組織上の限界を感じます。佐治の実態が

すべてではないと思いますが、後期後半に他の地域で校区再編に関すること

で、意見がでてきた時には、校区審議会はその意見を重く受け止めて審議し、

方向性を出さなければなりません。その際に地域意見を汲み上げるために意

見集約を地域審議会にお願いすることになると思います。地域への投げかけ

や地域とのつながり等において重要な地域審議会との関係や地域との接し方

等について、改めて考えていかないといけないと思います。 

 校区審議会もこれまでに佐治地域へ出向くことが出来たと思いますが、出

来ていないという反省もあります。 

会 長  校区審議会でバスに乗って現地訪問したようなことは、なかなか伝わって

いませんか。 

委 員 ほとんど知らないです。 

委 員  頭から統合を反対するわけではありませんが、やはり中学校がなくなると

いうことは、まちづくりや人づくりにマイナスになるという懸念をしていま

す。 

 しかし、一番大事なことは、地域でしっかり議論された総意であるならば

仕方ないのではないかと思います。そのあたりはどうなのかなということが

一つあります。 

 それから、内外教育という冊子に教育長のコメントが掲載されていて、鳥

取市の抱える教育課題として、「地域に学校があるべきだ。」というような基

本的なスタンスを述べておられますので、その思いとはどうなのかなという
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ような話が役員会の中で出ましたので、校区審議会にも知らせておいた方が

いいのではないかということでした。 

 更には今鳥取市が謳っている「ふるさとを思い．．．」という教育ビジョンを

考えれば、佐治中学校をなくしてしまうというのは、どうなのかなというこ

とを思います。 

 現在の佐治中学校の校長先生や前任者の方等にも話を聞いてきましたが、

やはり学校がなくなり、地域が衰退するということを心配しておられました。 

会 長  他に意見等ありますか。 

 意見交換会等で発言された保護者ですが、どういう年代層の方ですか。中

学校の保護者、それとも小学校や保育園等の若い層の保護者を含めての保護

者ですか。そのあたりが分かりますか。 

事務局 

 

 なかなか確認しづらいですが、極端に年齢の高い層とか、低い層というこ

とではないので区別がつかない部分がありますが、保、小、中とそれぞれお

られたと思います。 

会 長  その辺で何か意見分布のようなものがありますか。例えば子どもを通わせ

ていない世代、子どもを通わせている保護者、保護者の中でも中学校の保護

者やもっと若い保護者、そのようなところは特にわかりませんか。 

副会長 年代の区別はわかりませんが、感じとして意見を述べられた方を見たとき

に、男性が多かったです。その中でも保護者の方と保護者を卒業されている

と思われる方の意見がありました。結果的に女性で発言された方は、これは

と決めておられた方だと思いますが、その他は聞いておられる方が多かった

と思います。その中で、うなずいておられる方は何人かおられました。発言

内容としましては、女性は尐なかったと思っています。 

会 長 委員の言われた思いは、みんな同じだと思いますので、２つの学校を併せ

るにしても、２つの学校をそのまま残すにしろ、地域を衰退させてはいけま

せん。 

併せるのであれば、併せる場合の地域を衰退させない方法、残すにしても

地域を衰退させない残し方があるのかどうかということを今まで議論してき

たと思いますので、そのあたりを尐し答申案に活かしていきたいと思います。 

委 員 財政論ではなく、教育論で決定していかないと、教育課題の項目とは違う

のではないかと思います。 

委 員 どうしても関連して耐震問題が出てきています。佐治中学校は統合という

ことになれば、筋論でいくと最低１年は耐震補強されず、校舎として使用さ

れなくなります。後回しにされてなお放っておかれるような印象があって、

地域の方は不安もありますが、非常に怒りを覚えておられます。 

当審議会が方向性を出していくことではないですけれども、例えば学校が

空いた場合に、福祉問題とか医療設備等の移転や、隣に活性化センターもあ

りますし、後に地域振興のために活用するような構想が多尐とも協議される

等して、用瀬より耐震数値の劣っている学校をそのまま放っておかれたとい

う住民感情が何とかクリアできないものかと思います。やはり意見として一

番強いように感じます。 

会 長  その辺は何か方策はありますか。統合した場合、残った建物を何か別途使

う場合には耐震化されていないと使えませんが、後の使用を考えると耐震は

進めておくという判断は、用途がはっきりしないことには、出てこないとい

うことですかね。 

 ここまでのところで、確認や質問等を出していただいた内容を踏まえて会

長がまとめてみたいと思いますが、その他ありあますか。 

委 員 今意見交換会の概要を聞かせていただいたうえで、意見交換会等で意見を

聞く場合気を付けないといけないことがありまして、先ほども会議の後でお

母さん方の話を聞かれたということで、まさしくそこが重要なのです。会議

の中で意見が出たといっても、それは思いが強い人、主にお父さん方が意見
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されます。それがあたかもすべての意見と思いがちだというところが、実は

小・中学校の保護者には多いです。もう一つ考えておかないといけないこと

は、保護者の意見というのは、その地域も愛しているのですけれども、やは

り子ども中心の意見です。これは決して悪いことではなく、いいことだと思

っています。一方で地域の方は、当然子どもの事も大事だと思っておられる

けれど、地域の事をまず話されてから、でも子どもの事とも大事だという形

で、それぞれ最初に意見を述べられる順番が違っているということです。そ

のあたりを審議委員というのは、全体をもう尐し客観的に見たうえで判断し

ていかないといけないと思いました。同時に意見の中で、早すぎる、せかし

ているみたいという意見がありましたけれども、逆の意見として、スピーデ

ィーに進めていかないといけないという意見もあったように、今の時期は東

日本大震災のこともあるものですから、何かあってからでは遅いというのが

保護者の意見として多いと思います。そうなれば当然メリットもあればデメ

リットもありますし、全部の意見を聞いてもきりがないものですから、審議

会で優先順位を整理したうえで方向を出していくべきだと思います。 

先ほど意見のあった新しい学校をつくるということは、大賛成です。地域

に学校がなくなる等言われるけれども、新しい地域をつくるのだという意気

込みで、難しい部分もあると思いますが、新しい地域をつくるための第一歩

という取り組みにできるようにまとめる方法がいいと思いました。 

委 員 同じ意見です。 

会 長 その他の意見はどうでしょうか。 

委 員 座談会等の話を聞かせていただきましたが、この会が非常に大きな意味が

あったのではないかと思います。報告であったような心配もあると思います

が、そういう意味でも答申を決めて、むしろ早く進めるべきだと思います。 

委 員 改めて統合ということを思ったところですけれども、佐治地域の質問の中

で、規模の大小により学力の差があるのかということに対して、規模による

差はないと思っていると答えられていますが、審議会では、結局小規模校で

のデメリットが大きいので、適正規模になったほうがいいのではないかとい

う考えで来たと思います。規模によって学力の差はない、むしろ小規模校は

先生が面倒見がよく、学力等伸びていくような感じがしますが、このあたり

のことも考えておかないと、はっきり言いにくいと思います。 

委 員  話を聞かせてもらって、やはり急いですべきだと思います。先に延ばすと

混乱がより一層増えてきますので、早く結論を出すべきだと思います。 

耐震の関係は、佐治中学校の後をどういうものに使いたいかということは、

佐治地域審議会が論議して決めて、使用目的をはっきりさせたうえで耐震の

要望をするくらい、一歩踏み込んでほしいと思います。そういうふうに物事

を前向き、前向きに話しあっていけば何かできるのではないかと思いました。 

委 員  地域審議会の委員は、前の行政経験者や、地区の名士の方たちが多く、子

どもが中学校に通っている方は尐ないと思いますので、地域の全体的なこと

を優先して、学校の論議は後回しになるようなことがあるのではないかと思

います。やはり先日の座談会では、子どもがおられる方々が多かったので、

子ども達のことを優先的に考えた論議がされていると思います。地域審議会

では、そういう内容が優先的に進んでいないように感じますので、もっと論

議してほしいということをお願いされた方がいいと思います。 

それから、自治連で宝塚市の自治連と交流があり、先日視察に行きました。

宝塚市は元々農村で山間部の小さい集落が多かったということですが、現在

は平成の初めに全域を行政主導で区分けし、小エリア、中エリア、大エリア

に分けられたそうです。中エリアというのが小学校区域になっていて、おお

むね小学生の数は800から1000という規模のところで分けてあります。自治会

の運営はというと、昔からの組織が残っていて小エリアで集まっていますが、

ある程度のことは全て中エリアの小学校区単位でやっているということで
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す。その中エリアの上に大エリアがあって3万人とかという単位でまとめてあ

るようです。たぶん現在は学校と地域が全部一緒になっていると思いますの

で、そういう区割りをどういう風に移行されたかということも、この鳥取市

の校区再編を考える上では、参考になることがあるのではないかと思います

ので、お知らせしておきます。 

委 員 方向としては、統合して今より多い人数の中でということを思います。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  事務局の報告、それから参加された方の感想等伺いまして、全体的には統

合の方向という印象を受けました。ただ、どうしても耐震化をどうするかと

いうところが気になるところだと思います。耐震化については、先ほどあり

ました、新しい学校をつくるということも選択としてあると思いますが、行

政的な立場から言うとなかなか難しい面もあると思います。その辺は費用対

効果等、耐震工事をする場合と新築する場合の費用対照や、将来的に見て改

修した場合に何年か後にまた改修しないといけないとか、その辺を全部含め

ながら、事務局で検討して総合的に方法を決めていくことが必要ではないか

と思います。 

もう一つ、地域の活性化の面ですけれども、特に中山間地域においては学

校というものがその地域のコミュニティの場である側面が非常に強いと思っ

ています。ただ、県内の学校の統廃合された地域を見ますと、統廃合された

後の空校舎については、もちろん耐震等の要件がきて老朽化したものについ

ては、そのままでは使えないものもありますし、危険な場合は取り壊してい

ることもあります。それから、新しく再利用という形で地域活性化の拠点と

して使われている場合もあります。例えば、伯耆町の小学校では、どぶろく

特区を取得して、校庭に醸造場を新しくつくり、どぶろくを売り出して地域

活性化に活用しているところもあります。その辺は地域を活性化させるため

に廃校舎や校庭等をどう活用していくかということを地域の中で考えていく

べきだと思います。 

また、教育もまったく関係ないというわけではなく、そういう所を子ども

達も社会科見学や色々な活動で関わることも考えられますので、審議会とし

て答申を出していくうえでは、そういうことも含めながら考えていく必要が

あると思います。 

会 長 では、会長として、まとめのようなものを発言させていただきます。 

 佐治地域審議会から出ている意見書について、校区審議会としては地元と

の意見交換会等も踏まえて何らかの結論を出す時期に来ただろうと思ってい

ます。ですから、今回結論を出さずに次期委員に引き継ぐということではな

く、現委員任期の間に結論を出すべきだろうと思います。 

「やむを得ない」という認識をこえる形で、今回意見交換会の中で、「新しい

教育の問題」であるとか、両方の佐治、用瀬の保護者から「新しいものをつ

くろう」という意見が出てきたことは、一つの光であると感じています。 

 そこのところも踏まえて、方向性としては「統合」というふうに考えてい

ます。 

 その場合に大きくは４点ありまして、１点目は教育の論理というのが重要

ですので、先ほど学校規模と学力等の問題について意見がありましたが、規

模と直結はしないのだけれども、社会性とか学力を伸ばしていくような教育

活動をより適切に行う条件をつくるという意味では、適正規模に近づけてい

くことは重要なことだと思います。現在の小規模の中でも過小規模に近い小

規模から、適正規模に近い小規模にもっていくことによって、中学校段階に

おいてどういうふうな教育面でのメリットが生じるのか、というところをさ

らに明らかにし、なお足りないところについては、例えば過疎地への加配補

充であるとか様々な形の取り組みができないかという所を付帯意見として付

け加えられればと思います。 

 ２点目は、地域の問題ですけれども、地域につては、小学校がそれぞれの
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地域に１校ずつ残りますので、小学校を中心とした地域づくりというものを

継続しながら、小学校は地域にそれぞれ残して、中学校を新しいものとして

つくりあげていくという試みとなります。新しくつくる中学校と残されてい

る小学校とのネットワークであるとか、結合とか、新しい中学校区の小学校

が小学校の時から交流する活動や結びつきを図るとか、空き校舎の地域コミ

ュニティでの有効活用のようなものを組み合わせて、学校がなくなることが

地域の衰退にならないというふうなことを付帯意見には入れるべきだと考え

ています。 

 ３点目としましては、どちらかに統合、いわゆる「吸収統合」というもの

ではなくて、「新設統合」であろうというふうに思います。「新設統合」とい

うのは様々な意味があって、一旦学則上、両方の学校を廃校としたうえで新

しい学校をつくるわけですけども、その間に校舎とか校地をどこにするかと

いう問題等を含めて、地域ともっと具体的に相談すべき、協議をするべきで

あると思います。ですからまだ議論されていない等という意味では、地域の

意見を吸い上げていない部分がありますので、校区審議会としては一応新設

統合の方針で答申を出すけれども、それを教育委員会に引き継いで、更に新

しい新設統合の具体的な姿については、もっと地域と協議のうえで、建物は

新しくする方策もあるかもしれませんし、今の校舎を耐震化や、また今の用

地に新しいものをつくるかもしれませんが、いずれにしても新設統合である

と、新設統合ではどちらかがどちらかに吸収統合される方式ではない、とい

うあたりを明確にしたうえで、地域の合意で進めてほしい、ということを思

っています。 

 最後に４点目になるかもしれませんが、施設設備について、やはりこの東

日本大震災との関わりで、耐震補強、強度の問題については、教育委員会の

責任は大きいだろうということで、今までないし今まで以上、それから先ほ

どの問題も含めて、鳥取新市において、旧町村同士が新しい中学校をつくる

初めての試みでありますので、そういう意味合いでは、今までの慣例等に捉

われず、新しいスタンスで教育委員会や市議会が判断していただける方向性

の答申ができたらと思っています。 

では、尐し休憩をはさみまして、この後、皆さんからご意見をいただきた

いと思います。 

   休  憩 

   再  開 

会 長  それでは、中断する前に会長からまとめを提案しましたけれども、結論的

なものとしては新設統合ということでまとめる方向で、ご意見を伺って、そ

の間にどういう表現にしていくか、どのような付帯意見を付すべきだという

あたりを尐し詰めていけたらと思います。 

まず新設統合ということについて、何かございますか。 

委 員  非常に大事な意見を言われたと思います。特に旧町村を超えた初めての統

合であるというテーマであります。それで新設統合でイメージしますのは、

新学校名、新校歌、新校訓、新校章、新校規等、こういったものを全部改め

るイメージがあります。地域の意見を聞くにしても、こういうことを準備会

以降のテーマにするのかどうか、当審議会で新設統合ということを出す以上

は、こういったこともある程度考えておかないといけないのではないかと思

います。 

会 長 事務局で、新設統合の場合、どういう手続き、又は準備等、そういうもの

があるのか、教えてください。 

事務局 

 

例えば、青谷地域ですけれども、青谷も新設統合でして、すべての小学校

を一旦廃校にしました。ですからすべての学校が残らない形にして、そのう

えで新しい学校をつくります。それに伴っては、新しい校名も決めますし、

先ほどの話にあるすべての事も、地域で協議する方法やどこで協議していく
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かということはありますが、新たにつくりあげていくということが、新設統

合の一つの流れとして前例があります。 

会 長 それは例えば、設置準備室や検討会のようなものが、教育委員会が新設統

合を正式に決めた後、立ち上がって進んでいくということですか。 

委員の意見は、事前にある程度、新設統合という事だけれども、方向性を

含ませたらどうかということですか。 

委 員 そうです。色んな意見を聞いていて詰めていくことは大事ですけれども、

校名や校歌等をどういう手順で決めていくのかということは別にして、はっ

きりと方向性だけは出した方がいいと思います。 

会 長 前回１０回の中でもありましたが、新設統合という方向性でいくとすれば、

先ほどのような前例、手続きや課題が生じてくる、ということ教えていただ

けますか。 

事務局 

 

一般論としては、新設統合となれば当然その期日までに協議会等をつくっ

て、両者が参加したところで新しいものを協議してつくっていくということ

が普通だと思います。 

会長 両者という場合は、先ほどの地域の代表のような方ですか。 

事務局 

 

学校の代表、地域の代表等で、協議会のようなものがつくられて協議され、

教育委員会はそれを尊重して、特に学校名については条例事項になりますの

で、地域のアンケートとか様々なプロセスを経て最終的に決まったものを市

議会に条例案として出すことになるのが普通です。 

会 長 期間としては、およそどのくらいの日程になりますか。青谷地域の場合で

あるとか、通常の場合、どのくらいの日程が与えられていくものですか。 

事務局 

 

青谷地域は１年ぐらいだったと思います。 

最低でも１年はかかると思います。 

会 長 新しいものをつくるので、その辺をきちんと把握しないといけないですね。 

事務局 

 

青谷地域の統合決定が年末だったように記憶していますので、今回も時期

的に似たような感じになるのかなというところです。 

会 長 副会長が先ほど言われていた新しい学校をという場合に、その新設統合の

一つの選択肢で、新しいというのは、新しい場所にという意味合いですか。 

副会長  現在の用瀬中学校の跡地以外にということになれば、建設等にさらに時間

がかかると思います。 

 基本的には、用瀬中学校のところに新しい学校をつくるのがいいのではな

いかということです。 

新しい場所にということはベターだと思いますが、それが可能かどうかと

いうことがわかりません。 

会 長 ３月の雪の降る時に見学させていただいた大きな収穫は、用瀬中学校の校

舎がずいぶん古く、本当に耐震補強程度でいいのだろうかという印象を持ち

ました。 

 ですから、土地の問題もあるかもしれませんので、そういうことを考える

と、耐震の問題、新市初めての旧町村を超えたものであるというところで、

何か付帯意見でインパクトのある形で書ければと思います。 

事務局 

 

場所のことで、説明会等でも話しましたが、今現在、今ある学校より別の

場所を鳥取市が購入して建てるということは難しいであろうという具合に話

しています。 

会 長 もう尐し具体の話で、用瀬中学校の方にということで、耐震とか建替えと

いうことになりますと、その工事期間は、生徒たちは例えば佐治中学校の方

で学習するという案も一つの選択肢にあるのですか。 

事務局 

 

 それは、あまり現実的ではないと思っています。 

腹案としましては、色んな考えがありますけれども、今の用瀬の施設の中

でということを考えたいと思います。 
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会 長 プレハブを建てるか、近所に公的な施設があればそこを使うかということ

ですか。 

事務局 

 

 プレハブを建てることが妥当な方法ではないかと思います。改修をするに

してもかなり大がかりな改修になると思われます。 

校庭が結構広いので、プレハブを建てるスペースは十分あります。 

委 員 耐震化と改修ということですか。 

事務局 

 

どういう内容にするかは別にして、新築するとなればそういうことは出て

きますし、耐震工事をやるにしても中のやりくりがつかない場合は、プレハ

ブを建てて一時避難ということも考えられる方法としてはあると思います。 

会長  施設を見学して思ったのは、耐震だけの問題ではなくて、内装とか屋根と

か全部を含めて、相当大がかりな工事になりそうだなと思ったのですが、認

識はそれでよろしいですね。 

 ですから今の施設を使うにしても相当手を入れないと使えないだろうと思

います。 

そのあたりを付帯意見の中で、前例には無いかたちだけれども、例えば新

しいものをつくるとか、追加できたらと思います。 

事務局 

 

佐治の意見としては、我々が尊重しなければならないことは、耐震に対す

る保護者の方の不安を払拭するという視点がいると思いますので、場所がど

うなるかわかりませんが、放置されてしまって危険な校舎にいつまでも子ど

も達がいるということだけは解消する何らかの方法を考えていかないと、ご

理解いただけないだろうと思います。 

会 長 先ほど意見が出されたテーマはとても大きな問題で、新設統合の学校の協

議だけではなくて、地域と学校がどうつながるかというような、地域審議会

も含めた学校と地域の活性化の問題と言いましょうか、それぞれにある小学

校、新しい中学校、残された建物、コミュニティをどうするのかというよう

な、総合共有の場を同時に立ち上げて、尐し紹介がありました教育長の思い

もそこにあるわけですから、単に併せるプロセスの作業だけではなく、地域

をどう興すかという話し合いをじっくりと進めていただけるような仕組みと

か組織を考えるべきだろうと思います。 

事務局 

 

用瀬の保護者の方が出しておられたことで、保護者同士で話し合いがした

い、地域同士で話し合いがしたい、という意見も出ていましたので、貴重な

意見だなというふうに受け止めました。 

委 員 佐治地域でも４小中学校の保護者が話し合うべきだという意見も出ていま

した。 

会 長 校区審議会が答申して、教育委員会や市議会が何らかの判断をされる中に

そういうものが準備されるかもしれませんし、そのあたりは何らかの形で答

申の付帯意見の中に含めていければというところです。 

その他はどうでしょうか、今日色々意見を出していただいたものを次回の

校区審議会で答申案として提案させていただくので、付帯意見としてぜひ追

加してほしいというものがあれば、ご意見をいただきたいと思いますが、だ

いたいよろしいですか。 

委 員 先ほど会長が言われたことをまとめていただいたらいいと思います。 

会 長  それでは、地域から出てきた佐治中学校の問題について、校区審議会とし

ては、今までの協議や地域の意見交換会を踏まえて、一定の結論を「新設統

合」ということで、よろしいですか。 

全委員 異議なし。 

会 長 では、次回その方向性の下で、文章、付帯意見等を明記した案につて審議

し、承認をいただきたいと思います。 

関連して先に議事（３）今後のスケジュールについてお願いします。 

事務局 （３）今後のスケジュールについて、その他 説明。 

（レジュメ資料６ページ） 
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会 長  今後のスケジュールで何かございますか。 

では、議事（２）中間報告についてお願いします。 

事務局 （２）中間報告について 説明。（別冊資料 中間報告（案）） 

会 長 最終四半期に向けて、何かありますか。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 県内の状況からいくと、尐子高齢化がどんどん進んできて、人口がどんど

ん減っていくという推移が出ていますので、市域で現状はともかく、図２の

児童生徒数の推移グラフのような増加するということは考えづらい部分があ

ります。住基のデータによる出生数という根拠があることですので、特にこ

だわることではありませんが、第三者が見られた時に、本当に増えるのだろ

うかという疑問を持たれることがあるのではないかという気はします。 

会 長  先ほどの学校規模別の表でいくと、二極分解、下の方は落ちてきているの

と、上の方では尐し過大傾向があるという感じです。 

 それでは、これで本日の協議を終わりたいと思いますが、最後に２点だけ

補足的な事ですが、先ほど新設統合でご承認いただいたところですが、時期

の表現としては、「速やかかつ適切な時期に」ぐらいに。いわゆる年度とかに

ついては、我々の判断すべきところではございませんので、そういう意味で

は、「速やか」、でも慎重審議も必要ですので、「かつ適切な時期」としておい

ていただいたらよろしいかと思います。 

 ２点目は、意見交換会の概要の中に、校区審議会のような形ではなくて、

学校協議会のような形、いわゆる常設のようなものということが出ていまし

たので、そのあたりのことも含めて来期のことを事務局で説明していただけ

たらと思います。 

事務局  本日議論していただきましたことを詰めて、次回事務局から提案させてい

ただきますので、時間が限られていますが慎重審議よろしくお願いします。 

皆さまの任期が８月２３日までということで、非常に迫った中で最後に濃

いものをお願いしているなあということがございます。ぜひよろしくお願い

します。それから、会長からも尐しありましたが、現在新しい委員の公募も

しているところでございます。実はこの校区審議会は２５年までという非常

に息の長いものでございますが、最初から志と申しますか、思いは２５年ま

で続けたいと思っています。そういう意味で皆さまのお力をお借りできたら

という具合に思っているところです。次回もまた８月１８日でございます。

ちょうど盆明けの忙しい時ですが、よろしくお願いします。今日はどうもあ

りがとうございました。 

会 長 先ほど校区審議会ではなくて、常設の何か協議会みたいなもののイメージ

はありますか。 

事務局 確認させてください。 

委 員 用瀬・佐治の地域審議会以外で、校区再編に関わる事が話し合われている

ような情報がありますか。 

事務局 福部に１度呼ばれて、小中一貫校のことを説明したことはありますが、そ

の後、議論の結果がどうなったのか聞いていませんし、その他の地域で校区

の話題が出ていることは聞いていません。 

事務局  以上をもちまして、第１１回校区審議会を閉じさせていただきます。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 


