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第１１期 第１回鳥取市校区審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成２３年１０月２４日（月）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階第１会議室 

 

３ 出席者  【委員】 

渡部昭男委員、岩崎憲一委員、渡邊勘治郎委員、長尾志保委員、 

上山弘子委員、西尾幹雄委員、神谷正惠委員、有本喜美男委員、 

前田多喜男委員、八木一元委員、横西経雄委員、福安 修委員 

【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（事務局）】 

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．委 嘱 

        ３．教育長あいさつ 

        ４．委員自己紹介 

        ５．審議会について 

        ６．会長・副会長の選出 

        ７．会長あいさつ 

        ８．諮 問 

        ９．議事録署名委員の選任 

          （長尾委員、上山委員 選任） 

        10．報告 

（１）佐治中学校と用瀬中学校の統合について 

        11．議事 

          （１）審議経過および今後の進め方について 

            ① 本市の校区再編の経過について 

            ② 鳥取市校区再編基本構想及び答申（第９期~第１１期）について 

            ③ 課題となる学校等について 

            ④ 校区再編を行う場合の考え方、課題等について 

            ⑤ 今後の進め方、審議（作業）内容について（案） 

       12．その他 

        13．閉 会 
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５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

事務局 第１１期第１回鳥取市校区審議会を開会いたします。 

 委員出欠の確認ですが、レジュメ資料１ページの５番目、木下尚委員が欠

席ということで連絡を受けていますが、過半数以上の出席がありますので会

議は成立することを申し添えます。 

 委員委嘱につきましては、本日付けで鳥取市校区審議会委員として委嘱さ

せていただきます。時間の都合上委嘱状は席にあらかじめお配りさせていた

だいており、一人ずつの交付は省略させていただきます。 

 それでは、今期校区審議会発足にあたり、鳥取市教育長がごあいさつ申し

上げます。 

教育長  いよいよ第１１期の校区審議会の始まりでございます。第１０期におきま

しては、校区審議委員が非常に丁寧な説明や意見の聞き取り等、労を惜しま

ずに地域に出かけられた姿勢は大変ありがたかったと思っています。他町、

他地域では校区再編等の会議では怒号が飛び交う中での説明会だとよく聞き

ますが、本市では委員の丁寧な対応によって市町村合併後、旧町村域を超え

ての統合という答申が出され、それを地域が受け入れていただけたことの意

味というのは、非常に大きいと思いますし、このやり方、こういう運営の仕

方が他地域への参考になると思っています。本当に一つの良い例ではないか

と思っています。 

 さて、第１１期は、これから諮問いたしますけれども、審議していただく

内容は、地域の関心も強く、市が取り組んでいる地域づくり懇談会において、

小さな地域からは必ず「うちの学校は将来どうなりますか。」という質問等が

出てきます。「今後、第１１期の校区審議会が開かれ、こういった地域の学校

のあり方というものが議題になり、その地域の子ども達の教育は何が一番い

いのかということを審議していただくように考えています」と回答していま

す。色々またご足労をお掛けすると思いますけれども、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。 

事務局 ここで、第１回目ですので、自己紹介をお願いしたいと思います。レジュ

メ資料１ページの名簿の順番に自己紹介をお願いします。 

 委員、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、事務局 自己紹介 

事務局  それでは、５番の「審議会について」事務局より説明させていただきます。 

事務局 「審議会について」説明。（レジュメ資料２ページ） 

事務局 ６番「会長・副会長の選出」について、会長、副会長は各１名、委員の互選

で選ばれますので、まず委員の皆さまに立候補等がございましたら、お諮り

したいと思いますがいかがでしょうか。 

 ないようですので、選出につきましてどのようにいたしましょうか。 

委員  推薦させていただいてもよろしいでしょうか。 

 前会長の渡部昭男委員に引き続き会長をお願いできたらと思いますし、副

会長にも前副会長の岩崎憲一委員を引き続きお願いしたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

事務局  ご提案どおりでよろしいでしょうか。 

  全委員賛成 

事務局  全会一致で、会長を渡部昭男委員、副会長に岩崎憲一委員にお願いし、決

定いたします。 

 それでは、会長、副会長に、改めてごあいさつをいただきたいと思います。 

会長  この度、引き続き会長ということでご推薦いただきありがとうございます。 

第９期から関わらさせていただいていますけれども、以前の校区審議会は

何か大きな事案が無い限りは開かれない会議だったと聞いています。それが

第９期からほぼ２、３ヶ月に１回開かれており、校区の大きさとか学校の統
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廃合を考えるというよりは、校区を一つの手掛かりにして学校と地域のあり

方というものを審議する「地域教育委員会」のような形で進んでいます。 

 あくまでも子どもを中心にして、子どもの学びと幸せというものを学校と

地域とがどのような関係を結べば築くことができるかということで深めてい

きたいと思います。 

 この１１期は、１０期を引き継いだ形で、とりわけ周辺地域の過小規模の

学校をどうするのか、中心市街地の近接する規模が小さい所をどうするのか、

一方では中学校で規模が大きくなってきている所がありますので、そういう

所をどうするかという問題も残っています。ただ、このような課題が挙がっ

ている所に限らず、鳥取市のすべての学校において、学校と地域の問題とし

て考えていくことが出来ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

副会長  副会長に推薦いただきありがとうございます。 

 会長は、小学校を一つのコミュニティと考えて、そこの学校と地域の関わ

りということを熱心に言ってこられたと思います。私もそうだと思います。 

 古い経緯等を参考にしながら、アシスタント的に会長を補助できたらと思

います。 

ただ、先ほど言われましたけれども、これまでの校区審議会の中で感じて

いたことは、今までの審議会というものは、物事が起きてそれが解決するま

でに何年間という間がありました。その間に子どもは同じところで問題を抱

えながら学校に通学するということがありました。先ほどの話のように、常

時やっていく、そうすることによって早く取り組めてくるのではないかと思

います。そういうことも含めて鳥取市の校区のあり方というものを検討して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局 続きまして８番「諮問」に進ませていただきます。 

鳥取市教育委員会から諮問させていただきますので、教育長より会長へお

渡しいたします。 

  諮問（教育長が諮問内容を朗読し、会長へ手渡）レジュメ資料３ページ 

事務局  ここからは、会長に進行をお願いいたします。 

会長  第１１期の初めの会ということで、前期からの委員が約半数、新しい委員

が半数おられますので、お互いに１１期の委員として認識を新たに、そして

気持ちを共に一つにしていきたいと思います。 

 まず、議事録署名人ということで、議事録の最終的な確認をお願いいたし

ます。今回は長尾委員と上山委員にお願いしたいと思います。 

それでは、報告事項、議事等が用意されている項目に入りますが、まず報

告事項について、事務局からお願いいたします。 

事務局  報告（１）佐治中学校と用瀬中学校の統合について説明。 

（レジュメ資料４～８ページ、２１、２２ページ【資料】） 

事務局  概略は先ほどの説明のとおりですが、レジュメ資料２１ページにあります

校区審議会からの答申の中で、説明としまして「新たな学校をつくるという

機運を高めることによって新しい中学校と両地域との新たな関係が構築され

ることを望む。」それから「中学校の統合が更なる地域づくりの契機となるよ

うな取り組みを期待する。」ということをいただきました。事務局としまして

も、この校区審議会の意思、願いというものを各地域にお伝えするように努

め、少しずつ地域に伝わっていくことを感じました。この姿勢はこれからの

１１期にもぜひ活かしていただきたいことだと感じているところです。 

会長  質問等ありましたら遠慮なくいただければと思います。 

 少し補足しますと、結果だけでは見えないことがありまして、先ほどもあ

りました校舎の全面改築、いわゆる新築についても、審議のプロセスでは難

しいという状況でしたが、事務局で色々調査を重ねて工夫していただき、新

築という結果になりました。それから工事期間も本来なら１年間かかってし

まうところを、できるだけ早めて第１期生が新しい校舎で卒業式が迎えられ
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るようにというところも、工夫していただいた一つです。 

 今後１１月頃から準備委員会が立ち上がりますし、佐治地域では残された

跡地をどう利用するのか、小中との連携をどうするのかという課題もあろう

かと思いますので、関係地域の委員で、答申、決定後に地域でどのような声

や要望がでているのかというものをお聞かせいただければと思いますがどう

でしょうか。 

委員  佐治地域審議委員もしていて、事前に統合スケジュール等の計画を拝見し

ました。これまでも地域審議会で、率先して統合、出来るだけ早くに統合す

べきと発言をしてきました。佐治地域、用瀬地域の住民の方の中には、これ

までの習わしや歴史、地域性というものを後継したいという方も多分にあり

ます。けれども、答申にもあるように、そのエリアが中学校を土台として新

たな地域をつくり活性化するような図り方を提言していただくことで、新し

い地域づくりを通して少ない子ども達をどういった方向で育てて、地域づく

りをしていくのかということを、地域審議会を中心に話していこうとしてい

るところです。 

住民の方は、３週間ほど前に佐治地域での説明会が開催され、その時にス

ケジュール等の計画を聞いたところで、これから話がされる段階というとこ

ろですので、地域の意見や様子等の話ができない状況です。 

会長  地域の声をできるだけこの審議会の中にも反映していきたいと思いますの

でよろしくお願いします。また、委員に配布している資料は公開される資料

ですので、それぞれ所属のところで自由に環流していただき、広く見ていた

だいて、審議会へ意見等を挙げていただきたいと思います。 

委員  佐治地域審議会から意見書が提出されて、その後色々な意見も聞いてきま

したけれども、佐治地域での意見交換会が平成２３年７月２６日に行われ、

校区審議会副会長にご出席いただき、地域意見の集約が図られたと評価して

いますが、審議会委員が同席した会議は、佐治地域ではこの日が最初で最後

でした。用瀬地域では数回行われており、地域によって委員同席に違いがあ

るのは良くないと思います。 

 それから、地域審議会が事務局の提供した資料等に基づいて地域住民に周

知も含めて情報提供を徹底しているかどうかということについては、多くの

人から不十分という声を聞いています。しかし、地域審議会の機能には予算

的、人員的にも制約があり、広報一つにしても「佐治総合支所だより」の一

角に項目的な経過報告が掲載される程度の情報です。もっと親切、丁寧で多

様な情報提供というものを構築していかないといけないと思います。校区審

議会の経過公開等についても迅速、丁寧に周りに広がるような方策を考えな

いといけないのではないかと思います。 

これからの旧市内の校区再編問題を審議する場合には、新市域のような地

域審議会は無いので、自治会または公民館を通じて情報提供することになる

と思いますが、その他どういう広報手段があるかということを考えると、容

易なことではないなと思っています。いかに地域住民に情報が伝達されてい

くかということが、大きなテーマだと思っています。 

会長  地域に出かけて行くということは第９期あたりから行っていますし、これ

から第１１期についても２つの手段があると思います。今期も、出来るだけ

地域へ出向き意見交換はもちろん、現地視察等も進めていきたいと思います。 

 ２つ目には、校区審議会自体が公開ですので、関心のある方が会議を傍聴

し、その中で緊張感のある審議ができればと思いますので、議事録を公開す

るのはもちろんですけれども、校区審議会等の予定等も含めて住民に知らせ

て、公開の中で進めていけるようにできたらと思います。 

少し長くなりますが、佐治、用瀬のことは重要ですので、校長会、ＰＴＡ

連合会で、この問題について何か意見や感想等寄せられていることがあれば、

ご紹介いただきたいと思います。 
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委員  小学校校長会では、この内容について現在のところ特に意見等は出ていま

せん。 

会長  中学校の問題ですけれども、中学校、小学校の関係、いわゆる小学校は複

数それぞれのエリアにあって、中学校が一つになりますので、小中連携等も

含めてぜひ議論をしていただけたらと思います。 

委員 小学校ＰＴＡ連合会でも、今後協議していかなければいけないと思ってい

るところですが、今のところはまだ出てきていません。 

委員 これまでに佐治地域の情報が中学校ＰＴＡ連合会へ入ってきていない状況

で、今後、連合会として働きかけていく必要があると思っていますが、地域

やＰＴＡがどういうふうに考えておられるのか、現段階では把握していませ

ん。 

会長  先ほども言いましたけれども、資料は自由にお出しして結構ですので、ま

た色々と意見を挙げていただきたいと思います。 

 それから、後で説明があると思いますが、第１０期では、小学校はある程

度徒歩で通学できるような小さなエリアでという審議をしました。単に規模

が小さいから問題だということではなく、小さくても地域の結びつき等を考

慮していく、逆に中学校の場合はそれ相応の集団があって切磋琢磨できるよ

うな関係をというように、小学校・中学校それぞれのあり方の中で小中の連

携を築きながら地域と学校の問題を考えたいという「鳥取方式」のようなイ

メージが出てきていますので、そのあたりでもご意見があればよろしくお願

いします。 

 では、この後の議事でも関連しますので、報告事項はここまでにしまして、

議事に移りたいと思います。 

議事につきまして、事務局よろしくお願いします。 

事務局  議事（１）審議経過および今後の進め方について説明。 

（レジュメ資料９～２０ページ、２３～２８ページ【資料】） 

会長  今回議事として、審議経過と今後の進め方について説明があり、新委員で

認識を一致させることができればと考えていますが、次回から内容について

の質疑や確認をしていただきながら進めていきたいと思いますので、今回に

ついては、第１１期がスタートするにあたって、各委員からの要望や抱えて

いる課題があれば発言していただきたいと思います。アドバイザーについて

は人口動態等も含めたところで補足等があればお願いしたいと思います。 

副会長  今説明があった中で、校区の問題と自治会の問題とは非常に密接な関係が

あると思います。自治連合会の中でも規模の小さな自治会と大きな自治会が

あってアンバランスだということで調整していかないといけないのではない

かという意見があるとお聞きしたもので、そのことに関して詳しい内容をお

聞かせいただけたらと思います。 

 校区では、例えば明治小学校校区は、世紀小学校をつくる時に明治村の世

紀に近い部分を世紀小学校に組み入れて、明治小学校には奥の村しか残らず、

そのために自治会が別々になってしまっているという現象が起きてきていま

す。そのケースは千代水の小学校と中ノ郷の小学校が一緒になって城北小学

校をつくった時も、結局自治会が別で残っています。 

それと、松保のあたりも三山口だけ湖南の小学校に通っていますが、本来、

三山口は豊美村だったはずです。 

このように自治会との関係の中で、後々にアンバランスになって出てきて

いる部分はあると思いますし、自治連の中でもそういう大きな問題が発生し

ているということをお聞きしたので、その実態に対してまた教えていただけ

たらと思います。 

会長 これから２年間、自治会、自治連合会との関係も深めていけたらと思いま

す。 

委員  用瀬中学校の校舎の場合、耐震数値を見直した結果、大きく下がったとい
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うことですけれども、これは他の学校についても再調査されるのですか。 

事務局  文科省の指示で平成１５年から１８年までの間で、全市一斉に調査しまし

た。文科省の施設補助を受ける時に県の評定委員会にかけて、その数値が最

終的な判断数値となります。最初一斉に調査した時はまだ評定委員会ができ

ていなかったので、最初の調査をしてそのままになっているところがありま

す。事業・耐震計画を進めるにあたって、申請する前に当初調査したものを

改めて測っているということです。 

その再調査をやっている中で実際に変動はあります。例えば計算するプロ

グラムが若干変わる場合や、強度を測るサンプル採取箇所をさらに１カ所追

加し、そのサンプルの良し悪しによって変わってくる可能性もありますし、

或いは県の委員会の中で、計算方法が修正や指摘されれば変わってきます。

学校等は比較的簡単ですが、例えば市民会館や文化センター等の複合的な形

になっていると、単純なものではなく、専門家の中でも色々な見方をして、

変わってくる可能性もあります。実際何年間か改修等事業をやっている中で、

直前に出して変わっていることはあります。それによって改築が改修になっ

てしまったとか、改修が改築になってしまった等の大きく変更してしまった

ことは無く、同じレベルの範囲内で変動したという例はありますけれども、

大きなことは今までありません。たまたま今回がボーダーラインのところに

あって、大きく変わってしまったということです。 

会長 事業の進捗状況に応じて順次、再度測り直しているということですね。 

事務局  そうです。 

委員  資料１２ページに小学校の通学区域が載っています。久松小学校と遷喬小

学校との関係ですが、遷喬小学校の初めのところに尚徳町が載っています。

もともと尚徳町という町はなかったわけです。ご存じのようにここには県民

文化会館、図書館、公文書館、それから日赤病院、市役所本庁舎が所在して

いますが、もともとは、県庁寄りの図書館や公文書館等は東町、日赤病院と

市役所本庁舎は西町ということだったと思います。ですから尚徳町は東町と

西町の一部で久松校区だと理解しています。ただ、実態的には民家が無いの

で児童はいないだろうと思いますが、どうですか。 

事務局  実際、児童生徒はいません。 

委員  元々東町と西町ですから、尚徳町が遷喬校区になっているのが不思議に思

います。 

町名は尚徳館からきていて、こういう町名はありませんでした。古い本を

見ていただければ分かります、東町と西町でした。本庁舎の正門から手前の

駐車場になっているところとこの会場の建物は上魚町です。民家はなく、実

態的に影響はないとは思いますけれども、どうしてこれが遷喬校区になって

いるのかなと思いました。 

事務局 尚徳町自体がここ何年かでできたわけではないので、どこかの時点で通学

区域を変えていると思います。 

委員 何か会議に諮って、正式にこうなったということですね。 

事務局  そうです。 

 おそらく、先ほど説明の中で修立小学校を移転した話を申しあげましたけ

れども、その時にかなりの範囲を久松校区に組み入れて境目を変えています

ので、その時あたりに変更していると思います。 

委員 昭和２０年代、３０年代は尚徳町ではなく、東町、西町で久松校区という

理解です。 

会長 少し状況が分かれば、また次回以降でも教えてください。おそらくこうい

った町名が挙がっているところは、これからの検討対象だと思います。 

委員  資料１８ページのこれまでに寄せられている要望意見の後半のところで、

私は布勢の世紀小学校区に住んでいるのですが、公民館でも子どもを対象と

した事業をしているのに、自治会との不一致ということで、小学校とのすり
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合わせがうまくいかなくて、世話をする人、或いは子どものいる家庭でも迷

うということを聞いています。実際大正公民館や松保公民館に立ち寄ること

も多く、そういう苦情めいた意見があるように思っています。この意見等の

対応を近いうちにしてあげた方がよいのではないかという気持ちです。 

委員  副会長から自治連合会へのお諮り事があった件で、公募作文の中に書き添

えていたのですけれども、例えば先ほど説明のありました南中学校で学級数

が増加していくと、これをどうするのか、どうしていくほうがいいのか、と

いうことで、自治会との絡みもありますし、そうかといってある程度の集団

ということもありますし、今後の議論の中で、いい方向で収まりが付くのか

なと、勉強させてもらいながら聞かせてもらっているところですので、これ

からの課題として捉えていきたいと思います。 

委員  先ほど、佐治・用瀬問題その後のところで触れたことに関連しますけれど

も、当審議会議事録のホームページ公開について、できる限り早く公開する

よう努力していただいて、特に旧市街地等のテーマが審議されるとすれば、

ホームページを見られる人がたくさんありますので、タイミングがずれるこ

とがないように、ぜひお願いします。 

 それから、もう少し先のことになりますが、当審議会の議論が進んでいき、

ホームページにも公開されていく中で、地域での意見交換として、地域に出

かけて行くことがあるわけですが、例えば会長グループ、副会長グループの

２班くらいに分かれ、少なくとも２人くらいの体制で意見集約に向える体制

構築をお願いしたいと思っています。 

 それから、再度触れますけれども、審議の対象となるであろう地域への情

報の浸透について、校区と自治会が不整合なところでは、どこが窓口になる

のかということもでてきますし、かといって当審議会が呼びかけるわけには

いきませんので、新市域では地域審議会があるけれども、市街地、郊外を含

めて、どこが中心となるのか、どういう手段で地域の関係者に情報伝達し意

見交換会の出席を求めていくのか、まったく思い当たらないことでして、し

っかりとした段取りや手段等の詰めた論議をお願いします。 

会長  議事録の件につきましては、事務局でよろしくお願いします。また我々委

員も議事録案の確認をできるだけ早く返送するようお願いします。 

 それと、先ほどの大きなテーマは、今学校に通っている子どもだけではな

く、住民とどう結びつくかということだと思いますので、このあたりも工夫

していきたいと思います。 

委員 住んでいる湖南地区は、小規模ですが小中一貫校に取り組み、３年経過し

ているところです。 

今回審議会へ出させていただいて、皆さんからたくさん小規模校や、大規

模校のそれぞれに問題があるのだと改めて認識させていただきましたので、

これから勉強して皆さんと検討していきたいと思っているところです。 

会長 小中連携を模索しているところもありますので、また湖南の事例とかその

教訓とかを教えていただけたらと思います。 

委員  住んでいるところは福部地区で、福部中学校も３クラスの学校ということ

で資料にも出ていまして、地区でも小中一貫校にしたほうがいいのではない

か等の意見が多少出ている状況です。 

実際のところ現状ではどの規模で校区編成にあたるのかどうかというあい

まいな状態ですので、その辺がはっきりわかればいいなと思っていますし、

どこの地域・地区であっても、保護者の子どもへの思いは一緒だと思います

ので、我がこととして審議会で発言等させていただきたいと思っています。 

委員 報告では、佐治中学校と用瀬中学校の統合の話と小規模校の話がありまし

たが、その他市内でも色々な問題があることが分かりました。 

以前からも聞いていた情報で、校区だけではなく自治会のつながりや、地

域住民の意見の相違については、論議が尽くされていないという感じがあり
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ますが、実際問題は様々な問題を抱えていると思っています。 

特に感じるところでは、その他の２番のところで八千代橋を渡って通学す

る子ども達について、最近はゲリラ的な豪雨とか台風の被害も出ていて、あ

の橋を渡るのは大人でも危険だと思っていますが、それを子ども達が朝、晩

渡っていることが、そばから見るだけでもこれはどうなのかなと思っていま

す。その辺が早く解決できたらと思っています。 

委員  先ほど公開ということがあったのですけれども、小学校長会でも審議会の

内容等を全校長に情報提供し、色んな意見を吸い上げてこの場に、持ってき

たいと思います。 

委員  先ほどからありますように、自治会では学校は地域の拠点という考え方が

強いということがあります。特に公民館と自治会と小学校は一緒が一番望ま

しいのですが、それが出来ていないというのが現状です。 

市内には各村というのは８００もあり、それが地区にまとまると６１にな

ります。６１地区の中には町内会が少ない所で８程度、多い所は４０近くあ

るというところもあり、非常に差があります。ただし、これを統合しようと

すると、小学校区や公民館区の弊害が生じ、編成することを避けてきている

というのが現状ですので、将来的にはこれを乗り越えて、小学校区、公民館

区、地域が一つになるのが一番望ましいと思います。 

校区審議会だけではなく、併せて進めていかないとなかなか一体化してい

かないと思いますので、自治連でもそういうことの話を進めていこうと思っ

ており、そういう意味で自治会の情報をどんどん吸収してこの会に持って出

るようにしますので、よろしくお願いします。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 会長から人口動態についてということがありましたので、すでに皆さんご

承知だと思いますけれども、昨年度国勢調査が行われ、鳥取県の人口も６０

万を切っているということです。また、市の人口も合併当時２０万を超えて

いましたけれども、それも切っているということです。将来推計的にはだん

だん減ってきているということでして、別冊資料の１８ページに年少者人口

の推移１４歳までというのもありますけれども、２０１０年で２７，５１０

人が、２０年後には２０，５００人とマイナス２５．２％という現状が全体

としてあります。 

しかしながら全体ではそうなのだけれども、地域ごとに状況が違っており、

新興住宅地においては人が増えて、中山間地域では減ってきている。同じ旧

市内であっても減っているところや、例えばマンションができてきて増えて

いるところもあります。このように様々な事象がありますので、これからそ

の地域の人口がどういうふうに推移してきているのかということを見ながら

検討する必要があるのではないかと考えています。 

 今現在、大人数いても５年後には減ってしまうということであれば、ある

一定期間での対応というのは必要だと思いますけれども、それぞれの状況を

見ながら検討していくということが大事だと思いますので、その辺を調べな

がら、ご協力したいと考えております。 

会長  今回色々出されたように課題は山積みでたくさんあり、私が経験した第９、

１０、１１期の中で一番大きな課題を抱えている期だと思いますけれども、

逆に言うと、審議のやりがいがある２年間だと思います。 

 これを機会に地域の人々が子どもや学校の事を真剣に考えるような、お手

伝いができればと思っています。２年間よろしくお願いいたします。 

事務局 その他ということで、今年度先進地視察を考えており、これから校区再編

等の先進的事例のある自治体の視察を計画したいと思います。 

次回につきましては、年内にもう１回計画させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

事務局  以上で第１１期第１回校区審議会を閉会いたします。 

 


