
     

第１回 鳥取市校区審議会 次第 

                 平成２３年１０月２４日(月) １５：３０ 

                市役所第２庁舎 ５階第１会議审 

 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（説明） 

 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 

１０ 報 告 

  (１) 佐治中学校と用瀬中学校の統合について  Ｐ４～８ 

１１ 議 事 

   (１) 審議経過および今後の進め方について   Ｐ９～２８ 

   １ 本市の校区再編の経過について（第１期～第８期）       Ｐ９ 

   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 Ｐ１０～１４ 

   ３ 課題となる学校等について                  Ｐ１５～１８ 

   ４ 校区再編を行う場合の考え方、課題等について         Ｐ１９ 

   ５ 今後の進め方、審議(作業)内容について（案）         Ｐ２０ 

    (資料) 佐治地域・用瀬地域の中学校のあり方について（答申抜粋）  Ｐ２１，２２ 

       鳥取市校区再編基本構想                  Ｐ２３～２８ 

〔別冊資料〕 別冊１  鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について〔中間報告〕 

       別冊２  ｢尐人数学級の更なる推進等によるきめ細やかで質の高い学びの实現に向けて」 

１２ その他 

１３ 閉 会 

第１１期 
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鳥取市校区審議会委員（第１１期） 

任期：平成２３年１０月２４日～平成２５年１０月２３日 

区 分 (新規)    氏 名 所属・職業 (住所等) 10/24 

出欠 

学識経験者 

（８名） 

 渡部
わたなべ

  昭男
あ き お

 鳥取大学名誉教授、神戸大学発達科学部教授 ○ 

 岩崎
い わ さ き

 憲一
けんいち

 (株)海单開発 ○ 

 渡辺
わたなべ

 勘
かん

治郎
じ ろ う

 鳥取市自治連合会 (連合会副会長) ○ 

 西尾
に し お

 幹雄
み き お

 鳥取市小学校校長会 (美保小学校校長) ○ 

 木下
き の し た

  尚
ひさし

 鳥取市中学校校長会 (河原中学校校長) 欠席 

(新) 長尾
な が お

 志保
し ほ

 鳥取市小学校ＰＴＡ連合会 (醇風小ＰＴＡ会長) ○ 

(新) 上山
うえやま

 弘子
ひ ろ こ

 鳥取市中学校ＰＴＡ連合会 (福部中ＰＴＡ会長) ○ 

(新) 神谷
かみたに

 正恵
ま さ え

 行政経験者 ○ 

公募 

(５名) 

 有本
ありもと

 喜美男
き み お

 無職 ○ 

 前田
ま え た

 多喜男
た き お

 無職 ○ 

(新) 八木
や ぎ

 一元
かずもと

 無職 ○ 

(新) 横
よこ

西
にし

 経雄
つ ね お

 文化団体役員 ○ 

(新) 福安
ふくやす

  修
おさむ

 会社役員 ○ 

アドバイザー 古川
ふ るかわ

 義秀
よ し ひ で

 (財)とっとり地域連携・総合研究センター ○ 

事務局 

橋本
は し も と

 佳
よ し

忠
ただ

 教育委員会事務局次長兼学校教育課長 

松ノ谷
ま つ の た に

 博
ひろし

 学校教育課 参事 

平井
ひ ら い

 圭介
けいすけ

 学校教育課 参事 

橋本
は し も と

 浩之
ひ ろゆ き

 学校教育課 課長補佐 

清水
し み ず

 圭二
け い じ

 学校教育課 主任 
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鳥取市校区審議会条例 

 

昭和２９年１０月１９日 

鳥取市条例第４０号 

(設置) 

第１条 教育委員会の諮問に応じ、鳥取市立小学校及び中学校の校区に関する事項を調査及び審議す
るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市校区審議会(以下
「審議会」という。)を置く。 

 (組織) 

第２条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 公募による者 

 (任期) 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 (会議) 

第５条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 (庶務) 

第６条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。 

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成１２年３月２８日条例第８号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則(平成１８年１０月３日条例第６４号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２０年９月２４日条例第４２号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２０年１０月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現にこの条例第１０条、第１１条、第１５条、第２１条から第２３条まで、第
２５条及び第２６条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく
委員は、この条例第１０条、第１１条、第１５条、第２１条から第２３条まで、第２５条及び第２６
条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員

の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
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 発 教 学 第 ５ ９ ９ 号 

平成２３年１０月２４日 

 

 

  鳥取市校区審議会 会長 様 

 

                       鳥取市教育委員会 

                       委員長  柴 山 宠 慶 

 

 

鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について（諮問） 

 

 

 鳥取市教育委員会では、平成１８年度に策定した「鳥取市校区再編基本構想」に基づいて校区再

編を進めておりますが、平成２３年８月２２日付けで、貴審議会より「佐治地域・用瀬地域の中学

校のあり方について（答申）」及び「鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について〔中間

報告〕」を受けたところです。 

つきましては、この中間報告に基づいて、引き続き鳥取市全域の学校配置及び校区の設定につい

てご検討いただき、ご意見をいただきますようお願いします。 

 

記 

１ 諮問事項  

  鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について 

２ 審議内容 

 (１) 標準規模に基づいた各学校の今後のあり方について 

 (２) 通学に関する基準からみた校区のあり方について 

 (３) 適正配置の視点からみた学校配置及び校区の設定について 
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議案第２２号 

 

 

 

 

佐治中学校と用瀬中学校の統合について 

 

 

 

 平成２３年８月２２日付け鳥取市校区審議会答申をふまえ、下記のとおり佐治中学校と用瀬中学

校を統合する。 

 

 

記 

 

 

１ 統合時期は平成２５年４月１日とする。 

 

２ 平成２５年３月３１日をもって佐治中学校および用瀬中学校を廃止し、両校を統合した新たな

中学校（以下「新中学校」という）を平成２５年４月１日に設置する。 

 

３ 新中学校は現在の用瀬中学校の位置に設置する。 

 

４ 新中学校は、現在の用瀬中学校の施設を引き継ぐ。ただし、校舎については全面改築すること

とし、平成２５年度中の完成を目指して整備を進める。 

 

５ 新中学校の教育理念、学校名、校歌等については、両中学校および地域の関係者で構成する会

議を組織して検討し、教育委員会はその検討結果を尊重することとする。 

 

６ 統合後の佐治中学校の施設の利用については、別途地域関係者の意向等をふまえて検討する。 

 

 

  以上のとおり決議した。 

 

   平成２３年９月２９日 

 

 

                    鳥取市教育委員会 

 

 

 

 

 
 

 

報告（１） 佐治中学校と用瀬中学校の統合について 
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議案第２２号〔補足資料〕 

 

佐治中学校と用瀬中学校の統合について（資料） 
 

１ 答申後の経過等 

期 日 会議等 内 容 

平成２３年 ８月２２日 答申の提出 鳥取市校区審議会 → 鳥取市教育委員会 

平成２３年 ９月 ６日 説明会(佐治地区) 答申内容について説明し意見交換を实施 

平成２３年 ９月 ８日  〃 (用瀬地区)          〃 

平成２３年 ９月１５日 市議会文教経済委員会 答申内容と統合方針案について説明 

平成２３年 ９月１６日 市長定例会見 用瀬中校舎の全面改築について発表 

２ 施設整備内容の変更について 

 用瀬中学校の校舎の整備については、今年度耐震補強を前提とした設計費を計上していたが、 
平成１７年度に調査したＩｓ値（０.３３）について、鳥取県耐震診断等評定委員会の評定結果
がＩｓ値０.２１となった（先日判明）。文部科学省の補助制度上、０.３未満は改築が可能であ
り、施設の老朽度や事業費の比較、統合にあたって改築を望む声が地域から強く出されている
ことなどを総合的に勘案し、改築による整備を行う。 

 整備にあたっては、可能な限り早期に安全確保を行い、かつ施設の完成も早めるため現在の
耐震補強設計費(Ｈ２３当初予算)を改築基本設計の予算に振り替えて執行することとする。 

平成２３年度 用瀬中学校設計委託費予算（補強計画、实施設計） １８，８４４千円 
       執行済額 (評定取得業務)               １，０５０千円 

       予算残額                    １７，７９４千円 

      ※ 改築基本設計費 (概算額)              １７，５００千円 

 〔施設整備費の比較 (工事監理費を除く)〕 

区分 改築 (新築) 耐震補強 

整備内容 

校舎 ＲＣ３Ｆ   約2,750㎡ 
多目的ホール Ｗ１Ｆ     150㎡ 

旧校舎解体工事 
プレハブ校舎 

設計費 

耐震補強工事 
大規模改修工事 

(屋上防水､床､壁､天井､トイレ､照明他) 
一部増築工事 (平屋部分解体) 

プレハブ校舎 

設計費 
概算工事費 
(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾘｰｽ料含む) 

    １,０９５,１１２千円      ８３２,７７７千円 

財源内訳 

国費      ２２６,８０９千円       ９４,２１１千円 

(補助率)  ５．５／１０ (過疎地域の統合補助) 
 ２／３（耐震補強部分） 

 １／３（大規模改修部分の一部） 

起債 

(過疎債) 
     ８６８,３００千円      ７３８,５００千円 

一般 
財源 

          ３千円          ６６千円 

市費負担総額      ２６０,４９３千円      ２２１,６１６千円 

市費負担相当額は起債償還に対する７０％の交付税措置分を控除したものと一般財源の額を足したもの 

３ 統合・整備スケジュール〕  別紙のとおり 
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４ 両校の基礎データ 

 用瀬中学校 佐治中学校 

創立 
昭和３１年４月 
(町立三角中学校、社中学校を統合) 

昭和２２年５月 
 

ピーク時の生徒数 ５３４人  (昭和３９年) ４２７人  (昭和３７年) 

平成２３年度の 
生徒数、学級数 

 ８９人 （男子３８、女子５１） 
  １年：２０人 
  ２年：３４人 
  ３年：３５人 
 ３学級 

 ４３人 （男子１９、女子２４） 
  １年：１１人 
  ２年：１５人 
  ３年：１７人 
 ４学級 (特別支援１含む) 

平成３０年度の 
生徒数【推計】 

 ７４人 （男子４１、女子３３） 

  １年：２７人 

  ２年：２３人 

  ３年：２４人 

 ３学級 

 ３０人 （男子１５、女子１５） 

  １年：１０人 

  ２年：１０人 

  ３年：１０人 

 ３学級 

平成２３年度 

教員数(校長含む) 
９名 (うち１名は佐治中との兼務) ８名 

現有施設、および 
主な施設の耐震デ
ータ 

[校舎] 
 RC３F(S32.2) 1,488㎡ Is値：0.21 
 RC３F(S33.1)   727㎡ 〃 ：0.21 
 その他平屋建物  565㎡ (４棟) 

 体育館のうち校舎区分保有面積 
         218㎡ 

   保有計  3,009㎡(鉄筋換算後) 

[体育館] 
 RC３F (H12.2) 1,678㎡ 
 (地域・学校連携施設250㎡含む) 

[校舎] 
 RC３F (S52.3) 1,375㎡ Is値：0.27 
 RC３F (S52.12)  751㎡ 〃 ：
0.63 
   保有計  2,126㎡ 

 
 
 
[体育館] 
 RC２F (S53.1) 1,153㎡ Is値：1.15 

現在の部活動 

野球、女子テニス、男子バスケ、 

女子バレーボール、卓球(男、女) 

吹奏楽、美術 

野球、女子テニス、男子バスケ、 

女子バレーボール 

〔統合後の生徒数、学級数（推計）〕 

 用瀬中 佐治中 新設校 
備考 

１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 

Ｈ 

２３ 

１ １ １ ３ １ ２ (１) １ ４ (１) １ ３ (１) ２ ６ (１) 
 

２０ ３４ ３５ ８９ １１ １５ (１) １７ ４３ (１) ３１ ４９ (１) ５２ １３２(１) 

Ｈ 

２４ 

１ １ １ ３ １ １ ２ (１) ４ (１) １ １ ３ (１) ５ (１) 建設着工 

 (補助申請)年度 ２９ ２０ ３４ ８３ １０ １１ １５ (1) ３６ (１) ３９ ３１ ４９ (１) １１９(１) 

Ｈ 

２５ 

１ １ １ ３ １ １ １ ３ ２ １ １ ４ 
統合年度 

２６ ２９ ２０ ７５ ２２ １０ １１ ４３ ４８ ３９ ３１ １１８ 

Ｈ 

２６ 

２ (１) １ １ ４ (１) １ １ １ ３ ３ (１) ２ １ ６ (1) 統合後１年 

(１年生が３５人定員に

移行予定) 
２９ (１) ２６ ２９ ８３ １３ ２２ １０ ４５ ４２ ４８ ３９ １２９ 

Ｈ 

２７ 

１ ２ (１) １ ４ (１) １ １ １ ３ ２ ３ (１) ２ ７ (１) 統合後２年 

(２年生が３５人定員に

移行予定) 
３３ ２９ (１) ２６ ８８ (１) １２ １３ ２２ ４７ ４５ ４２ ４８ １３５ 

Ｈ 

２８ 

１ １ ２ (１) ４ (１) １ １ １ ３ １ ２ ３ (１) ６ (１) 統合後３年 

(３年生が３５人定員に

移行予定) 
２４ ３３ ２９ (１) ８６ (１) １０ １２ １３ ３５ ３４ ４５ ４２ １２１(１) 

 上段：クラス数 下段：生徒数 ( )内は特別支援学級(生徒)数で内数
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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（第１期～第８期） 

区分 
(答申年月日) 

主な答申内容 主な再編内容等 

第１期 

(昭和４１年２月) 

・市街地の学校における規模の適正化のための校
区の再編 

・農村地域の学校について、規模を適正化するた
めの統合の促進 

昭和４２年度から順次再編实施 
・校区改変１８校区 
 (小学校１１、中学校７) 

・学校統合 

第２期 

(昭和４６年３月) 

・城北小学校の児童数の増加に対応する小学校の
新設 

・稲葉山小学校の児童数の増加に対応する小学校
の新設 

昭和４８年４月浜坂小学校開校 
 

第３期 

(昭和５０年１２月) 

・稲葉山小学校の児童数の増加に対応する小学校
の新設 

・城北小学校の児童数の増加に伴う校区の再編 

・修立小学校の老朽化・狭あい等に対応する移転
新築 

・津ノ井小、米里小の統合 

・修立小、面影小の校区再編 

・明徳小、美保小学校の校区の明確化 

・津ノ井、米里、面影地区の生徒を収容する中学
校の新設 

・北中校区から安長、商栄町を高草中校区へ、西
品治(狐川以单)を西中学校区へ 

・扇町全区画を西中学校区へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和５５年４月桜ケ丘中学校開校 

第４期 

(昭和５４年５月) 

・稲葉山小学校の児童数の増加に対応する小学校
の新設（邑法第一中学校の施設を使用して稲葉
山小を分割、面影小の一部を編入） 

・修立小学校を移転(旧東中学校の施設を使用)し
校区を一部再編 

・久松小学校の再編(修立小の一部を編入) 

・雲山单団地の造成に伴い米里小校区とする。 

昭和５６年４月岩倉小学校開校 

(昭和５６年９月東中学校移転) 

昭和５７年４月修立小学校移転 

第５期 

(昭和５７年１０月) 

・円護寺地区の宅地開発に対応する学校の新設 
（小・中各１校） 

・雲山单団地、大覚寺地区等の開発に伴う小学校
の新設 

・湖山小学校の児童の増加に対応する学校用地の
先行取得 

・城北单団地、安長地区の宅地開発に対応する学
校用地の先行取得。 

・津ノ井ニュータウンの開発に伴う学校の新設 
（小・中各１校） 

昭和６０年４月中ノ郷中学校新設 
 

昭和６２年４月美保单小学校開校 
  

昭和６３年４月湖山西小学校開校 

第６期 

(昭和６３年１０月) 

・美保小、面影小、米里小にまたがる地区(雲山单
団地を含む)の再編(道路の区画に沿った修正) 

 

第７期 

(平成５年１月) 

・城北小学校の児童数の増加に対応する小学校の
新設 

・津ノ井ニュータウンの開発に伴う学校用地の先
行取得 

平成７年４月中ノ郷小学校開校 

第８期 
(平成６年１０月) 

・津ノ井ニュータウンに新設する小学校の校区に
ついて 

平成９年４月若葉台小学校開校 
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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 

 平成１８年１２月２７日決定 

 構想期間：平成１８年度～平成２５年度 

 内容：Ｐ２３～２８参照 

〔期間内の位置付けおよびこれまでの経過〕 

年度 区分(位置付け) 諮問(審議)内容 实際に行った答申等 

Ｈ１８ 

前期 

第９期校区審議会 

(19.2月～21.2月) 

諮問内容： 

「鳥取市立小・中学校
の学校配置及び校区
の設定について」 

審議内容： 

 緊急を要する校区に
ついて 

平成１９年１２月２７日答申 

「緊急を要する鳥取市立小・中
学校の校区再編について」 

①宮ノ下・岩倉小学校区につい
て校区の一部を再編 

②その他 

（明徳小学校区､城北小学校区） 

Ｈ１９ 

Ｈ２０ 

Ｈ２１ 

後期 

[後期前半] 

第１０期校区審議会 

(21.8月～23.8月) 

諮問内容： 

「鳥取市立小・中学校
の学校配置及び校区
の設定について」 

審議内容： 

 全市域の校区の見直
しについて 

平成２３年８月２２日答申 

「佐治中学校・用瀬中学校の統
合について」 

平成２３年８月２２日中間報告 

「鳥取市立小・中学校の学校配

置及び校区の設定について」 

Ｈ２２ 

Ｈ２３ 

[後期後半] 

第１１期校区審議会 

(23.10月～25.10月) 

 
Ｈ２４ 

Ｈ２５ 

 

■第１０期校区審議会の答申内容について 

 (１) 佐治地域・用瀬地域の中学校のあり方について（答申）       Ｐ２１，２２  

 (２) 鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について〔中間報告〕  別冊１  

 

現在の校区：「鳥取市小学校及び中学校の通学区域に関する規則」(Ｐ１１～１４）参照
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鳥取市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 

 

                           昭和５９年３月１６日 

                           鳥取市教育委員会規則第２号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、学校教育法施行令(昭和２８年政令第３４０号。以下「令」という。)

第５条第２項の規定に基づく令第２条に規定する者及び学齢児童又は学齢生徒(以下「児童

生徒等」という。)の就学学校の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（通学区域） 

第２条 小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。 

（入学時及び転学時の学校の指定） 

第３条 児童生徒等が入学又は転学するときの学校の指定は、保護者(学校教育法(昭和２

２年法律第２６号)第１６条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の住所地の属する

学区の学校とする。 

（住所地の変更に伴う転学） 

第４条 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者が他の学区に住所の

変更を行ったときは、速やかに児童生徒等を新住所地の属する学区の学校に転学させるも

のとする。 

２ 前項の規定による転学が、学年の途中であるときは、その学年の終わりまでこれを延

期することができる。 

（保護者の申立てによる就学学校の変更） 

第５条 保護者は、次に該当する場合において、就学学校変更承認申請書(別記様式)にそ

の理由を証するに足る書類を添えて、教育委員会へ提出し、その許可を受けたときは、第

３条の規定にかかわらず、児童生徒等を学区外の学校に就学させることができる。 

（１）児童生徒等の指導監督上必要と認めたとき。 

（２）児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認め

たとき。 

（３）保護者が近い将来他の学区に転居することが確实と認めたとき。 

（４）教育委員会が別に定める鳥取市小規模校特別転入制度の入学又は転学条件に該当す

ると認めたとき。 

（５）教育委員会が別に定める学区の変更に伴う移行措置の条件に該当すると認めたとき。 

（６）その他教育委員会が必要と認めたとき。 

（指定の取消し） 

第６条 この規則に違反して就学している場合には、その指定を取り消すものとする。 

（委任） 

第７条 この規則を实施するため必要な事項は、教育長が別に定める。 

〔附則は省略〕 

javascript:void%20fnInyLink(104877,'3600700004230107h.html','J5_K2')
javascript:void%20fnInyLink(104877,'3600700004230107h.html','J5_K2')
javascript:void%20fnInyLink(104877,'3600700004230107h.html','J2')
javascript:void%20fnOwnLink(3752,'m0020519042206301.html','B1')
javascript:void%20fnInyLink(104876,'3600600004230107h.html','J16')
javascript:void%20fnInyLink(104876,'3600600004230107h.html','J16')
javascript:void%20fnOwnLink(3752,'m0020519042206301.html','Y1')
javascript:void%20fnOwnLink(3752,'m0020519042206301.html','J3')
javascript:void%20fnOwnLink(3752,'m0020519042206301.html','J3')
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１ 小学校 

学校名  通学区域 

久松小学校 上町、中町の一部、大榎町、庖丁人町、大工町頭、馬場町、江崎町、栗谷
町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西
町三丁目、湯所町一丁目、湯所町二丁目、丸山町 (県道伏野覚寺線以北の地
区を除く。) 

醇風小学校 西町四丁目、西町五丁目、材木町、玄好町、片原四丁目、片原五丁目、本
町四丁目、本町五丁目、二階町四丁目、茶町、元魚町三丁目、元魚町四丁
目、川端四丁目、川端五丁目、田園町一丁目、田園町二丁目、相生町一丁
目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁目、薬師町、西品治の一部、
新品治町、寿町、单町の一部  

遷喬小学校 尚徳町、掛出町、元大工町、上魚町、片原一丁目、片原二丁目、片原三丁
目、鍜冶町、若桜町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、桶屋町、職
人町、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、新町、元魚町一丁目、
元魚町二丁目、戎町、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、元町、寺町
の一部  

修立小学校 中町の一部、御弓町、立川町一丁目、立川町二丁目、立川町五丁目の一部、
吉方町一丁目、吉方町二丁目、吉方温泉四丁目、单吉方三丁目  

日進小学校 栄町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、吉方温泉二丁
目、吉方温泉三丁目、单吉方一丁目、单吉方二丁目、吉方、寺町の一部  

富桑小学校 田島の一部、西品治の一部、行徳二丁目の一部、行徳三丁目の一部、安長
の一部  

稲葉山小学校 百谷、滝山、小西谷、卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、卯垣五丁目、
立川町三丁目、立川町四丁目、立川町五丁目の一部、立川町六丁目の一部  

城北小学校 秋里、松並町一丁目、松並町二丁目、松並町三丁目、田園町三丁目、田園
町四丁目、青葉町一丁目、青葉町二丁目、青葉町三丁目、安長の一部、商
栄町、西品治の一部、田島の一部、丸山町 (県道伏野覚寺線以北の地区に限
る。)、千代水一丁目、千代水二丁目の一部、千代水三丁目の一部、单安長
一丁目の一部、单安長二丁目の一部、单安長三丁目の一部、緑ケ丘二丁目
の一部、緑ケ丘三丁目の一部  

美保小学校 大覚寺、吉成 (大路川以北の地区に限る。 )、吉成一丁目、吉成二丁目、吉
成三丁目、古市、富安、富安一丁目、富安二丁目、興单町、天神町、扇町
の一部  

賀露小学校 賀露町、賀露町西一丁目、賀露町西二丁目、賀露町西三丁目、賀露町西四
丁目、賀露町单一丁目、賀露町单二丁目、賀露町单三丁目、賀露町单四丁
目、賀露町单五丁目、賀露町单六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、
賀露町北三丁目、賀露町北四丁目、单隅、晩稲、港町、千代水二丁目の一
部、千代水三丁目の一部、千代水四丁目の一部、湖山町東三丁目の一部、
湖山町北六丁目の一部 

明徳小学校 瓦町、今町一丁目、今町二丁目、单町の一部、行徳一丁目、行徳二丁目の
一部、行徳三丁目の一部、幸町、東品治町、扇町の一部  

倉田小学校 円通寺、西円通寺、八坂、橋本、国安、蔵田、馬場、数津 (県道八坂鳥取停
車場線以東の地区に限る。) 

面影小学校 東今在家の一部、大杙の一部、面影一丁目、面影二丁目、新、雲山(西日本
旅実鉄道因美線以西の地区を除く。)、正蓮寺、桜谷の一部  

神戸小学校 岩坪、上砂見、中砂見、下砂見  

美和小学校 向国安、竹生、上味野、下味野、朝月、源太、赤子田、長谷、倭文、玉津、
猪子、横枕 

大正小学校 古海、菖蒲、服部、野寺、单安長一丁目の一部、緑ケ丘一丁目の一部  

東郷小学校 高路、有富、中村、篠坂、西今在家、北村、本高  

明治小学校 河内、槙原、松上、細見、上原の一部、尾崎の一部  

世紀小学校 上原の一部、尾崎の一部、上段、下段、大塚、野坂、宮谷、大桷、嶋、徳
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尾、徳吉、里仁、桂見、布勢、高住、良田、岩吉 (西日本旅実鉄道山陰本線
以北の地区を除く。)、五反田町、单安長二丁目の一部、单安長三丁目の一
部、緑ケ丘一丁目の一部、緑ケ丘二丁目の一部、緑ケ丘三丁目の一部  

湖山小学校 湖山町北一丁目、湖山町北六丁目の一部、湖山町東一丁目、湖山町東二丁
目、湖山町東三丁目の一部、湖山町東四丁目、湖山町東五丁目、湖山町单
一丁目、湖山町单二丁目、湖山町单三丁目、湖山町单四丁目、千代水二丁
目の一部、千代水四丁目の一部、足山、岩吉 (西日本旅実鉄道山陰本線以北
の地区に限る。) 

湖单学園小学校 矢矯、双六原、洞谷、瀬田蔵、妙徳寺、吉岡温泉町、三山口、長柄、六反
田、大畑、松原、金沢、福井、御熊  

末恒小学校 小沢見、白兎、内海中、伏野、三津、美萩野一丁目、美萩野二丁目、美萩
野三丁目、美萩野四丁目、美萩野五丁目  

米里小学校 越路、久末、古郡家、美和、東大路、中大路、西大路、雲山 (西日本旅実鉄
道因美線以西の地区に限る。) 

津ノ井小学校 弥宜谷、香取、紙子谷、広岡、船木、海蔵寺、桂木、生山、津ノ井、杉崎、
单栄町  

浜坂小学校 浜坂、浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、
浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂八丁目、浜坂東一丁目、江津、覚寺 (県道伏
野覚寺線以北の地区に限る。) 

岩倉小学校 岩倉、卯垣、卯垣四丁目、立川町六丁目の一部、立川町七丁目、東今在家
の一部、大杙の一部、桜谷の一部、国府町新通り一丁目、国府町新通り二
丁目、国府町新通り三丁目、国府町新通り四丁目、国府町分上一丁目、国
府町分上二丁目、国府町分上三丁目、国府町分上四丁目、国府町奥谷三丁
目の一部 

美保单小学校 数津 (県道八坂鳥取停車場線以東の地区を除く。 )、叶、叶一丁目、宮長、
的場、的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目、的場四丁目、吉成 (大路川以
北の地区を除く。)、吉成单町一丁目、吉成单町二丁目  

湖山西小学校 湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目、湖
山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目、湖山
町单五丁目 

中ノ郷小学校 山城町、覚寺(県道伏野覚寺線以单の地区に限る。)、円護寺、北園一丁目、
北園二丁目 

若葉台小学校 若葉台单一丁目、若葉台单二丁目、若葉台单三丁目、若葉台单四丁目、若
葉台单五丁目、若葉台单六丁目、若葉台单七丁目、若葉台北二丁目、若葉
台北三丁目、若葉台北四丁目、若葉台北六丁目  

国府東小学校 国府町雤滝、国府町木原、国府町下木原、国府町大石、国府町石井谷、国
府町栃本、国府町楠城、国府町拾石、国府町菅野、国府町神護、国府町殿、
国府町上地、国府町上荒舟、国府町荒舟、国府町山崎、国府町中河原、国
府町松尾、国府町吉野、国府町新井、国府町山根、国府町神垣、国府町清
水、国府町岡益、国府町谷、国府町糸谷、国府町高岡、国府町玉鉾、国府
町麻生、国府町町屋の一部、国府町美歎の一部  

宮ノ下小学校 国府町美歎の一部、国府町広西、国府町庁、国府町町屋の一部、国府町宮
下、国府町中郷、国府町国分寺、国府町法花寺、国府町三代寺、国府町奥
谷、国府町奥谷一丁目、国府町奥谷二丁目、国府町奥谷三丁目の一部、国
府町稲葉丘一丁目、国府町稲葉丘二丁目、国府町稲葉丘三丁目、国府町新
町一丁目、国府町新町二丁目  

福部小学校 福部町左近、福部町久志羅、福部町中、福部町蔵見、福部町单田、福部町
栗谷、福部町八重原、福部町箭溪、福部町高江、福部町湯山、福部町海士、
福部町細川、福部町岩戸  

河原第一小学校 河原町河原、河原町渡一木、河原町谷一木、河原町長瀬、河原町袋河原、
河原町布袋、河原町稲常、河原町西円通寺、河原町鮎ケ丘、河原町山手、
河原町郷原、河原町三谷、河原町釜口、河原町高福、河原町徳吉、河原町
今在家、河原町片山、河原町天神原、河原町曳田の一部  

西郷小学校 河原町中井、河原町本鹿、河原町小河内、河原町神馬、河原町牛戸、河原
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町湯谷、河原町小畑、河原町弓河内、河原町北村  

散岐小学校 河原町曳田の一部、河原町和奈見、河原町八日市、河原町佐貫、河原町水
根、河原町山上、河原町小倉  

用瀬小学校 用瀬町金屋、用瀬町樟原、用瀬町川中、用瀬町宮原、用瀬町安蔵、用瀬町
古用瀬、用瀬町家奥、用瀬町屋住、用瀬町江波、用瀬町用瀬、用瀬町別府、
用瀬町鷹狩、用瀬町美成、用瀬町赤波  

佐治小学校 佐治町小原、佐治町・谷、佐治町刈地、佐治町津無、佐治町古市、佐治町
大井、佐治町森坪、佐治町加瀬木、佐治町高山、佐治町津野、佐治町福園、
佐治町加茂、佐治町畑、佐治町  谷、佐治町河本、佐治町余戸、佐治町尾
際、佐治町中、佐治町栃原  

宝木小学校 気高町上光、気高町下光元、気高町常松、気高町冨吉、気高町宝木、気高
町酒津、気高町奥沢見 

瑞穂小学校 気高町宿、気高町土居、気高町重高、気高町二本木、気高町下坂本、気高
町日光  

浜村小学校 気高町浜村、気高町勝見、気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町
北浜三丁目、気高町新町一丁目、気高町新町二丁目、気高町新町三丁目、
気高町八幡、気高町下原、気高町八束水  

逢坂小学校 気高町殿、気高町飯里、気高町下石、気高町上原、気高町山宮、気高町睦
逢、気高町会下、気高町郡家、気高町高江  

鹿野小学校 鹿野町末用、鹿野町閉野、鹿野町広木、鹿野町水谷、鹿野町鹿野、鹿野町
今市、鹿野町寺内、鹿野町宮方、鹿野町中園、鹿野町岡木、鹿野町乙亥正、
鹿野町小別所、鹿野町鷲峯、鹿野町河内  

青谷小学校 青谷町青谷、青谷町井手、青谷町長和瀬、青谷町鳴瀧、青谷町北河原、青
谷町山田、青谷町亀尻、青谷町吉川、青谷町露谷、青谷町絹見、青谷町栄
町、青谷町桑原、青谷町楠根、青谷町紙屋、青谷町澄水、青谷町田原谷、
青谷町八葉寺、青谷町小畑、青谷町河原、青谷町山根、青谷町早牛、青谷
町大坪、青谷町蔵内、青谷町奥崎、青谷町養郷、青谷町善田  

２  中学校  

学校名  通学区域 

東中学校 修立小学校、稲葉山小学校及び岩倉小学校の通学区域  

西中学校 醇風小学校、富桑小学校及び明徳小学校の通学区域  

单中学校 日進小学校、美保小学校、倉田小学校及び美保单小学校の通学区域  

北中学校 久松小学校、遷喬小学校及び城北小学校の通学区域  

江山中学校 神戸小学校及び美和小学校の通学区域  

高草中学校 大正小学校、東郷小学校、明治小学校及び世紀小学校の通学区域  

湖東中学校 賀露小学校、湖山小学校、末恒小学校及び湖山西小学校の通学区域  

湖单学園中学校 湖单学園小学校の通学区域  

桜ケ丘中学校 面影小学校、米里小学校、津ノ井小学校及び若葉台小学校の通学区域  

中ノ郷中学校 浜坂小学校及び中ノ郷小学校の通学区域  

国府中学校 国府東小学校及び宮下小学校の通学区域  

福部中学校 福部小学校の通学区域 

河原中学校 河原第一小学校、西郷小学校及び散岐小学校の通学区域  

用瀬中学校 用瀬小学校の通学区域 

佐治中学校 佐治小学校の通学区域 

気高中学校 宝木小学校、瑞穂小学校、逢坂小学校及び浜村小学校の通学区域  

鹿野中学校 鹿野小学校の通学区域 

青谷中学校 青谷小学校の通学区域 

  

javascript:void%20fnImgLink('20519001042206301.jpg',13,13)
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３ 課題となる学校等について 

（１）標準規模について〔中間報告において設定〕 

  本市における学校の標準規模  小学校：６学級(学年１学級) ～ １８学級(学年３学級) 

                 中学校：６学級(学年２学級) ～ １８学級(学年６学級) 

 ① 今後学級数の増加が見込まれる主な学校 

  【小学校】 

    区分 

 

学校名 

平成２３年度 平成２９年度(推計) 

児童数 
学級数 

児童数 
学級数 教审不足

の可能性 標準法 实学級 標準法 实学級 

美保小 ５９８人 １８(３) ２０(３) ７６７人 ２２ ２４ △ 

浜坂小 ４９８人 １５(３) １６(４) ５３６人 １７ １７ △ 

岩倉小 ４０５人 １３(２) １４(２) ４６８人 １５ １６  

宮ノ下小 ３０２人 １１(２) １２(２) ３９３人 １３ １４ △ 

  【中学校】 

    区分 

 

学校名 

平成２３年度 平成３３年度(推計) 

生徒数 
学級数 

生徒数 
学級数 教审不足

の可能性 標準法 实学級 標準法 实学級 

单中 ６５５人 １８(２) ２０(２) ９４４人 ２５ ２７ ○ 

湖東中 ６５０人 １７(４) １８(４) ７６７人 ２０ ２１ △ 

   注)・児童・生徒数には特別支援学級の人数を含む。(  )は特別支援学級数で外数。 

   ・標準法は平成２３年度、推計とも小学校１年のみ１学級３５人定員で算出。 

   ・实学級数は小学校１，２年を１学級３０人、中学校１年を３３人定員とした現行基準で算出した。 

   ・推計の学級数は特別支援学級を考慮していない。 

    ・推計は、Ｈ２４年度以降の鳥大附属小学校等への入学者数を考慮していない。 

   ・現在文部科学省の進めている学級定員の改正(１学級４０人→３５人)については不確定要素であるため考慮し

ていない(平成２３年度は小学校１年生に適用。順次拡大の予定)。 

   ※ 学級定員の改正に関してはＰ１７を参照 
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② 小規模校の今後の動向 

  【小学校】 ※Ｈ２９推計で児童数１００名以下となる学校 

    区分 

 

学校名 

平成２３年度 平成２９年度(推計) 

児童数 
学級数 

児童数 
学級数 最尐学年 

(人数/年) 標準法 实学級 標準法 实学級 

遷喬小 １３６名  ６(１)  ６(１) ８６名 ６ ６ ８人/１年 

神戸小 ３４名  ４  ４ ２８名 ３ ４ １人/１年 

東郷小 ３２名  ４(２)  ４(２) ２４名 ４ ４ ２人/３年 

明治小 ３１名  ４  ４ １９名 ３ ４ １人/２年 

湖单学園小 ９５名  ６  ６ ８４名 ６ ６ 10人/３年 

散岐小 ７８名  ６(２)  ６(２) ７６名 ５ ６ ５人/２年 

西郷小 ６８名  ６(１)  ６(１) ４５名 ４ ４ ３人/６年 

佐治小 ７８名  ６(１)  ６(１) ６１名 ６ ６ ６人/４年 

宝木小 ８７名  ６(２)  ６(２) ７８名 ６ ６ ５人/２年 

瑞穂小 ４０名  ４  ４ ４５名 ５ ５ ３人/６年 

逢坂小 ４９名  ５(１)  ５(１) ２６名 ４ ４ １人/２年 

  【中学校】 ※ Ｈ３３推計で生徒数１００名以下となる学校 

    区分 

 

学校名 

平成２３年度 平成３３年度(推計) 

生徒数 
学級数 

生徒数 
学級数 最尐学年 

(人数/年) 標準法 实学級 標準法 实学級 

江山中 ８８人  ３(１)  ３(１) ８９人 ３ ３ 23人/１年 

湖单学園中 ５３人  ３(１)  ３(１) ４３人 ３ ３ 10人/１年 

福部中 ８１人  ３(１)  ３(１) ７８人 ３ ３ 17人/１年 

用瀬中 ８９人  ３  ３ 

８６人 ３ ３ 24人/１年 

佐治中 ４３人  ３(１)  ３(１) 

鹿野中 １１４人  ４(２)  ４(２) ８４人 ３ ３ 23人/１年 

   注)・児童・生徒数には特別支援学級の人数を含む。(  )は特別支援学級数で外数。 

   ・標準法は平成２３年度、推計とも小学校１年のみ１学級３５人定員で算出。 

   ・平成２３年度の实学級数は尐人数学級設置後の实数を記載。 

   ・实学級数は小学校１，２年を１学級３０人、中学校１年を３３人定員(現行基準)として算出した。 

   ・推計の学級数は特別支援学級を考慮していない。 

    ・推計は、Ｈ２４年度以降の鳥大附属小学校等への入学者数を考慮していない。 

   ＊湖单学園(Ｈ２０小中一貫校へ移行)、佐治中学校・用瀬中学校(Ｈ２５統合予定)については対策实施済み。 
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（２）その他 

  現在までに苦情や要望・意見の寄せられている主な地域(校区)   ※事務局でまとめたもの 

No 項目、地域等 内容 関係校 区分 

1 雲山の校区について 

(現在米里小) 

 

米里小まで 2.5km 程度あり通学に徒歩で４０分

程度かかる。面影小が近くにあり、面影小に変更

してほしい。 

子ども会も２校区にまたがりスムースに運営で

きない。 

米里小 

面影小 

通学距離 

適正配置 

 

 

2 

 

 

 

 

千代川以西の城北小校区

について 

单安長１丁目・２丁目、緑ヶ丘２丁目(のうち一部)

は城北小学校であるが、近くに世紀小や大正小が

ありながら、八千代橋を渡って遠くの城北小に通

っており危険である。 

また、小学校が城北小であるため中学校が北中と

なり、西中のさらに向こう側の中学校に通ってい

る。校区を変更すべき。 

城北小 

世紀小 

大正小 

北中 

高草中 

通学距離 

適正配置 

3 遷喬小学校について 遷喬小は児童数が減尐しているので、適正な規模

で教育するため久松小学校と統合してほしい。 

遷喬小 

久松小 

学校規模 

4 天神町の一部について 

(現在美保小) 

天神町の一部(ジャスコ裏側付近)は元々棒鼻町内

会(幸町)として一緒の町内会で活動してきたが、

天神町であるということで遠い美保小になって

いる。以前は明徳小であったので明徳小に戻して

ほしい。当該地区の保護者も明徳小を希望してい

る。 

明徳小 

美保小 

自治会との不

一致 

通学距離 

5 徳吉、徳尾など 

(現在世紀小) 

世紀小校区であるが、公民館は大正となっている

ので公民館活動への参加率が低い。 

世紀小 

大正小 

自治会との不

一致 

6 上段、上原、尾崎 

(現在世紀小) 

上原・尾崎の一部と上段は世紀小校区であるが公

民館は明治である。小学校区が分かれていること

で公民館活動に支障が出ている。明治小学校に再

編すべき。 

世紀小 

明治小 

自治会との不

一致 

7 中心市街地の小学校につ

いて 

中心市街地の小学校は何校かが近接しておりか

つ児童数が減尐している。整理統合してはどうか 

遷喬小 

他 

適正配置 

学校規模 

8 児童数の減尐している小

学校について 

児童数は減尐しているが、小規模校の良さがあ

り、地域の核となる施設でもあるので存続してほ

しい。 

東郷小 

神戸小 

瑞穂小 

など 

学校規模 
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４ 校区再編を行う場合の考え方、課題等について 

 

（１）審議のポイント 

 ① 今後の推計や社会情勢・動向をふまえた上で本市の学校配置のグランドデザインを描く 

 ② 学校規模(特に過小規模校)について、どこまでの規模をどう評価するのか明確にする。 

   → 学校のあり方をしっかりと議論する。 

 ③ 教育論を基本原則としつつ、地域と学校の関係などを考慮して实施可能な措置を打ち出す。 
 
（２）考え方のたたき台 

 Ａ 小規模校について 

【小規模校における教育について】 

プラス面  マイナス面 

・きめ細かな教育が可能であり、学力向上
のためには尐人数学級(教育)は理想的。 

・生活面でも目が行き届く(大規模校では問
題行動や不登校など学校不適応が起きる
可能性がある)。 

 

 ・クラス替えができず、交友関係が固定され
リセットできない。友達が尐ない。 

・部活動の選択肢が限定される(特に中学校) 

・教員が尐なく、教科指導など学校運営や部
活動の面で不利である。 

・固定された人間関係により競争心や切磋琢
磨する気持ちが生まれない。 

 

 

【適正規模にするための学校統合について】 

デメリット  メリット 

・教育環境向上のための統合によって通学
距離が延び、教育環境が悪くなってしま
う。 

 (通学手段の確保が課題となる) 

・過小規模の学校の多くは地域の過疎化が
進んでおり、統合でさらなる衰退につな
がる(地域の拠点としての学校の廃止)。 
地域と学校との関係が薄れる。 

・児童数・生徒数の減尐が続く場合、統合
しても十分な効果がもたらされるかどう
かが課題となる。 

・小学校を統合して中学校と校区が同じに
なる場合は、小学校から中学校までの人
間関係が固定化されてしまう。 

 ・交友関係が広がる。 
クラス替えができれば序列や行き詰まった
関係をリセットできる。 

・部活動の選択肢が広がる(主に中学校) 

・教員が増え、教科指導などの学校運営や部
活動の面で有利である(主に中学校)。 

・競争心や切磋琢磨する気持ちが生まれ活気
が出る。 

 

※ 尐人数学級の動向や効果については、 別冊２ 「尐人数学級の更なる推進等によるきめ細
やかで質の高い学びの实現に向けて」(文部科学省)を参照 

 

 Ｂ その他 

  ・校区と自治会の区域の不整合については、これまでの経過(歴史)によるもの。 

校区を変更するのではなく自治会を変えるのが望ましいのではないか。 

  ・再編を行うにあたっては、児童・生徒数の増減に施設が対応可能かどうかを確認する必要
がある。学校規模を適正化するために再編が必要な場合もある(児童・生徒数の増加の場
合)。 

  ・市全体として児童・生徒数が減尐していくことを考慮する必要がある。 

  ・合理化だけの観点ではなく教育環境を主眼とする。 
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５ 今後の進め方、審議(作業)内容について（案）    

年度 内 容 

Ｈ２３ 

 

Ｈ２４ 

 

Ｈ２５ 

 

小規模校のあり方につ
いての検討 

検討すべき地区(校区)
の洗い出し 

先進地の調査(視察) 

個々の地区についての
調査、検討 

・必要に応じて实地調査、関係
者への聞き取り等を行う。 

中間とりまとめおよび
公表、意見募集 

説明会、市民からの意
見聴取 

学校のあり方について
のシンポジウム 

(教育フォーラム等) 

最終案の検討 

答 申 
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平成２３年８月２２日 

 

 鳥取市教育委員会 

 委員長 柴 山 宠 慶 様 

 

                      鳥取市校区審議会 

                      会長 渡 部 昭 男 

 

 

佐治地域・用瀬地域の中学校のあり方について（答申） 

 

 鳥取市校区審議会（第１０期）は、平成２１年８月２４日に発足し、同時に鳥取市教育

委員会から「鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について」(発教学３３２号）

の諮問を受けた。 

 この審議の過程において、平成２１年１１月１２日に佐治地域審議会より佐治中学校の

今後のあり方について意見書が提出されたため、審議を重ねた結果、隣接する用瀬地域も

含め、その中学校のあり方について次のとおり答申する。 

記 

１ 佐治中学校と用瀬中学校を統合し、新たな中学校を設置する。 

 〔付記〕 

(１) 統合はいわゆる「新設統合」とし、一旦両校を廃止して新たな中学校を設置する

こととする。 

(２) 統合は、すみやかかつ適切な時期に实施する。 

(３) 統合後の中学校は現在の用瀬中学校の位置に設置する。 

（説明） 

１ 両校とも生徒数の減尐により各学年１学級の規模になっており、今後さらに生徒数の

減尐が見込まれる状況である。このような中、尐しでも学校規模を標準に近づけること

により、生徒の交友関係の多様化、部活動の可能性、教員確保などの面でメリットをも

たらし適正な教育環境に近づけることが重要であると考える。 

２ 新たな学校を作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（および

その小学校）との新たな関係が構築されることを望む。また今回の統合は市町村合併前

の行政区を越えての取組みとなるが、両地域は以前よりつながりが深く、中学校の統合

がさら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。 

３ 統合にあたっては現有施設の耐震化が必要となっており、早急な安全確保と統合にふ

さわしい整備が行われることを望む。
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【校区審議会での審議経過等】 

期 日 会議等 内 容 

平成２１年１１月１２日 
佐治地域審議会より市長
に対し意見書提出 

校区の再編を求める内容。 

平成２２年１０月２６日 用瀬地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２２年１１月２４日 第７回校区審議会 
佐治地域審議会からの意見書や現状について説明
し、進め方等について意見交換。 

平成２２年１２月 １日 佐治地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 １月１９日 第８回校区審議会 
地域への説明や意見集約の方法について協議し、現
地視察の日程について確認。 

平成２３年 １月２８日 用瀬地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ２月２２日 佐治地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ３月１６日 第９回校区審議会 佐治・用瀬両地域、及び両中学校を視察 

平成２３年 ４月２８日 第１０回校区審議会 
意見交換を行うとともに、用瀬地域審議会あてに、
地域の意見集約を文書で依頼することを決定。 

平成２３年 ５月１７日 鳥取市中学校校長会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ５月１９日 
用瀬地域審議会あての文
書依頼 

用瀬地域での意見集約について文書で依頼。 

（校区審議会 → 用瀬地域審議会） 

平成２３年 ５月２５日 佐治地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ５月３１日 用瀬地域審議会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ６月 ２日 鳥取市小学校校長会 事務局が出席して状況を説明。 

平成２３年 ６月２０日 市議会文教経済委員会 状況を報告。 

平成２３年 ６月２０日 
用瀬地域（社地区）意見交
換会 

副会長、事務局が出席し説明・意見交換を实施。 

（出席２５名） 

平成２３年 ６月２１日 
用瀬地域（用瀬地区）意見
交換会 

副会長、事務局が出席し説明・意見交換を实施。 

（出席３２名） 

平成２３年 ６月２７日 
用瀬地域（大村地区）意見
交換会 

副会長、事務局が出席し説明・意見交換を实施。 

（出席３３名） 

平成２３年 ７月２６日 佐治地域座談会 
副会長、事務局が出席し説明・意見交換を实施。 

（出席４４名） 

平成２３年 ７月２７日 
用瀬地域保護者対象意見
交換会 

副会長、事務局が出席し説明・意見交換を实施。 

（出席４２名） 

平成２３年 ７月２９日 第１１回校区審議会 佐治中学校・用瀬中学校のあり方について審議 

平成２３年 ８月１１日 用瀬地域審議会回答 用瀬地域審議会より、意見集約結果について回答。 

平成２３年 ８月１８日 第１２回校区審議会 答申案を決定 
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鳥取市校区再編基本構想  

 

平成 18 年度～平成 25 年度 

 

＜目 次＞ 

 

 

 

 1.鳥取市の子どもたちの将来像  

 2.鳥取市の学校の現状  

 3.地域社会の一員としての自覚と誇りの教育 

 4.安全な通学の保障 

 5.適正規模の学校づくり  

 6.校区再編に関する考え方  

 7.校区審議会 

 8.共同研究機関との連携  

 9.組織関連図 

 

 

趣   旨  

 

 鳥取市の小・中学校は、平成１６年１１月鳥取市と周辺の８町村が合併し、

４８小学校、１８中学校となり、平成１８年５月１日現在の小学校児童数は１

０，９１１人、中学校生徒数は５，７２２人となっております。  

 児童生徒数は、近年の尐子化或いは人口の流動化により、中心市街地や中山

間地の学校で児童生徒数が減尐し、優良住宅地などの郊外地では児童生徒が増

加しております。  

 学校は学力の向上と集団の中で豊かな人間性の育成を図る場所であります。  

しかし、集団の規模が小規模であったり、逆に大規模すぎて、適正規模・適

正配置が出来ないと、子どもの個々の能力の伸長や集団の活力や学力の向上に

支障をきたしますし、さらには保護者や地域・社会との協働や活性化に影響が

生じます。  

 教育委員会では、学校の適正規模・適正配置等について調査検討を加えます。  

また、校区再編は、卖に児童・生徒数や学級数だけで判断できません。具体

的には地域の自然や伝統文化に親しみ、学校と地域との結びつき、地域コミュ
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ニティの活動拠点としての役割、小学校と中学校との関係性、或いは学校施設

等の収容能力、地理的な条件などを十分考慮しながら、財政面や教育面といっ

た点も含めて総合的かつ慎重に検討してまいります。  

 今後、教育委員会では児童生徒に①地域社会の一員としての自覚や誇りの教

育と②安全な通学の保障を行い、③適正規模での人間関係や心身の発達の保障

を行うため、市民の皆様からご意見をいただき、校区審議会の答申を得て校区

の再編を行ってまいります。  

 

 

 1．鳥取市の子どもたちの将来像  

  鳥取市に住むすべての子どもたちは、市民にとってかけがえのない宝です。

次代の鳥取を担うこの子どもたちを、「ひとづくりは教育から」という視点に

立って育んでいくことが学校に課せられた使命であり、基礎基本をしっかり

と教え、子どもたちの学ぶ意欲を育てることが重要であります。  

  そのような中で、地域社会の一員としての自覚と誇りをもち、自己实現に

向け、たくましく自立して豊かに生きる人材の育成が求められます。  

 このことから、次の 7 点を子どもたちの将来像として考えます。  

  ア．進んで健康の増進や体力の向上に取り組む人  

  イ．夢を持ち、自ら学び、創造性豊かな人 

  ウ．我慢強く、困難に向かって取り組める人  

  エ．生命を尊重し、やさしさや思いやりの心をもつ人  

  オ．コミュニケーション能力を高め、豊かな人間関係をつくる人  

  カ．郷土を愛し、地域の行事に進んで参加する人  

  キ．モラルやマナー・ルールを大切にする人  

 これらを实現するため、小中学校では教育環境を整備していきます。  

 

 2．鳥取市の学校の現状  

  子どもたちの将来像を目指した学校教育を進めていくとき、大きな課題の

一つは学校の児童・生徒数による小規模化や大規模化の両極があるという点

で、その状況は以下のとおりです。  

 

 (1) 児童生徒数  

  鳥取市立の小学校の児童数は昭和４９年以降の調査によれば、昭和５８年

度の１２，９３８人を、中学校の生徒数は昭和６２年度の６，３７４人をピ

ークに徐々に減尐し、平成１６年１１月の市町村合併により周辺地域の児

童・生徒が一時的に増加しましたが、平成１８年度で小学校児童１０，９１
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１人、中学校生徒数５，７２２人となり、一クラスあたりの平均数は小学校

児童が２４人、中学校生徒が３２人となっています。  

 

 (2) １校あたりの学級数  

  学校教育法施行規則および事務次官通達によると学校の標準規模は小学

校・中学校とも 12～18 学級とされています。これを鳥取市にあてはめると

小学校 48 校中、大規模校は 2 校、標準規模校は 16 校、小規模校は 30 校と

なります。  

また、中学校では 18 校中、大規模校は 2 校、標準規模校は 6 校、小規模

校は 10 校となります。  

 

  (3) 校舎等施設整備の状況  

  現在行っている改築は建築後概ね 50 年程度経過し、耐震度調査等により

耐力度の低い校舎を順次行っております。  

  また、平成 18 年度から平成 27 年度までの第 8 次総合計画における前期 5

ヵ年では、小学校の校舎増改築を 3 校舎、中学校で 1 校舎の改築を計画して

います。  

 

 3. 地域社会の一員としての自覚と誇りの教育  

  学校は、地域社会と密接に結びついています。その結びつきは、町内・自

治会との関係、社会教育との関係、学校教育への地域の人材活用、防災活動

拠点としての学校など、多岐にわたります。こうした小中学校と地域社会と

のこれまでの多様な結びつきをさらに発展させるためにも、小中学校を地域

コミュニティの一つの核としていくことが期待されています。  

    また、保護者や地域の皆さんの様々な意見を反映させ、地域に開かれ、信

頼される学校づくりを進めていくことが求められています。  

  さらに、学習においては、誇りうる地域の自然や伝統文化、人的資源など

の地域素材を総合学習に取り入れ、地域に根ざした教育を行うことで、地域

社会の一員としての自覚と誇りに思う子どもたちを育てなければなりません。 

地域には魅力的な教育資源や指導者があります。｢地域に開かれた学校｣や

「地域とともに歩む学校」を地域社会と共に作ることが肝要です。  

 

 4．安全な通学の保障  

   近年、全国各地で通学途中での悲惨な事件や事故が発生し、保護者が不

安を抱えています。  

   本市では幸い大きな事件や事故は発生していませんが、不審者等の情報
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が寄せられています。  

   現在、学校安全ボランティア制度を立ち上げ、登下校における事件事故

の防止を図っていますが、安全な通学方法の確保を図る必要があります。  

   また、市町村合併により、従来の入り組んだ地域の行政区域の壁がなく

なったため、一部の地域では、効率的で安全な通学区域への見直しが可能

となりました。  

 

 

5. 適正規模での人間関係や心身の発達の保障  

 学校は、子どもたちが知識を得るだけでなく、心や体の成長の場であり、

集団での活動を通して子どもたちの学びや成長を応援する場です。   

 コミュニケーション能力を高め、体力を向上させるためには、学校で行事

や部活動などの集団活動が活発に行われ、多様な子ども同士の触れ合いや友

人関係が作れるよう、児童生徒数は一定の集団規模や学級数を確保すること

が望まれます。  

また、すべての子どもが自分の関心や意欲に応じた発展的な学習をするた

めにも、尐人数指導や選択教科にも対応した学校のスタッフが充足し、相互

に協力したり研鑚したりできるよう、教職員などの質と量を確保できる学級

数が必要です。  

 集団教育の良さを生かした教育を進め、鳥取市が目指すべき学校をつくっ

ていくためには、学校を適正な規模にする必要があり、小規模校或いは大規

模校の場合は再編を検討する必要があるものと考えます。  

 

 6．再編に関する考え方  

 (1) 基本的事項  

 ａ．小中学校の再編は、速やかに取り組むべき教育行政上の課題と考えます。  

 ｂ．１学級の規模については、現行の人数 (小学校 1・2 年３０人、3 年以上

40 人、中学校 1 年 33 人、2 年以上４０人 )を前提としますが、必要な教科

にかかる尐人数指導や習熟度別授業を積極的に進めます。  

 ｃ．再編は、保護者や地域住民の要望を基に、通学区域の変更或いは統廃合

により行います。  

 ｄ．小中学校の望ましい規模は、集団活動に活力があふれ児童生徒相互間、

教師と児童生徒間に様々なかかわり合いができ、集団による学校教育や地

域との関わりなどを考え、ある一定の規模を確保することが望ましいと考

えます。  

 e．再編にあたっては、原則として既存の校舎を活用し、併せて教育環境の確
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保・向上が必要となる場合は増改築・改修等の工事を行います。なお、改

築期を迎えるなど条件が整っている場所については、改築とあわせて再編

を検討します。  

 f．通学区域については、現行の通学区域を尊重しつつ、次の点を勘案し総合

的に判断して調整します。  

  ア 幹線道路や鉄道の横断  

  イ 小学校と中学校の通学区域の整合性  

  ウ 通学距離  

  エ 学校と地域との交流や地域コミュニティ  

   統合を行う場合は、該当校をいずれも廃止し、統合校を新しい名称の新

設校として設置することを原則とします。  

 ｈ．統合新校の位置は、全体的なバランスや将来の改築を想定した学校敷地

の状況等を総合的に判断して定めます。  

 

(2) 計画期間  

ａ．計画期間は、平成１８年度から平成２5 年度までの 8 年間とします。  

ｂ．計画期間を前期 3 年・後期 5 年の２期に分けます。  

 ア 前期 3 年間について、緊急を要する校区再編を実施します。  

 イ 後期については再編の対象となる学校を検討し、再編の時期、統合新

校の位置、手順など具体的計画については、今後の児童生徒数の推移等

も勘案しながら、パブリックコメントを求めながら随時計画を改定する

中で明らかにします。  

 

 (3) 再編に伴う諸課題の取り扱い  

 ａ．障害児学級を確保します。  

 ｂ．円滑な再編のための支援を行います。  

 ｃ．通学区域は、指定校制を基本としますが、指定校変更或いは一部選択制

も導入し弾力的な運用を図ります。  

 ｄ．小中一貫教育校の検討を行います。  

 ｅ．統合新校は、廃止される各学校の歴史を継承します。  

ｆ．学校の統合は関係者や地域住民の参加の下に学校統合委員会（仮称）を

設け、これらの検討を行っていきます。  

 

7 校区審議会  

校区審議会は、鳥取市教育委員会から諮問された、適正な校区について審

議し答申します。  
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特に次の項目についての現状と課題を分析し、審議します。  

（１）郊外の発展と中心市街地の空洞化による児童生徒の増加と減尐  

（２）中山間地域の過疎化及び尐子化による児童生徒の減尐  

（３）集団活動、多様な行事や部活動への参加の保障  

（４）安全な通学の確保  

（５）市町村合併による行政区域の解消による効率的な学校運営  

（６）人口減尐校区での地域活力の低下の防止  

 

 

8 共同研究機関との連携  

 校区は、教育はもとより人口、産業、文化、伝統、コミュニティ、住環境等

多岐にわたる社会的要因が複雑に絡み合いながら形成されてきました。  

校区再編については、この複雑で広範な諸条件が絡みますので、「 (財 )とっと

り政策総合研究センター」との連携により、資料収集、分析、意見交換を行い

ながら共同研究を行います。  

 

9  組織関連図  
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