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第１１期 第４回鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

 

１ 日 時  平成２４年４月１６日（月）午前９時～１２時 

 

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(会長)、岩崎憲一委員(副会長)、渡辺勘治郎委員、大西孝雄委員、 

西尾裕子委員、上山弘子委員、神谷正恵委員、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】 

        鳥取環境大学地域イノベーション研究センター 倉持裕彌 講師 

       【教育委員会（事務局）】 

松ノ谷博次長、長谷川誠一参事、平井圭介参事、清水圭二主任 

 

４ 会議次第  １ 開 会 

        ２ 新委員自己紹介 

        ３ 会長あいさつ 

        ４ 議事録署名委員の選任  （横西委員、福安委員 選任） 

        ５ 報告 

（１）第３回校区審議会概要について 

（２）佐治中学校・用瀬中学校の統合について 

        ６ 議事 

          （１）校区再編について 

       ７ その他 

        ８ 閉 会 

 

５ 議事の概要 

 

事務局    第４回の校区審議会を開会します。このたび４月ということで委員の交代がございまし

た。まず校長会選出の委員が２名とも交代されました。またオブザーバーも、これまで

とっとり地域連携総合研究センターの古川さんに出席していただいておりましたが、組

織が変わられ鳥取環境大学の地域イノベーション研究センターとなり、また古川さんの

異動により後任として倉持さんにご出席いただくこととなりました。皆さんに一言ずつ

ごあいさついただきたいと思います。 

 

        （新委員、アドバイザーあいさつ） 

 

       本日長尾委員がご欠席です。過半数の出席はありますので会議は成立いたします。 

それでは会長にごあいさついただき進行をお願いします。 

 

会長     今回から新委員の３人の方をお迎えしました。小中学校の校長会におかれましては、

色々な資料が出ますのでぜひ現場のほうに還流していただいて活用していただければと

思います。またアドバイザーさんにはまちづくり、コミュニティづくりのご専門という

ことで、学校と地域の関係にはコミュニティ・まちづくりの問題が欠かせませんので大

いに心強く思っております。議事録署名委員は順番により横西委員と福安委員にお願い

します。 
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では報告事項を事務局より説明願います。 

 

事務局    〔報告事項について説明〕 

 

渡部会長   ただいまの報告について質問等はございますでしょうか。 

 

委員     佐治中・用瀬中の統合の件で、通学に関して、別府地内の国道を、２５年末を目途に県

が整備すると聞いておりますが、役所間の連携ということも図っていただきながら、バ

スのみということではなくて、やはり部活動によってバスに乗れない場合などの対応も

臨機応変にやっていただきたいと思います。 

 

事務局    国道の整備についてですが、県によれば整備の時期は公的にははっきりしたことは申し

上げられないということです。 

 

委員     昨日(佐治中の)参観日がありましたが、統合に至る経過を振り返ると情報がやはり徹底

していなかったと感じました。情報の伝達の仕方、どこが中心になっておろしていくか、

どのようにコミュニケーションを積み上げていくかについて、勉強になるケースだと思

いました。 

 

会長     その教訓をまた今後に生かしながら、新設中学問題は是非新しい地域づくりにつながる

ように、委員にもご協力をお願いします。 

 

事務局    昨日の参観日とＰＴＡ総会について、校長にお聞きしたところ、統合についての説明な

ども行われ有意義であったとの事でした。また、最後の１年だからしっかりやっていこ

うというような雰囲気が出てきたというようなこともお聞きしました。 

 

会長     市議会のほうでは校区の問題は何か出ておりますでしょうか。 

 

事務局    ２月議会で校区再編の状況を問う一般質問がなされました。まだ審議中だという答弁で

したが、議員さんの関心も出てきています。 

 

会長     先ほど少し事務局とも相談しましたが、配布資料については会議後にできるだけ早い段

階でホームページで公開できたらと思います。議事録は公表までに少し時間がかかりま

すので、こうすることによって情報を早い段階で多くの人に提供できるのではないかと

思います。 

では協議題のほうに入りたいと思いますので、事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局    〔資料説明〕 

 

会長     質問があれば出していただいて休憩に入ります。私のほうからは、以前行った岩倉小と

宮ノ下小の校区の見直しについて、その後どんな状況か報告をお願いしたいと思います。 

 

       （休憩） 

 

会長     それでは再開します。質問・意見等含めてご発言をお願いします。１６，１７ページの

ところで、まず小中一貫ですけども、これは湖南学園の後としては福部のほうで話を考

えているというところでしょうか。 

 

委員     福部の話としては、(一貫校の)具体的な話が上がった時点では変更はできないだろうと
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いう危機感が地域にあり、早く教えてほしいという事はありますが、地区に学校を残す

ために一貫校をしたいという思いもあります。ただ学校としては今でも一貫教育に取り

組んでいますので、これを続けていって評価を得てからでいいのではないかという考え

もあるようです。いずれにせよ、校区審議会での議論が気になるところであり、不安も

あります。 

 

会長     小中一貫を行うには、連携前の準備状況がかなり重要なので、もっと実践レベルの問題

で深めていくという課題があるかもしれません。福部のように中学校区にひとつの小学

校しかないというエリアは限定されていますので、そのあたりも少し考えていきたいと

思います。ところで、各中学校区で連携を作っていこうという市の方針は、どういうイ

メージでどこまで進んでいるのか、説明をお願いします。 

 

事務局    小中一貫教育の取り組みは、「地域を巻き込んで」という話とは少し異なります。例え

ば小学校の不適応の芽が出始めている子どもたちが中学校に進む際、適切に引き継がれ

るようにとか、学習習慣が育ったうえで引き継ぐことができるようにという、情報の共

有などに取り組んでいます。統合の選択肢として、統合しようにも統合する学校がない

ので小中でというような考えを教育委員会が進めているのではなく、まずこの学力向上

や適応の対策を、今一生懸命考えているところです。 

 

会長     例えば中学校区の中で行事を共にするとか、実践発表とか、子どもたちの行き来や交流

とか、先生たちの合同の研修会とか、具体的に進めていかないといけないと思いますが。 

 

事務局    小中一貫の研修のための予算というのもありますし、東中などは事業の数が多いです。 

 

会長     該当校長である委員さんに少しご紹介いただけますでしょうか？ 

 

委員     東中学校区としては、小中一貫教育の資料の中にあるように、鳥取市が進めている「学

力の向上」「学校不適応の解消」この２本柱で進めています。授業参観なり授業交流な

り行事の交流等もありますが、東中校区は全職員が今年は５部会（事務を含めて６部

会）、例えば学力向上、学校不適応、生徒指導、学級づくり部会といったような部会を

つくり、その中で校区の課題を明らかにして解決に取り組んでいます。年何回かの部会

や全体の研修会をしています。学校不適応に関しては、児童生徒の欠席状況などの情報

交換をしながら、未然防止のための話し合いをしています。その他小学校中学校で合同

の参観日をして、その日には小学校６年生が中学校のほうにやってきて、先輩に学ぶと

いうことで講演を聞いたりもしています。長続きすることを考えながら実践しています。 

 

委員     小中一貫教育についてはどの学校もどの校区も、内容は違いますが学力向上と学校不適

応の解消を柱として進めています。地域も含めてということではトリニティプランとい

う事業があり、それぞれの校区に色んな組織がありまして、様々な行事や取り組みを行

っています。それから各学校のボランティア組織による活動もあります。 

 

会長     それでは１８ページの一覧表に基づいて少し意見交換をしたいと思いますが、まず４－

１の過小規模校のところでどうでしょうか。 

 

事務局    すみません。事務局のほうからで恐縮ですが、先日小規模校の校長先生と話をしていた

中で、「一度学校を見に来て下さい」という提案がありました。小規模校の問題という

のは学校の存廃の問題になりますが、教育の状況を確認していく必要があると思いまし

たので、一度校区審議会として学校の状況を視察したほうがいいのではないかと考え、

別途企画させてもらえればと思いますが、どうでしょうか。 
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会長     非常に積極的な提案だと思いますがどうでしょうか。あとこのＡ１の問題にかかる点に

ついて、距離の問題で連携がなかなか難しいというところもあるように感じました。 

 

事務局    連携というのは、会長のイメージでは、統合によらない統合効果みたいなものをもたら

すという意図をお持ちかと思いますが、距離的な問題を埋める方法というのが難しいと

も思いますので、その辺でいい知恵があればと思います。 

 

会長     先ほどの中学校区での実践に参加させていただくか、各校の実践の発表というようなも

のを例えばこちらにお招きして聞かせていただくというような、そういうことも一度設

けられたらと思うのですが。 

 

事務局    それが最初スケジュールでお出ししておりました懇談会のようなイメージですが、いき

なり設けるか、ひとつどこかを見ていただくのがいいか、よく練らないといけませんが、

何らかの形で現場を把握することは必要と思っております。 

 

会長     Ａ１のところで挙がっている５つの小学校について、資料で状況を確認させて下さい。 

 

事務局    まず２６ページの江山中学校区、神戸小、美和小で、児童が少ないのが神戸で、美和も

多くはありません。連携という意味でいえば、谷のつながりからいっても、この２校と

いうのは地理的につながると思います。距離的には学校間が６ｋｍくらいあります。あ

と高草中学校区は大正小、東郷小が同じ谷にあります。で明治小と世紀小が同じ谷にな

ります。あとは気高ですね。気高地域は宝木小、瑞穂小が谷としては同じで、浜村小と

逢坂小が同じエリアにあります。浜村小だけは規模が大きいですが他がみな小規模であ

り、かつ減少傾向です。 

 

会長     少し教えてほしいのですが、地方交付税等については、本校として残る場合と、本校と

分校、または本校の分教室というふうになった場合には、どういう違いがありますか？ 

 

事務局    交付税については、単位費用という考え方になっており、単位費用×校数ということ

になりますから、財政的な面でいえば校数が多いいほうが有利です。 

 

会長     学校基本調査では、分校も校数としてあがる場合もありますが、交付税上は分校の扱い

はどうでしょうか。 

 

事務局    分校までは確認していませんが、違いはあると思います。 

 

会長     確認してもらえますか。建物とか維持管理の問題はありますが、交付税のことから考え

れば校数を残すということのメリットがあるということも以前少し出ていた気がします

ので。 

 

事務局    財源の問題もありますが、当然本校として残すほうが、校長以下教員がきちんと配置さ

れるということがあり、教育上の問題からも有利だと思います。ただそれなりに費用も

かかるということです。 

 

会長     では１８ページＡ１の上段の小学校５校については現場を視察させていただいて、教育

の方法等々を確認する機会を持つという形で進めていきたいと思います。 

 

委員     今ありましたように、どこの学校もそれぞれ素晴らしい教育に取り組んでいます。青谷
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の小学校統合の際、私もちょうど勤務していましたが、ソフト面ですり合わせをしない

と子どもたちが混乱するし教育方針が定まらないということで、時間をかけて各学校の

教育内容を持ち寄ったりしました。そういう丁寧な段取りをふめば、色んな地域感情は

ありますが、進めることは出来ると思います。 

 

会長     Ａ１の下側の中学校のうち、福部中の問題というのは、できれば校区審を待たずに地域

のほうの実践展開をしていったほうがいいと思います。連携のあり方としては、当然小

中の連携ということですので、その実践の進展にかかっていると思います。あと２１ペ

ージの気高地域はどうでしょうか。現時点で少しご意見等があればお願いします。 

 

委員     気高の小学校４校は、ごく最近建て替えなどを行ったケースはあるのでしょうか。 

 

事務局    新しい校舎はないですが、耐震の心配のない時期に建設されています。新しい校舎を建

てて統合というのは難しいと思います。 

 

会長     小規模校の件については、中学校、そしてその区域内の小学校の連携をどのようにして

いくのかを考えていただきたいと思います。また市教委が指定校変更をもっと弾力的に

進めていくようなことも考えられないかと思います。例えば、鹿野に近い気高地域から

鹿野の学校に通うなどという申請は、現在は出ていないのでしょうか？ 

 

事務局    今はないと思います。該当の戸数も少ないですので。 

 

会長     先ほど出たように丁寧な実践のすり合わせというのを、隣接した学校で進めてほしいと

思いますし、それが出来ているのか、これから出来るのか、というのを校長会などに問

いかけたいと思います。 

次に少し１８ページの適正配置のほうに入りたいのですが、これに関連して、以前校区

を修正した岩倉小と宮ノ下の状況はどうでしょうか。 

 

事務局    平成１９年度に答申された宮ノ下小学校と岩倉小学校の通学区域の変更についての状況

ですが、ここ１，２年は苦情などはなく、順調に移行しています。移行措置として兄弟

関係により本来の学校とは別の側に通っている児童生徒というのは、今年度の新一年生

については申請が出ていません 

 

会長     ２４ページのところに岩倉小の推計が載っており、２９ページには宮ノ下小があります

が、当初心配されたような大きな変動はなく、バランスよく移行しているのではないか

と思います。該当の校長先生が委員としていらっしゃいますが、状況はどうでしょうか。 

 

委員     子供の面では特に問題はないですし、経過措置のほうもほぼ落ち着いてきました。地域

の活動などの面で細かいことはいくつかありますが、大きな苦情とか問題はないです。 

 

会長     では次にＣ１のところですが、図面にあります雲山地域についての昭和６３年の答申と

いうのは、実施されていますでしょうか。 

 

事務局    実施されていません。雲山という町は米里、大覚寺は美保小ということが定着している

部分もあると思います。苦情が時々来るのはやはり他から越してこられた方とか、新た

に子供さんが保育園から上がる段になって心配だとかいうものだと思いますが、地域と

してはまとまっているようです。 

 

渡部会長   南安長２丁目とか緑ヶ丘２丁目のほうはどうですか？ 
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事務局    ここも時々苦情的なことは入っています。 

 

会長     アドバイザーさん、元の校区分けがあって、後から開発が進んでこのような形になって

いることについて、少し都市計画の面で何か名案とか方法はありませんでしょうか。 

 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰ   校区の問題が教育の問題を超えて地域の問題をはらみ、さらに都市計画の問題も含むと

いう非常に複雑な状況にあるというのは、都市計画的な問題もさることながら、社会的

な状況がかなり変わってきたという要素が非常に大きく、教育ですとか公といったセク

ターとの摩擦というかあつれきを生みがちなのだと思います。ただ明快な解決策もない

のが現状です。これは、様々な人が生活している地域であればあるほど、色々な人の意

見があり簡単にはまとまらないからだと思います。結局は社会が変わってきたというこ

とであり、将来的にどういう変化が起きるのかを、今から見越して動いておくことが重

要だと考えます。 

 

副会長    この問題が起きているところに居住されている子供さんのことを考えると、この子たち

に今最良の方策はどうだろうかというのを考えていくべきだと思います。今まで校区割

の歴史を見てきて、上から決められたことは守って下さいという形で進んできたと思い

ます。しかし今アドバイザーが言われたみたいに時代が変わってきていますので、通学

区域をまたいで弾力的運用をすれば救われる児童生徒がいるのではないかと思います。

どこまで認めるかというのはありますが、もう少し弾力的に校区を運用できないかなと

感じます。 

 

会長     他の方の発言を求めます。 

 

委員     福部中の件ですが、今後１０年間は生徒数の面からみると極端に減るということはない

ので、現状で福部小、福部中のそのＰＴＡさんの子育てに対する状況がどうなのか、今

の状態で不満があれば小中一貫校というものも検討することになるでしょうが、現状が

どうなのかということがまずポイントに挙げられると思います。神戸小についてもＰＴ

Ａの方々がどういうふうな希望というか、現状認識をお持ちなのか聞いてみたいなと思

っています。 

 

会長     ２６ページにある推計を見ると、神戸小はあまり児童数が減らないとみていいのでしょ

うか。 

 

事務局    これはあくまで現在生まれている子供さんがそのまま入学したらという推計なので、子

育て世代が家を建てて地域から出るというような事が進めば、減少が進む可能性はあり

ます。これは他の地域も同様ですし、実際そういうことも起きています。 

 

会長     神戸小について言えば、中学校長会などが江山中のエリアにある２小学校についてどう

いう実践、連携を取れるのか、将来的に２校をどういう形にしていくほうがいいのかを

考えていただいたり、小規模校としての実践の成果を見せていただきたいということお

伝えいただきたいと思います。 

 

委員     １８ページの中でどのようにその優先度を持って協議していくかということになると思

いますが、その中でも過小規模校について、地元の熱意というか、そういうものも確認

したうえで方向付けをはっきりしていったほうがよいと思います。中山間地域は住宅団

地ができるという期待も持てませんので。その際は、先ほどの小中一貫教育など市の取

り組み方も地域に説明することである程度話の方向付けがしやすくなるのではないかと
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思いました。 

 

会長     教育委員会としては、小中一貫とか小中連携という言葉は区別しておられますか。 

 

事務局    一貫校と一貫教育は使い分けておりまして、一貫教育イコール一貫校へという方向では

ないです。小中一貫校となると一貫教育とは別であり、慎重に進めないといけないと思

います。 

 

会長     福部地域の中では、小中一貫校を希望するという意向なのかどうかは、まだ少しはっき

りしていない状況なのでしょうか？ 

 

事務局    地域でももう少し浸透してないですし、校長会の中でも一本化ということは難しいと思

います。校区審から投げかけるということになれば、校区審の意図をしっかりとお伝え

しないといけないと思います。 

 

会長     問いかけなどを伝えるルートとして自治会ルート、地域審議会ルートなどいろいろ考え

られますが。 

 

事務局    地域審議会のほうがいいかと思います。 

 

会長     該当地域にお住まいの委員さん、地域としては校区審がどういう役割を果たしてほしい

のか、意向の把握ができたらお願いします。そして話を進めるとすれば、どういったル

ートがよいかということも検討をお願いします。 

 

委員     今の話に関してですが、前回２月２４日資料のスケジュール案にありますように、地域

の意見を丁寧に聞くということがいいと思います。上から「こうです」と言ってしまう

と反発が出る場合もありますので、丁寧に進めれば話がうまく進められることもあると

思います。 

 

会長     次回以降のプロセスについて、事務局いかがでしょうか。 

 

事務局    ある程度こういう議論をする中で、じゃあ次の動きはどういう形がいいのかという事を

見極めたいと思って今進めている状況です。 

 

委員     用瀬と佐治の統合の件は地域から要望が上がったものですか？ 

 

事務局    スタートはそうです。 

 

会長     地域からの要望があれば取り上げるという基本方針は、第１０期から盛り込みました。

それを全市に広げるのが今回の審議会の取り組みでもあります。 

 

委員     市全体で様々な問題がありますが、時間的にもそれら全部を詳細に取り上げて検討する

ことは難しいと思います。よってもうそろそろ次回頃から対象を絞って結論を出してい

く必要があるかと思います。その中では小規模校が一番問題ですので、これらの学校に

ついて、どうするかという協議を絞ってやったほうがいいと思います。Ｃのところもい

ろいろ問題があるのでいくつか取り上げればいいですが、Ａ１を主として論点を持って

いったほうがいいと思います。 

 

委員     雲山地域の問題については、私は当該地域の自治会長としてＰＴＡなどの会合にも出席
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するのですが、話を聞くと校区を変えてほしいという意見はありません。雲山から米里

小に１５０人も通っており、ここが変更されれば子供たちが米里からいなくなるので、

今の形でなんとかお願いしたいと思います。それから自治連合会で各会長さんの意見を

聞いてみますと、自治会長さんは大体中立の立場ですので、特定の方向で地区をまとめ

るということは出来ないと聞きます。それより素案を出してもらうほうがいいというこ

とです。地域のことを考えれば学校は存続してほしいし、一長一短があるけども、全体

の流れには従わないといけないことも理解していますので、案を出してほしいという意

見がほとんどです。 

 

委員     青谷の場合、統合が決まってから１０年ぐらいかかっています。その間やはり地域の皆

さんの地域や学校にかける思いというのをずっと聞かせていただきました。その中で、

学校の統合は地域の振興策と一緒に進めてくれということをずっと言われました。本当

に難しい問題ですが、そこをどこかがリーダーシップを取って決めていかないと、いつ

までたっても議論が進まないと思います。 

 

委員     小規模化による問題は大きなこととして当然認識はしておりますが、それぞれの学校が

丁寧な教育を進めており、地域における学校の存在意義であるとか、各学校が特色ある

教育を進めているということの重要性を考えると、統合を前提として連携をしていくと

いうのではなくて、それぞれの学校の特色を見ていっていただく事が、まずは大事なの

ではないかなと思いました。 

 

委員     まず福部中のことですけど、現状がどうなのか、そしてこれからどういった取り組みを

していくかということが重要ですが、小中が隣同士の敷地にありますので、連携型の一

貫校というような考え方でまず教育を進めていただくということを私としては考えてい

ます。人数が少なくなってくれば最終的には一貫校ということもありますが、少なくと

も今後５年はそんなに少なくなりませんので、その中でどういった教育をしていくのか

ということを考えたいです。それを地域にどう話してまとめていくかがこれから大事に

なると思っています。先ほどありましたように、子供たちにとってどうかというのがや

はり大事だと思いますが、一方でやはり自治会や公民館も大切なことですので、まずは

自分たちの地域が対象として挙がっているということを皆さんに認識していただき、そ

の中から道を探っていくのが大事な作業であると思います。性急な進め方は良くないと

思いますが、校区審議会がどういった形で地域の議論の中に入っていくかという方法論

も協議をしていきたいと思います。 

 

委員     私も、Ａ１の問題については、緊急な課題ということで統合の形を考えていましたが、

説明の中で通学距離が１０キロを大きく超えるということがありましたので、はたして

どうなのかなと思いました。とは言っても将来に向かってある程度の方向性を示す必要

はあると思います。適正配置のほうのＣについては、これも難しい問題で、地域コミュ

ニティと校区がイコールなのが理想的ですが、それにこだわってしまうと子供たちのこ

とがまたうまくいかないので、自治会が完璧に校区ということにならないのはやむを得

ないと思います。Ｃについては、沢山あがっている中から取り組む地域を決めたほうが

いいと思いました。 

 

委員     Ｃ２の問題ですが、例えば富安１，２丁目、興南町あたりの児童が美保小学校に歩いて

通っているといことであれば、この川内と川外は分けてもらいたいと思います。保護者

からもそういう意見を聞いています。また進め方について、地域との関係で言えば、ど

こが窓口になって地域に話をおろすかということです。旧市では自治会が窓口になるも

のと思われますが、対象となる地域の自治会との打合せを十分すべきであり、話が進ん

でからはまずいと思います。どの段階でどこに情報を出して話を進めるかの判断が重要



9 

です。 

 

副会長    Ｃの４の問題、遷喬小学校とか醇風小学校とか久松小学校など市内の中心市街地の問題

ですが、ここに自分なりに資料を作ったのですけども、市内中心部の学校から５００メ

ーター圏内の円を描くとかなりその円が重なります。また、城北、久松、遷喬、醇風、

明徳、富桑、日進、修立の８校を拾っているのですが、この８校の児童数の合計は今年

２，０５２人、１校あたり２５６人です。これらの学校は極端にいえばどこにでも通え

る距離であり、これだけ学校がある問題をどうするのか考えるのですが、仮に再編して

統合校を作る場合児童数の基準のラインが４００人ぐらいだったように記憶しておりま

すが、文科省から示されていますか。 

 

事務局    分離(分割)新設の時の基準はありました。施設整備の国庫補助の基準で、何クラス以上

という数字ですがかなり大きな数字だったように思います。ただ、統合新設校の補助の

場合、規模要件はないと思います。極端な話、今出た何校かをまとめて１校つくります

から補助を下さいといえば出ると思います。 

 

副会長    市内の中心市街地の小学校の平均の規模が２５６人という中で、やはりもう一度ここの

市内の真ん中の小学校をどうするのかというのは、主要検討課題の中にもう少し持って

いければと思います。 

 

会長     第１０期のところでまとめた原理原則では、６学級を適正規模としながら、その中で５

学級等に下がっていく可能性がある学校は検討対象に含めるということがあります。で

すから危険性があるところも含めてかなり真剣に、ＰＴＡとか校長先生や教職員、地域

のほうにはお伝えしていく必要があります。今回の資料ではその辺があまり加味されて

いませんが、自治会とか地域審議会も含めてどういうふうに今までの議論を返していく

かということも、今後検討したいと思います。それでは今後の進め方について、少し事

務局のほうで何かありますでしょうか。 

 

事務局    問題が大きく２つに分かれると思います。ひとつは適正配置の問題で、いろいろ現状問

題のある箇所ということになり、これはまさに校区のあり方の話になると思うのですが、

もうひとつはやはり小規模校をどうするか、どこまで学校の存続をよしとするかという

話になってくると思います。分けて考えれば、小規模校の問題についてはやはり現場の

状況を見た上であり方を考えることが次のステップとして必要と考えます。その方法と

して、どこかとりあえず１校視察をしてまたその次を考えるか、あるいは最初から当初

予定していた座談会・意見交換会のような形でやるかというあたりになると思います。

それから適正配置の問題については、ある程度の情報収集・意見集約をして、その上で

問題点を絞って掘り下げていくというような進め方がいいと思います。 

 

会長     当面は小規模ないし過小規模のところの実践状況をしっかり把握しようということなの

ですが、そのような方向でよろしいでしょうか。それともうひとつお諮りしたいのは、

資料の公開について、文書で出ているところはいいのですが、地図を使ったものについ

ては著作権の問題がありますので、少し調整する必要があります。資料について修正意

見等はございますか。なければ今日出ている資料を関係者や市民の方に出していただい

ても構いませんので、議論を深めていただければと思います。ではその他のところ、次

回日程、まとめのほうも含めて事務局からございますか。 

 

委員     ひとつよろしいでしょうか。前回の審議会で承認された１５，１６ページの進め方につ

いての中で、９月に第５回目の審議会を開くということになっていますが、学校現場で

どうような特色ある教育をされているのかとか、地域の方やＰＴＡの意見などを審議会
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として把握しないと次回あまり実の入ったことが協議できないと思いますので、そうい

う内容をしっかりふまえて９月の審議会に臨めるようにすべきと思います。 

 

事務局    前回のスケジュールでは詳しく載せていませんが、少なくとも今日の議論の延長をもう

一回は行い、その上で具体的な次のアクションを考えたいと思っています。ですから、

小規模校のあり方を見た上で、今後の進め方を最終的に見極める会をもう一回はさんで、

次のステップに移る予定ですのでご了解願います。 

 

会長     中間とりまとめに向けても少し丁寧な議論が必要かと思いますが、必要なら回数を増や

すという考えもありますか。 

 

事務局    はい。必要なら何回もさせていただきます。 

 

事務局    長時間にわたりありがとうございました。皆さんはそれぞれの組織を代表される方です。

本日は今出来る限りの資料を集めて今日提示しましたので、権威あるこの校区審議会の

審議を進めていただきたいと思います。各地域には本当にいろんな意見があり利害関係

もありますが、私たちが地元の声を丁寧に聞きながら、一定の方向を示さないといけな

い時が来ますので、子供たちのことをまずは考えていただいて、最良の方向付けができ

るようしっかりとした方向性を打ち出していただきたいということです。本日はありが

とうございました。 


