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第１１期 第９回 鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２５年１月１１日（金）９時３０分 ～１１時３０分 

 

２ 会 場  鳥取市役所第２庁舎 ５階会議室 

 

３ 出席者  【委員】 

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、 

長尾志保委員、有本喜美男委員、前田多喜男委員、横西経雄委員、 

倉持裕彌アドバイザー 

        欠席：渡部昭男委員(会長)、上山弘子委員、神谷正惠委員、福安 修委員、 

       【教育委員会（事務局）】 

松ノ谷博次長、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 副会長あいさつ 

        ３ 議事録署名委員の選任   

        ４ 報告 

（１）第８回 校区審議会概要 

        ５ 議事 

          （１）校区再編について 

        ６ その他  

        ７ 閉 会 

 

５ 議事の概要 

 

事務局     第９回の鳥取市校区審議会を開会させていただきます。本日は急な召集となり申し訳

ございません。また、会長が急きょご都合がつかなくなったということで欠席ですので、

岩崎副会長に進行をお願いしたいと思います。また、上山委員、神谷委員、福安委員が

ご欠席です。ただし過半数はご出席いただいておりますので会は成立いたします。 

        それでは岩崎副会長にごあいさついただき進行をお願いします。 

 

副会長     寒い時期ですが、今年は雪がなくて動きやすいと思っております。本日は審議のほど

をよろしくお願いします。まず議事録署名委員の選任ですが、順番により前田委員さん、

横西委員さんにお願いします。 

 それでは報告事項について、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局    ・報告 (１) について説明 

 

副会長     報告いただきましたが、これについて質問がございますでしょうか？ 

 

（発言なし） 

 

副会長     ないようですので次に進ませていただきます。 

 議事１の「校区再編について」ですが、別冊資料 １）をご覧いただき西地域の再編

についてご意見をお願いできればと思います。 

 私がひとつ気になりますのは、まだこの内容を地域の方はほとんどご存じないわけで
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すが、佐治中と用瀬中の統合の時は、佐治の地域審議会から意見書が出され、答申へと

進んだわけですが、今回は全くそういう動きはありませんので、そのへんを慎重にやら

なければならないと感じております。 

 これに関して、佐治・用瀬地域の件を踏まえて、今回どのように進めていったらいい

のかについてお考えをお聞かせ下さい。 

 

委 員     現時点で特にありませんが、佐治・用瀬のケースでの地域の皆さんの話し合いの密度、

濃さというようなものを振り返ってみますと、あれだけ佐治の地域審議会が審議し、意

見書提出の前後も呼びかけて意見交換をしていますが、記録を見ますと出席者が尐ない

です。その中でコンセンサスを得て意見書提出に至り、説明をしています。前回も申し

上げましたが、検討の進め方について、かなり事務局が地元に出かけて行って提案・提

起する必要があると思います。副会長が言われたように、相当慎重に適切なプログラム

の案を提示して指導助言をすべきであり、文書を出して検討を依頼する程度のことでは、

非常に苦労するであろうと認識しています。 

 

副会長     地域のコミュニティと校区の関係については、以前から私のテーマとして持っている

のですが、今回こういう形で中学校の再編と小学校の再編を出していくと、地域の方に

とっては「元々のまま」というのが非常に受け入れやすく、変化をもたらすものについ

ては、その必要性を事前に説明しておかなければと思いますが、その辺について事務局

のほうはどうお考えでしょうか。 

 

事務局    それでは今日の内容に関わる話ですので、まず資料を説明させていただきます。 

 

・別冊資料 １）～３) を説明 

 

副会長     審議の内容ですが、まず学校の規模の問題について審議したいと思います。中学校の

規模と再編の構想についてご意見をお願いします。 

 

委 員     中学校につきましては、かなりの費用を投じなければ耐震補強ができないということ

ですし、生徒の数を見ていきますと、統合するのに適した時期だと思います。 

 

委 員    施設建設費の国庫補助率はどのくらいですか。 

 

事務局     統合事業で施設を新築する場合は１／２です。しかし、市の事業費がそのまま事業費

として認められてその半分の補助金がもらえるわけではなく、文部科学省の施設の補助

の場合「補助単価」という考えがあり、基準となる事業費（単価）は１㎡あたり１５万

円程度となっていますので、その基準で算出された事業費の１／２が補助金となります。

実際の事業費としては、学校施設は鉄筋コンクリート造りで１㎡あたり２５万円くらい

かかっていますので、実際の工事費に対し、認められる金額が低く、その１／２が補助

金となります。例えば１０億円の建設費に対し、入ってくる国庫補助金は５億円ではな

く、２，３億円といった程度になると思います。その差額、残りの大部分に対しては、

合併特例債などの起債を充当できますし、後年度その償還を行う際に、毎年の償還額の

７０％を基準財政需要額として算入でき、地方交付税交付金が措置されるということに

なっています。よって、長期的に見れば、市の純然たる負担は２割程度に抑えられると

見込まれます。 

 

委 員    耐震補強の場合はどうですか？ 

 

事務局     耐震補強の場合の補助率は１／３です。改修の関係の補助は大体１／３です。新増築
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は法律に基づく補助ですが、改修関係は予算補助となっており、新増築の扱いと異なっ

ています。耐震補強の事業費の算出方法もまた基準があり、市の使った事業費が全て認

められるというわけではありませんが、理論的には１／３です。実際には国庫補助金の

比率は１／３よりかなり低くなりますが、現在は合併特例債を活用しておりますので、

補助率の違いはさほど問題ではなく、補助対象となる事業であれば、尐ない持ち出しで

事業ができます。 

 

委 員    合併特例債の期間はいつまででしょうか。 

 

事務局     先般期間が５年間延長されましたので、当分は大丈夫ですが、市全体で使える枠があ

ります。 

 

委 員    鹿野と青谷の小学校の統合の年度を確認させて下さい。 

 

事務局     鹿野は平成１３年度に３小学校（小鷲河、鹿野、勝谷）が統合しました。青谷は平成

１９年度に５小学校が統合しましたが、最初の３年間は施設整備の関係で「１校２校舎

（北校舎、南校舎）」という形で運営しました。 

 

委 員    分かりやすい資料だと思います。 

 

委 員     私たちは学校の立場ですので、いつも同じことを申し上げていますが、教育環境を整

えるという場合に、色んな環境があり、学校内の環境もありますが、地域を含めた全体

の教育環境もあります。それで、どちらにせよ大きな費用をかけて施設を整備するとい

うことになりますので、いろんな立場によってメリット・デメリットがあり、利害関係

も絡んできますので、皆さん色んな意見があると思います。私たち校長はそれに対して

あれがいい・これがいいという立場にありませんが、それぞれの選択肢についてメリッ

ト・デメリットを示して地域や保護者に出していく準備が出来ているのですから、その

検討を進めていくしかないと思います。青谷の話も出ましたが、本当に色んな意見があ

りますので、条件を総合的に検討し、通学の面も補助を出して負担が一律になるように

するなど、まず大枠を話し合っていくことだと思います。 

 

委 員     学校が地域で果たす役割は非常に大きいと思っておりますし、地域の文化の拠点、精

神的支柱だという自負を持ちながら学校経営をやっています。その立場からすれば、学

校が存続するのかなくなるのかということは大きなことですし、子どもたちが母校とし

ているものがなくなっていくというのはどういうことなのかということをすごく思いま

す。子どもたちの数が尐なくなっていくとか、この度の耐震の問題とかいろいろな問題

が絡んでいて簡単に結論が出るものではないと思いますけれど、学校は数字だけでは測

れないものがあります。適正規模というものはありますが、大きな学校にはないメリッ

トを小規模校は持っていますので、小規模校を統合して適正規模にすることが全てでは

ないと思います。まちづくりということも絡んできますし、いろんな立場の方に丁寧な

説明をしていくこと、情報をオープンにして議論をしてそこで考えを集約していくこと

が大切だと思います。学校を預かる者としては、学校関係者にも早く情報を流していた

だきたいと思います。 

 

副会長     地域にとっては、学校はコミュニティのひとつの中核になっており、学校の存在は非

常に大きいと思います。今回の案を地域に理解していただくのは簡単ではないと思いま

すが、案の内容についてご意見はありませんでしょうか。 

 

委 員     今の段階では特にありませんが、進め方、特に情報の出し方については慎重に考えた
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ほうがよいと思います。膨大で難しい内容ですので、断片的に偏った伝わり方をするこ

とがないようにすべきであり、報道機関に説明される際などにはきちんとした丁寧な説

明が必要になると思います。 

 

委 員     以前統合を経験した例でも、地域によって考え方が違っており大変でした。今回は西

地域というより広い範囲での統合も含まれますのでさらに大変であり、反発なども予想

されます。 

 

副会長     いろいろご意見が出ていますが、この資料の内容についてのご意見をいただきたいと

思います。「子どものため」「子どもの教育のためにどうしたらよいか」を基本とした

場合、この内容についてどうかということを確認したいと思います。 

 

委 員     校舎の耐震化をどうするかという緊急の課題が発端となり、長期的な視野で学校のあ

り方も含めて検討すると、このような統合ということも考える必要があるということで

すが、そこを保護者に理解してもらうのは一番大事なところだと思います。新市域の方

の中で、「(鳥取市と)合併したら学校がなくなった」というような受け止め方をされな

いようにしないといけないと思います。教育環境という面で考えていただければと思い

ます。 

 

事務局     「合併したからできること」という捉え方もあると思います。学校を統合して適正規

模にしようとしても、昔の状況では、２町が合同で学校を作るには、一部事務組合の制

度を使えばできますが、かなり大変です。佐治中と用瀬中の統合についても、市町村合

併の前にはうまくいかなかったけど、鳥取市としてまとまったことにより、進めること

ができました。そういう前向きな捉え方もしていただきたいと思います。また、今の議

論の中で「市が統合を進めようとしているが、なかなか大変だ」という観点でのご意見

が多いように思いますが、そうではなく「この場で立ち止まって施設や将来の学校のあ

り方を考えることが必要だ」ということを校区審議会として確認し、共通認識していた

だくのが現時点で必要なことだと思いますので、ご理解をお願いします。 

 

副会長     今回の案件で審議をしていて一番感じますのは、市の教育委員会側として、子どもの

教育のことを再優先するために一生懸命考えられた案であるということです。一方で、

こういう大きな案になると、反響というのも非常に強いと思います。ですからその反響

に対してどういうふうにご理解いただくか、手を打つかということを、審議内容も含め

て私たち委員が考えることが必要だと思います。先ほどからのご意見を聞きますと、案

に対するものではなく、反響の大きさを危惧されているものが多いように思います。で

すけど、私はまず正論で進むべきではないかと感じます。ですので、この案に対してど

うお考えになるかをお聞きしたいと思います。 

 

委 員     先ほども申し上げましたように、西地域の中学校の統合に対しては、私は賛成したい

と思います。それから気高地域の４小学校の統合についても同時に車輪が動く内容にな

っていますが、副会長がおっしゃったように、多くを占める浜村小の児童(の保護者)が、

端の位置に移転した学校への通学に同意されるかどうかだと思います。それから今回２

校ずつの統合ということも表現してありますが、その場合は中学校の統合の建築場所が

確保できなくなってしまいますので、懸念されると思います。青谷でも鹿野でも小学校

がひとつに統合していますので、「気高町でも」ということで審議は可能だと思います

が、懸念はあると感じます。 

 

事務局     気高地域の方の見方として、統合するなら４校でということを言われる方もあるよう

です。問題としては、やはり通学になると思いますが、浜村地域内についていえば、距
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離が遠くなるというだけでなく、気高町内の道路に狭い部分が多いということがあるよ

うに思います。 

 

委 員    この西地域では、気高だけが小学校が手つかずで残っているということでしょうか。 

 

事務局    そうです。 

 

委 員    「気高もやらないといけない」、という感覚はあるのでしょうか。 

 

事務局     そういう認識もあると思いますが、逆に「学校を残したい」という思いも強いという

ことですし、教育熱心であるということも耳にします。 

 

委 員     そうなるとこの案がいいと思います。小学校と中学校を一緒にやるということで、大

変な感じもしましたが、実際にはそうでもないかもしれません。ただ中学校統合は範囲

があまりにも広くなるので、通学の時間の問題が一番引っかかると思います。この対応

を何とかうまくやれば、というふうに感じます。 

 

事務局     イメージとしましては、青谷の街なかの駅に近い地域については、ＪＲを使っていた

だき、奥のほうの生徒さんについては、例えば直行のスクールバスを手当てするなどと

いうことを想定しています。また、スクールバスでなく、路線バスを設けてつなぐとい

うことができれば、新たに西地域の交通を組み立てていくことにもつながると思います

ので、考える余地はあると思います。 

 

委 員    鹿野はどうですか。 

 

事務局     鹿野の中心部からであれば、５キロ台ですので、自転車通も可能だと思いますが、奥

の遠い地域からはバスを確保する必要があると思います。 

 

委 員     分かりました。意識統一して進むのはいいですが、今回の内容は膨大な情報量ですの

で、きちんとした報道がなされるように、報道関係に理解していただくことを希望しま

す。 

 

事務局     誤解を受けるような見出しにならないようにと思っていますが、記者会見を開くとい

うことまで必要かどうかは、内部で協議させていただきたいと思います。 

 

委 員     出していただくのなら、特集を組んでもらうくらいでなければ意図が十分伝わらない

かもしれません。 

 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ    今日の話し合いは、この案が外に出ていくにあたって、校区審議会としてこれが総意

であるということの確認作業だと思います。そういうことも考え、２点あります。 

 まず、２枚ものの文書の冒頭の記述なのですが、今の内容でも間違いではありません

が、「耐震診断の結果が出たことによって、校区問題としては緊急度が低かった案件が、

緊急度が上がってきた（Ａランクになった）」ということを説明したほうがよいのでは

ないかと思います。事業費がどうこうというより、「施設の問題が入ってきてしまった

ことで、将来の課題であった問題が前倒しになった」ということを理解していただける

ようにしてはどうかと思います。またそれにも関係するのですが、国庫補助のことが細

かく書かれている部分については、一部で「誘導的」と受け取られそうな部分もありま

すので、修正してはどうかと思います。 
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副会長     校区の再編で一番問題になりますのは、教育委員会や校区審議会側では、子どもの教

育環境を第一にということでこういう案を出すのですが、地域の方（自治連、自治会）

の理解をもらうのはとても大変だと思います。そこでお聞きしたいのですが、この案を

進めていくことについて、市の内部での検討状況はどうなっていますでしょうか。教育

委員会だけでなく他の部局も絡んでくると思いますが、そういう部分で、自治会に対し

て説明したり打ち出したりできれば違ってくると思います。 

 

事務局     今の段階では具体的なものはありません。 

 

副会長     もうひとつ、私が以前校区問題に当事者として関わった経験の中で、自治会の長の方

の考えが、住民の意向と必ずしも同じでないことがありました。地域の中では色んな意

見がありますので、保護者や住民の意向を拾い上げる場とか方法なりが必要になると思

います。 

 

委 員     今回統合ということで挙がっているような地域の関係者の方に話を聞いてみますと、

統合が必要だという認識は大体皆さんが持っておられます。ただ、通学の問題（距離、

時間、手段）のこととか、若い世代の方が学校の近くに住まいを求めて出て行ってしま

うのではないかという懸念など、いろいろな問題を気にしておられます。また西地域に

ついては、今までひとつになったことがなくて、鳥取市との合併でようやくひとつにな

ったという状況であり、それぞれの地域で考え方が違いますので、簡単ではないかもし

れません。しかし、こういう資料があるわけですから、地域に出て行って話をしていく

しかないと思います。地域審議会といっても、その委員の方が伝えない限り地域には伝

わりませんので、一般の方の意見を聞くためにもやはり出て行くしかないと思います。

そうして、一番の問題である通学のことなどを話し合っていけば何とか理解は得られる

のではないかと思います。 

 

副会長     交通の面に関しては、今鳥取市全体で交通体系を将来どうしたらいいのかということ

を検討しているところだと思いますので、そういうことも取り入れて進めていきたいと

思います。高松市の視察の中で、教育委員会だけでなく他の部署を集めた検討委員会み

たいな形のものがあったと思いますが、鳥取市でもそういうものができないかなという

感じがします。 

 

委 員     統合ということの意識も出てきているということですので、今回の案を検討材料とし

て地域に出していただき、押し付けや決定ではないわけですから、通学や施設の面（残

施設の利用など）のことを前向きに検討していただき、建設的な意見や要望などを反映

していけば、将来に向けた学校づくりも進むのではないでしょうか。地域の方は当面の

ことを一番考えられると思いますが、新しい学校を作ってそこで勉学をしていくんだと

いう気持ちが生まれるように期待したいと思います。まず情報を出して問題を整理して

いく事だと思います。 

 

副会長     皆さんのご意見を総括しますと、この案を資料として出すことについては反対のご意

見はないようですが、出した後の対応とか反応に対して不安をお持ちだと感じます。内

容については他にございますか。 

 

委 員     今日の資料で選択肢として小中一貫校が加わったことはいいと思います。佐治中と用

瀬中の統合も大変でしたが、気高中・鹿野中・青谷中でもということになれば、これは

大きな問題ですので、とても簡単ではありませんし、市教委では各中学校区で小中一貫

教育を昨年度から進めていますので、小中一貫校という可能性も検討に上がってくると

思います。あと、現段階では校区審議会や教育委員会で方向性を決めたわけではないと
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いうことをしっかり確認したいと思いますし、事前説明を行われるということでしたが、

ＰＴＡ会長にもしっかりと話していただきたいと思います。出し方の部分でつまづかな

いようにと思います。 

 

委 員    校長会への説明はいつになりますでしょうか。 

 

事務局     小学校は、本日午後に校長会がありますので、説明させていただく予定です。 

 

委 員     中学校の校長会は先日終わりましたが、できればその時に詳しい説明していただきた

かったですし、該当校長は非常に心配しておりますので事前に説明をお願いしたいと思

います。 

 

事務局     具体的な説明の日程等は別途調整させていただきます。 

        今日は、「この情報を出して地域に考えていただくことが必要だ」ということをしっ

かり認識していただいて、統合がいいとか悪いとか、話を出すのがいいとか悪いとはで

はないということを理解していただきたいと思います。今は校区審議会としての結論を

出す段階ではないと思います。市教委としては統合する場合の最善の案として考えたも

のですが、地域の合意が得られなければ実施は難しいと思いますし、地域によって意見

が分かれる場合は、最終的にこの審議会で判断しなければなりませんのでご了解下さい。 

 

委 員     １月１５日、１６日の関係者説明は地域審議会ということですか。 

 

事務局     １７日からの地域審議会に先立ち、尐なくとも地域審議会の会長さん、できれば副会

長さんにも事前にお話ししたいということです。支所長にも同席してもらいます。 

 

副会長     それでは、この内容を案として提示すること、および出し方についてはいろいろと考

えて慎重に進めるということについてご賛同いただけますでしょうか。 

 

       （全員賛成） 

 

副会長    この案については以上で集約とさせていただきます。 

 

副会長    引き続き、中間とりまとめにつきまして、何かご意見ございますでしょうか。 

 

委 員    今まで出た修正箇所が反映されていますのでいいと思います。 

 

副会長    では中間とりまとめについてもこれで承認とさせていただきます。 

 

副会長    その他皆さんからご意見がありますでしょうか。 

 

       （発言なし） 

 

副会長     私からの意見ですが、今後、話が進めば、自治会や交通問題などが出てきて、色んな

部署が絡んでくると思いますが、実務者会議というようなものが持てないものでしょう

か。単独でやるのではなく、問題点に対してどう解決していくかといくことを、関係課

で協力しながらやっていくことは必要ではないかと思うのですが、不可能でしょうか。 

 

事務局     今までは、まだそこまで進んでいませんでしたが、西地域の件については、関連部局

での担当者会議を持つことは必要だと思います。各支所の地域振興課、教育委員会の学
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校教育課と教育総務課、それから例えば交通対策室、協働推進課などが集まって、外の

会議とは別で進めることは出来ると思います。 

 

委 員    新市域では統合しても公民館は残していただきたいと思います。 

 

事務局    そのように考えています。 

 

副会長    それでは以上で本日の審議は終了させていただきます。 

 

事務局     前回の審議のあと、より丁寧な説明をする必要があると判断し、資料の修正などを行

ったため、再度ご確認いただくために本日の会を持たせていただきました。今後しばら

くは、進め方などについてご審議いただくことになると思いますのでよろしくお願いし

ます。また、昨日東部の市町村教育長の会がありましたが、適正規模を維持するための

統合というのは、どの町村でも行われており、それぞれ苦労されています。しかし、あ

くまで、未来に向け、子どもたちや地域の皆さんのため、ということで進めているとこ

ろです。本日はありがとうございました。 

 

       （閉会） 


