
 

 

 

 

 

 １ 開 会 

 ２ 教育長あいさつ 

 ３ 会長あいさつ 

 ４ 議事録署名委員の選任            委員、       委員 

 ５ 報 告 

    (１) 第１０回 校区審議会概要について          Ｐ １            

   (２) 説明会・意見交換会等の実施報告について       Ｐ ２～Ｐ ３ 

   (３) ６月定例市議会 一般質問概要について        Ｐ ４～Ｐ ６ 

（４）小中一貫校「湖南学園」見学会の開催について     Ｐ ７～Ｐ ８         

 

 ≪参考１≫ 気高、鹿野、青谷の各地域用説明資料 

≪参考２≫ 意見交換会の発言一覧                

 

 ６ 議 事 

  （１）今後の方向性等について 

①説明方針及び資料の変更について          Ｐ ９～Ｐ１０ 

②審議会委員の現地視察について           Ｐ１１～Ｐ１２ 

③意見交換会への出席について            Ｐ１３ 

    （２）意見集約の方法について                   Ｐ１４～Ｐ１５ 

 

 ７ その他    

 

 ８ 閉 会 

第１１期 

第１１回 鳥取市校区審議会 

平成２５年６月２７日 (木)  １５：３０ 

鳥取市役所第２庁舎５Ｆ 会議室 



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 
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第１１期 第１０回 鳥取市校区審議会議事概要について 

 

１ 日 時  平成２５年３月１４日（金）１４時００分 ～１６時００分 

２ 会 場  鳥取市教育センター 第１研修室 

３ 出席者  渡部会長、岩崎副会長、渡辺委員、大西委員、長尾委員、上山委員、神谷委員、有本委員、前

田委員、横西委員、福安委員、倉持裕彌アドバイザー（欠席：西尾委員） 

       事務局：松ノ谷次長、長谷川参事、平井参事、橋本課長補佐、清水主任 

≪概要≫ 

１ 会長あいさつ 

２ 議事録署名委員の選任  福安委員、渡部会長を選任 

 ３ 報告 

（１）第９回 校区審議会概要 

（２）中間とりまとめ（西地域検討案含む）の説明経過について 

（３）２月定例市議会 一般質問概要 

（４）千代南中学校の開校について 

 ４ 議事 

  （１）答申時期の変更について 

    西部地域からの意見集約までには時間を要すこと、また、緊急度Ａとした他の小規模校も含めた答申を

出す必要があるため、答申時期を平成２５年１０月から平成２６年４月へ延期するが、答申出来る内容に

ついては早期に進めていくことも確認した。 

   【主な意見等】 

・地域の思いや経緯等を含めて、地域の考えを尊重していくことになると思う。意見集約が、大変難しい

ことになると考えるが、子どもの安全、安心がそれによって犠牲になってはいけないので、できるだけ

早く結論を出していただきたい。 

  ・中学校については規模を維持して生徒の学びや放課後の活動を充実したいという考え方が一つあり、小学

校については、やはり地域との繋がりということが重要である。つまり単純に「数の問題」というところ

で議論しているわけではなく、小・中でメリハリが違うことを知っていただきたい。 

・地域や団体での意見集約するための検討期間が短く、変更もやむを得ない。湖南学園の場合は４年も検

討期間があったということを考えると、１年でも大変だと思う。でも校舎の安全確保ということがあるの

で、あまり引き延ばさず、変更案のような答申時期の変更はするべきだ。 

・耐震の問題を時間的に長引かせても、子ども達にとっては危険な所での生活が長くなり安全、安心が確

保されないので、ある程度のリーダーシップをとる機関や校区審議委員が、出来るだけ先手的に考えてい

かなければならない。 

・気高３町の旧来の仕組みをずっと引きずっている感じの印象を受ける。西部地域としての一体感を作り

上げるため、また児童生徒の安全やあるべき教育環境をよく理解していただいて、早く手を打てるものは

手を打っていくべきだ。 

・大阪で小学生が校区問題の中で亡くなられたということが載っていた。我々が現在議論している中でも、

該当する児童生徒が結構ストレスを感じているのではないかということを感じました。校区再編にかかり

ストレスを抱える子ども達のケアも必要だと認識したうえで対応をしていくことが必要。 

・地域の合意形成にあたって、小学校、中学校、保育園も含めたＰＴＡの保護者の気持ちが一番の影響力を

持つ。地域や自治連がどういう意見を出されても、優先順位としては保護者の意見であろう。 

・審議委員が現場にも出向き、関係の方々と意見交換をすることも重要であるため、必要な場合は審議委員

が分担して、更に現地も確認する等、色々対応していきたい。 

（２）千代水地区の町名変更に伴う校区変更について 

【主な意見等】  

特になし 

６ その他 

 ７ 閉 会 
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2013/6/25

No 地域 対象団体 内容 備　　考（対象団体行事　他）

1 H25.4.15（月） 19:00 ～ 19:15 気高 瑞穂小学校PTA 事前説明 ＰＴＡ総会　　※対応：気高町地域振興課

2 H25.4.17（水） 19:30 ～ 21:00 鹿野 地域住民 説明及び意見交換会 鹿野地区公民館

3 H25.4.18（木） 13:30 ～ 15:00 議会 文教経済委員会 経過報告等 文教経済委員

4 H25.4.18（木） 19:30 ～ 21:00 鹿野 地域住民 説明及び意見交換会 小鷲河地区公民館

5 H25.4.19（金） 14:55 ～ 15:10 気高 宝木小学校PTA 事前説明 ＰＴＡ総会

6 H25.4.19（金） 19:30 ～ 21:00 鹿野 地域住民 説明及び意見交換会 勝谷地区公民館

7 H25.4.20（土） 10:30 ～ 10:45 気高 浜村保育園保護者 事前説明 ＰＴＡ総会

8 H25.4.20（土） 15:00 ～ 15:15 気高 逢坂小学校PTA 事前説明 ＰＴＡ総会

9 H25.4.25（木） 14:00 ～ 16:00 教委 ４月定例教育委員会 経過報告等 教育委員

10 H25.4.27（土） 14:50 ～ 15:05 気高 気高中学校PTA 事前説明 ＰＴＡ総会

11 H25.4.29（月） 14:10 ～ 14:25 気高 浜村小学校PTA 事前説明 ＰＴＡ総会

12 H25.5.12（日） 9:00 ～ 10:00 気高 瑞穂小学校PTA 意見交換会 資源回収・スポーツ大会

13 H25.5.12（日） 13:00 ～ 14:00 気高 宝木小学校PTA 意見交換会 スポーツ大会

14 H25.5.18（土） 19:30 ～ 21:00 青谷 ＰＴＡほか 説明及び意見交換会 青谷地区公民館

15 H25.5.19（日） 10:30 ～ 11:30 気高 逢坂小学校PTA 意見交換会 資源回収　※地域住民も参加

16 H25.5.19（日） 13:30 ～ 15:00 青谷 ＰＴＡほか 説明及び意見交換会 青谷地区公民館

17 H25.5.21（火） 13:30 ～ 15:00 鹿野 地域審議会 意見交換会等の状況説明 鹿野町総合支所

18 H25.5.23（木） 15:00 ～ 17:00 気高 地域審議会 意見交換会等の状況説明 気高町総合支所

19 H25.5.24（金） 15:00 ～ 17:00 青谷 地域審議会 意見交換会等の状況説明 青谷町総合支所

20 H25.5.25（土） 19:00 ～ 20:30 気高 酒津地区 説明及び意見交換会 地区座談会（酒津地区公民館）

21 H25.5.27（月） 19:30 ～ 21:00 気高 浜村地区 説明及び意見交換会 地区座談会（気高町総合支所）

22 H25.5.30（木） 19:30 ～ 21:00 気高 瑞穂地区 説明及び意見交換会 地区座談会（瑞穂地区公民館）

23 H25.5.31（金） 14:00 ～ 15:30 教委 ５月定例教育委員会 意見交換会報告等 教育委員

24 H25.5.31（金） 19:30 ～ 21:00 気高 宝木地区（北部５集落）説明及び意見交換会 地区座談会（宝木地区公民館）

25 H25.6.4 （火） 19:30 ～ 21:00 気高 宝木地区（南部３集落）説明及び意見交換会 地区座談会（気高人権福祉センター）

26 H25.6.6 （木） 19:30 ～ 21:00 気高 逢坂地区 意見交換会 地区座談会（逢坂地区公民館）

27 H25.6.10（月） 19:30 ～ 21:00 青谷 日置地区 説明及び意見交換会 地区座談会（日置地区公民館）

28 H25.6.11（火） 19:30 ～ 21:00 青谷 日置谷地区 説明及び意見交換会 地区座談会（日置谷地区公民館）

29 H25.6.12（水） 19:30 ～ 21:00 青谷 勝部地区 説明及び意見交換会 地区座談会（勝部地区公民館）

30 H25.6.13（木） 19:30 ～ 21:00 青谷 中郷地区 説明及び意見交換会 地区座談会（中郷地区公民館）

31 H25.6.14（金） 19:30 ～ 21:00 青谷 青谷地区 説明及び意見交換会 地区座談会（青谷地区公民館）

32 H25.6.15（土） 10:00 ～ 11:00 気高 ひかり保育園保護者 説明及び意見交換会 保護者会環境整備

33 H25.6.15（土） 10:00 ～ 10:50 気高 浜村保育園保護者 意見交換会 参観日・保護者会活動

34 H25.6.21 (金) 10:00 ～ 11:30 青谷 子育てサークル｢ぶるーべりー｣ 説明及び意見交換会 青谷地区公民館

35 H25.6.21 (金) 18:30 ～ 19:30 福部 地域住民 事前説明 福部の教育を考える会

36 H25.6.26（水） 14:00 ～ 15:30 教委 ６月定例教育委員会 意見交換会報告等 教育委員

月　　日 予定時間

説明会・意見交換会等の実施報告について
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説明会・意見交換会等の実施計画について 2013/6/25

No 地域 対象団体 内容 備　　考（対象団体行事　他）

37 H25.6.28 (金) 16:20 ～ 17:00 気高 気高中学校PTA 意見交換会 参観日

38 H25.7.11（木） 10:00 ～ 11:30 鹿野 西部地域住民 小中一貫校見学会 鳥取市立湖南学園視察

39 H25.7.20（土） 9:00 ～ 11:00 鹿野 地域住民 意見交換会 鹿野町総合福祉センター

40 未定 ～ 気高 浜村小学校ＰＴＡ 意見交換会

◇　まとめ　（意見交換会4/17～6/14）

月　　日 予定時間

【意見概略】 
 地域の立場では、「学校は地域にとってなくてはならない」「学校は地域振興のかなめ」「地域の子供は地域が育てる」

といった統合反対の意見が多く出されました。また、「少人数だからこそできる教育もある」「結局は統合ありきではない

か」といった意見も顕著でした。 

 保護者の立場からは、「大きな集団の中でなければ、競争心が育たない」「子供中心に考えてほしい」「統合すれば教員

配置で有利な面がある」といった統合賛成の意見が出されました。 

 また、不安を感じながらも「統合はやむを得ないのでは」といった声もあり、悩んでいる保護者も多いのも現実のようで

した。 

 「通学方法の具体的な考え方についての説明がなければ、学校問題については判断できない」という意見も各地で数多く

聞かれました。 

 

  一方、｢学校のあり方の結論が出てから耐震化に取り組むという姿勢は、子供たちの安心安全を軽視している｣｢小学校に

ついて協議しても中学校の結論いかんでは協議結果も白紙となる。中学校をまず協議し、結論を出すべき｣という協議の進

め方についての疑問の声も上がりました。 
 
 
【地域特性】  
  鹿野地域は、中学校統合に反対する意見が多く出されましたが、その先にあるのは「小中一貫校」を意識したものが顕

著でした。 

  青谷地域も、中学校統合に反対する意見が多く出されました。なお、その理由の一つとして、小学校統合の際の経過や中

学校の改修要望に対する行政の対応への不信感が根底にあるようでした。 

 気高地域は、中学校統合については、いずれにせよ受入れる側といった意識からか、あまり意見は聞かれませんでした。

ただし、小学校統合については、児童数の減少が顕著な逢坂地区を中心に統合に向けた声が出されました。  
 
 
【今後の方向性】 
 以上は、参加者の声の集約であり、必ずしも地域の声を代表していない面はあります。 

 このため、地域としての意見をどう集約するかが今後の最大の課題と考えます。 

  やはり、地域審議会や保護者会等に意見書の提出をお願いするような働きかけが必要かと考えます。 

  要望が多かった「統合した場合の通学方法の考え方」についても、少し具体的な内容に修正することで、より前向きな議

論にしていきたいと考えています。 

 また、ホームページで各種の情報提供しているとは言え、住民への周知という点で情報提供のかたよりが指摘されました。 

 パソコンやインターネットといった情報機器を利用できない情報弱者に対してのＰＲが不十分というご意見でした。パン

フレットを全戸配布したり、市報を活用したり、意見交換会を実施したり幅広い世代に情報提供を心がけます。 

 



４ 

 

  

6月定例市議会 一般質問概要について 

氏名(会派) 
 

６月１０日 

田中文子 

議員 

(共産党) 

質問（概略） 答弁（概略） 

 

市は、青谷町地域審議会と青谷中ＰＴＡか

らの中学校舎の改築要望に対し、「第２次耐

震診断結果に基づく県耐震診断等評定委員

会の判定を受け、耐震 補強か改築かの最終的

な判断を行う」と回答している。 

その判定結果は「耐震補強よりも改築が望

ましい｣というもので、青谷の皆さんは改築

が決まったと考えたはず。 

文教経済委員会でも、そのような報告を受

けていたが、校区審議会が示したのは唐突な

統合案であった。 

市長は、青谷の皆さんとの市民合意をどの

ように考えているのか。 

（市長） 

Ｈ２３年末に青谷町地域審議会と青谷中

ＰＴＡから青谷中学校舎の改築に対する要

望書が出され、翌年１月にご指摘のような

回答をしている。 

県の耐震診断等評定委員会の判定結果に

ついても承知しており、そのことを地域に

も伝えているが、あくまでも選択肢の一つ

として、校区審議会が統合案を出されたも

のと考えている。 

地域や保護者、教育委員会、校区審議会

がよくよく議論した上で方向性を出してい

ただきたいと思っている。 

こうした議論を踏まえ、教育的な配慮を

中心としながら適切な方向付けが出ること

を願っている。 

 

教育的配慮とか言っても、青谷の方はそう

思っていない。 

気高中、青谷中の２校が改築となれば、非

常に大きなお金が必要となる。 

それなら、鹿野中の生徒数が減少し緊急な

検討が必要となるのを絡ませて、３校の統合

案を急浮上させたのではないか。 

いわば「市の財布加減」で統合案となった

のではないか。 

（市長） 

統合は、まず教育的観点からの議論が重

要だと思っている。 

財政的な観点から統合を進めるというの

は、本末転倒とまで言わないが、後先が違

うのではないかと考える。 

いずれにせよ「耐震改修より改築が望ま

しい」との判定が出たが、今後、中学校を

どうしていくかの議論はまだ煮詰まってい

ないと考えている。 

施設の耐震性を高めることは、重要な課

題であるが、一方、中学校のあり方という

のも非常に重要な課題である。 

教育委員会を中心として、住民の声を集

約し方向性を示していただくことが、非常

に重要だと考えている。 

 

青谷の皆さんは行政不信に陥っている。 

それは、小学校統合時に、新築から一転し

て古い校舎を大改築し、統合校の校舎とした

ことに端を発している。 

当時、青谷の皆さんに、その際の経過が丁

寧に説明されていない。 

今回の耐震診断の判定が「改築することが

望ましい」と出たことを、青谷の皆さんにな

ぜ丁寧に説明しないのか。 

説明不足のため、小学校統合の時と同様に

行政不信を招くという、同じ轍を踏む可能性

が高いと考える。 

（答弁不要） 



５ 

 

氏名(会派) 
 

６月１０日 

田中文子 

議員 

(共産党) 

質問（概略） 答弁（概略） 

 

通告はしていないが、教育長の意見も伺い

たい。 

どういう経緯があったにしろ、当時、耐震

診断の判定結果などを、地域審議会や青谷中

ＰＴＡの皆さんに、丁寧に説明する必要があ

ったのではないか。 

（教育長） 

当時は教育長を拝命していないため、お

答えのしようがない。 

 

１０年後に子供の数が少なくなり、子供の

教育環境を整えるためには学校統合は必要

という説明だが、子供を増やし人が暮らしや

すい地域にするのが行政の仕事と考える。 

市は今年度、中山間地活性化策をさらに強

化されているが、学校統合案と中山間活性化

策とは矛盾しているのではないか。 

（市長） 

中山間地域振興については、プロジェク

トチームを組み、市域全体を睨み進めてい

る。 

学校については教育的配慮や通学の利便

性といった子供たちを中心とした視点で考

えるべきものである。 

学校のために中山間地域振興策がある訳

ではない。 

中山間地域振興については、学校の有る

無しに関わらず、強力に政策体系を立てて

取り組んでおり、矛盾はしていない。 

学校のあり方は、地域、保護者、学校関

係者と丁寧に協議を重ねて方向付けをして

いくべきであり、方向付けが決まれば、実

現するために努力するのが市長の仕事と考

えている。 

 

青谷は地域的に考えても、合併後に一番人

口が減っている地域である。 

今後の発展のことや、住民の反対が強いこ

とから考えても、３校の統合は現実的でな

い。 

子供たちの安心安全のためにも青谷中、気

高中の改築を進めることが一番求められて

いる。 

（答弁不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

 

氏名(会派) 質問（概略） 答弁（概略） 

氏名(会派) 
 

６月１４日 

中島規夫 
議員 

(清和会) 

  

教育委員会は、精力的に西部地域で

学校のあり方の説明会を行っている

ようだが、どんな様子なのか教育長に

伺う。 

（教育長） 

1月に校区審議会が公表した検討案を、青谷、

鹿野、気高地域で保護者や地域の皆さんに対し

て説明している。 

会の設定は、地域や地区単位、学校や保育所

の保護者ごとなど、様々な機会をとらえて開催

しており、これまでに５０回ばかり開催してい

る。 

参加者の人数は、各会場１０名程度から、多

いところで５０名程度、今後も継続していく予

定である。 

様々な意見が出されているが、これらの意見

は、６月の末に予定している次回の校区審議会

に向け、審議会の委員に随時報告している。 

 

 

４月から教育委員会は、幹部職員も

一新して取り組まれ、木下教育長の特

色が出ると思う。 

予算のことは、市長部局から突き上

げもあるだろう。 

西部地域だけでなく、他地域も同等

に取り扱い、公平公正に検討を行って

いくのか。これを聞きたい。 

（教育長） 

常に公平公正を心掛けている。 

一言補足すると、今回の統合案はひとつの選

択肢として出したものだった。 

けれども、説明の仕方や資料の出し方等にお

いて住民の皆さんに誤解を与え、大変申し訳な

いことをしたと思っている。 

ただ、いずれの地域でも、望ましい教育環境

の構築や国際化に向けた教育の取り組みなど将

来の展望を含めてしっかりと議論していただき

たいと思っている。 

地域からの要望があれば、教育委員会には教

員担当の指導主事もおり、議論の場に喜んで参

加させたいと思っている。 

  



7 
 

小中一貫校｢湖南学園｣見学会の開催について 

 

趣  旨 

西部地域の学校のあり方検討を進めるにつれ、地域から｢小中一貫校｣の実態

が知りたいという声が多く寄せられた。 

｢地域で子供を育てる｣｢特色のある教育｣など学校のあり方を考えていく上で

も、先進地である鳥取市湖南学園の視察を実施し、校区審議の気運の高揚を図

る。 

 

主 催  鳥取市教育委員会 

 

参加対象  鳥取市西部地域のみなさん他 

 

参 加 費  無料 

 

定  員  ４０名 

 

概 要 

日 時  平成２５年７月１１日（木）１０：００～１１：３０ 

視 察 先  鳥取市立湖南学園 

内 容    施設案内・学校生活の様子見学（４０分） 

       学校概要・質疑・意見交換（４０分）    

集合場所  鹿野町総合支所（９：２０受付） 

         ※当日は、公用バスを運行します。（９：３０出発） 

申込期間  7月 1日（月）～7月 10日（水）８：３０～１７：１５ 

        【 土 ・ 日 は 除 く 】 

申 込 先  鹿野町総合支所 地域振興課 

          TEL (0857)84-2011 / FAX (0857)84-2598 

          Mail sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

報告（４） 



8 
 

西部地域の学校のあり方検討 

小小中中一一貫貫校校  見見学学会会  
 
 現在、西部地域において、「学校のあり方」について皆さんと一緒に検討して

おり、学校の将来のあり方の一つの方向性（選択肢）として「小中一貫校」が

あります。 
その取り組み状況や学校生活の様子などを直接ご覧いただき、今後の検討へ

の参考としていただくため、「小中一貫校 湖南学園」の見学会を下記のとおり

開催します。 
ぜひ、ご参加ください。 
 
 

見学日時  平成２５年７月１１日（木）10:00～11:30 
見学学校  鳥取市立湖南学園 
集合場所  鹿野町総合支所（9:20 受付） 

         ※当日は、公用バスを運行します。（9:30 出発） 
申込期間  7 月 1 日（月）～7 月 10 日（水）8:30～17:15 

【土・日は除く】 
申 込 先  鹿野町総合支所 地域振興課 

          TEL (0857)84-2011 / FAX (0857)84-2598 
          Mail sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp 

 
 
【予定日程】 
  9:20 集合・受付（鹿野町総合支所） 
  9:30 出   発（   〃   ） 
  10:00 到   着（湖南学園） 
  10:10 施設案内・学校生活の様子見学（40 分） 
  10:50 学校概要・質疑・意見交換（40 分） 
  11:30 出   発（湖南学園） 
  12:00 到着・解散（鹿野町総合支所） 

 
《申込・実施の注意事項》 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 ①見学会は、参加費無料ですが、事前予約が必要ですので、申込先までお申込み下さい。 
 ②参加受付は先着順（定員 40 名程度）とし、希望者多数の場合は、お断りすることがあ

りますのでご了承ください。 
 ③「小中一貫校」について、ご質問等がありましたら、申込みの際にご提出ください。 
 ④見学会終了（集合場所到着）は、12:00 を予定しています。 

⑤詳しくは、鳥取市ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 
 

鳥取市教育委員会 学校教育課 校区審議室 
TEL (0857)20-3089 / FAX (0857)29-0824 
Mail kokushingi@city.tottori.lg.jp 



９ 
 

説明方針及び資料の変更について 

 

 本年１月に「中間とりまとめ」関連の資料を公開して以来、学校教育課は地

域に出かけて説明会や意見交換会等を開催してきた。 

 ところが、選択肢の一つとして提示したはずの統合案が、あたかも決定事項

であるかのような誤解を受け、一部で「統合反対」といった強い反発が起きて

しまった。 

 このため、一旦説明資料を訂正し、本来の教育論での議論を促すよう努めて

きたところである。 

 そのポイントは、以下のとおりである。 

 

① 教育の論点から、適切な学校規模はどうあるべきかといった視点で考えてい

ただく展開とした。 

② 生徒数の推計や選択肢、メリット・デメリット等は提示し、子どもたちにと

って望ましい教育環境とは何かを考えていただく内容とした。 

③ 誤解を招かないように、耐震診断結果や施設整備の考え方、具体的な統合案、

想定図面等は削除した。 

 

 この資料を使って、地域で説明を行ってきた結果「統合ありきではない」と

いう理解は進んだものの、逆に「もっと具体的な説明や提示ないと判断できな

い」といった声も聞かれるようになった。 

 このため、以下のことに留意し再度訂正したいと考えている。（※当面は中学

校用の説明資料の訂正を想定しています。） 

 そのポイントは以下のとおりである。 

 

① 通学の安全等を図るための対応策について、可能な限り具体的な考え方を提

示する。 

② 統合する場合と単独の場合の教員配置の人数比較を、具体的に提示する。 

③ 施設の状況や耐震結果について、具体的なデータ等を提示する。 

④ その他、意見交換会で出された意見を基に、必要と思われる内容を提示して

いくこととする。 

 

※今回、具体的な説明資料（案）は添付していませんが、原案ができましたら

送付しますのでご意見をいただきたいと思います。 

  

議題（１）－① 



備考

６月 ２７日 第１１期第１１回校区審議会

７月 上旬

中旬 [住民向け]小中一貫校見学会（湖南学園）

下旬 現地視察会（西部地域）
校区審議委員
募集記事掲載（市報９月号）

８月 上旬

中旬

下旬 第１１期第１２回校区審議会

９月 上旬 ９月定例市議会

中旬

下旬

１０月 上旬 第１１期第１３回校区審議会 地域づくり懇談会（１０～１１月）

中旬 審議委員任期満了（10/23）

下旬 第１２期第１回校区審議会

１１月 上旬 Ｈ２６年度当初予算要求〆切

中旬

下旬

１２月 上旬 １２月定例市議会

中旬 第１２期第２回校区審議会

下旬

１月 上旬

中旬 第１３期第３回校区審議会

下旬

２月 上旬

中旬

下旬

３月 上旬 ３月定例市議会

中旬 第１２期第４回校区審議会

下旬

４月 上旬

中旬

下旬 ４月定例教育委員会で決定

平
成
　
　
年

校区審議に係る事業

審議スケジュール（案）

平
成
　
　
年

意

見

交

換

会 

意

見

集

約 

意

見

交

換

会 

意

見

集

約 

２５ 

２６ 

訂正 

検討案 

訂正 

検討案 

答申 

決定 
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１１ 
 

議題１－② 

審議会委員の現地視察について 
 
西部地域の小中学校のあり方を考えるとき、地域住民、保護者から問題視さ

れるのが通学距離の増加に係る安全面の確保と、時間的、経済的、精神的負担

への対応策である。 
西部地域で問題とされる｢通学状況｣を確認するため、現地視察を実施したい。 

 
１．内容 

現地視察での確認事項 
① 地理的状況の把握 
遠隔地とされる集落を視察 

 
② 交通環境の把握 
バス路線の有無、バスの時刻表 

  
③ 通学状況の把握 
通学方法、統合となった場合の想定される通学方法 

 
２．期日 
  平成２５年７月中旬（予定） 
 
３．その他 
  公用バスにて現地視察を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準点から各集落までの 

距離および時間 

 

★気高町浜村 ～ ①鹿野町河内 13.5ｋｍ ２７分 

★気高町浜村 ～ ②鹿野町鬼入道 9.5ｋｍ １９分 

★気高町浜村 ～ ③気高町奥沢見 6.6ｋｍ １３分 

★気高町浜村 ～ ④気高町殿  8.0ｋｍ ２１分 

★気高町浜村 ～ ⑤気高町上光 8.6ｋｍ １７分 

★気高町浜村 ～ ⑥気高町宿 8.6ｋｍ ２１分 

★気高町浜村 ～ ⑦気高町船磯 3.9ｋｍ １３分 

★気高町浜村 ～ ⑧青谷町小畑 13.0ｋ ２７分 

★気高町浜村 ～ ⑨青谷町桑原 14.7ｋｍ ３０分 

★気高町浜村 ～ ⑩青谷町引地 11.0ｋｍ ２３分 

★気高町浜村 ～ ⑪青谷町長和瀬 9.8ｋｍ ２１分 

          ※Google map検索による 

 

基準点 

 

       集 落 

 

小学校 

 

中学校 

～ 

議題１－② 

審議会委員の現地視察について 

西部地域管内図  

１２ 



１３ 
 

議題１－③ 

意見交換会への出席について 
 
西部地域で意見交換会を開催した時、保護者及び地域住民から「直接、審議

委員に対して声を届けたい」「地域の実情を見て判断してもらいたい」という意

見が寄せられた。 

さらに議論を深めるためには、より丁寧な対応をしていくことで保護者や地

域住民の不安を取り除いていくことが不可欠である。 

その意味で校区審議会委員からも意見交換会へ出席し、直接地域の声を聞い

ていただく場を設定したい。 

 

１.期間 

平成２５年７月中旬から８月下旬（予定） 

 

２.時間 

午後７時００分～午後８時３０分（予定） 

 

３.対象 

小中学校ＰＴＡ、保育園保護者会、地区住民など 

 

４.参加者 

事務局（３） 

指導主事（１） 

校区審議会委員（１） 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

１４ 
 

意見集約の方法について 
 
西部地域の小中学校のあり方について、保護者、地域住民、学校関係者など

から多岐にわたるご意見が寄せられた。 
しかし、答申を取りまとめるにあたっては、「どのような形で地域としての意

見集約を行うのか」「どのような団体にその意見集約を求めるのか」と言った方

法論を検討しておく必要がある。 
 
 
≪参考≫ 
 

意見集約についてのご意見 

□地域審議会に関するご意見 
・地域審議会という言葉が出てきているが、住民の認知度が低い組織が意見集約の要とな

るのか。[青谷] 
・地域審議会は地域の声の集約とはいえない。各団体の長が出て来ていても団体の意見集

約などしておらず、地域審議会でも個人的な意見に終始している。[鹿野] 
・地域審議会が意見を集約するのは困難だと思う。各団体の代表をしているものの委員の

発言はその団体の決定権を負っておらず、そこまでの責任は負えない。別の形がよい。[鹿
野町地域審議会] 
・地域審議会に代わるプロジェクトチームを召集するといった方向付けをお願いしたい。

行政主導で。[鹿野町地域審議会] 
・行政が企画し３町が合同で協議できる場を作るべき（ＰＴＡ、地域に思い入れのある団

体、地域審議会など）。[鹿野町地域審議会] 
・最終的には子供や保護者が決めること。地域審議会が意見を出しても保護者等の意見を

反映しなければいけない。[気高町地域審議会] 
・ＰＴＡ、まちづくり協議会、関連団体で意見を募り、地域審議会で意見集約という形が

ベストかなと思う。[青谷] 
・教育長にも地元の意見を聞いてもらったり、３町の住民が意見交換できる場を作ってほ

しい。[小鷲河] 
 
□校区審議会に関するご意見 
・校区審議会に３町の意見が届くのか。実情を知らない人たちが決めることに不安を覚え

る。３町の委員を導入してみては。[青谷] 
 
□パブリックコメント・市民政策コメントに関するご意見 
・パブリックコメントを取り広く議論すべき。[青谷] 
 
□アンケートに関するご意見 
・ＰＴＡでアンケートを取ろうかと計画している。[青谷] 

議題（２） 



 

１５ 
 

・住民の意思を届けるためには署名活動をし、意思表明する必要があるのか。[青谷] 
・学校やＰＴＡから意見が出ないのであれば、アンケートを実施し取りまとめをする必要

がある。総合支所から地域住民に対して実施したり、教育委員会から学校に指示し実施す

るなど。[酒津] 
・行政がアンケートすると誘導っぽい内容となる。[酒津] 
・大人中心ではなく子供中心に考えるべき。将来、親となる子供に対しアンケートを実施

してみるべき。[青谷] 
・子供にアンケートを取る考えはないのか。今後の地域を担う人材である彼らの意見は大

切。[青谷] 
・意見書を保護者会、ＰＴＡで取りまとめることは負担であるし、難しい仕事。[ひかり] 
 

その他 

・学校のあり方を考える時、教育委員会のみならず地域振興に関わる重要事項。市役所の

横の連携も取りつつ、住民が納得する形で取りまとめを行う姿勢が大切。[鹿野町地域審議

会] 
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