
平成２７年 鳥取市総合教育会議（第２回） 会議録 

 

１ 日  時  平成２７年１０月２６日（月） １５時３０分 から 

 

２ 場  所  ホープスターとっとり ２階 白真珠 

 

３ 出 席 者  〔構成員〕 

市長：深澤 義彦 

教育長：木下 法広 

教育長職務代理：山脇 彰子 

教育委員：石谷 充 

教育委員：藤井 喜臣 

教育委員：畑 千鶴乃 

        〔市長部局〕 

         副市長：羽場 恭一 

総務部長：河井 登志夫 

         総務部次長兼総務課長：中島 伸一郎 

        〔教育委員会事務局〕 

教育委員会事務局長：尾室 高志        

教育委員会次長兼教育総務課長：神谷 康弘 

教育委員会次長兼学校教育課長：豊福 聡          

        〔傍聴者〕 ４名 

 

４ 会議次第 

 １ 教育等の振興に関する大綱（たたき台）について 

 ２ 市立中学校生徒に係る重大事案について 

 ３ 平成２８年度教育に関する施策について 

 

５ 会議概要 

１ 開 会 １５時３０分 

  開会宣言（教育委員会事務局長） 

  

２ 市長あいさつ 

   教育委員の皆さまには、大変お忙しい中「第２回総合教育会議」にご出席をいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

先ほどご説明がありましたように、地教行法が変わり、今年度から新しい教育委

員会制度となったところであります。第１回目の総合教育会議は今年４月３０日に



市役所で開催させていただきました。新しい制度となりましたが、教育委員の皆さ

まにおかれましては、引き続きそれぞれの立場で、本市の教育行政の推進にご尽力

賜りますよう改めてお願いを申し上げます。 

ご承知のように鳥取市の教育行政が抱える課題はたくさんあります。いろいろな

取組みが進んでいる鳥取城跡は、平成３０年を目途に整備を進めているところです

し、放課後児童クラブの関係では今年度から子ども子育て支援新制度がスタートし

て、高学年も対象にしていくというように、文化財行政、学校関係等いろいろな状

況があります。 

   そのような中で今年は地方創生元年と言われていまして、全国の地方自治体がそ

れぞれの特性や資源を生かしながら将来を見据えたまちづくりを進めていこうと

しております。鳥取市も先月末に人口ビジョンと鳥取市版総合戦略を策定しまして、

これから将来を見据えたまちづくりを進めていこうとしております。国の方では

「まち・ひと・しごと」というふうにしていますが、鳥取市では順番を変えて「ひ

と・まち・しごと」とし、人の育成が大事であるという考え方にたって総合戦略の

策定をしたところであります。教育長さんが常々おっしゃっておられます「障子を

開けてみよ、外は広いぞ」というように、こういったグローバルな社会の中で活躍

をしていける人材を鳥取の地から育成をしていかなければならないと思っていま

すし、ひとづくりというのが一番大切ではないかと思っているところです。 

制度が変わりまして、今まで以上に教育委員会の皆さんと市長部局が連携を図り

ながらひとつのことにしっかり取り組んでいきたいと思っていますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

   本日の会議で、教育大綱を議題とさせていただいております。従来は教育振興基

本計画をもって大綱とするということにしておりましたが、教育大綱の基本方針を

策定するということで、本日はこれを中心にご審議賜りたいと思っております。ど

うぞ、よろしくお願い申し上げましてごあいさつに代えさせていただきます。今日

は本当にありがとうございます。 

 

３ 議題 

（１）教育等の振興に関する大綱（たたき台）について 

   教育委員会次長兼教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

   教育委員会次長兼学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

   生涯学習・スポーツ課長（資料に基づき説明する。） 

   文化財課長（資料に基づき説明する。） 

   中央図書館長（資料に基づき説明する。） 

   学校保健給食課長（資料に基づき説明する。） 

【質疑】 

（委員） 

  ひとつは、文化教育の関係ですが、特に文化財のことが中心になっています。



文化と言っても幅広いですので、市長部局にも文化行政の部署があると思います

ので、そちらとも連携を取ったら、もっと中身のあるものになると思います。 

  もうひとつは、職業教育というようなものがあってもいいと思います。社会教

育の中に入るのかもしれませんが、中学生が６日間くらい職業体験学習をされる

と思うので、そういうものも取り入れた方がいいと思います。 

（文化財課長） 

  今回は文化財に偏った内容になっている部分もありますので、文化芸術推進課

とも協議しまして、そちらの表現も加味していきたいと思います。 

（学校教育課） 

  職業教育に関しては、キャリア教育ということで今も取り組んでおりますし、

これからも広げていく必要があると思っています。基本方針の大きな柱の２番目

のふるさと愛を育む教育の推進のためにもキャリア教育は必要と考えます。 

（深澤市長） 

  では、次回までにその辺をまた検討させていただき、進めさせていただきたい

と思います。 

 

（２）市立中学校生徒に係る重大事案について 

教育委員会次長兼学校教育課長  （資料に基づき説明する。） 

【質疑】 

（委員） 

  今回は、非常に早い対応ということと、丁寧なヒアリングやアンケートをして

くださっていると思いますし、学校の先生、保護者の皆さん、もちろん生徒の皆

さんへのケアを早朝からフォローされているというのをお伺いして、よくやって

くださったという思いがあります。ただ、今回の件は、これだけで結果になった

ということが言えないのと、本人の問題、家族の問題に教育委員としてどこまで

踏み込んでいけるのかという線引きが難しい部分があるのではないかと思いま

す。その学校だけでなく、他の学校の生徒達も命の尊さについてそれぞれ考える

ことがとても重要だと思いました。生徒達の日々の小さな変化を見過ごさないよ

う、担任の先生だけでなく、共有できるような学校体制を教育委員会と連携を取

りながら、しっかりと作っていけたらいいなと思います。 

  

（３）平成２８年度教育に関する施策について 

  （深澤市長） 

    これは意見交換ということですので、事務局の方から説明するということはあ

りません。委員の皆さまから、先ほどの大綱等も含めまして、ご意見がございま

したらお願いしたいと思います。 

  （委員） 

    学校施設を何度か見させていただきました。教育環境の整備ということで、学



校施設というのは限られているのですが、周辺には公園などがある所もあります。

鳥取市は比較的まちなかにたくさん公園があると思いますが、 近は人口が流出

した関係で、使われていない公園もありまして、一方で学校施設が不足している

という部分がありますので、一度利用状況を見ていただいて、学校施設が足りな

いようであれば公園を活用できるような方策を考えていただければと思います。 

    学校を見させていただいた中で、これはテレビでもしていましたが、洋式トイ

レ化をしないといけないと思います。幼稚園や保育園でも洋式トイレ化が進んで

いますし、家でも洋式トイレしかない家が増えていますので、小学校も洋式トイ

レ化をしないと、学校でトイレを我慢する子どももいるとテレビでやっていまし

たので、お金はかかるのですが、随時進めていっていただけたらと思います。 

    来年度の話にならないのですが、市街地に駐車場が増えていて、これからも進

んでいくのではないかと思う一方、周辺の街のエリアが広がっていっています。

ということは、まちなかに回帰するような住宅政策が必要なのではないかと思い

ます。例えばですが、まちなかに子育て世帯が新築とか増築するときに、土地は

難しいと思うので、建物の固定資産税を減免するとか、まちなかには結構学校施

設は整っていると思うので、まちなかに回帰するような施策を考えていただけた

らと思います。 

    退職された OB の教員の活用を進めていく環境になると思います。現実的な話

ですが、６０歳定年で、年金支給が７、８年したら６５歳開始となります。教員

の方も６５歳まで何も収入がないので働かれる方があると思うのですが、得意な

分野がはっきりしているので、例えば部活動の指導ができるとか、小学校で英語

が始まるので英語の先生だとか、福祉の方であればスクールカウンセラーの仕事

もできるのではないかと思うので、参考にしていただけたらと思います。 

  （深澤市長） 

    ４点ご意見をいただきました。まず、使われていないような公園がある一方で

学校施設が足りてない状況があるので、うまく活用できないかということがあり

ました。私も全くその通りだと思います。今、公共施設の更新問題が全国自治体

で大きな課題となっています。公園だけでなくいろいろな公共施設が高度成長の

時代にどんどん造られて、それがやがて古くなって新しくしなければいけないと

か、大規模改修をしなければいけないとかという時代を今迎えつつあります。そ

れを全部するのは大変なことになりますので、まずはデータを整理する必要があ

るということで、 近、公共施設白書を作りました。本市の一人当たりにおける

公共施設の延床面積は 4.6 ㎡で、全国の自治体の平均 3.42 ㎡より多いというこ

とが分かりました。２つの施設を１つにするとか、３つを２つの施設にするとか、

廃止してしまうとかあるのですが、そういったマイナスのイメージで問題に対応

していくのではなくて、先ほどご提言いただいたように有効活用するというのも

大きな解決策ではないかと思います。一方で学校施設が足りていないので、それ

を公共施設がカバーをする、従来の発想にとらわれず柔軟に考えて、あるものを



上手に使っていくということが今まさに必要ではないかと思います。学校施設と

市の施設全体で有効な活用方策が考えられないか検討していきたいと思います。 

    学校の洋式トイレ化の問題ですが、やはり家庭では洋式化が進んでいますから

学校の方もそれに追いつくように、耐震改修とか新築はもとよりトイレの洋式化

の改修も、できる限り順次していかないといけないと思います。 

    市街地に駐車場が増えて、人口減少が進んでいるのではないか、まちなかに回

帰していくべきではないかという提言がありました。中心市街地も平成 19 年 11

月 30 日に国の認可を受けまして、中心市街地活性化基本計画というのを作り、

今は 2期目となっていますが、いろんな取組みをしました。そのときもやはり人

口減少というのが一番大きなテーマでした。全体で人口が減っているし、中心市

街地で中山間地と同じような少子高齢化という現象が起こっていて、それが広が

ってきているということで、結果的には、中心市街地のエリアで数百人増やすと

いうのは至難の業でした。税の関係で何か施策を考えるというのもひとつのアイ

ディアだと思いますが、実際には税の世界ではなかなか難しいとは思いますが、

何かインセンティブを与えて中心市街地に回帰するようなことを真剣に考えて

いかなければいけないと思います。 

    退職者の OB の活用については教育委員会の方で今後の考え方があればお願い

したいと思います。 

  （総務部長） 

    ２点ほど補足説明させていただきたいと思います。 

    まず、洋式トイレ化の推進についてです。今までは学校校舎の耐震対策を第一

に行ってきましたので、それ以外の大規模改修、トイレや諸設備の整備は少しお

いておりましてまず耐震をさせていただきましたが、それもほぼ終わりに近づい

ていますので次の段階に入っていくところだと思います。 近の子ども達は小学

校に入る前に和式のトイレの練習をするというような話も聞いておりますので、

大型改修をするとき、トイレを改修するときにつきましては、洋式化について協

議しながら考えていきたいと思います。 

    OB の方の活用ということですが、市の職員の場合については再任用制度とい

うのがあります。教職員の方もそういった制度があると思います。そういった再

任用の際に部活の指導とか、スクールカウンセラーとして活躍していただけるか

どうかというのは市としてはわからないのですが、そういう制度も活用いただき

ながら教育委員会の方でも考えていただきたいと思います。 

  （委員） 

    ただ、再雇用というのはフルタイムだと思うので、フルタイムとなると定数に

入ると思います。教員も再雇用で雇用されたら定数に入るので、そうすると新し

い方を雇えないという問題が生じてきます。教員の方がフルタイムを希望される

のか、半日の勤務とか短時間の勤務を希望されるのかわかりませんが、短時間で

あれば定数に入らないので、その辺も含めてご検討いただけたらと思います。 



  （総務部長） 

    鳥取市の職員の場合で申し上げますと、再任用につきましては、フルタイムも

制度的にありますが、短時間勤務の再任用という制度も設けていまして、今言わ

れましたようにこれは定数には入りません。鳥取市は、基本的にはこちらを適用

していまして、ごく一部専門的なところでフルタイム勤務もありますが、９５％

程度は短時間勤務という制度を取らせていただいています。 

  （深澤市長） 

    その他、意見交換ということで何でも結構ですのでありませんか。 

  （委員） 

    本日、大綱のたたき台の話を聞かせていただきまして、 後は心を育てるとい

うのを大きく強調していただきたいという思いがあります。先日、テレビの番組

で鳥取市のあるベンチャー企業の社長さんがこんなことを言っておられました。

鳥取市を選んだ理由ということで、「鳥取の従業員さんの仕事が丁寧であること、

働く人の質が高い」ということを言っておられました。鳥取教育の成果かなと思

い、何年か先にはそうなるように、教育委員会の一番の根本にあるのは心を耕す

教育ではないかと常々思っています。これには答弁は必要ありません、私の長年

の思いであります。 

  （深澤市長） 

    では、その他ありますか。 

  （委員） 

    他の委員さんと同じことになりますが、洋式トイレの整備に関しまして、これ

は親達にとりましては切実な課題です。また、５歳児を育てる親達にとってもこ

れは重要案件です。保育を指導している教員の立場からしましても、５歳児の保

育の一貫で小学校教育を見据えて、和式のトイレを使っていくようにするために

どのような関わりが必要かということを大学の授業でいたします。それほど親達

にとっても、子ども達にとっても、その場を支える専門職者にとっても重要な課

題です。ですので、ぜひ洋式化の方向で検討できればと思っています。また、こ

れは小学校だけではなく、この課題は中学校、高校まで続きます。それぐらい親

達、子ども達にとって切実な課題であるということをこの場でご報告できればと

思います。 

    まちなかに回帰するような子育て世帯の定住化をというご意見がありました。

とても大切な件だな、これが実現できればこれに関心を持つ子育て世帯が多くい

るのではと思いました。その理由のひとつとして、小学校、中学校はそれぞれの

地域にありますが、通学に時間がかかるという問題から高校の選択が狭まるとい

う現実があります。もし、まちなかに住んでいたら、少し遠くの高校への選択も

可能になるので、子育て世帯の教育の広がりがそこにあると思いました。ですの

で、まちなかに回帰するような子育て世帯の定住化ということに興味関心をより

具体的に考える家庭が多いと思いますので、すぐにとは申しませんが、何か検討



を始めていくということも課題になってくるのではないかと思いました。 

  （深澤市長） 

    さきほど総務部長の方からお答えさせていただきましたように、改修や新築等

の際にはできる限り、そうでない場合も順次トイレの洋式化を進めていかなけれ

ばならないと改めてお話を伺いまして感じたところです。一気にはなかなか難し

いのですが、子ども達にそういう実態があるということで、できる限り進めてい

かなければならないと思います。 

    まちなか回帰、子育て世帯の定住化の話がありました。これからは、高度成長

期のように市街地が広がっていくということはないので、今国をあげてコンパク

トシティという言い方をしますが、いろんな公共施設を含めていろんな機能を効

率的にまちの中心部に集積をして、そこに居住をしていくというまちづくりが進

んでいくと考えています。高齢化も進んできますし、高齢者の皆さんも買い物と

か通院とかいろんな面で日常生活の利便性を考えると、中心市街地は割と居住し

やすい空間であると思います。できれば、子育て世帯の皆さんもまちなか居住に

目を向けていただければ大変ありがたいなと思います。鳥取市としても、そうい

ったまちづくりの考え方で取り組んでいきたいと思っておりますのでよろしく

お願いしたいと思います。前担当者がそこにおりますが何かありますか。 

  （総務部次長兼総務課長） 

    以前中心市街地の担当をしておりました。どうしたらまちなかに居住が進むか

ということで、まちなかの定住促進のためにいろいろやってきました。例えば、

鳥取市の土地を提供して住宅を建ててもらうコーポラティブハウスということ

をして、そこにはかなり若い世帯に住んでいただいています。そういったのは一

つのモデル事業でして、その他駐車場対策や空き家対策を含めて、住宅をまちな

かに作っていくという取組みをやってきましたし、これからもやっていくという

ことで進めております。 

  （木下教育長） 

    先ほど市長の方から地方創生の関係で、鳥取市は人の育成を大事にしていると

いうお話がありました。やっぱり人が育たないといい仕事ができないというのは

皆さんわかっておられることと思います。学校においても、教える者が育ってい

ないと子どもも育つわけがありません。 

今、教育委員会はほとんどの事務の職員が学校現場に研修へ行くということを

しております。研修を終えた職員に意見を聞くと、行ってよかったという話を聞

きます。学校の世界をしっかり見て帰ってくることで、随分変わってくると思い

ます。逆に、学校から対役所との関係も大事で、学校のなかだけで一生懸命やっ

てくれるのも結構なのですが、それが学校の世界だけになっているようでは実は

困るのです。今の時代は、まさに非常に広いフィールドの中で仕事をしていかな

ければならない。ですから、この度は市長さんのご理解をいただいて、教育委員

会から文科省へ実務研修に１年間派遣をしているところです。市から国へ出ると



いうことはあまりないことだと思いますが、それを許可していただいて、前期は

初中教育、後期は生涯学習教育の方で研修をしております。やはり帰って来たと

きの表情、言うことが違います。新しい世界で、いろんな人達との関わりの中で

仕事をして帰ってくると余裕が生まれます。つまり、そういうことから教育委員

会の事務職員が学校へ研修に行く意味があると思います。認識をどんどん変えて

いきながらやっていかないと仕事はできないし、そういう時代に入っていると考

えれば、土俵をたくさん替えて人を育てるということをしないと、ひとつの所で

頑張れと言っていてもなかなか育たないのではないかと思います。身に染みると

いうか、肌で感じることが大事で、人が育つというのは、教えるばかりではなく

自分で気付いて、そこで育っていくことだと思います。本来、人はそういう力を

持っているものと思います。そういう意味で、自ら育っていくそういう仕組みを

どう作っていくのかということを、いい機会ですので教育委員会と首長部局との

関係でしっかりさせていただきたいと思います。 

 （委員） 

   ひとつ提案なのですが、今教育長さんから人材育成の話がありましたが、教育

委員会の人材って子ども達だと思うので、ぜひ教育大綱の中で人材育成の言葉は、

財産の財の字を使っていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 （深澤市長） 

   後は人材育成の素晴らしい話で締めくくっていただきました。まだまだいろ

んなご意見がおありかと思いますが、また次の日程でお願いしたいと思います。 

 

４ 閉会 

（教育委員会事務局長） 

長時間にわたりましてご協議いただきありがとうございました。これをもちまし 

て第２回鳥取市総合教育会議を閉会させていただきます。みなさまありがとうござ

いました。 

 

閉会  １７時５分 


