
 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議事録署名委員の選任            委員、       委員 

 

 

４ 報告 
（１）第１５回校区審議会審議概要について・・・・・・・・・・・・・・P1～P5 
（２）第１６回校区審議会審議概要について・・・・・・・・・・・・・・P6～P10 

   （３）校区審議に関連する活動報告について・・・・・・・・・・・・・・・・P11 
 （４）小中一貫教育と義務教育学校について・・・・・・・・・・・・・P12～P14 
 
 
５ 議事 
（１）鹿野地域の学校のあり方について・・・・・・・・・・・・・・・P15～P21 
（２）千代川以西エリアの学校のあり方について・・・・・・・・・・・P22～P25 
（３）その他 
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７ 閉 会 
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第１２期 第１５回 鳥取市校区審議会審議概要について 

 
１ 日 時  平成２７年１０月５日（月）１４時３０分 ～１７時 
２ 会 場  鳥取市役所 本庁舎 ４階 第２会議室 
３ 出席者  渡部会長、岩崎副会長、渡辺委員、長谷川委員、須崎委員、吉澤委員、米原委員、上山委員、 

神谷委員、有本委員、横西委員、牛尾委員、山本委員、平尾委員、谷口委員 
事務局：神谷次長兼教育総務課長、豊福次長兼学校教育課長、小林主査兼学校施設係長、 

石上主幹兼指導主事、大坪主任 
≪概要≫ 

１ 開 会 
２ 会長あいさつ 
３ 議事録署名委員の選任       米原委員  上山委員 
 
４ 報告 
（１）第 12回校区審議会審議概要について 
（２）第 14回校区審議会審議概要について 
（３）校区審議に関連する活動報告について 
（４）「鹿野地域の教育を考える会」の要望について 
（５）「今後の鳥取市立南中学校のあり方について」の答申について 
（６）「鳥取市立学校条例の一部を改正する条例」公布について 
 
５ 議事 
（１）鹿野地域の学校のあり方について 

9月 24日に提出された「鹿野地域の教育を考える会」からの要望書について、「鹿野地域の教育を考
える会」会長、副会長の他２名の委員、事務局を務める鹿野町総合支所長にお出でいただき、説明及び

校区審議委員との質疑応答を実施した後、審議を行った。 
 
【委員意見】 
・「表鷲（あらわし）科」という言葉は初めて聞いた。色々な意味合いを教科として取り入れたいという

表現をしておられるが、公立の小学校・中学校で教科として扱うには、それなりの手続きと内容が必要

なので、もうちょっと研究していただきたい。 
・校舎が分離型ということだが、双方の児童生徒が行き来するわけで、その辺りの安全性、利便性がどう

か。 
・校舎が分離型というデメリットについて、例えば教育情報環境のようなもので繋ぎたいということとか、

子どもが行き来したり、先生が行き来したり、いろんなアイディアの中でカバーしていけると思う。こ

のあたりの問題を今後どう考えていくか。 
・「表鷲（あらわし）科」は非常に斬新なアイディアというところは表明しつつ、総合的な学習の時間の

ようなものの形のイメージで実施するのか、既存の様々な教科を横断的につなげて、「表鷲（あらわし）
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科」という独自のものを作っていこうとするのかというのが、論点だと思う。 
・「2分の 1成人式」について、18歳が法律上の成年者になると 10歳は 2分の 1にならない問題が出て
くる。 
・鹿野を巣立っていった高校生を巻き込んだようなプランを入れてくると、15歳で終わりでなく、もう
少し繋がった「表鷲（あらわし）科」のイメージにもなってくるのではないか。 
・鹿野町も中山間地だが、人口がどんどん減って、いくら小中一貫校にしても存続が難しくなると思う。

そういう観点で中山間地にある学校の統廃合なり、今後の編成は地方創生の問題と絡めて、教育委員会

のみならず鳥取市全体でやっていかなければならないと思う。中山間地の振興と中山間地にある小中学

校の再編はセットで考えていかなければならない。 
・幼稚園から中学校までの縦のつながりを強調されておられる一方で、中学校の生徒が少ないという事実

は変わらない。したがって、例えば旧郡内での横の中学校と連携しながら、12歳から 15歳の中学生の
集団として、色々な形で普段は小さい集団を大きくすることも何か工夫できないか。 

・ＩＪＵターンのようなことも含め、鹿野は熱心に地域づくりをされているので、そのような関連づけで

地域開放拠点空間など、もっと膨らましてみてはどうか。 
・分離型のメリットはそんなに多くはないと考えている。そのあたりをどう克服していくか。 
・小規模校転入制度について、湖南学園では確かに実績があるが、制度としてあっても、なかなか実現が

難しい状況もある。子どもが行きたい、保護者が行かせたいと思っても、公共交通機関で行ける年齢な

のか、そうでなければ親や保護者が送り迎えをしなければいけない実態が現実にある。比較的近いとこ

ろでないと通学は難しいというような実態もある。 
・分離のデメリットの解消策でもあるのだが、その時にアイデンティティーというような鹿野独特・特有

のものを出しつつ、もう一つ、もともと小中一貫校は中 1ギャップを無くすというのがテーマであるの
で、例えば小学校 6年生から中学校に移るというようなアイディアも考えられる。いわゆる六・三制で
はなくて、五・四制といった形。 

・アンケート結果で小中一貫校が 56.5％、単独が 43.5％であったとのことだが、小中学校の保護者の方々
はどういった形の意見があったのかお伺いしたい。 

・鳥取市は校区ごとに連携して取り組みをして実施している中で、分離型一貫校という教育効果や今実施

している教育以上のものが見えないと一貫校としての意味がないと思うので、その辺についても是非考

えていただきたい。 
・鹿野地域に Iターンをされた方とお話しする機会があったが、東京の教育環境と鹿野の教育環境はどこ
が違うのかと、「子育て王国とっとり」と言いながら、その姿が見えていないというような意見があっ

たので、是非Ｉターンで来られている方のお話しをしっかり聞いていただいて、特色のある学校にして

いただけたらと思う。 
・校舎見学の際には、市の建築の担当者も同行していただきたい。 
・即、答申するということはいけないと思う。どういう理由でどうだとか、審議会で十分に審議し、議事

録にも委員の意見を残し、学校関係者・市民の皆さん・委員のみなさんに対してどう答申したかという

過程が残らないといけない。 
・小中団結した教員団をということだが、分離型であるとデメリットの部分もかなりあるのではないかと

感じるが、その辺りをどのようにクリアして一貫校を目指すのか、より具体的な話を伺いたい。 
・委員がある程度、義務教育学校を理解していないといけない。普通の一貫校と義務教育学校の違い。 
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・今回初めて鹿野が一貫校の話が持ち上がったが、この話は青谷も気高も鹿野も同じ形で出てくると思っ

ている。今回鹿野を認めたら、他も認めなければならないことが起こってくるかもしれないので、その

あたりも考慮する必要がある。 
 
【今後のスケジュール（会長案）】 
・10月中に鹿野の現地訪問、10月末に次の審議会、11月に 2回ほど審議会が持てればと思う。その中
でやるべきことは、鹿野についてどのような形で答えを出していくかということ。鹿野については、慎

重に多面的に議論をするというような形で進み、その結果としてある形が見えれば答申というのはあり

得るが、そうで無ければ答申は次期に送ることとする。方向性を出さずに次期に送るのか、方向性を固

めたうえで送るのかというのは、また相談したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



（２）千代川以西エリアの学校のあり方について 
   会議開催前（12時 30分～）に、千代川以西の現地視察（北中・高草中・城北小・世紀小・大正小の位置
確認、八千代橋見学、校区確認）を実施した上で審議を行った。 

 
【委員意見】 

   ・千代川以西の問題で一番気になっているのは、過去 2回答申が出て答申が実現してない、その過程が分
からないということ。審議された上で、駄目だということで答申どおりに実施できていないのか、他の

要素が加わって止まってしまっているのか分からない。その辺のことを考慮した答申にしていかないと

駄目なのではないかと思う。 
   ・実際に八千代橋を渡ってみて感じたことは、児童生徒にとって通常時は良いと思うが、気象条件が酷で

あると安全面で心配だと感じた。実際にそのことについて保護者の方なり、地域の方がどれだけの理解

を示してくださるか。理解はされていても他の部分で今までの答申が実現されてこなかったということ

はあるように思うので、やはり答申をするということも慎重に考えなければと思う。 
   ・地域の方も教育委員会も校区審議会もだが、保護者の方も本当に腹をくくって真剣に考えなければいけ

ないと思う。今回できっちり決めるという決意のもとに皆さんに動いてほしいと思うので、今期は申し

送りということになると思う。 
   ・来期につなげるとしても、今の会議だけでなくしっかり掘り下げて議論を進めていかなければと思う。

地域や保護者の考えはどうなのかというところをしっかりと押さえるべき。地域にまだ考える会が立ち

上がっていないということも踏まえて、慎重に対応していただきたい。 
   ・安心安全に登下校ができるかという観点からすれば、千代川以西については問題があると思う。それ以

上に保護者なり地域の声をもっと聞かなければいけない。子どもの安心安全という視点と、これまでの

答申後などの経緯を、この委員が学習しないといけないと思う。 
   ・目の前に高草中学校が見える場所からわざわざ橋を渡って北中にということも、地域住民の方がどのよ

うな想いを持ちながら子どもを通わせておられるのかという、安全というような観点もあるが、もう少

し住民の方の御意見などの資料があればいいかと思う。ただ、一つの町区の中でいろんな小学校に通学

していたり、町内会そのものが成立していないというのが異常ではないかと思う。その辺りをどうして

いけばいいのかというようなところまでしっかり話をすれば時間は必要だろう。 
   ・千代川以西の自治会長に聞いてみると、どの方も大体の方が危ないところまでいかなくてもいいと同じ

ことを言われる。しかし地区に帰ってそれを聞くことができないのは、町内会の組織や子ども会の行事、

また負担金を集めたりしておられる関係で、変えるとまたおかしくなるということがあるからのようだ。

その話がなかなか出せず、進んでいないのではないか。まずは答申を出さないと、地区の方でこうして

ほしいという意見はまとまらないと思う。 
   ・目の前に学校が見えているのに、わざわざ遠くの学校に通わなくてはいけないというのは、今までの歴

史的な背景もあるだろうが、これも地域の声をもっと吸い上げられる形をとるようにし、時間がなくて

こうしてしまったということではないように、進めていかなければならないと思う。 
   ・千代川以西にかかる校区の審議経過という中で、第 1期の 41年の内容がないので、これは是非出して

いただきたい。 
   ・ほとんどの校区は、再編あるいは分離新設して学校の整備をしてきたが、千代川以西の旧高草地区は、

7校を廃校（神戸中、大和小、明治中、豊実小、松保小、大郷小、千代水小）にしたまま何ら対策も修
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正もせず約 50年の歳月が経過した。その間に、千代水と大正校区の中間点に、元の 5つの小学校の校
区を統合して世紀小学校という 500人以上の学校を作ってしまった。また、現在は千代水地区の児童を
城北小に 100人、北中に 33人通学させている。増加の一途をたどり 450人余りの児童生徒を抱える千
代水地区は、現在 5つの小学校区に分散されており、まことに異常であり対策が急がれる。 

   ・どんな学校であっても、自分がしっかりして目標を持ってやっていけるところだったら、それでも何と

かやっていけるかなと思う。昔からの地域感情などがあるかもしれないが、八千代橋を渡ってみて、子

どもを安心して通わせたいと思った。なかなか難しいことで、今まで何度も議論に上がっていたことな

のかもしれないが、時間がかかっても、子どもがいい方向で、安心して学校に通える方に話を持ってい

けたらと思う。 
   ・これまで答申を何回も出して実現されなかったから出さないというのではなく、何回でも直すベきとこ

ろは直して、それが一番いいという答申を出すのがいいのではないか。今回間に合わないとしても、風

や雨で、子どもたちが災害に巻き込まれた時に、起きてしまってからあの時こうしておけばよかったと

いうことがないように、慎重にかつ必ず答申を出すという形で進めて欲しい。 
 
 

【今後のスケジュール（会長案）】 
・任期が 11月 26日までということを考慮しながら、千代川以西については、引き続き慎重に議論を行
う形で進める。その結果、ある形が見えれば答申ということはあり得るが、そうで無ければ答申は次に

送る。方向性を出さずに次期に送るのか、方向性を固めた上で送るのかというのは、また相談したい。 
・残りの 2つのエリア（中間まとめで出した中心市街地、江山中学校エリア）の問題については、12
期では議論を深めていないので、もう少し議論してから次期に送ってもいいと思う。 

 
６ その他 
 
 
７ 閉  会 
 
 
 
◎次回以降の校区審議会予定 
平成２７年１０月２０日（火）１３：００～  
鹿野小・中学校の現地視察及び「鹿野地域の教育を考える会」の方々からのヒアリング 

 平成２７年１０月２７日（火） 
  鹿野地域及び千代川以西エリアの審議 
 平成２７年１１月９日（月） 
  鹿野地域及び千代川以西エリアの審議、次期申し送り事項について 
 平成２７年１１月１６日（月） 
  鹿野地域及び千代川以西エリアの審議、次期申し送り事項について 
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第１２期 第１６回 鳥取市校区審議会 

（鳥取市立鹿野中学校視察）概要について 
 
 
９月２４日に「鹿野地域の教育を考える会」より、今後の鹿野地域の学校の在り方について、学校の形態は校

舎分離型の小中一貫校とし、運営はコミュニティスクールとする旨の要望書が、鳥取市長、教育長に提出されま

した。それを受けて、１０月５日の第１５回校区審議会では、「鹿野地域の教育を考える会」の廣田会長をはじ

め４名の方に出席いただき、要望書提出に至る経緯や思い、要望書の内容等についてご説明いただきました。そ

の後、議論を進める中で、鹿野小学校・中学校の位置関係及び施設設備の状況把握、さらに「教育を考える会」

の方々の考えや意見の聞き取りの必要性があると判断され、今後の審議の参考とするために現地視察とヒアリン

グが下記のとおり実施されました。 
 

記 
 
１ 日 時  平成２７年１０月２０日（火）１３時３０分 ～１６時３０分 
 
２ 出席者   

校区審議会： 
岩崎副会長、渡辺委員、長谷川委員、須崎委員、米原委員、上山委員、神谷委員、有本委員、 
横西委員、牛尾委員、山本委員、平尾委員、谷口委員 

鹿野地域の教育を考える会： 
  廣田会長、森村副会長、加藤委員、榎田委員 
鹿野小学校： 
西垣校長、高橋教頭 

  鹿野中学校： 
村尾校長、岸本教頭 

事 務 局： 

神谷教育委員会事務局次長、豊福教育委員会事務局次長、徳岡鹿野町総合支所支所長、 
竹間鹿野町総合支所副支所長、石上主幹兼指導主事、大坪主任 
 

３ 概 要 

 （１）鹿野小学校及び中学校の施設見学 

   鹿野小学校及び中学校の普通教室、特別教室、少人数教室、図書室、保健室、体育館等の確認。 

 

 （２）鹿野地域関係者からのヒアリング  
～鹿野地域の教育を考える会からの説明～ 

  【分離型小中一貫校の要望に至った経緯】 

  ・一人の校長先生の下で一体となった教育をしていただくことで、要望書に掲げる教育目標を実現したい、

教育力を高めていきたいという強い思いがあったため、一貫校を要望した。また、施設が充実している
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小学校と伝統と環境が素晴らしい中学校を残したいということも住民の強い意向である。 
・一体型の小中一貫校にすると規模は大きくなるが、生徒そのものが地域で増えるわけではない。地域

の住民を増やすために、住民・移住者の対策も取り組んでおり、小中一貫校にすることにより、もっ

と高いレベルの教育を目指したいという要望である。 
・教育を考えた時に中学校の立地環境というのが非常に素晴らしいということは、アンケートの住民意

見から見ても一致している。中学校は城山の下で 3 年間学ぶことは地域の誇りを培うには非常に良い
環境であり、小学校は特色のある校舎でそれを生かしたいという意見が考える会で多く出たところ。 
・一貫校にした時に小学校 6 年生から中学校 1 年生に上がるという、成長の過程というのが実感できる
方が良いのではないかという意見もあった。 

【要望書への思い】 

   ・小規模校のデメリットを解消するためにどういう形でまとめようかということで、アンケート実施から

はじめ、考える会で検討を重ね、住民説明会を実施し、校舎分離型一貫校という結論に至った。これは

住民の強い願いである。 
・考える会のメンバーは教育に精通していないため、具体的なアイディアについては校区審議会の皆様

や教育委員会や学校の先生方でも考えてご教示いただきたい。それを受けて、具体的に検討を進めて

いく。もちろん地域の住民としては学校を応援していきたい。この要望書は住民の思いであるので、

我々としては中身が総変更になって結構ですという立場にないことをご理解いただきたい。 
 
 ～小学校からの説明～ 

  【通学の状況について】 

   ・平成 13年度に小鷲川・鹿野・勝谷の 3小学校が統合となった。一番遠いのは、小鷲川地区の子たちで、
現在 11名がバスで通っている。勝谷地区は浜村小学校の手前の辺りであるが、同じようにバスで通っ
ており、25 人程度。鬼入道からは数名だが、バス路線がないので、町でバスを出している。あとは歩
いて通学。いずれもバスに乗って 10分程度。 

  【幼小中連携の取り組みについて】 

   ・幼稚園年長、小学校、中学校の全員が 1日間、4グループに分かれて、それぞれ最上級生がリーダーに
なりながら交流を深めている。幼稚園・小学校との交流給食や年長・小 5、小１・小 6で合同水泳、中
学校教員による小学校での授業、中学生による新小学 1年生への説明、小中合同の百人一首大会を実施
している。 

  【校舎の活用状況について】 

   ・開校当時は 300人以上、全学年 2クラス以上。現在は 165名になって 3年生と 6年生だけが 2学級。
来年の 1年生は 2学級になる予定。 
・生活科室は、生活科はもちろん、1,2年生の読み聞かせ、図画工作等で活用している。 
・5年生の横に少人数教室、4年生の横には児童会室があるが、1学級を 2つに分ける算数の少人数指導
で活用している。高い活用度で使用している。 

  【その他】 
・兼務発令措置により、現在、中学校の美術の先生が小学校の図画工作に入っていただいている。小学

校担任も授業に入るので、準備や教材選び、授業の進め方など小学校の教員にとって指導力向上につ

ながっている。また、子どもたちも非常に意欲的に取り組んでいる。小学校としても兼務発令という

のはお願いしたい。 
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・鹿野には川柳街道もある。平成 11年の国民文化祭で優秀賞を受賞するなどの実績もある。川柳は小 1
から触れるようにしている。色々な川柳の大会には応募しており、166名の児童数だが、毎年 60名く
らいが入賞している。昨年度は全日本の大会で入賞した。 

 
～中学校からの説明～ 

  【通学の状況について】 

   ・中学校は小鷲川地区の河内から、自転車で通ってきている子どもが一番遠く、30 分程度かけて通って
いる。保護者に送迎してもらっている生徒もいる。 

  【小中連携の取り組みについて】 

   ・今年度から中学校の生徒総会に小学校 6年生に参加してもらっている。その際に合同給食や一時間ほど
英語と理科の体験学習を中学校教員が実施するといった取り組みを開始した。 

  【校舎の活用状況について】 

   ・少人数教室は、各学年とも英語と数学で利用。基本的には小規模なので平均 1クラス 24人程度である
が、それを更に 2クラスに分けて 12人程度に少人数の授業を実施している。その際には、本来の教室
とその隣の教室を使うので、少人数の部屋も１週間かなりの回数で使っているという現状。多目的室は

学年集会等で使用。 
  【その他】 

・鹿野のまちに通学することにより、郷土に対する誇りを感じているのではないかということを強く感

じている。そのために中学校はここにないといけないという気持ちも強い。ここにあってこそ出来る

ことをこれから考えていかないといけないと思う。 
・城跡にある学校は全国的にみても珍しいので、そのような学校が集まるサミットのようなものができ

ないか。城の中にあって良いこと、不便なこと、それぞれ話し合うような、ＩＣＴ等を活用して話し

合うことができたら面白いなということも感じている。 
・鳥の劇場もすぐ近くにあるので、劇団の方にも来ていただき週 1 回指導をしていただいている。やは
りこの場にあるからということは感じているので、この場に中学校を置いたまま鹿野の教育を進めて

いくことが効果的であると感じている。 
   ・現況で中 1 ギャップ、いわゆる不適応を起こすというようなことはない。不登校や問題行動が中 1 で

増えているということはない。 
 

～校区審議委員の意見～ 
   ・中学校の立地条件、特色のある施設を誇る小学校を一体というのは難しいと思う。その時に、分離型で

何を強みにするのかということで、様々な交流や出前授業といった小中の連携一貫教育が行われている

が、それを日々連続的に実施することでより強みが向上する。かつての湖南小で湖南学園の設立準備に

携わっていたが、当時は分離型でスタートし、中学校の音楽の先生が 4年生以上の音楽を教えたり、卒
業させた 6 年生の先生が中 1 を 1 日見るなど、小学校・中学校の教員や児童生徒が行き交っていた。
しかし、それには非常に時間も労力もかかる。 
・中学校に空き教室があるのであれば、6年生がどっぷりと何日間かいてもいいのではないかと思う。そ
ういう中で中学校という文化や先輩方を直接見れる機会が多くなるのではないか。4、5 年生にも導入
し、滞在日数をだんだん高学年で多くするなど、他にない校舎分離型の強み、立地条件、空き教室を

まだ考えれば、たくさんあると思う。 
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・アンケート調査で「地域の特性を活かした学習」というキーワードが出ていたが、この辺りを保護者・

地域の方も、鹿野ならではの教育があるから小中一貫にして良かったとかそういう一貫校にしてほし

いとか、鹿野ならではということをキーワードにしていけば、アンケート結果の 5 位というのが、ど
んどん上位に来てほしいし、くるべきではないのかと思う。 
・校舎分離型一貫校は児童生徒にとっては良いかもしれないが、教員団の学校運営において、距離があ

るということのハンデがあって難しいのではないか。湖南や福部の一貫校の距離とは異なる。鹿野中

学校と旧鹿野小学校との位置関係であれば困られることはないと思うが、現在 700 メートル距離があ
るというのはＩＴ環境を取り入れても解決しないのではないか。校舎一体型の推進の前提でまず分離

型ということなら分かる。数年は現状のまま連携をして、小学校も中学校も現状のままで進められた

らどうか。 
・教育の実をあげるという観点からいうと、やはり分離型より一体型がよいと思う。700メートルの距離
というのは、雨や雪が降る時期もあるので、ちょっと難があると思う。では一体型にするとどうかと

いうと、中学校が非常に良い環境だが相当年数が経っており、手を加えなければいけない。小学校に

一体ということになれば、小学校と中学校の児童の体格が違うので、それなりに鹿野小学校の方にも

予算をかけて、手を入れなければならない。 
・平成 26年実績で移住者 21 名と施策でかなり効果をあげておられる。さらに、小中一貫校を希望され
ている方の割合と、単独で置いておこうという割合を比較すると、十数パーセントの差である。そし

て、鹿野に中学校を残してほしいというのが 73.1％。この気持ちは十分わかる。子どもを持つ世帯が
移住するということはおそらくないので、中学校は残さないといけないと思う。したがって、今の段

階で分離型の小中一貫校にこだわる必要はないかと思った。当分、単独でそのまま進められてもよい

のではないか。 
   ・分離型の一貫校ということではなく義務教育学校という形態をとれば、今やろうとしていることは大方

クリアするのではないか。小学校・中学校の形は分かれているが一貫校の形をなした一貫教育はすでに

なされていると思う。一貫校ということになれば、今以上の取り組みが求められる。十分に連携した取

り組みを幼稚園から通してやっておられるし、地域とのコミュニケーションをして活動をしておられ、

コミュニティスクールの形もなしている。現在、学校教育法の改正が行われ、過渡期であるので、分離

型の一貫校にこだわらず、少し様子を見ながらさらに連携した取り組みをやられたらいいのではないか

と思う。 
   ・小中兼務教員という発令の方法があるが、主に特別支援教育や生徒指導などということになっているが、

分離型・一体型に問わず、英語科あるいは数学・算数科という形で教員を配置することができるかどう

か、教育委員会に伺いたい。（→加配要望という形で出来ると思う。ただ、県への要望なのでそれが配

置できるかというのは県との交渉による。） 
   ・鹿野は恵まれた環境であり、児童生徒数もある程度保っておられるが、鳥取市全体をみると 100 人以

下の学校が 10校もある。そういう学校をどのように審議会として学校再編の答申を出すかということ
が大きな問題。中学校も 100 人以下の中学校が 4 校もあるので、鳥取市全体のバランスというものも
審議会としては考えていかないといけない。 
・中学校が 100 人を切ったら統廃合するというのは、私は乱暴だと思う。福部の審議の際も、通学上の
安全というものも判断の大きな柱になっていた。鹿野においても気高に通わせるというのは審議委員

の一人として、そういう措置をすべきではないと考えている。 
・平成 13年に統合した時に 303名、現在が 166名、この 15年間で 137名の児童が減っているが、この
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流れを食い止めなければならない。学校問題だけが片付けばいいというものではない。鹿野町全体で

人口減少を食い止めるということを一生懸命やらなければいけない。今、小中一貫校をすればなんと

かよかったとなるかもしれないが、将来のことを考えていかなければならないと思う。 
・教育を考える会の皆様におかれては、もっと鹿野の小学校・中学校を大事にされて胸を張って進めて

いただければいいと思う。長い歴史の伝統ある学校で、幼小中と連携されておられる実績もある。今

すぐに一貫校にしようと焦られなくてもじっくりと、このいい環境にある学校を PRしていただいて、
そして人口を呼び込んでいただければまちも発展し、就学年齢の子どもたちも増えていくのではない

か。 
   ・教育を考える会の方々にお伺いするが、五・四制などブロック制は考えておられるか。（→今のところ

考えていない。転校生が途中で入りにくいという考え方もあるので。） 
・小学校に川柳の作品があり、感激した。国語教育、和歌の教育というものが入りやすい環境にあると

思う。児童生徒の数でなく、住民の方々の教育に対する熱意があるのであれば、鹿野ならではの国語

教育、日本の伝統文化教育に力を入れていただくことで光る教育が実践できるのではないかと思う。 
 

 
◎次回校区審議会 

日時：平成２７年１０月２７日（火）１３時３０分 ～１６時  

場所：市教育センター 研修室１ 
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No 場所 会議名 内容等

1 H27.10.1 (木) 18:00 ～ 19:00 南中学校 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※南中校長、南中ＰＴＡ会長

2 H27.10.2 (金) 13:00 ～ 14:00 美保小学校 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※美保小校長、美保小ＰＴＡ会長

3 H27.10.5 (月) 18:00 ～ 19:00 日進小学校 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※日進小校長、日進小ＰＴＡ会長

4 H27.10.6 (火) 14:00 ～ 15:00 市教育センター 中学校長会 「今後の南中学校のあり方（答
申）」「鹿野要望書」の説明

5 H27.10.6 (火) 18:30 ～ 20:00 福部中央公民館 福部地域幼小中一貫校推進
委員会啓発部会

支所だより、幼小中一貫校づくり
に関するQ&Aの原稿について協議
公民館祭りでの広報について

6 H27.10.7 (水) 9:30 ～ 10:00 日進地区自治会長自宅
「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※日進地区自治会長

7 H27.10.7 (水) 14:00 ～ 15:00 倉田地区自治会長自宅
「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※倉田地区自治会長

8 H27.10.7 (水) 16:00 ～ 17:00 美保南地区公民館
「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※美保南地区自治会長、美保南地
区まちづくり協議会長

9 H27.10.7 (水) 18:30 ～ 19:30 美保地区公民館 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※美保地区自治会長

10 H27.10.8 (木) 10:00 ～ 11:00 美保南小学校 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※美保南小校長、美保南小ＰＴＡ
会長

11 H27.10.8 (木) 11:00 ～ 12:00 倉田小学校 「今後の南中学校のあり方
（答申）」説明

答申内容の説明
※倉田小校長、倉田小ＰＴＡ会長

12 H27.10.15 (木) 11:00 ～ 12:00 鳥取市役所第２庁舎３階
鳥取市校区審議会正副会長
会

第１６回鳥取市校区審議会（鹿野
小中視察・ヒアリング）事前打合
せ

13 H27.10.16 (金) 10:00 ～ 11:30 市教育センター 第２回小規模校転入制度実
施推進委員会

平成２８年度児童生徒募集につい
て

14 H27.10.20 (火) 13:00 ～ 16:50 鹿野小学校鹿野中学校

第１６回鳥取市校区審議会
(鹿野小中視察・ヒアリン
グ)

鹿野小学校、鹿野中学校視察
鹿野地域関係者へのヒアリング

15 H27.10.27 (火) 13:30 ～ 市教育センター 第１７回鳥取市校区審議会
鹿野地域の学校のあり方について
千代川以西の学校のあり方につい
て

校区審議に関連する活動報告

月　　日 実施時間
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１．小中一貫教育が取り組まれている背景
①教育基本法、学校教育法の改正による義務教育の目的・目標の新設

・学校教育法第２１条に確認的に規定

②近年の教育内容の量的・質的充実への対応
・平成２０年度学習指導要領改訂（外国語の導入、理数教育の充実）

・小中の教員が連携し、小学校高学年での専門的指導の充実や、児童生徒へのつまづき
やすい学習への長期的視点に立ったきめ細やかな指導の必要性

③児童生徒の発達の早期化に関わる現象
・６－３制導入時に比べると心身の発達の早期化（具体⇒抽象、自尊感情）
・興味関心や個性への対応の重視、指導の専門性の強化

④中１ギャップへの対応
・授業形態、指導方法、評価方法の違い、部活動の有無等、小中間の段階間の差異
・いじめ、不登校、問題行動の増加への対応

⑤学校の社会性育成機能の強化の必要性
・地域コユニティの衰退、三世代同居の減少等、家庭や地域の社会性育成機能の低下
・少子化に伴い、単独の小中学校では十分な集団規模の確保が難しく、異学年交流やより
多くの多様な教師が関わる体制の確保の必要性

２．小中一貫教育の状況

小中一貫教育を実施中
２１１市町村（約１割）

小中一貫教育を実施予定または検討中
１６６市町村（約１割）

国及び他市町村の状況を注視している
４５０市町村（約３割）

小中一貫教育の取組件数
１１３０件（小学校2,284校 中学校1,140校）
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３．小中一貫教育の取組の実際

①教育課程【9年間の連続性の確保】
一貫カリキュラムの作成、 授業スタイルの統一，
合同行事の実施 交流行事の実施 等

②教育課程【学年段階の区切りの設定】
4-3-2、5-4などのブロック制の導入

③教育課程【教育課程の特例の活用】
独自教科の設定、指導内容の前倒し 等

④指導方法・指導体制の改善
小・中乗り入れ授業、小学校の教科担任制、
習熟度別指導の導入 等

４．小中一貫校施設の形態とマネジメント体制

①施設の形態
施設一体型、施設隣接型、施設分離型

②マネジメント体制
1人の校長が小・中学校を併任、
それぞれの学校に校長を置き、連携 等
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５．分離型一貫校と一体型一貫校の割合

６．義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校（仮称）
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地域を支えていく志や力をもち、豊かな人間性を

備えた人材を、地域全体で大切に育んでいく。

Ⅰ 鹿野地域のめざす教育の目標

地域の誇り・先人の思いを未来に確実に伝える

小さな御朱印船で外洋に漕ぎ出す勇気、地域の人を慈しみ地域資源
を活かし、ふるさとを磨き上げてきた智恵と気概等々

様々な人や地域との交流を通じて
一層輝く地域づくりを推進する

ふるさとを誇り 世界で活躍する人づくり

ふるさとを守り 地域をささえる人づくり

検討・議論で注目した【アンケート結果①】

Ⅰ 鹿野地域のめざす教育の目標

将来の学校の在り方に関するアンケート (回収率67.9% 配布数2,712)

◆鹿野の学校教育に期待するもの

1位 学力向上 54.3%

2位 道徳教育など豊かな心の育成 52.1%

3位 体力向上 36.3%

4位 地域行事や地域活動への参加 30.7%

5位 地域住民とのふれあい 29.1%

6位 部活動 20.5%

7位 将来の職業進路指導 18.0%
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Ⅰ 鹿野地域のめざす教育の目標 めざす子ども像と育みたい力

★ 自らの志を語ることができる子ども

★ 地域の一員として地域に関わることができる子ども

表現力 ・ 道徳力

○自分から進んで学び、自分の考えや志を豊か
に表現し行動する力を持つ。

協働する力・つながる力

○鹿野への誇りを持ち、地域と共に地域の
文化・伝統を育んでいく力を持つ。

検討・議論で注目した【アンケート結果②】

Ⅱ 望ましい学校の形態 「良い点は伸ばす」

1位 落ち着いて学習できる環境 49.8%
2位 地域と学校との関係 40.7%
3位 こじか園、小中学校間の交流 31.1%
4位 学習面でのきめ細やかな指導 27.2%
5位 地域の特性を活かした学習 26.9%
6位 生活面でのきめ細やかな指導 15.0%
7位 家庭的雰囲気で孤立しない 14.1%

◆鹿野の学校教育の良いと思われるもの

将来の学校の在り方に関するアンケート (回収率67.9% 配布数2,712)
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検討・議論で注目した【アンケート結果③】

Ⅱ 望ましい学校の形態 「意見の傾向」

将来の学校の在り方に関するアンケート (回収率67.9% 配布数2,712)

◆「鹿野地域に残すべき」を選ばれた方へ。
現在のあなたのお考えは?

1位 小中一貫校とする 56.5%
2位 現状のまま単独校とする 43.5%

◆将来の鹿野中学校はどうあるべきと思いますか
1位 鹿野地域に残すべき 73.1%
2位 廃止して近隣の中学校に統合すべき 10.7%
----- わからない・無回答 16.1%

Ⅱ 望ましい学校の形態

◆保育園と幼稚園連携施設 こじか園

優れた教育環境を 大限活用して

◆エコスクール 鹿野小学校

◆歴史・自然環境に恵まれた 鹿野中学校

◆15年間を見通した 保幼小中の連携体制

鹿野地域の教育目標
達成をめざす

小中一貫校【校舎分離型】の導入
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【校舎一体型】と【校舎分離型】

Ⅱ 望ましい学校の形態 「小中一貫校」

◆「鹿野地域に残すべき」を選ばれた方へ。
現在のあなたのお考えは?

1位 小中一貫校とする 56.5%
2位 現状のまま単独校とする 43.5%

項目 小中一貫校【校舎一体型】 小中一貫校【校舎分離型】

教育面 ◎小中9年間を通じた独自のカリキュラムを編成することができる

◎一人の校長のもと小中の教職員が一体となって小中9年間通じた
教育を行う

◎地域の特色を活かした魅力ある教育が行われる学校として、児
童・生徒数の増加が期待される

〇教員の移動が容易(校舎内) ▲教員の校舎間移動が不便

施設面 ▲通常小学校舎を活用して設置
9年間同じ環境(施設)

〇現在の小中それぞれの校舎を活用して
設置

〇1施設であり、将来的に維持・
改修が効率的

▲2施設であり、将来的に維持・改修費が
大きい

設置例 湖南学園、福部未来学園 鹿野町がめざす

※共に、児童・生徒数の増加効果が見られない場合は、小規模に係る課題は解決しない

Ⅱ 望ましい学校の形態

小中一貫校【校舎分離型】により期待される効果①

★現在の教育環境(校舎、立地環境等)を引き続き活用できる。

★9年間を通じた独自のカリキュラムを組むなど、地域の教育目標
に沿った取り組みを推進できる。

※【鹿野地域独自の教科】 表鷲科(仮)
表現力やコミュニケーション力などを養うため、英語や川柳、演劇な
どを総合的に学ぶ。
また、「1/2成人式」や「表鷲の巣立ち式」を行うことで将来の自己像の
確立を図る。
★幼3年間への適用も視野に入れることで「力」の一層の定着も期待される

★小中教員が一体となって教育・運営にあたるため、教科担任制
やTT授業等の小学校への導入が可能。

★小学生は先輩(中学生)の姿を見て学び、中学生は上級生として
の自覚が深まる。
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検討・議論で注目した【アンケート結果④】

Ⅱ 望ましい学校の形態 「小規模校の課題」

将来の学校の在り方に関するアンケート (回収率67.9% 配布数2,712)

現在の鹿野の学校教育で課題と思うものは?
1位 部活動の選択肢が少ない 44.9%
2位 競争する機会が少ない 36.3%
3位 人間関係が固定化され序列ができやすい 34.7%
4位 クラス替えがない 32.0%
4位 行事やグループ活動に支障がある 32.0%
5位 通学時に不安がある 15.6%
6位 学習面で多様な意見が出にくい 14.6%

Ⅱ 望ましい学校の形態

小中一貫校【校舎分離型】により期待される効果②

★様々な授業形態や学校行事を工夫して実施しやすくなり、「人
間関係の固定化」等小規模に伴う課題に柔軟に対応できる。

※ICTを活用した、他校との連携授業
※小中合同授業や縦割り班活動等、積極的な異学年交流
※小中校舎や立地環境などを活用した多彩な行事

★地域性豊かな特色と魅力ある学校として、児
童・生徒数の増加が期待される。
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Ⅲ 私たち地域のかかわり

「あなたにとって学校って何ですか?」

検討・議論で注目した【アンケート結果⑤】

地域の中で学校はどのような存在ですか?

1位 地域になくてはならないもの 41.2%

2位 地域の人材育成の基礎 20.4%

3位 人と人のつながりの原点 16.5%

4位 昔からあるあたりまえのもの 10.2%

5位 特に意識したことがない 9.6%

Ⅲ 私たち地域のかかわり

「あなたにとって学校って何ですか?」

検討・議論で注目した【アンケート結果⑥】

地域は、学校教育にどうかかわればよいですか?
1位 できる範囲で関わればよい 55.7%
2位 積極的に関わるべき 25.0%
3位 わからない 12.9%
4位 教育委員会や学校にまかせればよい 4.2%
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Ⅲ 私たち地域のかかわり

◆学校応援団を組織し、子どもと学校の健全な成長を支える

地域ぐるみ教育の伝統を継承・拡大

子どもと一緒に成長する
地域づくりの推進

地域住民の参画のもと
コミュニティスクールとして運営

◆地域の資源、人材を活用した授業を展開する

◆児童生徒の地域活動への参画を促し、郷土愛を育む

UJIターンの状況
H25～「鳥取市UJI空き家運営業務」受託

地域団体が空き家バンクを
運営
“地域が主体となり地域に必要な人

材を積極的に誘致”

年度 移住件数 移住人口 備 考

平成26年度 12件 21人 ※大部分が30代以下
※幼児数 6人(H26)
※単身移住後に結婚・妊娠中・・・・2件平成27年度(9月現在) 3件 8人

21


