
平成２８年度 鳥取市総合教育会議  会議録 

 

１ 日  時  平成２８年１１月２９日（火） １６時 から 
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教育委員会文化財課長：冨田 恵子 

教育委員会中央図書館長：田村 晴夫 

教育委員会教育センター所長：竹内 通恵 

教育委員会学校教育課参事：河上 照雄 

教育委員会教育総務課長補佐：河口 正博 

        〔傍聴者〕 ３名 

 

４ 会議次第 

 １ 給食費等の公会計化への移行について 

 ２ 全国学力・学習状況調査の結果について 

 ３ 平成２９年度教育に関する施策について 

  

 

 



５ 会議概要 

１ 開 会 １６時 

  開会宣言（教育委員会事務局長） 

  

２ 市長あいさつ 

   今日は大変お忙しい中、今年度第１回の総合教育会議にご出席いただき、誠にあ

りがとうございます。 委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場より、鳥

取市の教育行政の推進に大変ご尽力いただいていることに、改めまして感謝申し上

げます。 

昨年度、地教行法が一部改正されまして、教育行政も大きく変わりました。この

「総合教育会議」が創設されたことは大きなひとつでありますし、教育委員長と教

育長が一本化されたという大きな改正でございまして、木下教育長さんが新たに就

任されたところであります。また、今年度から大綱と教育振興基本計画の策定をさ

れまして、今後５年間の本市の教育行政のあり方を示すものでありまして、これに

従って新たな制度のもとに鳥取市の教育行政を進められているところであります。 

また、長年の懸案事項でありました庁舎整備、可燃物処理施設の建設につきまし

ても一定の前進が見られたところでございました。こういった懸案事項が解決され

たことで、これから本格的にいろんな課題に取り組んでいこうとしております。 

特に本年度は「第１０次総合計画」がスタートした年でありまして、３つの柱の第

一が「次世代を担うひとづくり」ということで「まち、ひと、しごと」ではなく鳥

取市は「ひと、しごと、まち」ということで人材育成を第一の柱に掲げているとこ

ろであります。 

ご承知のように、教育現場では教育行政の様々な課題があるわけでして、それを

ひとつひとつ解決に向けて、しっかり取り組んでいかなければならないという思い

を新たに感じているところであります。 

今日の議題にも、「給食費等の公会計化への移行」ということで挙げていただい

ているところですが、こういった給食費等のあり方、集め方、管理の仕方など鳥取

市なりに工夫をして、現場の先生方の負担を減らしたいといったこともしっかりと

やっていかないといけないと思っているところであります。限られた時間ではあり

ますけれども、この議題等につきましてご審議を賜りますようお願い申し上げまし

て始めの挨拶とさせていただきます。 

 

３ 議題 

（１）給食費等の公会計化への移行について 

   学校保健給食課長（資料に基づき説明する。） 

  【質疑】 

（教育委員） 

  学校給食の公会計化は長年にわたって校長会等の要望事項でもありまして、現



場の教員や保護者にとっても大きな負担軽減につながると思います。これによっ

て支払いが滞ることがなくなるわけではないと思いますが、お聞きしますと文科

省のガイドライン等もあるようでございますし、ぜひとも早急に公会計化に踏み

切っていただきたいと思っております。 

（学校保健給食課長） 

  文部科学省から意見や改善方針が出されていますが、当然それだけではなくて

これまで本来どうあるべきかというのをいろいろ考えてきたところであります。

学校が学校現場としての向かうべきところへ向かうよう、それを市としてフォロ

ーするために徴収金や支払い業務を整理するなかで、教職員の多忙化解消のため

の一環として、学校での給食費等の徴収を撤廃するということでありますので、

一生懸命やらせていただきたいと思っています。 

（深澤市長） 

  進行役が質問して申し訳ありませんが、これは長年の課題であったと思います

が、そもそも学校給食法の規定に、給食に要する経費は設置者が負担するものと、

保護者が負担するものがあるというような規定があるのですが、給食費は誰が集

めるのかというのはわかりにくい規定になっていたと思います。法律が変わって

いないとすればそのあたりはガイドラインで示されているのでしょうか。 

  また、条例提案を来年行うという説明がありましたが、それは補助教材費の公

会計化の内容も併せて条例提案が行われるということでしょうか。 

（学校保健給食課長） 

  まず給食費の徴収の根拠ですけれども、学校給食法では給食の実施にあたって、

設備とか人件費も含めて運営に要する経費は学校の設置者が負担し、それ以外の

食材等の経費は保護者が負担するということしか定められていません。その先の

誰が給食費を集めるのかということは書かれていません。先進事例では、徴収の

仕方について条例で定めて、それをもって徴収の根拠とし、市債権とするという

方法が取られています。行政実例としまして、昭和３２年に当時文部省から通知

が出ていまして、学校給食の実施は学校の設置者であるが、保護者からの負担金

は公の収入とする必要はなく、学校長が給食費を徴収し管理することは差し支え

ないという行政実例に基づいて今まで行われてきたというのが全国的な現状で

す。それで、この度、学校給食費の徴収業務が本来学校の業務としてすべきこと

かどうかを含め、教員の多忙化につながっているということもありますので、そ

れを解消するべきであるとして改善方策を提案されたということです。 

（深澤市長） 

  今まで徴収の根拠が曖昧にされていたこともあってすっきりしなかったので

すが、やっぱりこれは条例を制定して公会計化をし、曖昧だった根拠をはっきり

させることが必要だと思いますし、それが現場の先生方の多忙化の軽減に少しで

もつながるのであれば非常にいいことですので、しっかり取り組んでいかないと

いけないと思います。先進自治体の実例を参考にしながら、ぜひともしっかりと



進めていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

（２）全国学力・学習状況調査の結果について 

   学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

  【質疑】 

（教育委員） 

    この数学の結果を見て、本当にこんなに格差があるのかなとショックを受けま

した。また、先ほどの説明にありましたように、平成２４年に小学校の学力テス

トを受けた小学校６年生が、今回中学校３年生となって中学校の学力テストを受

けているということで、小６のときにわからなかったことをそのままにして成長

しているのかなと思い、その年次の先生方がこの結果を見て教え方を工夫すると

か指導方法を変えるとかの努力をどの程度されているのかということが見えな

いなと思いました。市の教育委員会の取り組みで、県外へ教員を派遣するのもい

い経験になると思いますし、兼務教員の活用とかいろいろ工夫をしているとは思

うのですが、その効果をみんなに広げられるようこれからも市長部局と連携した

方が将来のためになると思います。 

（深澤市長） 

  県外派遣の取り組みのことですが、これは市長部局と関わりがあると思います

ので、ちょうど平成３０年４月には鳥取市は中核市に移行となり、県の業務であ

りました教員の研修については鳥取市が行うことになります。鳥取市ならではの

取り組みが中核市になることによって可能になるのではないかと思いますし、で

きる限り学校の先生だけではなくて職員にいろんな研修に行って力を付けてほ

しいなと思います。広い視野、視点で物事を考えられる職員になってほしいと思

いますので、そういった機会が作れるよう努力したいと思います。 

（教育委員） 

  私自身も全国学力テストについて前からいろんな形で携わっているのですが、

初めは１回限りのテストで、傾向がわかるわけがないのではとかいろんな意見が

ありましたが、続けていくとある程度傾向が定着している部分があるのも事実な

ので、次は学校現場で、学校の実情が良くても悪くても、それを保護者や地域に

伝えてもらいたいと思います。それと、学力テストの結果を県や市の教育委員会

が分析して指導されるのですが、それぞれの学校でそれをきちんと取り入れて、

どうすれば良くなるかをやっていただかないと難しいのかなと思います。学校に

よって力を入れている学校と、そうでない学校とがありはしないかと思います。

あと、学校現場の中で先生同士が遠慮しているようなところがあると思うので、

できれば教員の間で、指導の仕方について遠慮なく言い合えるような、そういう

ところの指導をしていかないと良くならないのではと思います。きっとこういう

ものは積み重ねなので、ずっと積み重ねていくと算数でも国語でも上がっていく

のではないかという思いを持っていますのでお願いしたいと思います。 

 



（学校教育課長） 

  算数、数学についてですが、実際には小学校のつまずきがかなりの部分で中学

校に伝わっていて、手立てが行われていると見た方がいいのかなと考えています。

そういう部分で今後の授業のあり方としては、興味、関心を主にした授業改善と

いうものを中心にやっていった方がいいのではないかと思います。したがって、

ICT を活用するであるとか、教え込みよりは課題の解決に向けて教え合うとか協

力し合うとか、共同的な授業の方向を求めていくことが子ども達の学力に反映し

ていくものだと思います。その点で考えると、今まで取り組んでいる兼務教員の

取り組みは有効だという思いが学校でも強くなっているようです。兼務教員の数

も今年度はかなり増えており、中学校区内の小学校同士の連携をするようになっ

ていて、それぞれの中学校区の中での課題の改善に向けた工夫が見られてくるよ

うになりました。この資料のデータだけを見ると、とても良くない数値のように

も思えるのですが、その辺りを考えると決してそうではなく、かなりの努力をし

ているのではないかということをご理解いただきたいと思います。 

 

（３）平成２９年度教育に関する施策について 

 事務局長より全体の概要について説明した後、各課より主要事業について説明 

 教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

 学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

 教育センター所長（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。） 

 文化財課長（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。） 

 中央図書館長（資料に基づき説明する。） 

【質疑】 

（教育委員） 

  ３つほどお願いしたいことがあります。今年初めてシンガポールに中学生の派

遣をされたと思うのですが、日本とシンガポールは同じアジアなのになぜシンガ

ポールはあんなに開けているかという理由のひとつに、英語がどこまで使えるか

というところに違いがあるというのをある講演会で聞きました。日本人は英語を

習っていても、自信がないので使えないということがありますが、シンガポール

の人は結構な人が英語を話されるということです。英語の教育というものを、今

後小学校でも英語を習うようになるので、何がいいのかわかりませんが、地域で 

 親子英語教室とか小学生の英語のコンテストをするとか、みんながそんなに自信

がなくても英語を使うことをためらわないような地域にならないかなと思いま

す。鳥取市の砂の美術館のテーマも毎回日本ではなく外国なので、国際化を意識

しておられると思うので、少なくとも英語が自然と使えるような雰囲気が作って

いけないのかなと思います。 



  この前、和歌山に行く機会があって思ったのですが、やはりお城はシンボルだ

なと思いました。和歌山城は戦後に後から作られたもののようですが、鳥取城も

二の丸の復元が出来たらいいのですが資料がなくて出来ないということがある

のですが、少しずつでも整備していけば雰囲気が随分城下町らしくなるので、非

常にお金と時間がかかることですが、これからも取り組みを続けていってもらい

たいと思います。 

  市民体育館のことですが、方向が出たということになれば、非常にたくさんの

お金がかかると思うのですが、冒頭に市庁舎の話がありましたが、市庁舎に区切

りがつきましたら市民体育館の整備を早めにお願いしたいと思います。今回地震

がありましたが、地震に限らず一時的な避難所というのは小学校や中学校が使わ

れるのですが、最終的には市民体育館や福祉センターへ集約されることになると

思います。そういうことがありますので、もちろん財政が許される範囲ではあり

ますが、早めに検討していただきたいと思います。 

（深澤市長） 

  まず、英語が自然に使えるような雰囲気にということですが、今年の外国人観

光客が 2,000 万人という国の報告があって、ほんの 10 年前には 1,000 万人でし

た。鳥取市でも今年のしゃんしゃん祭りでは外国人の方が多いという印象をひし

ひしと実感しました。小学生のうちから少しでも英語が日常的に話せるようにす

ることも必要だと思いますし、素晴らしいことだと思います。鳥取市としても、

政策的にそういうことに力を入れていって目指していく必要があると思います。 

  鳥取城の整備ですが、確か平成１７年度に鳥取城跡太閤ヶ平保存整備計画がで

きて、３０年かけて整備するという壮大な計画で、その１期目の１０年が過ぎた

ところです。最近は、城跡の整備を一生懸命頑張っているということを文化庁に

アピールしないといけないというのを全史協の会議に出席させていただいたと

きに聞きました。これからも文化庁にしっかりお願いをしていきながら、次の１

０年も計画を進めていきたいと思いますし、擬宝珠橋が復元整備されたら、もっ

と整備を進めるべきという気運も高まってくるのではないかと思いますので、し

っかりと復元整備を進めていきたいと思います。 

  市民体育館の整備ですが、公共施設の更新問題がある中で、民間活力をうまく

活用した調査をしているところですし、いろんな整備手法があるのですが、年間

１０万人を超える方が利用しておられる施設ですので、できる限り早めに進めた

いと思います。 

  私からは以上ですが、他に何かありますか。 

（教育委員） 

  これまで課題で出てきたような意見を、子どもの貧困対策の視点を持ちながら

進めていっていただければと思いながら聞いておりました。先ほど全国学力・学

習状況調査の結果についてのお話がありましたが、今鳥取大学の研究室で鳥取市

の子どもの生徒環境調査・子どもの貧困実態調査を受けておりますが、調査対象



が学力テストと同じ中学３年生なのですが、私も豊福次長と全く同じ意見でよく

ここまで頑張った思いと、これが実態かという思いと両方抱いております。そん

なに親の収入が高くないという状況が鳥取市である中で、この結果を見ると子ど

も達がよくここまで学力を伸ばしてきたというのが率直な思いとしてあります。

ただ、この学力の結果と親の収入がそんなにリンクしない、親の収入がダイレク

トに子どもの学力に反映しない、何かが緩和している要素が鳥取市にはあるとい

うことがわかったともいえます。緩和している要素はあるけれどその緩和してい

るものの決定打が見つからないのが現状なのでもう少し分析を進めたいのです

が、少なくとも学校が貧困の防波堤になっているということはある程度実証でき

るのではないかと思います。親の収入がダイレクトに反映せずにきちんと子ども

の学力となって現れている、けれども課題もありまして、高校までは何とか子ど

もが見えているけれどその先が見えていないという現状が浮き彫りになってき

つつあります。例えば、鳥取市の歴史に関する興味だとか英語に関する興味だと

かそういうものをもっと早い段階から見つけていく中で、子ども自身が描く高校

以降の将来像に結び付けて行くことが子どもの貧困の防波堤になっていく余地

が鳥取市にはあるのではないかというのがあくまで仮説ではありますが、そんな

思いを持ちました。鳥取市としてダイレクトな貧困対策も必要ですが、教育の役

割として早い段階から子どもの将来像に直接つなげる何かということではなく

て視野を広げていくようなさまざまな経験、スポーツの経験、文化的な経験を踏

まえながら、学校教育でもこれだけ力を付けてきた子ども達ですので、将来を見

通す余地が十分ありますので、その辺りが少し課題なのかなと思いました。まだ

まだ分析の結果として変わっていく可能性がある段階ではありますが、それがこ

ういった英語の取り組みや、鳥取城跡の保存の取り組みが学校教育に反映されて

いくことによって、子どもの視野を広げていくことにつなげていけないかなと思

いました。その辺りで深澤市長の方でお考えをお聞かせできたらと思います。 

（深澤市長） 

  貴重な分析結果をお話いただいたように思います。貧困と学力がリンクすると

捉えようとする節もあるのですが、鳥取市ではそうではないということで、小さ

いときから視野を広く持って、将来像を自分自身で描いていくことが大切だとい

うお話でした。たまたま今日の午前中、鳥取市の文化団体協議会の方々と意見交

換会がありまして、いろんな面で視野を広げて、スポーツ、文化、芸術など自分

自身の特性を生かしたことに取り組み、小さいときから子ども自身で将来を描い

ていくとか考えていくことが学力の向上につながるのではないかというような

話をしたところでした。そういう機会を子ども達にできるだけ多く与えることが

我々の役割なのではないかと思ったところです。やはり将来像を描くにあたって

そういうことを結び付けていくことが大事なことだと改めて思いました。 

（木下教育長） 

  最後にひと言お礼です。市長には貴重な時間を割いていただきありがとうご 



ざいました。教育政策の方向性を共有できましたことを大変嬉しく思っております。

これからも教育委員会としっかりした連携を取っていただくようお願いをして、簡

単ですけれどもお礼とさせていただきます。ありがとうございました。 

（深澤市長） 

 予定をしておりました議題もすべて協議しまして、最後は教育長さんにまとめて

いただきましたので、これで第１回総合教育会議を終了とさせていただきたいと

思います。 

 

４ 閉会 

（教育委員会事務局長） 

  ありがとうございました。本日の会議につきましては、速やかに議事録を作成し 

まして市の公式ホームページにアップいたしますのでよろしくお願いいたします。 

これをもちまして総合教育会議を閉会させていただきます。みなさま、どうもあり 

がとうございました。 

 

閉会  １７時５０分 


