
平成２９年度鳥取市総合教育会議  会議録 

 

１ 日  時  平成２９年１２月２６日（火） １３時 から 

 

２ 場  所  鳥取市役所本庁舎 ６階 第１会議室 

 

３ 出 席 者  〔構成員〕 

市長：深澤 義彦 

教育長：尾室 高志 

教育長職務代理者：藤井 喜臣 

教育委員：山脇 彰子 

教育委員：石谷 充 

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 

健康こども部長：岩井 郁 

総務部次長兼総務課長：中島 伸一郎 

健康こども部次長兼こども発達・家庭支援センター所長：山中 八寿子 

        〔教育委員会事務局〕 

教育委員会副教育長：吉田 博幸        

教育委員会次長兼教育総務課長：木村 義彦 

教育委員会次長兼学校教育課長：河上 照雄 

教育委員会次長兼生涯学習・スポーツ課長：奥村上 雅浩 

教育委員会学校保健給食課長：藏増 祐子 

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：半田 雅人 

教育委員会教育センター主査兼特別支援教育係長：吉田 幸恵 

教育委員会教育総務課長補佐：山名 常裕 

        〔傍聴者〕 ２名 

 

４ 会議次第 

 １ 鳥取市立小中学校の空調設備整備について 

 ２ 発達障がいを含めた様々な困難を抱える子どもたちへの支援について 

 

 



５ 会議概要 

１ 開 会 １３時 

  開会宣言（教育委員会副教育長） 

  

２ 市長あいさつ 

   本日は大変お忙しい中、教育委員の皆さまにおかれましては、この総合教育会議

にご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。また、平素よりさまざ

まなお立場より本市の教育行政の推進に大変ご尽力を賜っておりまして、改めまし

て心より感謝を申し上げる次第でございます。 

   さて、先ほど吉田副教育長よりご紹介いただきましたように、一昨年の４月に改

正地教行法の施行によりまして、教育行政の責任の明確化、また総合教育会議の創

設、大綱の策定などが規定されたものであります。こういった新しい改正された法

律に基づいてこの会がスタートしたわけでございます。これからも鳥取市の教育振

興基本計画に基づいてさまざまな取組みを進めていかなければならないと考えて

いるところでございます。 

   さて、ご案内のように来年４月には鳥取市が中核市へ移行することとなっており

まして、今日午前中に鳥取県と鳥取市との連携協約の締結をさせていただいたとこ

ろであります。教育関係では教職員の研修等が県の事務から鳥取市の事務に移行す

るということでありますので、こういったことにつきましても来年からしっかりと

鳥取市で進めていきたいと思っているところでございます。また、地方創生の取組

みの三本柱の第一の柱に「鳥取市のひとづくり」ということで、将来の鳥取市を担

うひとづくりを三本の柱の第一に掲げておりまして、これはまさしく教育の取組み

であると考えているところでございます。引続きましてよろしくお願いを申し上げ

る次第でございます。 

   今日は、小中学校の空調設備の整備等について、ご審議を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簡単でございますが、開会にあたりま

してのご挨拶とさせていただきます。 

 

３ 議題 

（１）鳥取市立小中学校の空調設備整備について 

   教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

   副教育長（学校の現状について補足説明を行う。） 

  【質疑】 

（委員） 

  進めていただくのは大変ありがたいというか、耐震工事が一段落ということで

やっとこういうところに目を向けてくださったと思いますが、優先順位のことで

お願いというか聞いていただきたいことがあります。ひとつは、ランチルームが

設置されていない学校から整備していただけたらということです。ランチルーム



がある学校は、夏場の学校のオアシスといいますか全校児童、生徒が涼しい部屋

で給食を食べて元気になって昼からも頑張れるという場所になっておりますが、

ランチルームのない学校は蒸し暑い教室で汗びっしょりになって温かいご飯を

食べていて、衛生面からいってもできるだけ早く涼しい環境の中で給食が楽しく

食べられるようになればいいなといつも思っております。 

  あとひとつは、学習環境の良くない緊急性のある学校から整備していただきた

いということがあります。今年も何校か学校訪問をさせていただいて思いました

のは、例えば鉄道沿線にある学校は、線路の音がうるさくて何度か授業をストッ

プするというような環境にありまして、普段は窓を閉めて授業していても夏場は

そういうわけにもいかないので、列車が通り過ぎるまで授業をストップするとい

うような話も聞きました。ぜひこういった学校を優先的にご検討いただければと

思います。 

（委員） 

  資料を見させていただいて、全国の小中学校の普通教室の冷房設置が随分進ん

だなぁと感じました。今から１２年くらい前にすべての高校に冷房を入れたとき

に、全部で２２の県立高校がありまして最終的な予算額が３ヵ年で１６億４５０

０万円でした。そのときの議論で、昭和５８年の７月の平均気温が２４．６度で

あったのが平成１４年には２７．２度ということで、７月の平均気温が２０年間

で２．６度上がっているという話がありました。さらに昔の学校は木造だったの

で隙間風もあったのですが、今は完全に風が入らない構造となっています。そし

て、平均最高気温というのがありまして、最近の平均最高気温は３０．１度で、

必ず１日のうちに３０度を超えるというような状況のようです。幼稚園や保育園

にはすでに冷房が設置されていますし、高校にも設置されています。今、多くの

家庭で冷房が設置されていると思いますが、子ども達が過ごすのに家にはエアコ

ンがあるけれど学校にはない、しかも大きな学校であれば教室に３５人くらいが

座っていて授業中身動きが取れない状態ですので、全体的に考えたらやはり早く

進めていただきたいと思います。先ほどお話があったように学校現場では随分困

っておられると思いますので、合併特例債が５年延長になっていますし、例え財

源がなくても計画的に進めていただきたいと思っております。経費はかかるかも

しれませんが、子ども達にとってきっといつかは入れる必要があると思っており

ます。 

（教育総務課長） 

  ご意見をいただきました学校の状況に応じてという要望についてですが、ご指

摘いただいた学校の状況は承知をしておりますし、他の学校の状況等についても

調査をさらに進めていきたいと考えております。 

（委員） 

  なるべく早く小中学校の空調設備を整備していただきたいという気持ちがあ

ります。やはり、私が小学校・中学校時代と今とでは環境が大きく違ってきてい



ると思いますし、子ども達はもちろん、多忙にしていらっしゃる先生方の効率も

悪くなりますので、子ども達と先生方のためになるべく早く整備していただきた

いと強く要望いたします。 

（尾室教育長） 

  教育委員会の中でもいろいろ議論をしておりまして、他にもいろんな学校環境

整備については課題があるということは十分承知しております。そういったなか

で、耐震化が一定の目途がついたという大きなひとつの切換え時期にきていると

いうことで、これから新たな学校整備をするにあたって何が優先だろうかと苦慮

しているのですが、空調設備の整備が昨今のいろんなことを考えるとかなり優先

度が高いであろうと理解しております。まだまだ学校のなかではトイレの整備と

か体育館の内部の耐震化をする必要もありますし、こういったことも含めてぜひ

取り組んでいきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

（委員） 

  他の委員の皆さまと全く同意見です。子どもを育てる親の立場から見まして、

どれだけ大きな水筒を買い与えても追いつかないほどの学校でのお茶の摂取を

心がけていて、１本では足りなくて複数持たせたりとかいろんな工夫をしてきま

したし他の保護者の方もなさってこられたと思います。それくらい身体的に負担

をかけた状態で子どもが学校で過ごしているということをご家庭はわかってい

ますし、学校現場もそれを捉えていらっしゃいます。そこに関わっておられる先

生方のご負担は計り知れないものがあるだろうと思います。ですので、計画的に

かつできるだけ早い段階で実行されることを切に願っています。 

（深澤市長） 

  早く整備を進めていくべきであるというご意見が大勢であったと思いますし、

優先度についても考えながらということ、それから合併特例債の話もいただきま

して有利な財源を活用してというご趣旨だと思いますので、その辺りもいろんな

特財等の研究をしていきたいと思います。また、場合によりましたら鳥取市だけ

の課題ではなく全国的な共通課題であると考えておりますので、いろんな場面で

例えば市長会とかに文科省にこういう必要があるという意見を要望していくと

いうことも併せて必要ではないかと思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

 

（２）発達障がいを含めた様々な困難を抱える子どもたちへの支援について 

   こども発達・家庭支援センター所長、教育センター吉田主査 

（資料に基づき説明する。） 

  【質疑】 

（委員） 

    教えていただきたいのですが、要保護児童対策地域協議会というのは鳥取市の

中にいくつかあると思うのですが、どんな単位ごとにあるのですか。 



 （こども発達・家庭支援センター所長） 

  鳥取市は１ヵ所です。こども発達・家庭支援センターが調整機関いわゆる事務局

を行っております。 

（委員） 

 この前、大津市に視察に行ったのですが、大津市は鳥取市より人口が多く３５万 

くらいだと思いますが、５つか６つに地域を分けておられて、きめ細かくやってお 

られるように思いました。鳥取市もよくやっておられるのは分かるのですが、きめ 

細かい部分も必要でなはいかという気もしまして、対策地域協議会というからには 

何ヶ所かあるのかなと思って聞いておりました。 

 （こども発達・家庭支援センター所長） 

   人口規模にもよるかもしれませんが、資料に示しております実務者会議を中学校

エリアで構成しているという市町村もあります。鳥取市は人口が２０万弱ですけれ

ども、中学校単位くらいで実務者会議を設けるよう検討することも必要なのかなと

考えたりしております。 

 （委員） 

   それともう一点ですが、今度中核市になって保健所業務が鳥取市に移るのですけ

ど、保健所業務が移ることによってこういった取組みがもっと充実するというよう

なことがあれば、市民としては保健所が移ってよかったなというイメージが湧くの

ですが、もしなければそういった意見があるということを頭に入れておいていただ

ければと思います。 

 （委員） 

   教育現場にいると福祉部局が行っておられる支援事業については詳しくないの

でわからないことがあったりするのですが、こうやって健康こども部の関係と学校

教育の関係が連携を密にしていかれるというのは、本当にこれからの子どもづくり

に役立つのではないかと思います。 

   また、就学前の園での支援などを学校へしっかりと引き継いで欲しいというのは

どの校長先生も望んでおられると思いますのでこれからもよろしくお願いしたい

と思います。 

 （こども発達・家庭支援センター所長） 

   要保護児童対策地域協議会というのは、子どものあらゆる困り感に対して関係機

関が連携・協力をしながら支援を行うというところです。小学校に上がられて子ど

もさんが困っておられる状況になったときに、保育園ではどうだったのだろうかと

いうことも含めて、関係機関が集まってこの子のためにどんな支援が必要かという

ことを考えるのがこの要保護児童対策地域協議会です。福祉は福祉の現場で子育て

支援を行ってくださって、学校に上がられてもきめ細かにきちんと情報を伝えて、

学校現場でも子育て支援を行っていくということができるようになっております。 

  

 



（委員） 

   今のお話を聞かせていただいて本当によくわかりました。そうであるとするなら

ば、これからの中核市の移行に向けて要保護児童対策地域協議会を充実させるだけ

では不十分ではないかと個人的には思います。要保護児童対策地域協議会は鳥取市

内の学校現場では、非常に見えづらい、わかりづらい組織です。ここが鳥取市の０

歳から１８歳までを見通した子どもの困り感や子育ての困り感を受け付ける拠点

なんですよということを地域住民の皆さまや関係機関の皆さまにも分かっていた

だけるように、新しく児童福祉法に位置付いた地域子ども家庭支援拠点を目指して

いく必要があると思います。その方向性を検討していただきたいなと思います。も

うひとつ昨年度の総合教育会議で出ておりました中核市に移行することを考えて

いくなかで児童相談所の設置を検討することをより精力的に目指していくという

方向性を鳥取市としてどう取り組んでいくのか、やはり０歳から１８歳まで見通し

て子どもの教育と福祉を守る観点で併せて考えていかなければいけないというこ

とは私一個人としても思います。今すぐというわけでも今度の４月にというわけで

もないですが、中核市になっていくにあたって議論を進めていく方向でご検討いた

だけたらと思います。 

山中所長がおっしゃっておられた義務教育が終わってからの子どものサポート

をする機関がどこにもない、高校につながっていない子達で鳥取市内に在住するユ

ースがどこにも繋がる場所がないということに関しても非常に深刻な課題です。こ

ういうことを可能にするためにもやはり地域子ども家庭支援拠点の設置しかない

だろうと個人的には思います。ですので、その方向性をご検討いただきたいと思っ

ているところです。 

 （こども発達・家庭支援センター所長） 

   要保護児童対策地域協議会の機能強化というところで、やはりまだまだ教育現場

には浸透していないのかなというのがあるかもしれませんが、４月の年度始めの校

長会とかには説明させていただいたりしておりますし、これからもそのような努力

をしていきたいと思っております。 

 （深澤市長） 

   要保護児童対策地域協議会のことを広く周知を図っていく必要があると思いま

す。困り感を持っておられる方に対して相談支援を行っていくところがあるという

ことがまだまだ知られていないという状況があると思いますので、いろんな機会に

それは周知を図っていかなければならないと思っております。 

   中核市移行に際しまして児童相談所の設置について検討をしていくべきではな

いかというご意見をいただきました。ご承知かと思いますが国の方も中核市には 

  必ず設置しなければならないという方向に向けて検討されておられた経緯もあり

ます。その時々の厚労大臣のお考えもあったりしまして、積極的に進めようとされ

た大臣もいらっしゃいましたし、逆に少しトーンが違うという方もいらっしゃいま

した。方向としてはやはり、一番身近な市町村に設置すべきであるというような基



本的な考えが国の方にあるようですが、中核市市長会としてはあまり積極的でない

ような状況もあります。やはりマンパワーといいますか専門職を含めて人的に確保

する必要がありますし、経費の問題等もありますので積極的にということは表明を

していないところでありますが、中核市でなくても設置できるというのがありまし

て近くでは兵庫県の明石市が児童相談所を設置されるということであります。おそ

らく将来的には市町村で児相の設置は別としていろんな相談支援についてもっと

もっと積極的に関わっていきその役割を果たしていくという方向になっていくこ

とは間違いないと思いますので、鳥取市としても設置如何に関わらずしっかり取り

組んでいかなければならないと思っています。 

 （こども発達・家庭支援センター所長） 

   義務教育を終了してからの支援・拠点についてですが、県が行っていますハート

フルスペースに繋がっている子はありますが、それだけではまだまだ不十分だと思

っております。おっしゃられた地域子ども家庭支援拠点ですが、この度の児童福祉

法の改正でそういう拠点を設置しましょうということで、これは子育て世代包括支

援センターのより学童期、１８歳未満までの支援を必要とする子ども達の拠点とい

うところで国の方も言っておりますので、その辺りの機能だとか目的だとかを確認

しながらそれに向けて考えていきたいと思っております。建物ということではなく

て、そういう機能を持った拠点を考えていきたいと思っております。 

 （委員） 

   支援を必要とする方がだんだん増えていると感じるのですが、その原因は何なの

だろうというのが一つと、これは子どもも保護者も支援していくという取組みだと

思うのですが、自分の子どもが発達障がいであるということを認めたくない保護者

に対してはどうするのか心配に思いますので、教えていただけたらと思います。 

 （教育センター吉田主査） 

   小中学校の調査によりますと、発達障がい名のついている児童・生徒の数という

のは５年間で１％増、２．９％まで鳥取市の場合は増えてきています。それは、遺

伝的なもの、脳の機能障がいによるものということもありますし、先ほど山中所長

の説明にありました環境要因によるということも含まれるのではないかというこ

とを専門の先生からも聞いております。そういったことに対応して子ども達をサポ

ートしていかなければならないわけですが、それ以前に保護者の方の支援も同時に

進めていかなければなりません。早期に発見することにおいては、３歳児健康診査、

５歳児発達相談に教育委員会として出向いて一緒になって相談を受けたり、子ども

発達・家庭支援センターの発達支援係さんからも保護者の方へ説明をされたりして、

早期に情報を共有し合って適切な支援をしていくということを一緒になってやっ

ているところです。  

（深澤市長） 

  それでは、準備しておりました議案についてご審議いただきまして、またご意見

もいただきありがとうございました。 



（委員） 

  お願いなのですが、総合教育会議を年に複数回開催していただくようにお願いし

たいと思います。全国の市町村の教育委員の会合がありまして、総合教育会議の持

ち方が市町村によって随分違っていまして、年に３回くらいされているところもあ

りますし、年に１回というところもあります。市長さんのご予定が忙しいのもわか

りますが、今年はもう難しいかもわかりませんが、来年度以降はぜひ複数回お願い

したいなと思います。 

（深澤市長） 

  前回が昨年でしたので、１年に１回といった感じになっていますので、私ももう

少し回数を増やしてもいいのではないかと思います。また教育委員の皆さまの日程

を調整させていただきながら、中核市に移行ということもありますので、来年度は

もう少し頻度を重ねていく必要があると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

４ 閉会 

（教育委員会副教育長） 

  ご協議いただきまして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、鳥取市の公式ホームページに掲載したいと思います 

のでよろしくお願いします。 

それでは、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。ありがと 

うございました。 

 

閉会  １３時５６分 


