
 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委 嘱 

 

３ あいさつ 

 

４ 委員自己紹介 

 

５ 議 事 

（１）委員長及び副委員長の選出について・・・・・・・・・・・資料１及び資料２ 

（２）江山地区義務教育学校設立準備委員会の組織体制及び進め方について・資料３ 

（３）部会員の選出について・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１及び資料３ 

（４）今後のスケジュールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

（５）学校施設整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

 

６ その他 

 

７ 閉 会 

 

第１回 江山地区義務教育学校設立準備委員会 

平成３０年８月２７日 (月)  １９：００ 

鳥取市立美和小学校 ２階 多目的ホール 



区　　分 　役　職　等 氏　　　名 部　　会 備　考

1 地域代表 神戸地区区長会推薦 栗本　保夫

2 地域代表 美穂地区区長会推薦 松本　広幸

3 地域代表 大和地区区長会推薦 中村　徹

4 保護者代表 美和保育園保護者会会長 森田　匡隆

5 保護者代表 美和保育園保護者会 森下　将伍

6 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ会長 山本　賢璋

7 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ副会長 坂本　訓子

8 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ 牛尾　早知

9 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ会長 上田　光徳

10 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ副会長 有田　京子

11 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ 前田　真琴

12 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ会長 谷口　範仁

13 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ副会長 石尾　万紀子

14 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ 山本　敏夫

15 保育園代表 美和保育園園長 塩見　雅代

16 保育園代表 美和保育園副園長 太田　信子

17 学校代表 神戸小学校校長 高木　雅子

18 学校代表 神戸小学校教頭 山根　啓嗣

19 学校代表 神戸小学校教務主任 小谷　直和

20 学校代表 美和小学校校長 安田　政彦

21 学校代表 美和小学校教頭 武林　真理

22 学校代表 美和小学校教務主任 田村　薫

23 学校代表 江山中学校校長 山本　博美

24 学校代表 江山中学校教頭 長谷川　理恵

25 学校代表 江山中学校教務主任 安木　良

（事務局） 市教委事務局 中村　隆弘　

市教委事務局 石上　直彦

市教委事務局 藪下　昇

市教委事務局 福田　美奈

市教委事務局 大坪　宗臣 ２０－３０８９　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

江山地区義務教育学校設立準備委員会委員名簿

２０－３３５５　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３０８９　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３３５３　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３３５７　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）
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江山地区義務教育学校設立準備委員会設置要綱 

                                 鳥取市教育委員会 

 

（設置） 

第１条 江山地区における義務教育学校の設立を推進するため、江山地区義務教育学校設立準備

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（設置期間） 

第２条 委員会を設置する期間は、平成３０年８月２７日から平成３２年３月３１日までとする。

ただし、次条に掲げる推進事項の達成が困難であると認められる場合は、必要に応じて継続し

て設置できるものとする。 

 

（推進事項） 

第３条 委員会は、鳥取市教育委員会（以下「教育委員会」という。）決議「江山地区義務教育学

校の開設について」（平成３０年６月２９日）に基づき、次に掲げる事項について推進するもの

とする。 

 （１）義務教育学校の教育課程及び学校運営等に関すること。 

 （２）施設・設備等の教育環境に関すること。 

 （３）保護者及び地域住民等との連携及び連絡・調整に関すること。 

 （４）その他、義務教育学校設立に向けて必要と認められる事項に関すること。 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は３０人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 

 （１）江山地区区長会から推薦を受けた者 

 （２）神戸小学校、美和小学校、江山中学校及び美和保育園の保護者代表 

 （３）神戸小学校、美和小学校、江山中学校及び美和保育園の管理職又は担当教諭 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、平成３２年３月３１日までとする。ただし、第３条の推進事項の達成が

困難であると認められる場合は、任期を延長することができる。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は前条に掲げる者の中から新たに委員を委嘱するこ

とができる。この場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（報酬等） 

第６条 委員の報酬及び費用弁償については、無償とする。 
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（委員長及び副委員長） 

第７条 委員会に委員長 1 人、副委員長２人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第８条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。 

３ 会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると委員長が認めると

きは、会議に諮って非公開とすることができる。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、鳥取市教育委員会事務局校区審議室において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年８月２７日から施行する。 

 



○神戸小学校
○美和小学校
○江山中学校
○美和保育園

○保育園代表　１名（副園長１）

＜推進内容＞

○地域代表　１名

○学校代表　３名（校長１、教頭１、教務１）

○地域代表　１名

○学校代表　２名（校長１・教頭１）

＜推進内容＞

○地域代表　１名

　○地域住民・保護者への情報提供

　○地域・保護者の学校応援について

＜推進内容＞

　○施設・整備について（改修・増築校舎）

　○施設・整備について（仮設校舎）

小中連携委員会

　　　・コミュニティスクールの導入

　　　・学校応援団組織について

　○校名、校歌、校章の策定

　○教室配置の検討

　　　・放課後児童クラブについて

　○先進地視察

　○情報教育環境整備について

　○先進地視察 　○PTA組織について

　○制服、物品、通学方法についての検討

　○閉校に向けての事業について

　　・９年間の教育課程

　　・江山ならではの特色ある教育

　○先進地視察

　○学校教育目標・めざす子ども像・校訓

　○ブロック制の検討

○保護者代表　３名 ○保育園代表　１名（園長１）

　　・異学年交流、合同学習

　　・生活時程

　○教育課程の編成

　○開校に向けての３校の交流

制服検討委員会 　３校のＰＴＡ役員を中心に組織を立ち上げて検討。

　代表校長、各校教務主任、研究主任で構成。部会とは別に開催。

○江山地区区長会
○神戸小・美和小・
　　江山中ＰＴＡ
○美和保育園保護者会

鳥
取
市
教
育
委
員
会
校
区
審
議
室

（
事
務
局

）

江山地区義務教育学校設立準備委員会

すごい！学校創造部会 教育環境整備部会 江山の宝応援部会

○保護者代表　４名 ○保護者代表　４名

○学校代表　４名　（校長１、教頭１、教務２

８名 ９名 ８名

小中連携委員会 制服検討委員会
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年度 Ｈ３2
８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

設立準備委員会

すごい！学校創造部会

小中一貫教育ビジョン

学校教育目標・めざす子ど
も像

ブロック制の検討

校訓の検討

開校に向けての３校の交流
について

９年間のカリキュラム作成

江山ならではの特色ある教
育

学校行事・異学年交流等

生活時程

教育環境整備部会

施設・整備について
（改修校舎・増築校舎）
施設・整備について
（仮設校舎）

校名の策定

校章の策定

校歌の策定

教室配置の検討

情報教育環境整備

江山の宝応援部会

地域住民・保護者へ情報提
供

学校応援団組織について

コミュニティスクールの導入

通学方法

ＰＴＡ組織

閉校に向けての事業

学用品等の物品

制服

Ｈ30 Ｈ31

H30～Ｈ31年度　江山地区義務教育学校開校までのスケジュール　H30.8.27現在

第１回 第2回

検討項目等

義
務
教
育
学
校
開
校
・
開
校
記
念
式
（

日
）

検討 実施

先進地視察

第１回

先進地視察

第12回第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

先進地視察

第8回 第9回 第10回 第11回

先進地視察

第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10 第11

検討

検討

委員会だより、説明会、ＨＰ 等

制服検討委員会
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学校施設の老朽化対策

4



⻑寿命化改修     

・構造体（柱やはり）の⼯事
が⼤幅に減少するため、⼯事
費⽤が建て替えと⽐較して４
割程度縮減 

⻑寿命化改修     

⻑寿命化改修  

建物全体の物理的 不具合 直  

建物の耐久性を⾼めることに加え、

建物の機能や性能を現在の学校が求め

られている⽔準まで引き上げる改修

・ライフラインや仕上げ、機能の
⼀新が可能

 間取  変更     可能

・排出する廃棄物が少なく環
境負荷が少ない

 廃棄物処理 係     削
減が可能

①⼯事費⽤の縮減、
⼯期の短縮が可能 ②廃棄物量 少  ③建て替えた場合と同等の

教育環境の確保が可能

改修の種類

2
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⻑寿命化改良事業 ⼯事内容    

構造体等の劣化状況に応じて、建物の耐久性を向上させるための工事が必要になります。

耐久性向上のための⼯事を実施

③耐久性に優れた材料等への取り替え
・劣化に強い塗装・防水材等の使用

④維持管理や設備更新の容易性の確保

⑤多様な学習内容・学習形態に対応する環境の提供
・少人数指導 等

⑥省エネルギー対策
・断熱、二重サッシ、日射遮蔽 等

②水道・電気・ガス等のライフラインの更新

必ず実施する工事

①構造体の長寿命化対策
【鉄筋コンクリート造の場合】
・コンクリートの中性化対策 ・鉄筋の腐食対策 ・かぶり厚さの確保

【鉄骨造の場合】
・鉄骨の腐食対策 ・接合部の破損の補修

【木造の場合】
・構造体の腐朽対策

原則として実施する工事

中性化対策のための抑制剤や
アルカリ性付与剤の塗布

様々な学習内容・学習形態に対
応できる多目的スペースを整備

耐久性に優れた屋根材の一例
（カラーガルバリウム鋼板）

埋設されていた配管
を改修の際に露出化

排水管 給水管

改修前

改修後

外断熱、自然光利用、
自然換気などのエコ改修3

6



⻑寿命化改良事業 補助要件    （⼤規模改造(⽼朽)との⽐較）

※耐震性   建物 ⻑寿命化改修  場合  耐震性 確保     
※あくまでポイントであり、実際に補助事業を活⽤する際には、交付要綱や事業概要等で詳細を確認すること。

長寿命化改修を実施するための国庫補助事業として「長寿命化改良事業」を平成25年度に創設。

長寿命化改良事業 大規模改造（老朽）事業

築年数 40年以上 20年以上

使用予定年数 30年以上 30年未満でも可

改修範囲
内部・外部のいずれかの施工割合が
70％以上、もう一方が50％以上

構造体の
長寿命化 必ず実施 実施しなくてもよい

ライフラインの
更新 必ず実施 実施しなくてもよい

その他長寿命化に
必要な工事 原則実施 実施しなくてもよい

※更新済     将来 計画的 更新    
が決まっているものは除く

原則建物⼀棟全体

4
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学校施設 ⻑寿命化改修 関  事例集

5

●老朽化対策の新しい改修方法
長寿命化改修により、コストを抑えつつ、建
て替えと同等の教育環境の確保が可能。

●安全・安心な施設環境＋α
老朽化した施設の機能や性能を向上させるた
めの整備をあわせて実施することで、１）～
６）に示すように現在の学校が抱える課題を
解決し、時代のニーズに対応した施設に再生
することが可能。

第１章 長寿命化改修は無限の可能性

１）学習内容・学習形態の多様化への対応

教室配置の見直しによる学習しやすい環境づくり
（多目的スペースの整備）

２）地球環境問題への対応

木材利用による豊かな環境づくり

３）トイレ環境の改善

４）バリアフリー化 ５）防災機能の強化 ６）構造躯体の耐久性向上

トイレを子供たちの交流の場に（手洗い場を島のように配置）

多目的トイレの整備昇降口にスロープを設置
構造区体の部分的な欠損に対する改修

公立小中学校は、建築後２５年以上を経過した施設が保有面積の約７割を占めるなど、老朽化の進捗が深刻な状況です。国・地方とも厳しい財政状況の下、
これらの膨大な整備需要に対応し、学校施設の安全面や機能面の改善を図るためには、従来のように建築後４０年程度で建て替えるのではなく、長寿命化改修
に重点を移すことが重要になります。

＜公立学校施設の現状＞

第２章 個別事例

平成２５年度から２８年度に長寿命化改修を実施した
学校施設の中から事例を選択し、以下の項目を整理。

●長寿命化改修に向けた検討課題・留意点
長寿命化改修を選択した背景、検討の進め方、
検討内容等について記載。

●長寿命化改修の概要
学校概要、工事スケジュール、改修前の状況、
機能向上のための改修内容と効果、費用等につ

いて記載。

●耐久性向上のための改修手法
建物の劣化状況調査結果、長寿命化改修を実施
できると判断した理由、劣化状況を踏まえた耐
久性向上のための改修手法とその効果について
記載。

(平成29年3月)
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