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 倉吉市立小・中学校の適正配置等について （答申の抜粋）    倉吉市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

明日の倉吉の教育を考える委員会提言  

（平成２２年３月提言） 
○子どもたちが望ましい成長をするため

の学校・学級の適正な規模についての検

討を行うこと。 
○校区のあり方について検討を行うこと。

・切磋琢磨するのに適した集団（学習、遊

び、スポーツ）が20人から30人程度で

あることの検証を行う。 
・地域に根ざす学校づくりに取り組む。 
・校区の弾力的な運用、学校選択制のあり

方について検討する。 

児童・生徒数の減少 
H10年度～20年度 3.466名 → 2,772名 694名の減少 
H23年度 2,636名→ H29年度 2,485名 減少率は約10％ 
児童数の減少はこれ以上の減少率で続くものと予想される。 
10年後のH33年  2,325名、 20年後のH43年には2,285名と推計

「学校・学級の適正規模、校区の在り方」学校教育審議会 

小規模校の利点 
・個に応じたきめ細かな指導

が可能 
・教材、教具も十分に利用で

きる。 
・保護者と連携して子どもの

教育ができる。 
・情報交換ができ、教職員間

の意思疎通が良い。 
・地域との強い結びつき 

小規模校の課題 
・切磋琢磨する機会が少なく、

競争心や向上心、社会性を

育てにくい。 
・多様な考え方やものの見方

に触れる機会が少ない。 
・集団で行う活動が不可能 
・人間関係や位置関係が固定

化しやすい。 
・学校運営しにくい。 

学級規模  １学級に少なくとも２０人の児童生徒が必要。 
学校規模  
小学校 最低、１学年１クラス以上を構成できる小学校（６学級以

上）とし、複式学級の解消を図る。児童数１２０人未満（１

学級児童数 20人～40人（35人）） 
中学校 １学年２クラス以上を構成できる中学校（６学級以上）が

望ましい。適正化すべき中学校  １学年２クラス未満 
○小学校、中学校とも１学年複数学級が望ましい。ただし、倉吉市

の場合は、状況に応じて１学年１学級でもやむを得ない。 

適正配置の推進に向けて 

① 通学について   
・遠距離通学のための対応   
スクールバス又は路線バス利用者等

のバス代補助、デマンドバスの活用 
・放課後の児童の待機場所の確保 児

童センター・放課後児童クラブ等の

充実 
冬期間の寄宿舎利用 

② 地域について   
・隣接区域における学校選択制  
・通学距離等を考慮した校区の指定 
③ 施設設備の整備について 
・必要な校舎、体育館等の整備。 
・基本的に現有施設の有効活用を図り、

新たな教育施設整備は極力控える。 
④ 空き施設の利用について 
・教育施設として転用 
・民間・団体利用  
・解体撤去   

校区の在り方（分散就学及び分散進学） 
・基本的に、一つの地域が一つの小学校校区又は中学校区とする。

・通学距離、通学方法等により、一つの地域が複数の小学校区又は

中学校区に就学及び進学する場合もある。 
・通学距離、通学方法等などを考慮し、学校選択地域を設定する。

地域との関係 
・市民が生活する上での地域とは自治公民館或いは地区公民館であ

り、今後複数の地区公民館が一つの小学校区となり、地区公民館

の対象区と小学校区とは別の観点から考えることが必要である。

・学校は地域のコミュニティの拠点でもあり、地域の特性や地域コ

ミュニティへの配慮が必要である。 
 

今後の進め方 
・２３年度内に再編案のとりまとめ 
・２４年度に１４小学校区で説明会 
  意見・要望の取りまとめ 
・市議会で議論 → 条例改正 
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児童数 
  現学校名  

H23 H33 H43 
【再編案１】 【再編案２】 【再編案３】 

1 上北条   146 153 161 上北条 上北条 上北条 

2 河北   403 445 490 河北 河北 河北 

3 西郷   267 251 237 西郷 西郷 西郷 

4 上灘   287 277 267 上灘 上灘 上灘 

5 成徳   147 110 82 

6 明倫   166 86 45 

成徳＋明倫 

（313→196→127） 

成徳＋明倫 

（313→196→127） 

7 灘手   46 34 25 

成徳＋明倫＋灘手

(359→230→152） 

8 社   341 260 198 社 

灘手＋社 

（387→294→223） 

9 北谷   53 52 51 

10 高城   86 65 50 

北谷＋高城 

（139→117→101） 

北谷＋高城 

（139→117→101） 

灘手＋社＋北谷＋高

城 

（526→411→334） 

11 小鴨   387 418 452 

Ａ 59 62 67 

小鴨＋上小鴨Ａ 

（446→480→519） 

小鴨＋上小鴨Ａ 

（446→480→519） 

小鴨＋上小鴨Ａ 

（446→480→519） 

12 上小鴨 
Ｂ 28 30 31 

13 関金   137 100 73 

14 山守   41 24 14 

関金＋山守＋上小鴨

Ｂ 

（206→154→118） 

関金＋山守＋上小鴨Ｂ 

（206→154→118） 

関金＋山守＋上小鴨

Ｂ 

（206→154→118） 

  合計   2594 2367 2242 ９校 ９校 ８校 

備
考 

        

※灘手地区児童は東

中に進学（定期バス利

用） 

●成徳・明倫地区と灘

手地区が隣接していな

い。 

●北谷・高城の統合す

る校舎を久米中校地に

置く場合、校舎の位置

が校区外となる。 

※灘手地区児童は久

米中に進学（スクール

バス利用） 

○すべての校区が隣

接した状態となる。 

●北谷・高城の統合校

舎を久米中校地に置く

場合、校舎の位置が校

区外となる。 

※灘手地区児童は久

米中に進学（スクール

バス利用） 

○すべての校区が隣

接した状態となる。 

●北谷・高城・灘手・社

の統合により社小の増

築が必要となる。 

 

※（ ）内は統合後の H23、H33、H43 の児童数 

 ※上小鴨小Ａ…上小鴨Ｂ以外、 上小鴨小Ｂ…中田、生竹、仙隠、耳   

   上小鴨小H33、H43 の児童数は、H23 の児童数割合を基に推測したもの 
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説明会での主なＱ＆Ａ 

 
１ なぜ今統廃合を考えなければならないのか。その目的は何か。 

Ａ 倉吉市の小学校は、学制発布を受け明治６年頃に創立され、明治２０年から３０年にかけて再編があり、

ほぼ現在の形が作られました。それ以来大きな変化はなく、それぞれ１００年以上の歴史を持っています。

日本の人口が４，０００万人も減少し、現在の２／３になると予測されています。倉吉市でも、平成１０年

度から２０年度の１０年間で１０％の児童数の減となりましたが、この状況でいくと２０年後の児童数は約

２，２００人と予想され、１００人未満の小学校が８校となります。今から、今後も続くと思われる児童数

減の中で学校の統廃合の議論は避けては通れません。 

 統廃合を考える大きな要因は、児童数の減少ということが挙げられます。そのことにより、 

（１）児童の切磋琢磨する機会が少なく、子どもの競争心や向上心、社会性を育てにくい。 

（２）学習において、多様な考え方やものの見方に触れる機会が少なくなる。 

（３）球技、合奏などの集団で行う活動が難しくなる。 

  （４）入学から卒業まで同一学級で過ごすことになり、人間関係や位置関係が固定化しやすい。 

  ということが心配されます。 

 

２ １学級に少なくとも２０人の児童が必要という根拠は何か。    
Ａ 倉吉市学校教育審議会の答申によると、集団で切磋琢磨する力も落ちてきており、少人数では他人との関

わりが薄い、子どもの数が減っているため学校で今まで取り組んでいた事が難しく効果を発揮できなくなっ

てきている、切磋琢磨するのに適した集団（学習、遊び、スポーツ）は 20 人～30 人程度であるとされて

います。 

 少人数指導等に関わる意見については、文部科学省中央教育審議会においても議論されていますが、 

・小中学校の学級規模 望ましい学級規模として「２６人～３０人」を挙げる意見が約６割 

・小・中学校とも２１人～３５人の範囲を適正とする教員が８割以上 

・望ましい学級規模として、２１～２５人と答えた保護者は２１％、２０人以下は１０％ 

という調査結果が出されています。 

また、各県や各市町村教育委員会においても、望ましい学級規模を２０人～３０人とするところが多く、

倉吉市学校教育審議会において、教育を推進する上で少なくとも一学級２０人以上が望ましいとされました。 

 
３ 小規模校でも、子どもを大切にしてもらっている今の学校に非常に満足している。なぜ統合しなければなら

ないのか。 

Ａ 現在、児童数の減少の中で、各小学校においては、小規模校の課題が顕在化しないよう様々な努力が行わ

れています。しかし、そうした学校の努力だけでは克服することが困難な、規模に起因する課題があります。

複式学級は複式解消加配を配置することで解消できますが、解消したとしても、極端に少人数（２～３人）

のまま６年間を過ごすということになります。倉吉市でも３人の学級、それも同性のみで６年間を過ごした

という例があります。 
教育委員会としては、切磋琢磨するのに適した集団（学習、遊び、スポーツ）として、また多くの児童と

触れ合う機会が多くなり人に揉まれて成長することができる人数、スポーツの活動の選択範囲が広くなり学

校の活性化につながる人数として、１学級に少なくとも２０人の児童が望ましいと考えました。 
 
４ 子どもたちが、統合校でうまくやれるのか心配。人数が増えると先生の目が行き届かなくなるのではないか。 

Ａ 別々の学校に通学していた子が一つの学級で学ぶということは、子どもたちにとっても大きな変化であり、

その配慮は当然必要なことです。統合する目的の一つは、より多くの友だちと関わることができることであ

り、子どもの人間関係の広がりを期待したいと思います。 
  鳥取県教育委員会の進めている３５人以下学級（小学校１・２年生は３０人）の少人数学級は継続して進
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めます。 
  児童の不安や動揺を最小限にするために、移行に当たっての激変緩和措置を検討することとしています。

教員の配置等、様々な面でできる限りの配慮を行うとともに、統合する前からそれぞれの学校の連絡を密に

して、学校行事等で児童の交流を図るなどの活動が必要だと考えています。 
 
５ 教育よりも財政的なものが優先されているのではないか。 

Ａ 現実問題として、学校を統合することにより、限られた教育予算を効率的に運用できるということはある

と思います。しかし、今回の答申は、第１に子ども達がどんな環境で学んでいくのがよいのかということを

大事にして考えた結果出されたものです。 
  限られた倉吉市の予算をどのように効果的に使っていくのかは、市民が知恵を出し合いながら考えていく

必要があります。今後、財政面については、具体案にそって考えてまいります。 
  

６ 中学校についての統廃合は検討していないのか。 

Ａ 倉吉市学校教育審議会では中学校についても議論されました。答申では、「現在のところ、５中学校体制を

維持していくが、将来的に集団としての切磋琢磨する力、あるいは部活動など課題が出てきた場合、中学校

の統合も視野に入れておく必要がある」とされています。今回は中学校の統合は考えていませんが、将来的

には検討が必要な時期が来るのではないかと考えています。また、説明会の中では、中学校の校区について

変更するなどの意見が出ています。 
そして、小規模中学校においては、学校配当教員数が少なく、他校と兼務をせざるを得ない教科もあると

いう現状を踏まえて、近隣の小学校と兼任することにより小学校の教科担任制等を進めていくなど小中一貫

教育の考え方も提案されています。 
 
７ 統合により、通学距離が長くなり、通学に関わる子ども、保護者の負担が増すのではないか。また、通学路

の安全や通学の方法についての利便性をどのように考えているのか。 
Ａ 子どもの登下校の安全は、最優先として取り組むべき課題であり、また、細心の注意を払う必要がある課

題です。統合を行うに当たっては、現在実施しているＰＴＡや警察、地域安全パトロール等関係機関の連携

をさらに強化し、登下校時における児童の安全確保体制の充実を図ります。 
現在でも小学校で４㎞以上の通学距離がある児童については遠距離通学の補助制度があります。今後、路

線バス利用者等のバス代補助を継続するとともに、スクールバスの運行、路線バスの路線の変更要望やＮＰ

Ｏ等による乗合自動車についての検討を行っていきます。 
 
８ 下校後の子ども達の生活が心配である。児童館、児童センター等、放課後の子ども達の居場所はどうなるの

か。 

Ａ 児童センター・放課後児童クラブ等の充実を図っていきます。バスによる通学の待ち時間にどう過ごすの

かなど考えなくてはなりません。今後、具体的な計画を推進していく上で、地域の方の意見を聞きながら場

所の検討や受け入れ時間の検討などを進めていきます。 
 

９ 学校は地域にとってかけがいのない存在である。小学校の統廃合により、過疎化が一層進み、地域が廃れて

いくのではないか。 

Ａ 学校は地域のコミュニティの拠点であるため、地域特性や地域コミュニティへの配慮が必要であり、地域

と連携した教育活動を行うことで、学校の活性化が地域の活性化に結びつくような環境づくりが求められま

す。しかし、人口減少に伴い、地域の捉え方を拡大することも必要です。市民は自治公民館あるいは地区公

民館を単位として生活していますが、今後複数の地区公民館の対象区が一つの小学校区となることを踏まえ、

地区公民館の対象区と小学校区とは別の観点から考えることが必要になります。  
   それぞれの地域には学校との深いつながりと長い歴史があります。地域と密接なつながりのある学校の統
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合を検討することは、地域にとって大変重大な問題であり、極めて困難な課題に取り組むことになります。

説明会でも、学校をとりまく地域の方々の学校に対する熱い思いを感じました。 
将来の社会を担う倉吉の子ども達がどのような環境で学んでいくのがよいのかということを大事にして

きましたが、地域の過疎化の問題と子ども達が学ぶ環境の問題は、少し視点が違うことを踏まえて、その上

で倉吉市の行政全体として考える必要があると思います。 
また、統合後の空き施設などの活用については、地域の活性化につながるよう、広く市民の意見を聞き、

十分検討した上で進めることが必要と考えています。 

（１）地域の避難所として活用 
（２）教育施設として転用  地区公民館、体験型社会教育施設セカンドスクール      
（３）民間や団体利用    スポーツ団体、文化芸術団体、産業振興のための施設 

（４）解体撤去   
 
１０ 現在の小学校区が分断される地区があるが、それは反対である。 

Ａ 倉吉市学校教育審議会の原案は、子どもたちの通学や学校生活を考えて作成したものですが、地区の説明

会でも多くの意見がありました。今の地域が分断されることはいけないという意見も踏まえ、具体的な計画

を作成していきます。  
また、通学距離を考えるとき、地区が異なっても距離の近い学校もあり、そうした地域は学校を選択でき

るよう弾力的に取り扱えるよう隣接区域における学校選択制の検討も必要です。 
 
１１ 地区公民館の統合ということもあるのか。 

Ａ 地区公民館の統合は今のところは考えていません。学校が統合した場合は、複数の地区公民館で一つの学

校と関わっていくという考え方が必要となります。 
  （現在の公民館条例での地区公民館の主たる対象区域は、関金・山守小学校区で関金公民館となっている関

金を除き、それぞれの小学校区となっています。小学校が統合された場合は、条例を改正し、公民館の主た

る対象区域を変更することとなります。） 
 

１２ この計画案は最終的にはどうなるのか、今後の方向性や具体的なスケジュールを示してほしい。  

Ａ 今回は市内の１４小学校区で説明会を開催し、学校教育審議会の答申について説明するとともに、市民の

皆さんの意見を幅広く伺いました。賛成や反対意見、こうしたらという具体的な提案もありました。その意

見を踏まえ、倉吉市各部署とすり合わせ、教育委員会としての原案を作成したいと考えています。 
PTA連合会や公民館等との意見交換や、市民シンポジウム、中学校区での説明会などを経て、最終的に市

議会に提案し、市議会で条例改正が行われて初めて決まるものです。 
   今後さらに検討し、来春には、学校適正配置についてより具体的な方向を示したいと考えています。 
 

１３ 学校再編は、将来を見た場合に必要である。反対もあるが、どう対応するのか。 

Ａ 少子高齢化の社会変化に伴い、全国各地で学校統合は議論されています。鳥取県においても、すでに統合

をしているか、或いは議論をしている市町村ばかりです。 
少子高齢化社会変化に対応し、４万人を切ると予測される倉吉市の在り方を模索しなければなりません。

そのための資料を提供し、市民で議論を重ねていくことが必要です。この度の説明会でもあったように、中

学校区単位での説明会や小中PTA連合会、自治公民館等でも協議を重ね、具体的な計画を立てていきます。  
「教育は百年の大計」と言われますが、今、倉吉市民が過去の百年から未来に目を向ける分岐点なのだと

思います。 
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