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倉吉市民シンポジウム「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」概要 

平成24年11月20日19:30～21：00 

未来中心小ホール 

コーディネーター 山田 修平 鳥取短期大学長 

シンポジスト   石亀 清和 倉吉市小学校ＰＴＡ連合会会長 

         亀井 讓二 倉吉市中学校・養護学校ＰＴＡ連合会会長 

         岡野 勝義 倉吉市自治公民館連合会会長 

         竺原 晶子 倉吉市青少年育成協議会会長 

         小谷 次雄 倉吉市学校教育審議会会長 

 

１ 開会 

司会 （開会の宣言） 

①開会挨拶 

福井教育長 こんばんは。お集まりいただきありがとうございます。 

今、国の方も衆議院が解散となり、これから日本がどのように動いていくのか

我々が決めないといけない時が来ています。それと同じように、倉吉市でも私た

ちが次のことを考えていく必要があると思います。厚生労働省が２０１２年１月

３０日に出した将来人口推計によると、日本の人口は今は１億２，８００万人で

すが、少子化により人口減少が加速し、３６年後には日本の総人口は１億人を割

り込み、５０年後の２０６０年には８，６７４万人になると予想されています。

今の３分の２、３０％減るというような推計が出されているのです。 

倉吉市においても平成２年の人口が５万７２６０人でした。平成２２年には５

万１３６４人、そして平成３２年には４万６９００人という数字が予想されてい

ます。第１１次倉吉市総合計画では０歳から１４歳までの年少者の減少見込み率

を１９．７％としています。２割減というような感じです。このままでいけば４

万人を切っていくということも時間の問題だと考えています。 

そうした急速な少子高齢化の中で、倉吉の教育をどうするのかということで、

平成２０年に明日の倉吉の教育を考える委員会が発足しました。その中で議論さ

れたことについて、平成２２年３月２５日に提言を受けました。倉吉の教育をど

う考えていくのかということについて、６つの柱と１３項目の提言がありまし

た。倉吉の教育理念がどうあるべきか、家庭教育はどうなのか、幼児教育はどう

なのか、学校教育はどうなのか、地域の教育力はどうなのか、そしてそうした倉

吉の教育実現のためにということで、６つの柱での提言でした。その中で、倉吉

の学校の配置について考えるべきではないかという提言を受けています。 

それを受けて、第１１次倉吉市総合計画と併せて、倉吉市教育振興基本計画を

定めました。そして、学校教育審議会から、「倉吉市立小・中学校の適正配置に

ついて」の答申を受け、本年４月から８月にかけて市内１４小学校区で説明会を

開催しました。説明会の参加者は少なくて、市民全体の議論になっていないので

はないかというような声もありました。本日はその説明会の概要を説明するとと

もに、小・中学校の適正配置等について、住民代表、ＰＴＡ代表、学校教育審議

会代表のそれぞれの立場から、倉吉の学校がどうあるべきかを議論し、市民の皆

様が考えを深めていくために、このシンポジウムを開催することとしました。コ

ーディネーターは山田修平鳥取短期大学学長様にお願いしています。シンポジス

トの意見発表の後、フロアーからも積極的な意見をいただきたいと思っていま

す。倉吉市の学校はそれぞれが１３０年から１４０年の歴史を持っています。大

きな時代の変化の中で、倉吉市立小・中学校適正配置等について、その時代の変

化にいかに対応するのかが問題だと思っています。教育は国家百年の大計と言わ

れていますが、今倉吉市民が過去の百年から未来に目を向ける分岐点だと思って

います。限られた時間ですが、どうぞよろしくお願いします。 
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２ 説明  

池原学校教育課長  資料にそって説明。 

３ シンポジウム 

山田コーディネー

ター 

今、福井教育長と池原課長から背景や説明会での意見などを伺いました。今か

ら、それぞれの方から率直な話をしていただきます。特にそれをまとめるという

つもりはありません。こういう考え方があるということを共有し、さらにもっと

よくなるように考えられればいいと思っています。会場からも、質問というより

できれば意見を伺えればありがたいです。今後の明日の倉吉の学校のあり方の一

つのステップになればよいを思います。まずはシンポジストの方から自己紹介を

兼ねてご意見をいただきます。その後議論しながら、会場からも意見をいただき

たいと思います。 

石亀シンポジスト 今年度、倉吉市小学校ＰＴＡ連合会会長の石亀です。学校のステージの場での

発表はあるものの、この様な場は不慣れです。お聞きづらいことが多々あるかも

しれませんが、お許し願います。今夜は、いろいろな方々の意見を聞いて勉強を

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 先日、１１月９日（金）に高城地区において“高城地区教育を語る会”が開催

されました。内容は、「学校再編について考える～高城地区における学校とは

～」のテーマのもと、パネルディスカッション、グループでの意見交換会が行わ

れました。学校再編について考えることは、保護者だけでなく、地域全体で子ど

も達のことを考えることが大切だということで、地域の方々にも参加の呼び掛け

を行いました。約７０名の参加がありました。 

パネルディスカッションでは、学校再編について、それぞれの立場からのお考

え、現状・再編によるメリットやデメリットについての話などがありました。意

見交換では、パネルディスカッションをもとに話をしたのですが、「現状のま

ま、高城小学校を残してほしい。高城地区に小学校がなくなると、子どもの姿が

見えなくなり寂しい。」「統合はやむをえない。あとは、いかに統合していく

か。市民・地区住民から積極的に意見・要望をだし、 も子どもに良い方法を選

択していくことが大切。統合には必ず痛みがつきものである。」等、多くの意見

が出されました。 

 高城地区教育を語る会のまとめとしては、学校再編に関し、保護者・地域住民

の意識にまだまだ温度差があり、もっと学校再編に関心を持っていただき、より

多くの保護者・住民で話し合いを行っていくことになりました。 

私は倉吉市小学校ＰＴＡ連合会長としてこの場にいるわけですが、学校再編に

ついて「賛成である」とか「反対である」ということは言えませんし、個人とし

ても、正直、判断がついていません。ただ、言えることは、保護者、市民の方々

に学校再編について関心を持っていただき、この様な会に積極的に参加していた

だくこと、将来の子ども達のことを考えていただければということです。 

亀井シンポジスト 私は、西郷地区の上余戸から参りました。河北中ＰＴＡ副会長、倉吉養護学校

活動推進リーダーで、倉吉市中学校・養護学校ＰＴＡ連合会会長を受けておりま

す亀井と申します。 

小中学校の適正配置についてのことですが、今倉吉の現状を考えると、教育委

員会が進める統廃合を受け入れないと、急速に進む少子高齢化に歯止めがかから

ず、頭でっかちで裾野の平らなピラミッドができると思われます。バランスの悪

いピラミッドは安定感がなく、教育にも適さないと考えています。お手元の資料

にあるとおり、倉吉の小学校は１４校ですが、向こう１０年、２０年のスパンで

児童数を見た場合、ほとんどの学校で児童数の減少が予想されています。学校は

勉強するのはもちろんですが、集団で何かを成し遂げる経験を積むところでもあ

ります。友情を深め、社会に出ても話し合いのできる真の友を持つことができる

ことが集団のよいところだと思います。現に今の私がその経験者です。部活動に
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於いても、１学級２０人ぐらいいないと円滑に成り立たないと考えます。情熱を

持って取り組む部活動も、団体競技の場合、メンバーが不足したら、大会に出る

ことができず、有能な児童が埋もれてしまうというようなとても残念な結果が起

こってしまうような気がします。 

今回の適正配置ですが、教育長は１００年先を見据えて行うべきことですが、

今行うか近いうちに行うかは別にして、間違いなく行わなければならない問題だ

と言われました。私たち大人が次の世代の子どもたちによいたすきを渡すために

も、将来を考え、議論を深め、進むべき正しい道を示していかなければならない

と考えます。 

統合によりできる空き施設の活用の一案ですが、障がい者就労についての活用

はいかがでしょうか。ＮＰＯの立ち上げ等で運営を行い、就労、自立に向けてが

んばる彼ら、彼女らをバックアップしていけるような活用方法も案の一つではな

いかと考えます。 

岡野シンポジスト 倉吉市自治公民館連合会会長の岡野です。出身は明倫地区です。今日は皆さん

と一緒に勉強したいという気持ちで参らせていただきました。 

近年、児童生徒数が減少していくと予想されている中、県では高等学校の再編

が行われたり、倉吉以外の各市町村でも小学校の再編が行われています。そうし

た中で、倉吉市でも小中学校の適正配置等について、学校の適正規模ということ

で話し合いが行われているところです。各地区でも会を持たれて、多くの意見が

出たと聞いています。私も会に行きましたが、いろいろな意見が出ました。 

まずこの適正規模というのは、これから子どもたちが減少していく中で、学校

の格差があってはいけないと思います。片一方の学校は２００人規模、もう一方

の学校は５０人ということであれば、学校の格差が生まれてきます。学級の規模

も２０人で、本来であれば複数学級が望まれるところですが、今の現状では複数

学級は無理だということを聞いているので、それなら１学級２０人で６学年全部

で１２０人ということです。それ以下であれば、学校の体育の時間や、スポーツ

活動などの学校同士の体育祭がある時でも選手の派遣ができないということにな

り、子どもたちが切磋琢磨するということが不可能になるのではないかという気

がしています。 

子どもたちが望ましい成長をするための学校ということを考えていかないと学

校の再編ということは前に進みません。子どもたちが将来を担っていくために

は、私たちが環境を整え、そこで子どもたちが勉強したり運動したりしていくよ

うにしていかなければなりません。学校同士が再編する訳なので、どこかの学校

の校舎が空いてしまいます。残った学校にも何百年という伝統があるので、その

歴史と思いがなくなってしまうのではないかということで、反対とかの複雑な気

持ちを持っておられますが、それを乗り越えて、将来は再編ということが必要だ

と思っています。その後がどうなるのか、伝統を守って地域が発展してきたのに

それがどうなるのかという心配があります。これは再編する校区がもっともっと

話し合って、お互いの子どもたちを中心にして考える気持ちが育ってこないとい

けません。学校の取り合いになってはいけません。再編については子どもたちの

将来を考えた時に進めていくべきだと思いますし、地域の皆さんがそのために骨

を折って、譲り合っていかないと、大変難しい問題だと思います。子どもたちが

すばらしい学校で学べるということを目標にして、この問題を解決していただき

たいと思っています。 

竺原シンポジスト こんばんは。今年度倉吉市青少年育成協議会の会長になりました竺原です。上

小鴨地区に嫁に来ました。上小鴨小学校、鴨川中学校に子どもを行かせる立場で

子どもを育ててきました。今回上小鴨は分断案しか出ていません。先ほど、具体

的な案がないと市民にわかりづらいだろうということでしたが、今回の案は市民

目線の案でしょうか。上小鴨から見たら一案しかありません。そこで上小鴨地区
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の人の中には、感情的に同意できないという人もいます。市民目線でこの話をう

まく進めていこうという思いがあれば、市民目線の資料を出していただくべきだ

ったと思っています。この案が先に新聞に出てしまいましたが、 初に地域にこ

ういう案があるんだけどということがあってもよかったと思っています。 

来年度中学校区で２次案を説明したいと言われましたたが、私の住んでいると

ころは何中学校区ということで案内が来るのだろうかと思います。教育を考える

会でも、２、３年目に中学校区で開催するという話がありました。次男も鴨川中

学校に行くと言っていたので、鴨川中学校区の会に行きたかったのですが、気づ

いた時にはもう終わっていました。教育委員会にどういうことだったのかと電話

しましたが、上小鴨なので西中校区ですねと言われたことがありました。夫も鴨

川中出身だったので、何も疑問に思わずそのようにしてきましたが、保護者とし

て、実は複雑な経験をしたことがたくさんあります。 

そうした中で今回の案が出ました。私としても上小鴨小で学校・地域・家庭の

連携や生涯学習、地域教育のためにも地域に小学校はあってほしいと思っていま

す。しかし少子化ということで統合することになってくるのかなと思い、複数学

級がいいなと思っています。そうすればクラス替えもできます。今回の案では一

つの学校に対して複数の公民館ということも書いてありましたが、そうなると学

校のある方の公民館はいいですが、学校がなくなった公民館はうまくやれるのか

なと思います。そういうことができる地区公民館となるための体制を早くつくっ

ていかないと、うまく小学校とやっていけないのではないかと思います。とても

複雑です。 

今上小鴨は一つの学級ですが、先生方が子どもたち全員の名前を覚えてくださ

っています。担任だけでなく、いろいろな先生から関わってもらえることがとて

もよいと思っています。大きな学校になった時に、複数の先生が見守ってくださ

ることができるのかと不安に思っています。切磋琢磨という声がありますが、そ

れは中学校からでよいと思っています。今中学校で、友達に「いや」ということ

ができない、自分の思いを伝えることができない、ちょっと関係が悪くなるとも

う友達でなくなってしまうというようなことがあると中学校関係の方からも聞き

ますが、それは自己尊重感がまだ薄いということなので、小学校の間にそういう

自己尊重感を高めて、中学校で切磋琢磨できるようになればよいと思います。 

特別支援学校では個別の支援計画が作られていますが、特別支援学級ではまだ

ないところもあります。できれば特別支援学級だけではなく、すべての子どもに

対して支援計画をつくってほしいと１０年ぐらい前から思っていました。児童数

が４００人いる学校では難しい面もあるのではないかと思います。 

適正配置については、基本計画が２７年度までのものということで作られてい

るので、もう少し地域でしっかり話し合って、地域で学校をどう支えるのか考え

て話し合える時間をもう少しつくってほしいなと思っています。 

小谷シンポジスト 学校教育審議会会長という立場で今回の答申をまとめさせていただきました。

私は成徳地区に住んでいるのですが、今回も成徳・明倫を一緒にしたらどうかと

いうようなことがあり、それを言うと私は成徳地区に住めないのではないかとい

うような冗談を話しています。現在公民館長をしているので、これを出した後い

ろんな方の意見が耳に入ってきました。それぞれ意見はありますし、学校統廃合

については全員一致という案は作れないだろうと思います。どこでどう折り合う

のかということだと思います。ただ教育は百年の大計であると先ほど教育長さん

も言っておられましたが、やはり教育をおろそかにすると国が滅びると言われる

ぐらいのことですから、慎重に考えなければなりません。今まで築いて来られた

１４０年に渡る学校の歴史なり、地域の重みというものは十分に受け止めなけれ

ばならないだろうということは審議会の席上でも話をさせていただきました。で

は現状のままでいいのかということが問題になろうかと思いますが、教育という
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ものは不易と流行といいますか、良さと新しさと先を見通す先見性と言います

か、その辺りを見通した教育をしなければならないのではないかと思います。い

ろんな条件はあろうかと思いますが、結局子どもたちにとって学校というものが

どういう姿であるべきものなのか、あるいはどういうことを考えてやらなければ

ならないのか、これからあるべき学校の姿、あるいは子どもにとってはどうなの

かという辺りを焦点を置こうではないかということを基盤に置いて、話を進めさ

せていただきました。委員の中からたくさん意見が出て参りますし、結果的に

は、この３案でまとめておりますけれども、これは絶対的なものではないと思っ

ておりますし、一つの答申の案ですから、これから地域なり保護者なり学校関係

者なり、あるいは市議会等で論議してもらって、いいものに叩き上げてもらった

らいいだろうと、個人的には思っています。すでに統廃合を終えた町や今取り組

んでいるところの委員さん方に、個人的には話を聞かせていただきましたし、統

合をした保護者の方何人かにも、統合してどうだったのか、個人的には聞かせて

いただきました。委員さんについては市内の小学校区を回らせてもらいました。

地域的なことであるとか、学校の様子であるとか、その辺りをはっきりつかんで

から話をしなくてはならないのではないかということで話を進めさせていただき

ました。明日の倉吉の教育を考える委員会がスタートして、再編・適正規模を考

えるべきではないかという提言を受けて、この学校教育審議会が設置されて、再

編に関わる諮問を受けて答申をしたというのが現状です。子どもが一人であって

も残すべきでないかということを言って来られた方もありますし、いやこれは当

然のことで遅いぐらいだ、もっと早く倉吉はやるべきではなかったかと言われる

方もあります。ですからどれがどうということはありませんが、こういう機会を

とおして、しっかり思いを述べてもらって、統合して、あるいは再編してよかっ

たということにならないといけません。こらから歴史が物語ってくることですの

で、その辺りのことを踏まえて、焦らず地を固めていくべきではないかというこ

とは絶えず申し上げていることです。 

山田コーディネー

ター 

いろんな意見をいただきました。一つは両面ありよくわからないからもう一度

議論したいということや、でも子どもの立場を考えるとある程度の規模がないと

どうしようもないのではないかという意見や、地域から子どもの顔が消えるのは

つらいしもう少し時間を考えながらということ、もっと長い物差しで考えるとど

うしてもやらざるを得ないとか、いろんな立場の意見がありました。 

今日の資料の１ページをご覧ください。要はこのどこを強調するのかなという

ことが中心になっている気がして、お聞きしていました。これはこうして答申さ

れるまでにずいぶん議論してまとめられたものだろうと思います。先ほど課長さ

んから説明がありましたが、小規模の利点と課題というところで、利点に重きを

おけばもう少しここに置いておいてもということになりますし、課題を考えれば

ぜひそれはせざるを得ないだろうということになります。そしてその課題の一番

大きなところが適正規模をどう考えていくのだろうかという時に、 低限２０

名、できれば２クラスは欲しい。しかし倉吉の実情を考えるとそうはいかないで

ということで、２０名はきちっと押さえて欲しいというところからの議論であっ

たと思います。そういう点では亀井さんや小谷さんはその辺りはきちっと押さえ

ていこうということ、竺原さんの場合はこれはわかるけれども、地域から子ども

の顔が消えるということはちょっとつらいなあということでした。こういうこと

を考える時には、まずは子どもにとって何がいいのだろうということをしっかり

と押さえたいといいうことですが、意見をお聞かせください。 

石亀シンポジスト １保護者として言いますが、我が子のクラスは１０名しかいません。ですので

団体で取り組むということがまずは不可能です。逆に利点の方からすると先生の

目が届いていいなという面があり、どっちもどっちというのが親として正直なと

ころです。 
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竺原シンポジスト 人数が少ないと出番がたくさんあります。いろんな経験を子どもたちがさせて

もらえるということですごくよくて、この小規模校の課題と書いてあることが、

本当に小規模校の課題なのかな、大規模校でもありますよねと思うことがありま

す。小規模校には小規模校のよいところがたくさんあるので、この課題というこ

とが当てはめられていることが心外ということもあります。 

亀井シンポジスト 小規模校には小規模校のよさがあると思います。小回りのよさということや、

出番が多く、檜舞台でスポットが当たるような場も与えてもらえるということは

メリットだと思います。そういう部分を経験して子どもらはリーダー性を手に入

れたり、いろんなことを得ることができると思います。ただ、私も４０人学級で

すぐ後ろにロッカーがあって、肘がゴンゴン当たって狭い教室だなと思って勉強

した一人なのですが、やっぱり２０人のクラスであれば寂しいかなと思います。

どろのついた芋の子同士を洗うと、きれいな白い肌が出てくるんですが、大勢の

中でもまれることによって、自分のよさがしっかり発見できるということから言

えば、せめて２０人ぐらいは必要ではないかと私は思います。 

岡野シンポジスト 私も子どもの頃は４０人の５学級ぐらいありましたので、ずいぶんやんちゃに

した思いはあります。今小規模校でもやれるのではないかという意見がありまし

たが、倉吉では２０人学級の２クラスが望ましいけれども、現状ではそういう再

編をすると複雑な再編案となるので、まずは隣同士の学校で２０人学級ができる

ということであれば、そういう再編を考えていくことがよいと思います。 

大きな学校も小さい学校も学校の差があってはならないと思います。同じレベ

ルで同じものを提供して勉強していく訳ですから、極端な話ですが、２０人学級

でもバレーボールが３個いれば、５人学級でも３個にするような体制が整ってい

かないと、学校の格差が生まれてくると思っています。私は２０人学級で充実し

た学校をつくって、そこで子どもたちがバレーボールでもバスケットボールでも

やれるようにするとともに、学校同士の体育祭があった時でも選手の派遣をして

いくのがよいと思います。小規模校なら大規模校になかなか対抗できないという

ことがあり、あそこの学校はすばらしいとか、よくないというような判断をして

しまうことが怖いと思いますので、そういう学校の格差がないようなすばらしい

学校で、勉強したり、友達をつくったりしていくというのが、子どもたちにとっ

て大事ではないかと思います。すぐにはできないと思いますが、地域の人といろ

んな意見を交換して、５０年先、１００年先を見据えた学校づくりをして欲しい

と思います。 

小谷シンポジスト 適正規模というのは何人ぐらいなのかということが審議会でも大きな問題でし

たので、国の資料であるとか先生方のアンケートを参考にして、倉吉としては２

０人、これが絶対かというと決め手はありませんが、２０人から３０人という話

もありましたが、一応２０人ということで設定させていただきました。現在の子

どもたちが人間関係をつくることが下手であり、集団の中での生活の仕方が身に

つかないという点も大きな課題です。それはどういうところからそうなっている

のかということを考える必要があります。基礎的学力を身に付けさせるならどう

いう規模がいいのか、どういう学校がいいのかということになってきますと、こ

れは私の考えになりますが、一人一人に行き届いた教育、一人一人を理解して細

かな指導ができるとなれば、当然少人数がよいだろうということになります。人

間関係づくりとか集団の中での生活で力強く生きていく力を付けるとなれば、あ

る程度の人数がいないとできないだろうということになります。小規模校、大規

模校のメリット、デメリットもありますが、二つの面から考えるべきではないか

と考えています。小規模校なら児童５人の担任の先生が、あと１５人分対応でき

るかというと、それは不可能ではないかと考えます。世の中ですから、社会に出

たらいろんな考え方をする人がありますし、個人の良さはある、違いはあると考

えた時には、ある程度の統廃合、再編が必要ではないかという辺りを考えさせて
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いただいた訳です。 

山田コーディネー

ター 

いろんなアンケートがあり、自分も勉強してきましたが、規模の問題という時

に、先生方に対するアンケートと保護者に対するアンケートでは結果が少し違

う。保護者へのアンケートでは、規模が小さい方が子どものことをよく見てもら

えるからと賛成が多い。先生方はある程度の人数がいた方が、今小谷さんが言わ

れたことも含めてよいのではないというような結果が出ているというのが一般的

です。これについては今議論をするつもりはないので、そこら辺を押さえておき

ましょう。もう一つ統廃合した時に大きな問題は、どっちかに統廃合すると、地

域から子どもがいなくなるのではないかということがあります。この点について

はどうお考えか意見をお願いします。 

亀井シンポジスト 統廃合してどっちかの学校に子どもが行ってしまうということがあるかもしれ

ませんが、地域の力加減だと思います。運動会でも子どもが参加しやすい種目を

組んでいるところは子どもの数が多いし、今は中学生を駆り出さないと地区の運

動会が成り立たないくらいに中学生はよくやってくれています。地域の底力があ

れば、子どもの姿を全然見なくなってしまったというようなことは起こり得ない

と思います。しっかりと地域が次世代を担う子どもとして育てていけば子どもの

火が消えることはないと思います。 

竺原シンポジスト 私もそう思います。子どもたちは帰って来るし、お休みの日は地域に居るわけ

です。今でも地域で子どもたちの出番をつくってやらないと顔は見れないです

し、学校が少し遠くなるとしても、地域で子どもたちの顔を見る場面は積極的に

つくっていかないといけないと思います。地域教育としてそこを改めて考え直し

ていくことが大切です 

石亀シンポジスト 学校の箱物が残っているという状況になるが、地域の力加減が必要になってき

ます。学校はこっちなんだけど、夕方には地域に帰ってくることになります。ど

ういった事業が公民館単位であるのか、あるいは週末にどれだけ公民館が子ども

たちを引きつけることができるのかということが地域の課題となると思います。 

岡野シンポジスト 子どもは学校に登校して帰ってくるので、子どもがそこからいなくなるという

ことはないと思います。地域の人たちが、公民館活動を含めて、子どもたちを巻

き込み、一緒になって行うことが必要となってきます。地域から学校がなくなっ

たということで、今まで以上に地域の人が子どもたちに関わっていかないといけ

ないと思っています。 

小谷シンポジスト 今出された意見がそのとおりだと思いますが、地区公民館活動にしても自治公

民館活動にしても、今までのままだと問題が出てくると思います。再編した場合

は地区公民館活動、自治公民館活動を再度見直しをして、どうあるべきか考える

必要があると思います 

山田コーディネー

ター 

会場の方、少し背伸びをしたり肩を叩いたりしましょう。頭の体操でジャンケ

ンをしましょう。 

山田コーディネー

ター 

会場から質問というより、意見を聞かせてください。 

 

会場の参加者１ 西福守町の公民館長をしている者です。小谷会長さんにお尋ねしたいが、審議

会に出された児童数のデータは、今日出されたものよりもっと基礎となるデータ

が出されたのでしょうか。それぞれ地区別で増になっているところと、減になっ

ているところがあります。それには数学的に単に延ばした数字だけではなくて地

区によって特殊に要素があるものがあります。そういったものを適用して人口推

計をして、児童数が積み上げになっているのかということをお聞きしたいです。

社地区での説明会に参加していないので、これを聞かないと意見を述べることも

できないです。 

小谷シンポジスト そのことは教育委員会から答えてもらいたいと思います。 

池原学校教育課長 平成３０年に小学校に入る子までは現在生まれていますので、その子どもたち
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の数は出てきます。その数字を基に推計をはじき出すわけです。実際問題として

は現在住んでいても、移動があるということあり大雑把な数字しか出すことがで

きないということになります。 

会場の参加者１ そういうことであれば、平成３０年までは児童数がでるが、その後の数字は根

拠のないものだという状況ということ、社会的な条件も含めて積み上げてあるか

どうかが知りたかったということです。 

池原学校教育課長 グラフでいけばグラフを延ばしていったというような推計となる訳です。 

山田コーディネー

ター 

基本的にはそれをせざるを得ないですね。日本全体もそうやって出していま

す。統合すれば当然通学をどうするのかという問題が出てきます。私も今まで統

合の問題にいくつか関わって来て散々議論してきたので、そのあたりの論点はわ

かっているつもりです。その辺りどう考えられるでしょうか。 

亀井シンポジスト 距離的な問題であるとか、危険地域を早めに見つけて、実際に通学するまでに

解消していくことが大事なことになります。単純にバスの利用を考えるのではな

く、各班の班長や副班長が下級生を連れていくということも学習だと思います。

距離は長くなるかもしれませんが、できれば歩きで下級生を上級生が安全に連れ

て行くこと、地域の力だと思いますが、ボランティアが通学路に立って、子ども

たちが安全に学校に行くような体制をつくっていけるか、統廃合で学校がなくな

ったからもうボランティアをやめたというのではなく、隣の学校に子どもが行く

ことになるけれども地域で団結していけるような体制づくりが大切なことだと思

います。 

小谷シンポジスト 通学に対する考え方は答申にも書かせていただいています。７項目あります。 

①小学校では、概ね４ｋｍ、徒歩で１時間以内に学校があることが望ましい。 

②中学校では、概ね６ｋｍ以内に学校があることが望ましい。 

③山間部では、通学距離よりも通学時間を考慮する必要がある。 

④適正配置に伴って、児童生徒や保護者に過度の負担をかける場合は、負担軽 

 減策が必要である。 

⑤通学距離や通学路の安全性に問題がある場合は、通学区域の見直しを検討す 

 ることも必要である。 

⑥通学路の安全対策についても十分な配慮が必要である。 

⑦通学距離、通学方法等により、就学する学校を選択する地域も考える必要が 

 ある。 

さらに公共のバス等の対策が今後必要になってくるということが答申に挙げて

あります。 

竺原シンポジスト 子どもたちが安全に学校に通える方法を考えていただかないといけないです

し、スクールバスか、路線バスが必要だとは思います。しかし私は学校の前にス

クールバスが乗り付けているところを見ると悲しくなります。学校から少し離れ

たところで降りて、班長と一緒に少しは歩いて来ようよと思ってしまいます。安

全についてはしっかり責任を持っていただきたいです。 

山田コーディネー

ター 

従来から統廃合をしていく上では、その後の跡地問題が、地域の在り様ととも

に大きな問題となります。その辺りについてはどうでしょうか。跡地利用につい

てアイディア等があれば出していただけたらと思います。 

石亀シンポジスト もしも統廃合により高城小学校がなくなって跡地をどうするかという時に、公

民館や保育園を持ってくるとか、民間に貸し出すというようなことが考えられま

す。しかし民間に貸し出すという時に高城は交通の便が悪いということもあり、

山奥の学校でもこれだけの施設があるということをどれだけアピールできるのか

が問題となると思います。 

岡野シンポジスト 空き校舎については地域にとって大きな問題だと思います。明倫小は広大な土

地があるので、そこで地域が活性化することができればよいですが、空洞化して

いくのではないかと一番心配しています。地域の力にも限度があるので、行政も
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協力して、地域が活性化していけるように考えていただきたいと思います。 

竺原シンポジスト  難しい問題です。上小鴨は学童クラブが離れたところにあるので、学童クラブ

が来てもよいと思います。今度は校舎を管理するということが難しい問題になる

と思います。公民館の方とよく相談して、考えていかないといけないと思いま

す。 

亀井シンポジスト 細かく詰めていくと絵空事になるのではないかということはありますが、たと

えば障がい者の就労としての活用を考えてはどうでしょうか。NPO等を立ち上げて

いただき、就労と自立を目指した活用ができるとよいと思います。小学校のPTA会

長をしていた当時、どこかの公民館長さんに、小学校は地域が教育委員会に貸し

ているので地域が上手に使っていかないといけないと言われたことがあります。

理解と話し合いは欠かせないと思います。障がいのある児童生徒が手に職をつけ

て、それを武器として社会に出ていくとっかかりにして欲しいと思います。 

小谷シンポジスト 施設の状況であるとか、どういう校舎なのか、どういう地域にあるのかという

ような条件もあると思いますが、審議会では３つ挙げさせていただいています。

一つは教育施設として、社会教育の拠点である地区公民館、体験型社会教育施設

やセカンドスクールとしての活用ということがあります。また民間や団体での利

用ということがあり、３つ目として解体して、広場としての利用ということもあ

るのかなということを挙げています。どちらにしても地域や市民の意見をよく聞

いて、十分検討した上で進めることが必要ということで大まかなところで答申さ

せていただいています。 

山田コーディネー

ター 

会場からはどうでしょうか。できれば提言なりご意見をいただきたいと思いま

す。 

会場の参加者２ 上北条地区の館長をしています。今日の内容を聞いていると大人の意見が多い

のではないかと思います。子どもたちの意見はどうなのかと思います。部活動と

か金管バンドとかあるがどうだろうか。上北条では金管バンドでは６年生は３人

ぐらいしかいなくて、春の会には参加できない状況となっています。子どもたち

の意見も聞いて欲しいと思います。また、近隣の東郷地区や羽合地区もすでに統

合しているので、そういう地区の保護者や元児童たちの意見を聞いて、次のこう

いった説明会では聞かせて欲しいと思います。倉吉はまだ未体験なので、そうし

たところも意見を聞いてもらったらと思います。 

会場の参加者３ 上小鴨地区の公民館長をしています。先ほどまでのシンポジストの意見を聞い

ていると統合が大勢というように聞こえてくるわけですが、しかも２０という数

字が当たり前で、２０になればいいんだというように聞こえてきます。果たして

どうかなと思います。私の地区の事情を申し上げると、答申が出された時は、児

童の数が８７名、現在は９１名、来年は約１００名となるという見通しですが、

現在の姿で何ら教育に支障があると保護者からも学校の先生からも聞こえてきま

せん。むしろ、適正規模ではないかという声が強い。ただ倉吉市全体を見るとば

らつきがあります。他の事例を探して見ると、鳥取市の事例では必ずしも一線を

引いて一つの基準で一斉に統廃合するのではなく、地域の意見を聞いたりして、

順次特に要望があるところから進めていくというように聞いています。倉吉市の

場合も今年度中に案をまとめて来年は動いていくというように性急な、なぜそん

なに急いでやらなければならないのかという気がします。もう少し十分に意見を

聞いて進めていただきたい。アンケートを取ったりして、もう少しきめ細かく進

めていただきたいというのが私の意見です。 

会場の参加者４ 上小鴨地区の者です。先ほどシンポジストの方の意見を聞いていますと、大規

模校のよさ、小規模校のよさがいろいろ語られました。それで１ページの話があ

ったが、小規模校にも利点があり課題がある。大規模校にもいい点があるけれど

も悪い点がある。だから小学校の統廃合を考える時に、子どもの教育の面を考え

ることを考えることが第一ですが、小学校の果たす役割は子どもたちだけではあ
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りません。小学校のたくさんの機能があります。例えば上小鴨では小学校が唯一

の避難場所です。それから運動会や社会体育であるとかいろんな方々が体育館や

校庭を使って練習しています。そして何よりも地区から小学校がなくなるとだん

だん寂れていく、地区では公民館と小学校が車の両輪となって、地区の活性化、

住みやすさを支えていると思います。ところが小学校がなくなりますと、 近聞

いたが、若い人が小学校のないようなところには帰らないということを聞きまし

た。そうしますと倉吉市では地域とも住みやすい、そして絆がある、そして協力

し合う地域をつくっていこうとしながら、小学校がなくなることによって、特に

上小鴨の場合は小鴨と関金に分かれますので、大人になった時に、小学校６年、

中学校３年、十年間地区の子たちが分かれて勉強しますので、それが大人になっ

た時にはつながりがどんと少なくなってくるのではないかということを大変心配

しています。小学校再編問題を考える時には子どもたちの学習環境を考えるのは

第一ですが、プラス同等ぐらいの、小学校には地域との大きな関係があるという

ことに配慮して決めていただきたいということを強く要望したいと思います。 

山田コーディネー

ター 

後に一番強調したいことについて話していただきたいと思います。 

石亀シンポジスト 先ほども申しましたが、やはり学校再編について、こういう会を持っていただ

き、保護者・市民の方々により関心を持っていただき、意識の温度差を失くして

いくことが大切だと思います。そのためには、地域で話し合いの場をもつことが

大切でしょうし、少し広い中学校区で話し合いの場をもつのも良いと思います。

こういった話し合いの場の機会を増やすことで、まだ参加されていない方も少し

ずつ参加されるようになると思いますし、自分の考えを声に出していただけるの

ではないかと思います。そういった意味では、本日の会は市民全体で学校再編に

ついて考える良い場となったと思っています。 

亀井シンポジスト この会でシャンシャンと決めて前に進めましょうというのではなく、教育委員

会としてはこの会を契機として意見を出し合い、もっとよいものにしていきまし

ょうというのがねらいだったと思います。ここにいるシンポジストも、自分たち

の意見だけでどうこうしようと考えている人はいないと思います。私も２０人と

いうことを言いましたが、２０人が本当に○（マル）なのかということはわから

ない部分でありますし、この会をきっかけとして、ここにおられるメンバーもそ

うですし、地元に帰られたらもっと意見を掘り起こしていただき、もっと真剣に

考えようや、大事なことだよというように、地元で発信していただければ、この

会が行われた意義があると思います。 

岡野シンポジスト 再編については、上小鴨の方が言われましたが、学校がなくなったら地域がさ

みしくなるという、本当に学校と地域の関係は何百年も小学校の校区で続いてき

ているので、本当に大事なものです。どっちが大事かということはありますが、

学校がなくなった時の、学校と地域の関係が一番大事だと思うので、統廃合の案

が示されていますが、単独ではなく隣の町と話し合って、子どもたちの通学のこ

とでも地域を超えて協力していかないといけない問題もありますので、これから

もっと意見を深めて、よりよいものにできればと思っています。 

竺原シンポジスト 地域で賛同されてできるところはされたらよいと思います。上小鴨は現状では

単独存続を要望し、市の方にも意見書を出し回答していただいていますが、来年

というのは性急だと思います。たぶん言いたくても言えない人、思っていても拾

い切れていない意見もたくさんあると思うので、小学校の現役の保護者、就学前

の保護者、中学生の保護者、地域の大人の人というふうに分けてきちんとアンケ

ートをとるということも大切なことだと思います。一案だけではなくて他の案が

あってもよいと思います。上小鴨にはもうすぐインターもできて、交通の便もよ

くなってきます。そうすると、交通の便がよくて、自然がたくさんあって、学校

が近くていいなと選んで引っ越しということも可能なので、大きな学校だけでは
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なくて、選んで行けるところも残ってもいいのではないかと思います。ただ、一

案しかないのでイメージができないということもあるので、存続だったらこうい

ういい面、小鴨と一緒になったらどうだとか、関金と一緒になったらどうだとい

うようなディベート大会など意見を交わせる会ができて、本当に納得して地域全

体で頑張っていけるような話になって欲しいと思います。 

小谷シンポジスト 一応学校教育審議会ということで今回答申させていただきましたが、関わらせ

ていただいて、非常に心も痛みましたが、勉強にもなったと思います。委員の方

も学校は地域に残すべきだということを思いながら、現状維持は後退であるとい

うことも言われるので、少し先を見通して、変えるべき時には変える、それは皆

さんの意見を集約した上でやらないと、教育委員会が独走したとか、誰かが独走

したとか、議会が独走したとかということにならないように、納得いかない面は

あるかもしれないが、これからの倉吉の教育を考える上で、いいきっかけになれ

ば、これを出発点にしてもらったらいいなと思います。 

山田コーディネー

ター 

ありがとうございました。 後に統廃合に関わってきたこと二つだけお話しさ

せていただきます。 

一つは赤碕と由良育英高校の統廃合の時のことです。実情は中央育英に入り赤

碕高校はなくなった形になりました。いろんなところでスピーチをさせていただ

いたことがありますが、その赤碕高校でのスピーチほどつらいものはなかった。

なくなる時のスピーチほど難しいものはないです。それを終わって懇親会の時

に、卒業生の方にいっぱい噛みつかれました。その時に思ったのは、やらざるを

得ないのだけれども、赤碕高校の後をきちっとフォローしないといけないという

ことです。もちろん私だけの力ではないのですが、来年の４月に特別支援学校の

高等部ができます。 

湯梨浜で統廃合の検討委員会の委員長をしました。みんな初めは反対でした。

やっているうちに、人数の問題とかお金の問題も議論せざるを得ないのですが、

やっているうちにだんだんと統廃合せざるを得ないなという感じになってきまし

た。その時感じたことは、どこに統廃合するのか、どこに集めるのか、その時に

空いたところをどうするのか、ということになり、今は新しい小学校ができたの

ですが、そのあと責任を持たないといけないということで、跡地問題の検討会の

委員長をしました。さくら工房ができ、湯梨浜学園ができ、福祉工場ができまし

た。 

子どもたちの１００年の大計を本気で考えないといけないです。それと同時に

学校のことと地域の在り様を同時に考えないといけない。そうなると教育委員会

だけではなくて、今日は市長さんがお出でになっているが、市全体の問題として

地域と学校の問題をどう考えていくのかということを、これをチャンスとしても

う一段上の地域をつくるという材料にしながら本気で議論を深めていく。いろん

な意見をいただきながら、本気でこれからの倉吉にとってのいい小学校の在り

様、地域の在り様を考えていくというステップになるとよいと思います。 

４ 閉会 

司会 （閉会の宣言） 

 


