
平成 26年度第２回市長と教育委員の意見交換会 

 

平成 27年１月 20日（火）午後２時～ 市民応接室 

１ 開会 

 

２ 市長挨拶 

教育委員の皆様には今日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございました。少子化の

中で教育が、地域創生にとっても大きな柱になってくるのではないか。昨日は学校のあり方

についての動きが出てきた。色々な選択肢があるということには間違いない。それぞれの自

治体でより適切な対応の仕方とはどういうことなのか自ら判断することになるだろう。教育

委員会の方には主体的に地域の中に出かけてご尽力いただいてきている。市としても大切に

しながらいい方向に持っていけたらと思っているので、今日はそういったことも含めて色々

意見交換できたらいいと思う。よろしくお願いします。  

３ 教育委員長挨拶 

   市長、今日はありがとうございました。（学校）統合に関しては、非常に難しい問題であり、

賛成しない地区の方もよく勉強しておられて、ヨーロッパなどもっと小さな単位ではないか、

というようなことを言われる。調べてみると、日本の面積の半分しかないフランスで市町村

は日本の 20 倍。75％の市町村が、人口が 1,000 人以下で 90％以下の市町村が人口 2,000 人

以下という独特なお国柄があるので、各市町村に小学校の設置義務が設けてられていて、そ

れでこういうことになっているのかと。でも、それと統合とも相まって、ここ 30年くらいで

３分の１は減っていると書いてあった。そういうところを引き合いに出されながらも、僕ら

も説得していかなければならないが、大変ご心配をお掛けしているのではないかと恐縮して

いる。しかし、関金・山守を足がかりに何とか住民の皆様に統合は良かった、悪いものでは

なかったとご評価いただけるように、今年は一生懸命頑張らなければいけないと思う。 

 

４ 意見交換 

(1) 倉吉市立小・中学校の適正配置等について 

事務局  （資料に添って説明） 

教育長  （資料に添って説明） 

市長   （資料）小規模校存続の場合、ただ単に地域が希望すれば良いということではなく、

中核的な施設として位置付ける。要するに、単に学校だけとしての役割ではない位置

付けをするということが前提になると読むべきなのかと思った。基本的にはうちの考

え方と即応している。 

    関金と山守は（統合を）進めてもらいたい。それから高城・北谷は、社も含めて。将

来を考えたときに永続性があった用が良い。もちろん手間を惜しむわけではないが。

そのかわりスクールバスの確保が必要。４キロ未満でもバスを使うことを考えてもい

いのでは。 

教育長  福本のあたりから社まで、4.2キロ、社に通う上神は 4.3kmある。寺谷が４kmくらい。 
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市長   小学生の低学年で４kmはきつい。 

委員   上神に 1 年生がいるが、その子が７時過ぎに出て、国府を通るときにはもうへとへと

に疲れている。 

市長   ４キロだと子どもの足では１時間以上かかるでしょう。３キロで線を引くことを考え

てもいいのでは。 

教育長  小鴨に通う鴨川町からも 3.7キロある。岩倉が４キロ。 

市長   統合するのならメリット感がないといけない。 

教育長  当面、山守と関金はしっかりと１年間でまとめなければいけない。 

市長   関金と山守の場合は、保育園で経験があるのでスムーズに行くのでは。 

教育長  心配なのは、通学路のことと、山守小学校では学級を区切っているが、関金小学校で

はオープンスペースになっているので、壁を作って欲しいという要望もあり、これには

応えていかなければいけないが、まだ統合が決まらない状況で、その辺のタイミングを

考えていかなければいけない。 

市長   １年でなく、２年かけてもいいのでは、条例改正もして施行を 1 年後にすると（いっ

たように）。保育所のときも何度か行ったり来たりして慣らしをした。 

教育長  今年、県から加配を付けて頂いて集合学習のような形でしている。統合は急ぐとして、

1年というのがある。その教員に教育課程のすり合わせをさせる。これが大きな作業。た

だ、それが２年加配してくれれば良いが、1年と言われたらというところも含めて、1年

で出来たらと思う。今までの４回で話をしてきているので、課題はもう絞れてきている。 

委員長  スクールバスは、やはり山守の小学校で降ろして、そこからは従来どおり、保護者に

迎えに来てもらったり、ということになるのでしょうか？ 

教育長  基本的には、従来の学校と新しい学校の間を保障するのが原則。ただ、明高のあたり

までは行かないといけないだろうと思う。地元からの要望もある。 

市長   検討課題だけど、保育所と小学生と一緒にバスで送り迎えすることでカバーし合える。

例えば保育所１台小学校１台で運行するよりも、２台を両方でという仕方もある。国の

補助の対象になるかどうかもあるかもしれない。 

教育長  地元との話の中で、一般の人も乗せて欲しいとあったが、それをやるとバス会社が撤

退することも考えられる。 

市長   それはよくない。 

教育長  泰久寺あたりは歩いて来ている。今西からなら乗せます。それから、矢送の谷。これ

は４km 近く歩いて来ている。こことの整合性をどうするか。 

市長   どうやっても、どこかで問題が起こる。そこは割り切らないといけない。割り切る範

囲をどこのレベルに持っていくか。不便なところの子どもによりしわ寄せがいくことは

避けるべき。比較的便利なところの子どもに多少負担がかかるのは仕方ない。奥の方の

子どもが途中で降ろされてまた家まで歩いて帰るというのも…。 

委員   しかも一人で。 

委員   例えば３キロ帰っているとして、降りて３キロではなくて、例えば統合した学校から

ここまで 20 分プラス何分なのかとかいう、距離プラス時間の配慮をしてもらったら、随
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分違うと思う。あと、学童保育をどこにやるかで全然違ってくる。保育所と同じところ

に学童があると保育園の子と一緒に親は連れて帰れることも出来る。山守小学校の中に

学童があると、そこまで連れて帰って、そこで親が迎えに来るまでということも出来る。

その辺が、地域の方の希望がどうか。 

市長   それはあるでしょう。山守小学校に放課後児童クラブを作って、そこで山守は一旦残

すとなれば、今までの枠組みが使える。 

委員   今度から学童保育は６年生まで広がりますよね。そしたら小学生は全部請け負って、

今まで大きい子は学童に入れないということがあったが、小学校全部がいける。割とす

んなり親は預けやすいのではないか。 

教育長  学童保育を山守小学校に持って行きたい。そこがクリア出来れば大体中身は。あとは

校名です。 

委員長  今の実態は、保護者の方、おじいちゃんおばあちゃんが迎えに来ておられるのですか？

例えば野添の方とか小泉の方とか…。 

市長   野添は、子どもは？ 

教育長  ないです。 

事務局  小泉は一人二人…若干。今後、明高のバス停の少し下に集合場所があって、そこまで

保護者が送られる。そこから一緒に明高の子と歩いてくる状況のようです。 

教育長  そのあたりも相談です。私どもとしては、山守まででなくもう少し遠いところに上が

る。下まで下りるかというところ、その辺は話を聞きながら。 

市長   北谷・高城・社…この前自衛消防の出初式のときにも早く（統合）して欲しいと言わ

れた。小学校を使って事業をしたいと言う人もあった。３つはその方向で進めていただ

いて。 

教育長  (資料を見ながら)一応予定として 27 年度から 30 年度ということでみている。グルー

ピングとして、山守・関金、小鴨・上小鴨、社・高城・北谷はまとまりそうなのかなとい

う感じです。成徳・明倫は今準備をしているが、灘手にここに入って頂くか、社に入ら

れるのか、といったところ。工事関係では、関金・山守は、仕切りの工事が必要になる。

それから上小鴨・小鴨は、小鴨の校舎建築が必要。小鴨は 28年に増築予定で、可能性と

しては、了解が取れればスタートするという考え方。北谷・高城・社の場合は、話がま

とまれば、社を増築する必要がある。 

市長   どの程度増築の増築に？場所はとれるの？ 

教育長  ６教室。校舎の前に場所は取れます。 

教育長  今、北谷・高城の合わさったものを久米中の横にと話をしているが、そこに建てるも

のと、教室の増築を比べると、社の教室棟を増築した方が安く済む。 

市長   今度は社の抵抗が強くなるかもしれない。距離が遠くなる可能性があるので。 

教育長  北谷・高城はバス乗車をあと５分伸ばすくらいですから、社の（に増築した）方が、

妥当性がある。灘手は東中に行くとなると、成徳・明倫に入ってもらうのが一番良い。 

市長   そこは、灘手の方に選択してもらったら良いが、もう規模から言うと…。今度１年生

が入って何人になる？ 
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事務局  全校で 40 数人。 

教育長  ２つ複式学級解消で、１千万円かかっている。山守・北谷・灘手で３千万円要求させ

ていただいている。 

委員長  単市負担？ 

教育長  そうです、それから県も負担して。 

市長   灘手は、社・高城・北谷の方向をまず整理して、どちらかに統合すると言うしかない。 

教育長  上小鴨は、あと６年後ぐらいに複式になる。 

市長   広瀬分校は、来年は休校？ 

教育長  ３年間休校です。４年後には該当者がある。実際に１週間に１回は必ず本校へ来て集

合学習をやっている。 

教育長  成徳も明倫も両方とも耐震化するということで、暫く（統合が）ないと思っておられ

るかもしれないが、（統合と）同時進行だと言っている。 

市長   第３の地点がないかな。せめて明倫がもう少し近いところにあればいいが。東中の小

中一貫校を部分的にといった格好は難しい？ 

教育長  校庭を共有して？狭い感じがするが。 

  あとは共有スペースで出来ない職員室とか、理科室あたりの特別教室を増築しないと

いけないでしょう。 

市長   まあ、手はつけないといけないだろうが。 

教育長  考え方としてそれが出来るかどうか。あとは、東中校区を一貫となると、上灘とは？ 

市長   上灘は上灘で。 

教育長  独立ですね。ただ、東中校区の一貫校となると、一貫した小学校と上灘小学校との教

育課程の擦り合わせの問題が出てくる。 

市長   それなら一貫校と言わずに、並立でも。校長先生が２人おられても良い。 

教育長  当然そちらの方が得だと思う。かつて、北谷と高城と久米中というのはそれを狙った。 

市長   そうすれば明倫でも成徳でもない第３の地点になる。距離は明倫から余計遠くなるが。 

教育長  それなら仕方ないということになるかもしれません。 

 あとバランス的なところです。旧市内校区の中で上灘に小学校、明倫に小学校、成徳

には、中学校。バランスが非常に取れると思う。そのあたりのところを明倫地区の方が

どういう風に思われるのか。 

市長   多分、明倫の人にしてみると、なぜ明倫を差し置いて成徳の方に合併されないといけ

ないのかという気持ちが挙がったのだろう。そうすると、第３の地点で移転できれば気

持ちの上でその辺緩和になる。ここで決めなくとも、ひとつのアイデアとして検討して

みて。小中一貫校ではないが、小中の連携でやっていくというのは、時代の要請にもな

っているのではないか。 

教育長  教育委員会でも小中一貫までは難しいとして、小中連携というのを進めている。 

市長   高校まで入れた小中高の連携というのもあるのかもしれない。鴨川中は今何人？ 

事務局  100人ちょっとです 102、103人くらい。 

教育長  久米はもう少し多い。110 人台前半。40 人で割れば１クラスです。県の基準が 33 人、
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35人なので、やっと２クラスになっている。１クラスになってしまうと、中学校の場合

は教科の先生がおけないので、技術と家庭科は２校兼務。ですから中学校の場合は、９

学級以上ということで書いている。それから、教員の配当数。教科の先生が十分に配当

できない。免許の無い先生が教えないといけないようになってしまうかもしれない。あ

る議員さんがおっしゃったように、将来的には中学校、河北中のグループ、それから上

灘・成徳・明倫・灘手・社のチーム。倉吉の中央部から北西部。それから、久米中・鴨川

中・西中を寄せた倉吉市の南西部。この３つ。 

市長   それは最終形。そこに行くまではもう少し時間があるかもしれない。 

教育長  おのずとそうなってくるのかと思う。灘手と上小鴨には、嫌なことをお話に、出向い

ていかなければならない。 

市長   成功体験みたいなものを、まずは関金・山守。保育所の場合も、かなりメリットが出

て来ている。例えば、里見まつりをやっても、見に来るお母さんの数が随分増えた。舞

台で演じる子どもが、山守だけだと少なかったのが、関金も一緒だとたくさん来る。そ

れにお母さんが付いて回る。すごく賑やかだった。これも一つの統合効果と思う。そう

いうものを関金・山守、次に高城・北谷・社と出していけば、統合も良いのかなと思っ

てもらえるようになるかもしれない。上小鴨は時間を取る必要があるのかなと、ただ、

灘手は早く何とかしないと子どもたちが可哀想。 

委員長  保護者自身の本当の気持ちが聞いてみたい。 

委員   保護者の、しかも女性の意見を聞いてみたい。 

委員長  地域が強い。 

委員   灘手は、勉強会もされているみたいですね。 

教育長  例を出されたのが、宮崎の五ヶ瀬町。あそこは、教員定数を確保しながら今の学校で

集合学習の形で１週間に何回かやっている。兵庫教育大学の教授が、そこの教育長と協

議した。やはり擦り合わせの時間が大変。逆に同じことをするなら、一緒にしてしまっ

たほうが良いのではないか、と言っていた。ただ、非常に地域性があって、谷が深いも

のですから、出て行くのも大変ということもある。その辺も説明する必要がある。 

市長   学校だけがあれば、地域が元気になれるというわけではない。そこがあまりにもリン

クしすぎているような感じがする。 

委員   地方創生が叫ばれている中で、地方は地方で考えろということだろうから、オリジナ

ルを作らなければいけないのかなと思う。 

市長   色々な判断はあるので、どれが絶対正しいというわけではない。 

委員長  平日の昼間に子どもがいないだけ。そんなにごろっと変わるわけではないと思う。施

設もある、運動場もある、人材も変わらない。 

委員   灘手の中でそういう特別な授業などのアイデアを出して来られて、何とかしてくれ、

だけでなく、灘手として他と違うどんなものが打ち出せるかというのが、特別なことに

つながってくると思うが、ちょっとその辺が弱い。固まっている感じがする。特別に授

業を、例えば英語とかを特別にするといった場合に、では、どこからどんな人たちが集

まるのか、という見通しが立たないのと、子どもが日中そこに来たとして、子ども会は
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そこに入れないわけですね、他地区から来たら。地域の活性になるのかというと、なら

ない気がする。とにかく存続のために一生懸命しておられるが、存続したその先はどう

いうものが見えてくるのかが、少し弱い気がする。 

市長   そのとおりだと思います。 

教育長  灘手は公民館もよくやっていて、今度文部大臣表彰を受けられる。子どもたちも合わ

せて、非常によくやってらっしゃると思う。それだけに、学校はなくなってしまうとい

うことの不安があるのでしょう。学校も保育園も何もなくなってしまう。今はその気持

ちが先行している。とても素晴らしいことやってらっしゃるが。 

委員   東中に行くという案は結構灘手のみなさんにとっては大きいですね。 

委員   そもそも行くとしたら、東中というのは必ずなんですよね。 

教育長  久米中よりは東中（という意見が）強い。 

市長   長いから、東中（へ通う歴史が）。僕らの年は上神も久米中学校に行っていた。 

委員   私の同級生は東中です。 

教育長  中学校は今度１クラスが 20人を割ってしまうは、まだ十数年後です。一番検討の課題

としてきたのは１クラス 20人以下になるという、今の小学校を何とかしなければならな

いというのが早々の議論なので、中学校はそこの基準よりもまだとりあえず 10年くらい

は持つかと。もう少し小学校の方の見通しを立ててからでないと。一番困るのは教科で

す。教科の先生。 

市長   中学校は、少し時間を置かないと、関金ばかりでは。 

委員   合併から 10年経つが、合併しないほうが良かったと言われる。また何もなくなると言

われるから、少し時間を置いたほうが良い。でも、本来は先を見越しての合併だった。

関金は人口も想定よりもすごく減っているし、交付税も当然なくなる。先を見据えてい

ろいろな資料を出しながら見ていかないと、ただ単に合併した、こうやって倉吉市に入

った、だけではなくて。 

市長   昔のイメージがあるから。 

委員   行き届いていたので余計かもしれない。 

市長   その時点では、合併せざるを得なかった。 

委員   合併のラッシュのときだったが、人口は想定以上に減っている。学校問題も、子ども

たちがこれだけ減っている状況。初めて少人数学級を見せてもらったが、確かに悪いこ

とばかりではない。一人ずつに行き届くが、人数が多いクラスに入ったとき、本当に子

どもたちはこれで良いのか、保育園のときからずっと何年も同じメンバーが一緒で、そ

の状況を見て本当にこれで良いのかと思う。今本当に学校を巻き込んだ地域のことで頑

張っていらっしゃるが、子どもたちが仮にこちらから学校に来ても、あれだけしっかり

と固まっておられる地域なので、何かやれるのではないかと思う。話を聞くと、学校が

なくなる不安があり、絶対反対という感じが強いが、決断する時期は確かにどこの地域

にもあるだろうと感じる。 

教育長  山守の施設も活用する夢を描きたい。アイデアとして、畳を引いてしまえば泊まれる。

学校があるので、船上山に行かなくても、音楽室も理科室も家庭科室もあるし、自然体
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験、渓流とかカヌーも体験できるし、そこを何とか持ち上げることが出来ないかと思っ

ている。 

委員   山守地域だけでなく、関金の人はそこを建て替えるとき、そういう思いで建てた学校

なので、将来多分そういうふうになると頭にあると思う。コミュニティの場所に使える

建て方をしてある。都会の学校との交流なども出来ないこともないし、地域だけでも出

来るかなと思う。 

委員長  木の実の里もあるわけだから。ウォーキングも出来る。 

教育長  温泉も。そういう意味では非常にいい財産がある。 

委員   定住の最初の拠点として使えると思う。 

市長   そういう使い方も是非してもらったらいい。 

教育長  それをコーディネートするというか企画というか、それがあるといい。 

市長   都会から来てもらってもいい。公募しても。 

委員長  都会の人が見るとすぐアイデアが浮かぶのでは？すばらしい校舎なので。 

教育長  ただ一部だけでも、山守小学校区に地区公がないので、公民館的なものがあっても良

いと思う。 

委員長  山守には地区公民館がない？ 

教育長  ないです。関金で全体をまかなっている。自治公民館の大きなくくりの中の山守地区

というのはある。そのあたりが元気を出して受けてもらえると良いが。 

福井委員 そういう協議をする中で、地域の人の意見を汲み取って、作り上げることが大事。 

教育長  （統合準備委員会設置）要綱の中には入れます。ここで、決めるのではなく、アイデ

アをいただくようにしています。 

 

５ 閉会 
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