
議題：新中学校・学校給食センター建設事業について 

それでは新中学校、学校給食センターの建設事業につきまして資料 1 により説明させて

いただきたいと思います。今年 2 月に町長と語る会においては基本設計の内容についてご

説明をさせていただいたところでございます。今回、実施設計のほうが終わったというこ

とでその内容につきましてご説明をさせていただきたいというところでございます。基本

的には校舎、体育館等の施設の配置につきましては 2 月の基本設計の配置と変更はござい

ません。こちらの方は町報でも紹介させていただいた配置計画でございます。今日の説明

はそれに併せて建設事業費、そしてその財源内訳、それから工事に伴います開校までのス

ケジュール等につきましても説明させていただきたいと思います。それとソフト面になり

ますが、開校に向けての準備委員会の方もそれぞれの部会で作業を進めているというとこ

ろもございますので、その進捗具合につきましても併せて報告させていただきたいと思い

ます。それでは説明の方は担当の参事が行います。 

 

資料に基づきまして説明させていただきます。まず 1 ページの鳥瞰図からです。こちら

の図面ですが下側に県道があります。これが県道羽合長江線で拡幅予定があり、学校側に

歩道が設置され、それを表した図面です。方向としましては、この県道を左の方に行きま

すと羽合小学校、右の方に行きますと長江集落という位置関係になります。配置について

ですが、建物群は機能的に各施設の入口がスムーズにいくように県道側に配置しておりま

す。その奥に校庭で東側に配置しております。まず建物ですけれど図面の左側から給食セ

ンター、その後がプールで 25m×8 コース、その横が体育館でこちらは武道場を併設して

おりまして、武道場は剣道場、柔道場を予定しておりまして、その上でバドミントン、卓

球ができるようにしておりまして、一部 2 階建てということになっております。それから

体育館と県道の間に自転車置き場を設置します。そしてその横に校舎棟がくるわけですが、

体育館と校舎棟の間に生徒の昇降口を付けており、生徒はここから校舎に入っていくとい

うかたちになります。校舎棟はコの字型で、左側が特別教室の棟になります。それから右

側の方が普通教室の棟になりまして、普通教室棟と特別教室棟との間に玄関を設けており

まして一般の方が入る玄関がこちらになります。それから職員の方の出入りする玄関もこ

ちらになります。この玄関のところに庇が出ていますけれども、その庇の下に屋根付の身

障者用の駐車場を設けております。校舎棟の横に駐車場で、148台を駐車可能としておりま

す。これで不足する場合は校庭を利用する場合があります。それから次の 2 ページで配置

図になります。こちらは左側が県道になります。建物群が県道側にきまして、右の方に校

庭がきます。校庭ですが、上側に野球場、ソフトボール、それから下の方にサッカー場、

300mの陸上トラックを配置しておりまして、サッカー場に関しましては 105m×68m、こ

れは正式なコートの長さです。それから次の 3 ページの図面です。こちらが校舎棟の 1 階

の図面になります。この図面の上の方に生徒昇降口、教室の建物のちょっと上になります



が、ここから生徒が入ってきまして教室棟に向っていくことになります。この図面のほぼ

真ん中あたりに特別教室の棟がありましてコンピューター教室、それから保健室、技術室

と、その下に校長室、事務室、先ほど申し上げました職員玄関、一般の方もこちらを利用

していただきます。それから図書館ということでこちらは生徒が利用しやすい配置にして

おります。その下に普通教室を配置しております。普通教室の広さですが生徒が学習しや

すい環境に考慮しまして7.9m×9mの約72㎡ということで県下でもトップクラスの広さに

しております。北溟中と東郷中が 63㎡でこちらと比べましても広い教室にして学習環境に

配慮したものにしております。それから各教室にエアコンを付けておりまして、こちらも

生徒が学習しやすい環境になるような計画にしております。特別教室の配置や普通教室の

配置につきましては学校と協議のうえ決定しております。次に 4ページになります。2階の

教室棟の図面で、真ん中の左に職員室、こちらは導線に配慮し生徒が利用しやすい位置に

しております。こちらも学校と協議して決めております。それからの右の方ですが屋上テ

ラスということで生徒がそのテラスを利用することができ、図書館の上になります。それ

から特別教室棟のところですが、会議室、家庭科室、美術室ということで配置しておりま

して、こちらは普通教室のところから渡り廊下を通りましてこちらに移動できるようにな

っております。次の 5 ページですが 3 階の教室棟の図面です。上の方が理科室、音楽室、

下の方が普通教室、多目的教室、特別支援教室を配置しておりまして、多目的教室は各階

に設置しております。それと教室棟にはエレベーターを付けておりまして、この図面の理

科室の横に EVという記号がありますけど、こちらがエレベーターになります。それから次

の 6 ページです。こちらが立面図で右側に西面と書いていますがこちらが県道側から見た

図面になります。それから南面で先ほどの配置図から言いますと下の方から見た図面で校

舎はこのような格好になります。それから東面でこちらが校庭側から見た格好になり、校

庭側から見た校舎、体育館となります。それから次の 7 ページも立面図で、北面が羽合小

学校側から見た教室棟になります。それから南面は図面で言いますと下の方から見た図面

です。それから東面で校庭側から見た図面です。それから次の 8 ページです。体育館 1 階

の図面で左側に武道場がきて、柔道場、剣道場。次の右側が部室で体育館の中に部室を設

けて使いやすくするということです。その右側に体育館のアリーナでバスケットコートが 2

面とれるようにして、正式なバスケットコートの広さを 2 面、28m×15m を 2 面。北溟中

学校もバスケットコートが 2 面あるのですけれども正式な広さはとれてなく、コートと壁

の間が非常に狭いということがあり、こちらのアリーナはコートと壁のほうも余裕がとれ

るように考慮して体育館の広さを決定しております。それから右の方に部室ということで

これも体育館に配置し、主に屋外で活動する部活の部室となります。この体育館は 2 階建

てになりますのでエレベーターを設けております。この図面のアリーナの左側、身障者の

方の利用も考えエレベーターを設置します。次の 9 ページでこちらが体育館の 2 階の図面

になります。先ほど説明しました武道場の 2 階がバドミントン・卓球場となり、その横に

エレベーターがきて、次にギャラリーということでアリーナの観客席となり、側面からも



観覧できるようにしております。次の 10ページで体育館の立面図で、上が北面で羽合小学

校側から見た図面、次が南面、その下が西面・東面、西面が県道側から見た図面、東面が

校庭側から見た図面となります。次の 11ページでこちらがメタン対策の図面で、メタンに

関しましてはボーリング調査を 11本実施し、その中でメタンが出たのが体育館の下で、そ

の下にメタン対策をしております。その内容は、メタンは空気より軽いため上に上に行く

性質のため、床下に穴の開いた管を配管しメタンを集め、立管を通って屋外に逃がすとい

うことです。床下の穴開き管の状況は右上の写真になります。写真の右下に立ち上がり管

がありますがここを通って空気中に逃がすということになります。左側が立ち上がり管の

図面で緑色の部分になります。次の 12ページで黒い実線の床下の有孔管を通りまして、青

色の矢印のところの立管でメタンを逃がしていくということになります。次の 13ページで

ピンク色のところが 3 箇所あり、こちらが強制排気をする換気扇で、先ほど申し上げまし

たのが自然換気と、こちらが強制換気をする 2 本立てで考えております。こちらは感知器

を付けましてメタンを感知しますと自動的に強制排気をするということになります。それ

から 14ページが学校給食センターになります。左側が県道側で、右側の上の玄関ホールと

あるところがセンターの入口で、食材はその下の荷受室からの搬入となります。こちらか

ら入って下処理とか調理室とかを通って左に流れていきます。調理室の上にアレルギー調

理室としてアレルギー対策の調理室も設けております。その次の廊下からは生徒などが調

理室を見学することができます。食材は左、左へといきまして、図面の下の方にコンテナ

プールというのがありまして、そこから通路を通って運んでいくことになります。それか

ら左上のプラットホームというのがありましてこちらを通りまして各小学校に配送車で運

んでいくことになります。給食センターはオール電化システムで、災害用に LPガスが使用

できるようにしています。それから 15ページが給食センターの立面図で、北面・南側・西

面・東面となっております。それから 16 ページはプールの図面で、25m×8 コースで、周

りには目隠しフェンスをするようにしております。それから次のページになります。こち

らが事業費でありますとか、財源を付けた表になりまして、例えば一番大きな事業費にな

りますが、施設関係で校舎棟が約 20億、体育館が約 11億で施設関係の小計が約 37億で施

設関係の事業費となります。それで合計いたしまして、44 億 8,700 万。それから給食セン

ターが約 8 億で建築工事、厨房機器、設計監理を含めております。中学校と給食センター

の計が約 52 億 9,600 万、解体費が約 3 億 9,700 万、合計しますと約 56 億 9,300 万。その

他経費ということで備品購入費、通信設備、太陽光とかありまして 1 億 5,000 万。合計で

約 58億 4,300万という概算費となります。次の下の方に財源内訳とありますけれども、国

庫補助金が約 8億 3,200万、起債約 46億 3,090万、一般財源約 3億 8,000万で、その内訳

をその下に書いておりますが国庫補助金が約 8 億 100 万、元気交付金が約 3,000 万、それ

から起債は 4種類使っておりまして、学校教育施設等整備事業債、公共施設最適化事業債、

過疎対策事業債、それから合併特例事業債の 4 本立てで、効率の良い組み合わせになるよ

うに使って充当するようにしております。右の備考欄には、起債充当率、交付税措置とい



うことで書いております。それからその下に工程表を付けておりまして、工事の進捗は、

現在造成工事を実施しているところで、設計を並行して進めていて設計の方が 6 月末で終

了しました。設計が終了したため現在発注準備に掛かっていまして、予定では校舎棟、体

育館を 9月に発注する予定です。今年の工事としましてはもう 1本 12月にプール棟を発注

する予定で、給食センターは次年度の発注を予定しております。それから外構工事につき

ましても次年度で、順次備品購入も行っていくということで最終的に平成 31年 4月開校と

いうことで、このような工程としております。資料の説明は以上です。それからもう 1 点

ソフト関係で、開校準備委員会を進めておりまして、資料はありませんが、現在何点か協

議を行っていまして、まずは校名ですが、「湯梨浜中学校」ということで準備委員会では話

をしておりまして、ただ湯梨浜学園と校名がダブルことになりますので、湯梨浜学園と交

渉し了解を取りまして「湯梨浜中学校」ということで準備委員会の了承は得ているところ

で、その方向で進めていきたいと考えております。それから通学路の件も検討していると

ころです。それから制服についても検討しておりまして、制服の導入時期は平成 31年 4月

開校から 1 学年から揃えていくということになります。制服のデザインですがアンケート

などの結果、今決定しているところは学生服については詰襟となります。女性については、

セーラー服ということで、このような方向性は決めております。細かいデザインはこれか

らの協議となります。これからの予定ですが、校歌ですとか、校章ですとか、学校の教育

に関することですとか、順次開校準備委員会の方で協議していくということで予定してお

ります。以上です。 

 

 

 

  



議題：生涯活躍のまちについて 

資料２につきまして説明させていただきます。生涯活躍のまちということでございます

が、昨年 10月に湯梨浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定をしました。その創生に

向けましていろいろと取り組んでいるところでございます。まず本町の人口でございます

が昭和 45 年以降 1 万 7,000 人台で安定して推移しておりましたが、平成 17 年の国勢調査

によります 1 万 7,525 人をピークといたしまして、現在徐々に減少してきております。平

成 27年の国勢調査の速報では、本町の人口は 1万 6,557人でございまして、その減少して

いる状況がそのものでございます。人口減少につきましては、本町にとどまることなく全

国的な問題ではございますが、この人口減少を緩やかに、さらに持続可能な地域の実現を

図るために、まちの総合戦略の中で平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 箇年事業で 3 つ

のテーマ、活力ある元気なまち、安心して暮らせるまち、町民みんながつくるまち、この

ような 3 つの基本目標を立てております。その中で新たなひとの流れを生み出す手段とし

て、また町民の皆様にも利益を共有できる環境づくりの 1 つとして、この生涯活躍のまち

への取り組みが有効であるということで考え、昨年度は鳥取県が中心となってモデルプラ

ンをまとめました。このモデルプランの中では地域特性を活かしまして、都市圏に住む元

気なシニアの方々が自らの希望に応じて移住し、地域の仕事や社会活動、生涯学習などに

積極的に参加し、多世代と交流しながら、医療とか介護とか必要になったときには継続的

なケアを受けることができる体制を確保するということで、移住と交流を一層促進して地

域の活性化を図ろうとするものでございます。本町には風光明媚な東郷湖畔をはじめ、海

とか温泉とかいろいろと美しい景観に恵まれております。またウオーキング、グラウンド・

ゴルフなど健康スポーツのまちでもございます。元気に活躍し楽しみながら健康に生活で

きる素地に恵まれております。また近隣には鳥取短期大学とか看護大学、そういった学習

の機会とか、若者との交流の場とか恵まれておりますし、医療とか介護体制につきまして

も町内の各施設、それぞれこの資料にも掲載しておりますが、またお隣の倉吉市にも病院

等も所在しているところでございます。その環境を活かしまして生涯活躍のまち、元気な

シニアから晩年のシニアまで、充実した生活と安心して暮らせる町をつくろうと、そうい

った取り組みでございます。もちろんその体制づくりには、移住される方のみを対象とす

るものではなく、地域が抱える課題解決となる人材誘致とか、現在お住まいの町民の皆さ

んにも利益共有できる環境づくりを行うものでございます。今年度、都市圏での情報発信

とか意向調査、受け入れ側の体制づくり等の検討を行い、事業化に向けた基本計画を策定

しているところでございます。次に 2 ページをご覧ください。ここでは生涯活躍のまち事

業推進に係るこれまでの経緯を掲載しております。本年の 3月 25日に先ほど申しました湯

梨浜町版生涯活躍のまちモデルプランというものの策定を行いました。また 5 月には全国

各地で少子高齢化にむけたコミュニティづくりの調査とか実践とか人材育成に力を入れて

おります。コミュニティネットワーク協会というところと生涯活躍のまち基本計画及び地



域包括ケア計画の策定について契約をいたしました。第 1弾といたしまして 5月 30日から

6 月 10 日の約 2 週間、1 回目の調査とか検討を実施したところであります。さらに今月の

7月1日にはそのコミュニティネットワーク協会とその実践部隊となります株式会社コミュ

ニティネット、鳥取県そして本町の 4 者によりまして基本協定を締結したところです。そ

の内容につきましては下記のとおりでありますが、基本的に地方創生、特に生涯活躍のま

ちの具現化に向けてそれぞれ推進していくということでございます。次に 3 ページをご覧

ください。こちらは生涯活躍のまちに向けての具体的に取り組むべき事項をまとめたもの

です。まず 1 つ目でございます。移住支援に関する取り組みで、生涯活躍のまち移住促進

センター、東京にございますが、こちらは鳥取県のご協力で出展しておりますが、こちら

の方で本町と南部町が出展させていただいております。こちらでの出展及び都市ニーズを

把握するということ、それとホームページの開設や PRによりまして地域ニーズを把握する

ことでございます。2つ目は、住宅・拠点整備に関する取り組みでございます。そこの中で

1つ目に拠点エリアでは、民間によるサービス付き高齢者向け住宅、2つ目に空き家の利活

用、3つ目に古くなった町営住宅の検討というもの。コミュニティ拠点では、コミュニティ

機能とか活躍の場づくりとしての、そういった内容によりまして例えば、旧ミドーレイク

ホテル跡地とか、中央公民館だとか、旧の旅館団地だとか、そういった複数の候補地の中

から今後選定していく必要があるというものでございます。また、拠点エリアと周辺エリ

アとの間でネットワーク化を進めて、町全体に広げていこうというものでございます。次

にカッコ 3 の 3 つ目でございますが、社会的活動に関する取り組みでございます。先ほど

申し上げましたように生涯活躍のまちでは、元気なシニアにおいでいただくということで、

特に社会参加とか地域交流の機能を重視しております。そのことによりNPOとかボランテ

ィアなど、活発な活動が期待されること、そして移住者も元気に活躍いただくため仕事で

ありますとか楽しみを提供するコーディネーターが必要となるということでございます。

カッコの 4 つ目でございますが、医療介護に関する取り組みでございます。医療介護につ

きましては、民間との連携強化による使いやすい在宅サービス・施設サービスの実現、拠

点との連携・生活支援の充実を図るために、地域包括ケアというものを推進していきたい

と考えております。その下の方に具体的な生涯活躍のまちのイメージ図を載せております

が、こちらにつきましては最終ページの 6 ページに大きくしたものであります。それぞれ

町内にあります各施設をいろいろと掲載しております。その中で充実した生活と安心して

暮らせる町をイメージしまして各エリアと地域とそれぞれ、例えば羽合地区でございます

と子育て環境のさらなる整備と移住の推進を中心に、東郷地区では町営住宅が集中してお

りますし、またサービス付き高齢者向け住宅の整備を行ってはどうか、また松崎駅前周辺

エリアの利活用をしてはどうかというものと、泊エリアにおきましてはいろいろとお店と

かも無くなってきておりますので、そういった生活していく機能を一つにまとめたり、地

域の資源を活用して、しごとや収入を確保していったりする取り組みを、住民の皆さんが

主体となって、町とか事業者の方とか、各種団体と協力、役割分担しながら進めていく小



さな拠点づくりでの検討をはじめようと考えております。それとそれぞれ 3 つのエリアを

ネットワーク化して機能をつなげることによりまして全体にその輪を広げていきたいとい

うものでございます。4ページに戻っていただければと思います。こちらには地域包括ケア

計画を掲載しております。現在この整備構想を策定中でございまして、倉吉市をはじめ近

隣の市町と町内それぞれの羽合地域、泊地域、東郷地域との福祉・保健・医療の連携によ

りまして移住者だけではなく、町民の皆様にとりましても地域で安心して暮らせるまちと

しての魅力を形成したいというものでございます。その中でまず東郷地域をまちなか福祉

拠点と位置付けてステップを踏みながら、町全体の地域包括ケアの検討、さらにそこには

福祉の人材というものが非常に大事になってきますので、人材育成も進めたいというふう

に考えております。その下側ですが、先ほど申し上げましたが、現在東京にあります移住

促進センターに本町と南部町が出展しております。その中で移住希望者へ向けての積極的

な PRを行っている写真でございます。次に 5ページでございます。町民の健康寿命を延ば

し、寝たきりとか認知症とかを少なくするために特に本町にはウオーキングとかグラウン

ド・ゴルフとか大きな財産があります。こういった財産を活用して予防・健康推進・元気

づくり・健康寿命の核としての取り組みが有望であると考えておりまして、健康スポーツ

のプログラムを提供したり人の交流、楽しさの提供、それによりまして健康寿命を延ばし

たいという具合に考えております。その下側でございます。生涯活躍のまちを推進してい

くにはその核となるまちづくり会社の設立を考えております。各施設とか各関係機関、住

民の皆さんとか事業者の方々など、それと都市圏とも連携して協力していく体制づくりと

しての機能を持ちまして、多世代との交流とか協働によりまして各事業を取り組んでいこ

うと考えております。基本的には官民連携でございますが、民間主導でのまちづくり会社

というものを考えております。その中では地域包括ケアの整備でありますとか、移住促進、

地元事業者との連携も含めましたサービス付高齢者向け住宅とか、まちづくりセンターと

いう機能などの業務を検討していきたいと思っております。最後に 6 ページをご覧いただ

ければと思います。6ページの上の方ですが 5年間の計画を掲載しております。全体計画策

定から医療・介護体制の整備ということで、全体計画といたしまして今年度は生涯活躍の

まちの基本計画とか、地域包括ケア計画を策定中でございます。そのほかコミュニティ拠

点の機能設定でありますとか、町内空き家の調査につきましても現在調査を行っていると

ころでございます。その他、しごと・楽しみの提供に係る情報収集・調査、それとまちづ

くり会社立ち上げに向けた協力体制等、事業内容等の計画を行ったうえで計画に沿った事

業内容を進めていこうというものであります。ただいま説明しましたものは、現段階での

案でございまして、本日の町長と語る会の皆様のご意見をはじめ、各種いろいろなニーズ

調査を検証しながら今後計画策定をしていきたいと考えております。以上簡単ではござい

ますが説明を終了します。 

 

 



議題：町立小学校児童数について 

資料３をご覧ください。町立の小学校の児童数について上のグラフですが、住民登録デ

ータをもとに平成 33 年までの推移グラフを作ったものです。また下の表につきましては、

通常学級の 1 クラスあたりの児童数について本年度の各学年の 1 クラスあたりの生徒の数

と、平成 33年の推移表というところでございます。上の表を見ていただきますと今年度羽

合小学校の児童数は 546名、泊小学校が 108名、東郷小学校が 284名でございます。羽合

小学校につきましては、平成 33年までほぼ横ばいの推移で、それから東郷小学校につきま

しては、少し減少傾向ですが 270 人台をキープできるかと思っております。それから泊小

学校につきましては、表のように徐々に減少していって平成 31 年度からは 80 人台という

児童数で推移するというグラフです。泊小学校の開校年度の児童数は、266名とお聞きして

おりますので、やはりだんだんと減ってきているのではないかということでございます。

国が定めております学級数の適正規模というのがございまして、12から 18が適正な規模で

ございますよというところでございます。今年度で見ますと、少人数学級の数でございま

すけど、羽合小が 25、泊小が 8 学級、東郷小が 16 学級で、これは特別支援学級を含めた

数ではございます。それから下の表でございます。1クラスあたり児童数ということでござ

います。こちらの羽合小につきましては、今年度 23 人から 3 年生が 33 人ということで、

33 年になってもだいたい同じようなかたちで、23 から 31 くらいで推移するかたちです。

それから泊小学校につきましては、28 年度に 2 年生が 8 名という実態がございますし、5

年生が一番多くて 21 名でそれぞれ 1 クラス。33 年につきましても 10 台で最高でも 15 人

くらいで推移すると思っております。それから東郷小につきましては、だいたい 22から 25。

平成 33年についても、だいたい同程度で推移するのではないかと思っております。それで

特に小規模の小学校につきましては、体育の球技の活動でありますとか、音楽の合唱など

の学習活動に心配なところが出てくるのではないかというところもございまして、教育委

員会のほうでは、こうした児童数の現状を踏まえて学校の選択制といいますか、そういっ

たかたちを現在検討しているところです。従来ですと校区制でございます。羽合、東郷、

泊ということで校区に分けて通学しているところでございますが、特定の小学校を選択で

きるような制度を考えられないかというところでございます。具体的には羽合小学校から

希望者を対象に泊小学校へも転入できるような制度について検討できたらいう気持ちを持

っているところでございます。羽合小学校のどの地域ということではなく希望者に限って

泊小学校の方へ転入することができる制度について、いま教育委員会の方でも少し考えて

みようということでおります。東郷小学校につきましては、ほぼ適正規模ということでご

ざいますので、現在の状態で続けていくよう考えております。こういった児童数の推移を

見ていただきながら今日ご意見等をいただければありがたく思い、提案させていただいた

ところでございます。よろしくお願いいたします。 

    


