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はじめに−本附属資料の趣旨

本附属資料は、「少子高齢化社会における小中学校の配置と規模に関する資料集（第二

集）」の別冊である。

国立教育政策研究所教育政策・評価研究部を中心にプロジェクト研究「教育条件整備に

関する総合的研究」を始めて本年度が二年目になるが、我が国における小中学校の統合再

編に関連して収集した資料は膨大な量になる。本別冊の本体である資料集第二集は、3本

の全国調査結果をおさめている。そのうち2本は、平成18∼19年度の文部科学省の委託研

究「新教育システム開発プログラム 採択番号19：小中学校配置研究」の一部として実施

されている。さらに、資料集の第一部に収録しているのは、本研究部で実施した統合新校

対象調査結果である。平成18∼20年度に学校統合を経て発足した小中学校を対象としてい

る。

これまで作成してきた資料集の2冊で、現在の我が国の小中学校統廃合の全国的な実態

や課題はほぼ明らかになったと考えられるが、さらに、第二次大戦以降の小中学校統廃合

の状況や全国各地の教育委員会がまとめている答申類の一覧、その内容などの分析は、資

料が膨大な量に及ぶため、別冊とすることとした。本資料集はそのような趣旨で作成され

た。

なお、資料収集や整理等については、本研究所研究補助者の以下二名が担当した。

・青野裕一（WEB調査による全国市区町村教育委員会の小中学校適正配置関係報告書類

一覧作成。一部の県については未完成。）

・西村吉弘（WEB調査資料を用いた全国市区町村の小中学校適正配置計画の概要および

戦後の小中学校統廃合関係新聞記事の一覧の作成）
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Ⅰ WEB調査による全国市区町村教育委員会の小中学校適正配置関係答申類の一覧

都道府県名 市区町村名 委員会等名 文書名 URL 備考
北海道

札幌市 教育委員会 市立小中学校の学校規模の適正化の推進 http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tekisei1.html
江別市 教育委員会 江別市学校適正配置基本計画（素案） http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/tekisei/keikaku/

keikakusoan.html
江別市学校適正配置基本計画（素案）に対する意見募集結果について http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/tekisei/keikaku/

keikakusoaniken.html
学校適正配置検討懇談会 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/tekisei/matome.html

千歳市 教育委員会 真町中学校のあり方について http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/83,0,121,629,html
富丘中学校の分離について http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/83,26557,121,563,html
富丘中学校分離校 基本構想検討会議 http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/83,27747,121,563,html

北広島市 教育委員会 北広島団地内小学校の適正配置について http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/258.html
北広島団地内小学校の学校統合に関する報告会の結果について http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001115.html
北広島団地内小学校の学校統合に関する経過 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/259.html

石狩市 若葉小・紅葉山小統合準備委員会だより http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/education/ckyouiku05008.
html

石狩市立小学校及び中学校の規模・配置等検討について http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/government/kyoudou02968.
html

函館市 教育委員会 市立小・中学校の再編について http://www.hakodate-hkd.ed.jp/gakkyo/saihen/saihen.html
函館市学校教育審議会 函館市における市立小・中学校の再編について（答申文） http://www.hakodate-hkd.ed.jp/gakkyo/saihen/zenbun.pdf

小樽市 小樽市立小・中学校の規模・配置の適正化 http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kyouiku/gakkou/kibo-haiti/kibo-haiti_
tekiseika.htm

倶知安町 倶知安町学校適正配置審議委員会条例 http://reiki.town.kutchan.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa07501831.
html

学校適正配置審議委員会

「倶知安町学校適正配置審議会委員」応募申込書 http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/mpsdata/web/4529/tekihaioubo.pdf
滝川市 教育委員会 学校等の適正配置について http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/kyouikubu/gakkoukyouiku/tekihai/

gakkou_tekiseihaiti.jsp
旭川市 教育委員会 旭川市立小・中学校の適正規模及び適正配置について http://210.148.92.65/files/kyoikuseisaku/tekiseihaiti/keikaku.htm
名寄市 教育委員会 名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の概要 http://www.city.nayoro.lg.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=

AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::6251
名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針を定めました http://www.city.nayoro.lg.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=

AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::5625
愛別町 愛別町学校統合検討委員会 愛別町学校統合検討委員会 http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/05_life/09_kyouiku/01_file_3_2.jsp
猿払村 広報さるふつ 2007年 8月号 pp.2-5 特集 学校適正配置審議会 村内保護者アン

ケート調査結果
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/kouhou/backno/2007/koho0708.pdf

室蘭市 小中学校第２期適正配置計画 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/life58_tekisei.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/life112_tekisei.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/tekisei.html

旭ヶ丘小学校について http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/asahi-jissi.html
鶴ケ崎・東統合中学校の基本設計 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/turu-kihon.html

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/life58_turu-kihon.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/life112_turu-kihon.html

鶴ケ崎・東統合中学校の校名について http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9100/turu-koumeikettei.html
伊達市 伊達市学校適正配置検討委員

会
適正配置検討委員会の答申 http://www.city.date.hokkaido.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/

n96bln0000021rvm.html
説明会の開催状況について http://www.city.date.hokkaido.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/

n96bln000000hwtt-att/n96bln000002hwep.pdf
学校適正配置の概要 http://www.city.date.hokkaido.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/

n96bln000000hwtt-att/n96bln000002a5hz.pdf
伊達市立小中学校適正配置基本方針及び実施計画 http://www.city.date.hokkaido.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/

n96bln000000hwtt-att/n96bln000002a5h6.pdf
小中学校の適正配置（要約図） http://www.city.date.hokkaido.jp/kyouiku/gakkoukyouiku/

n96bln000000hwtt-att/n96bln000002a5hf.pdf
白老町 白老町・白老町教育委員会 白老町立中学校適正配置実施計画 （素案） http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/kyouiku/3-gakkou/tekiseihaiti/

tekiseihaiti-zissikeikaku-gaiyou.pdf
厚真町 厚真町立小学校適正配置計画（工事中） http://www.town.atsuma.lg.jp/content/view/483/
帯広市 教育委員会 小中学校の適正規模・適正配置 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070302tekisei.jsp
帯広市小中学校適正配置等検討委員会 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070303kentouinkai.jsp
帯広市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070304kihonhouhsin.jsp
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都道府県名 市区町村名 委員会等名 文書名 URL 備考
帯広市立小中学校の適正な規模及び配置に関する地域説明会 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070305chikisetsumi.jsp
豊成小学校の適正配置の実施状況について http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070306housei.jsp
東地区中学校の適正配置の実施状況について http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gaxtukoukyouikubu/kikakusoumuka/

d070307higashichiku.jsp
豊頃町 広報とよころ ２００６年７月号(小学校適正配置推進協議会を設置しました) http://www.toyokoro.jp/06pr/file/aidoru7.pdf

広報とよころ ２００６年８月号(小学校統合協議会の合意内容をお知らせします) http://www.toyokoro.jp/06pr/file/aidoru8.pdf
広報とよころ ２００６年９月号(茂岩小学校・豊頃小学校統合協議会) http://www.toyokoro.jp/06pr/file/aidoru9.pdf

浦幌町 広報URAHORO平成17年3月号(学校統合) http://www.urahoro.jp/kouhou/pdf/kouhou200503_02-07.pdf
釧路市 教育委員会 小中学校適正配置計画の実施状況と変更事項（平成１８年度） http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=

genlist&GenreID=1139495675280
小中学校適正配置計画の実施状況と変更事項（平成１７年度） http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=

content&ContentID=1149740661272&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1243472104062

学校のあり方検討委員会最終報告 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=
genlist&GenreID=1139537097228

釧路市学校のあり方検討委員会中間報告の概要 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=
genlist&GenreID=1141112591857

学校のあり方「基本指針と適正配置計画」 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=
genlist&GenreID=1139537060740

統合準備協議会「協議会だより」 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=
genlist&GenreID=1139537022465

厚岸町 教育委員会 厚岸町立学校適正配置計画 http://info.town.akkeshi.hokkaido.jp/pubsys/public/mu1/bin/img/detail/
Tekihai%2019.08.31.pdf

別海町 別海町教育委員会 別海町立小・中学校適正配置計画 http://betsukai.jp/tekiseihaichi/tekisei2.html
別海町立小・中学校適正配置計画（概要） http://betsukai.jp/tekiseihaichi/tekisei.html

青森県
青森市 通学区域再編による教育環境の充実に関する基本計画 http://www.city.aomori.aomori.jp/view.rbz?nd=1242&ik=1&pnp=151&pnp=

152&pnp=1242&cd=540
基本計画に基づく取り組み（平成20年度∼） http://www.city.aomori.aomori.jp/view.rbz?nd=1242&ik=1&pnp=151&pnp=

152&pnp=1242&cd=539
基本計画策定までの取り組み（平成17年度∼19年度） http://www.city.aomori.aomori.jp/view.rbz?nd=1242&ik=1&pnp=151&pnp=

152&pnp=1242&cd=538
八戸市 市立小・中学校の適正配置について http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/12,19599,42,217,html 学校適正配置検討委員会

岩手県 岩手県 公立学校の統廃合資料（昭和36年度以降の公立小学校の統廃合の状況、昭和36年度以
降の公立中学校の統廃合の状況、平成20年度における公立幼稚園・小・中・高等・特
別支援学校の統廃合の状況、平成21年度における公立幼稚園・小・中・高等・特別支
援学校の統廃合の状況）

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?of=2&ik=0&pnp=14&cd=12022

盛岡市 盛岡市小中学校適正配置基本方針（案） http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/kanri/pc-tekiseika/index.html 小中学校適正配置検討委員会
盛岡市小中学校適正配置基本方針（案） についての意見募集結果 http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/kanri/pc-tekiseika/result.html

花巻市 学区再編について http://www.city.hanamaki.iwate.jp/education/kyokikaku/1236925661965.
html

遠野市 遠野市立中学校再編成計画（案）について http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/20,10084,112,html
遠野市立中学校再編成計画（原案）について http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/20,9499,112,html

一関市 より良い教育環境を目指して http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/18,14462,87,250,html
望ましい教育環境づくりを目指して http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/18,11421,87,190,html
市立学校通学区域調整審議会 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/18,9818,132,174,html

釜石市 学校統合実施基本計画 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/10,4648,32,352,html
釜石市立小・中学校統合実施基本計画後期計画【意見募集結果】 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/sections/index.cfm?footer=128

西和賀町 西和賀町教育委員会学務課 町内小学校の適正配置アンケート結果 http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/1,3608,3,1,html
広報にしわが平成20年7月号（小学校適正配置･町の案） http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/8,6052,c,html/6052/0807all.

pdf
広報にしわが平成19年9月号（小学校適正配置で中間案） http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/8,3920,c,html/3920/1909all.

pdf
広報にしわが平成18年2月号（小学校適正配置アンケート結果） http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/8,2206,c,html/2206/0702all.

pdf
藤沢町 広報ふじさわNo.663 2009年4月号（第1特集 統合《第1部》閉校） http://www.town.fujisawa.iwate.jp/kohou/09/2009-04.pdf

広報ふじさわNo.664 2009年5月号（第1特集 統合《第2部》開校） http://www.town.fujisawa.iwate.jp/kohou/09/2009-05.pdf
住田町 広報すみた 平成19年8月号 (No.575)pp.2-3（下有住小学校、上有住小学校統合、検

討委員会 新校名「有住小学校」を答申）
http://www.town.sumita.iwate.jp/chousei/koho/No575/koho575_P02-03.
pdf

広報すみた 平成19年6月号 (No.573)pp.6-7（下有住小学校と上有住小学校が統合へ）http://www.town.sumita.iwate.jp/chousei/koho/No573/koho573_P06-07.
pdf
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都道府県名 市区町村名 委員会等名 文書名 URL 備考
広報すみた 平成19年2月号 (No.569)pp.10-11（学校統合問題を考える） http://www.town.sumita.iwate.jp/chousei/koho/No569/koho569_P10-11.

pdf
田野畑村 広報たのはた 2002年4月号（地域に愛された学び舎が閉校に さようなら猿山分校） http://www.vill.tanohata.iwate.jp/tanohata/contents/f_110/f_2002/f_04/p_

02
宮城県

仙台市 教育委員会 市立小・中学校の一定規模確保に向けた取組み http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/index.html
小・中学校適正規模等検討委
員会

仙台市立小・中学校適正規模等検討委員会の審議経過 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/tekiseika.html

「仙台市立小・中学校の一定規模，適正配置に関する基本的な考え方及び具体的方策
（中間報告）

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/tekiseika.tyukan.html

「仙台市立小・中学校の一定規模，適正配置に関する基本的な考え方及び具体的方策
（最終報告）

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/pdf/tekiseikasaishu2.pdf

教育委員会 仙台市立小・中学校の一定規模確保に向けた基本方針（平成20年8月） http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/pdf/kihon.pdf
教育委員会 仙台市立小・中学校の一定規模確保に向けた実施方針（平成20年8月） http://www.city.sendai.jp/kyouiku/tekiseika/pdf/jisshi.pdf

市政だより2006年3月号 特集1 市立小・中学校の規模や配置を検討しています http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/shisei/old/sis0603/tokushu01.
html

白石市 広報しろいし昭和57年10月号（昭和60年度開校をめざし統合中学校構想） http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/koho_back/pdf/k001_19821001_279.pdf
登米市 教育委員会 登米市学校統合構想 http://www.city.tome.miyagi.jp/kyoiku/documents/gakkoutougoukousou.

pdf
なぜ学校統合するの？ http://www.city.tome.miyagi.jp/kyoiku/gakkoutougou.html
学校統合の現在の状況 http://www.city.tome.miyagi.jp/kyoiku/tougoukeii.html
空き学校等の活用について http://www.city.tome.miyagi.jp/kyoiku/gakkousisetukatuyou.html

栗原市 市立小中学校・幼稚園の適正規模、配置 http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/procedure/education/
tekiseikibo.html

栗原市学校教育環境検討委員
会

ここから本文意見募集の結果を考慮し公表した中間報告 http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/procedure/education/
tekiseikibo/tyukan.html

栗原市学校教育環境検討委員
会

ここから本文市立小中学校・幼稚園の適正規模、配置などの答申（最終報告） http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/procedure/education/
tekiseikibo/saisyu.html

教育委員会 栗原市立学校再編計画 http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/procedure/education/
tekiseikibo/keikaku.html

「市立小中学校・幼稚園の適正規模、配置」に関するリンク http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/procedure/education/
tekiseikibo/saihen_link.html

丸森町 丸森町立中学校再編検討委員
会

丸森町立中学校再編検討委員会 答申書 http://www.town.marumori.miyagi.jp/hp/jimukyoku/index.html

丸森町立中学校再編検討委員会第１∼8回議事録・資料 http://www.town.marumori.miyagi.jp/hp/jimukyoku/menu.html
大和町 大和町中学校再編計画について http://www.town.taiwa.miyagi.jp/osirase/chugakusaihen.html

「町民懇談会」皆さんの「声」を町政に―テーマ２「小・中学校の今後のあり方」に
ついて

http://www.town.taiwa.miyagi.jp/kondan/h1607chomin.html

大郷町 小中学校統合（大郷町立学校適正規模検討委員会答申） http://www.town.miyagi-osato.lg.jp/11_kurashi_no_guide/kyouiku-bunka/
syou_chuu/tekiseikibo-toushin/tekiseikibokentoui-toushin.htm

大郷町立学校適正規模検討委
員会

答申内容詳細について http://www.town.miyagi-osato.lg.jp/11_kurashi_no_guide/kyouiku-bunka/
syou_chuu/tekiseikibo-toushin/toushinnaiyou.htm

秋田県 秋田県 教育委員会 平成２１年度学校新設及び平成２０年度末学校統廃合の状況 http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1141022814779&SiteID=0

能代市 能代市立学校の統合と学区再編について http://www2.city.noshiro.akita.jp/NSHomePage.nsf/
dff3f1fbca6c405749256a8e0018aa64/
8eb4a24756f4de4e492570290017a0ea?OpenDocument

「能代市立学校統合協議会・能代市立学校学区適正化推進協議会」への諮問事項
（H16.6.3）

http://www2.city.noshiro.akita.jp/NSHomePage.nsf/
dff3f1fbca6c405749256a8e0018aa64/
e55122b364d596ba49256eac000246b5?OpenDocument

「能代市立学校統合協議会・能代市立学校学区適正化推進協議会」からの答申
(H16.11.25)

http://www2.city.noshiro.akita.jp/NSHomePage.nsf/
dff3f1fbca6c405749256a8e0018aa64/
2cf3623efbc6267a49256f6500294379?OpenDocument

統合と学区再編に向けた今後の取組 http://www2.city.noshiro.akita.jp/NSHomePage.nsf/
dff3f1fbca6c405749256a8e0018aa64/
6b8cf83e4c56821f492570290027944f?OpenDocument

新小学校２校の校名について http://www2.city.noshiro.akita.jp/NSHomePage.nsf/
dff3f1fbca6c405749256a8e0018aa64/
b0a488a4229fcc28492570b600028b3f?OpenDocument

八峰町 新設小学校特集ページ http://www.town.happou.akita.jp/index.php?oid=944&dtype=1000&pid=22
秋田市 秋田市小・中学校の適正配置等について http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/tekiseihaiti/tekiseihaiti.htm

秋田市小・中学校適正配置検
討委員会

秋田市小・中学校の適正配置等について（提言書） http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/tekiseihaiti/teigen.pdf
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由利本荘市 教育委員会 小・中学校耐震化及び統廃合計画 http://www.city.yurihonjo.akita.jp/www/contents/1233188892068/files/

000.pdf
由利本荘市学校環境適正化計画・耐震化計画を公表します http://www.city.yurihonjo.akita.jp/icity/browser?ActionCode=

content&ContentID=1233188892068&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1245118577147

学校環境適正化計画書（抜粋） http://www.city.yurihonjo.akita.jp/www/contents/1233188892068/files/1.
pdf

由利本荘市立小・中学校耐震化計画及び統廃合計画 http://www.city.yurihonjo.akita.jp/www/contents/1233188892068/files/2.
pdf

広報「ゆりほんじょう」ＮＯ.９３ ２００９年２月１日号 http://www.city.yurihonjo.akita.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1233630711856&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1245119000268

美郷町 「美郷町望ましい学校規模を考える委員会」による意見書を報告します http://www.town.misato.akita.jp/madoguchi/gakumu/gakkoshourai/
gakkoukibo/ikensho.asp

「美郷町学校将来構想検討委員会」による提言書を報告します http://www.town.misato.akita.jp/madoguchi/gakumu/gakkoshourai/
gakkoshoraikousoukentouiinkai/teigensho.asp

美郷町学校将来構想の策定について http://www.town.misato.akita.jp/madoguchi/gakumu/gakkoshourai/
misatogakkokyouikukosou/gakkoshouraikousou.asp

広報「美郷」平成20年4月号pp12-13（「美郷町望ましい学校規模を考える委員会」が
意見書をまとめる）

http://www.town.misato.akita.jp/download/2253/200804p12-13.pdf

横手市 学校統合推進室 http://www.city.yokote.lg.jp/kakuka/gakkotogo/kakuka_gakkotogo.jsp
湯沢市 湯沢市学校教育環境適正化検討委員会 http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/doc/

c899874bb5d67a88492572ab001c12a8?OpenDocument
湯沢市学校教育環境適正化検
討委員会

湯沢市学校教育環境適正化に関する中間報告 http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/doc/
762A6F6AC089844B4925728100023742?OpenDocument

湯沢市学校教育環境適正化に関する答申 http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/doc/
5B203B2434BA7F86492572AB001CAF92?OpenDocument

山形県
山形市 教育委員会 望ましい学校規模の実現にむけて http://www.city.yamagata.yamagata.jp/view.php?g=710200&s=

710200001&n=23
上山市 上山市立小・中学校将来構想

検討委員会
要綱 http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/kanrika/top/

%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%86.pdf
委員名簿 http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/kanrika/top/

%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf
諮問内容 http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/kanrika/top/

%E3%81%97%E3%82%82%E3%82%93.pdf
会議録 http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/kanrika/sakuin/

kentouiinkai%20sakuin.htm
尾花沢市 市報尾花沢3月15日号No.678p.16（小中学校統廃合計画の推進状況報告） http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/usr/public/20090315/

20090313143321.pdf
お知らせ版3月１日号No.381号pp.2-3（尾花沢市小中学校統廃合実施計画（案）） http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/usr/public/20080301/

20080229130810.PDF
大石田町 教育委員会 大石田町立小中学校統廃合基本計画 http://www.town.oishida.yamagata.jp/life/school/kihonkeikaku.pdf

学校統合に関するアンケート調査結果報告及び住民説明会のご案内について http://www.town.oishida.yamagata.jp/life/school/kekka.pdf
真室川町 平成20年度安楽城地区小学校統合座談会 http://www.yume-net.org/modules/smartsection/item.php?itemid=318

安楽城地区小学校統合アンケート結果 http://www.yume-net.org/modules/smartsection/item.php?itemid=288
広報誌2009年01月 496号 10ページ（安楽城地区小学校統合座談会を開催） http://www.yume-net.org/search/pr/pdf/200901-0496-10.pdf
広報誌2008年11月 494号 12ページ（安楽城地区小学校統合座談会） http://www.yume-net.org/search/pr/pdf/200811-0494-12.pdf
広報誌2008年10月 493号 6ページ（安楽城地区小学校統合アンケート調査結果 ∼よ
りよい学校運営を図るために∼）

http://www.yume-net.org/search/pr/pdf/200810-0493-06.pdf

米沢市 米沢市立学校適正規模・適正配置等検討委員会設置要綱 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/am70010641.
html

米沢市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/am70002801.
html

高畠町 高畠町小中学校再編統合検討
委員会

高畠町における町立小中学校の再編統合について http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/toshinsyo.pdf 高畠町学校統廃合検討委員会

高畠町中学校再編統合についてご意見を募集します http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/chugakkou_iken.html
（参考資料）中学校の再編統合について http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/setumei.pdf
（参考資料）生徒数の推移 http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/seitosu.pdf
（参考資料）中学校再編統合例 http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/saihenrei.pdf
（参考資料）学校規模による教育活動の長所 http://www.town.takahata.yamagata.jp/oshirase/chosho.pdf

酒田市 小・中学校の学区改編 http://www.city.sakata.lg.jp/contents/top_index.asp
鳥海中学校、八幡中学校の統合 平成２０年６月現在の話題・情報をお知らせします http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180810
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鳥海中学校、八幡中学校の統合 平成２０年９月現在の話題・情報をお知らせします http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180840
第一中学校、第五中学校の統合 平成２０年８月現在の話題・情報をお知らせします http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180830
八幡小学校、大沢小学校及び日向小学校の統合 平成２０年７月現在の話題・情報を
お知らせします

http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180820

八幡小学校、大沢小学校及び日向小学校の統合 平成２０年１１月現在の話題・情報
をお知らせします

http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180821

八幡小学校、大沢小学校及び日向小学校の統合 新「八幡小学校」が開校しました http://www.city.sakata.lg.jp/Contents/View.asp?BOXNO=180822
庄内町 統合準備委員会だより第10号（最終号 平成21年3月31日 発行） http://www.town.shonai.lg.jp/hp/page000004200/hpg000004196.htm

統合準備委員会だより第９号（平成20年12月16日 発行） http://www.town.shonai.lg.jp/hp/page000003200/hpg000003146.htm
過去の統合準備委員会だより http://www.town.shonai.lg.jp/hp/page000001000/hpg000000997.htm

* 狩川小学校・清川小学校・立谷沢小学校 統合に関する地域説明会資料 http://www.town.shonai.lg.jp/hp/menu000003900/hpg000003887.htm
福島県

須賀川市 「市立小中学校通学区域審議会委員」を募集 http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Article-47503-1566.
html

平田村 平田村立学校統廃合検討委員
会

平田村立学校統廃合検討委員会要綱 http://www.vill.hirata.fukushima.jp/reiki_int/reiki_honbun/ac57005591.
html

小野町 教育環境整備の基本方針 http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/
kyouikusoumu/kyouiku/on_kyouikuka__kihonhousin.jsp

小野町教育環境検討委員会の提言が出されました！ http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/
kyouikusoumu/kyouiku/on_kyouikuka__kannkyou.jsp

小野町教育環境検討委員会 小野町のこれからの教育環境のあり方について提言書 http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/
kyouikusoumu/kyouiku/on_kyouikuka__kannkyou_2.jsp

会津若松市 河東学園小学校が 河東学園小学校が 開校しました 開校しました http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j//oshirase/n_i/20070501/
pdf-img/02-03.pdf

市政だより平成19年5月1日号（河東学園小学校が開校しました） http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j//oshirase/n_i/20070501/n_
i010.htm

市政だより平成11年5月1日号（湊小学校が開校しました） http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j//oshirase/n_i/199905/n_
i010.htm

喜多方市 喜多方市立小・中学校適正配
置等検討委員会

小・中学校の適正配置（統廃合）の検討が進められています（喜多方市立小・中学校
適正配置等検討委員会設置要綱、委員名簿、第1回∼第5回会議資料、第1回から第5回
会議録、提言書）

http://www.city.kitakata.fukushima.jp/2611/27/1594/1604/005486.html

北塩原村 広報きたしおばら7月号No.292平成18年7月10日（北山・大塩小学校及び幼稚園を北
山に統合する条例を廃止する条例案否決）

http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/gyosei/PDF/200607.pdf

会津坂下町 あいづばんげ 平成１９年７月号（第515号）pp.2-3（シリーズ学校統合① 会津坂下
町教育施設適正配置実施計画∼小・中学校統合について∼）

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/hisyokouhou/
contents/pdf/h19/07/file01.pdf

あいづばんげ 平成１９年８月号（第516号）p.8（シリーズ学校統合② 会津坂下町
教育施設適正配置実施計画∼幼保一元化に向けて∼）

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/hisyokouhou/
contents/pdf/h19/08/file02.pdf

あいづばんげ 平成１９年11月号（第519号）p.24（シリーズ学校統合③ 通学体験
をしました！）

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/hisyokouhou/
contents/pdf/h19/11/file04.pdf

あいづばんげ 平成２０年３月号（第523号）pp.2-3（シリーズ学校統合④） http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/hisyokouhou/
contents/pdf/h20/03/file01.pdf

あいづばんげ 平成20年4月号（第524号）pp.2-4（シリーズ学校統合⑤） http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/hisyokouhou/
contents/pdf/h20/04/file01.pdf

会津坂下町議会：議会だよりＮｏ．１４３（平成19年1月25日発行）p.9（学校教育施
設適正配置「平成20年、第一次統合」は）

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/gikai/pdf/h19/01/
file02.pdf

会津坂下町議会：議会だよりＮｏ．１４６（平成19年10月25日発行）p.9（学校第一次
統合の安全対策は）

http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/gikai/pdf/h19/10/
file02.pdf

会津美里町 会津美里町本郷地域統合小学校整備公募型プロポーザル募集要領 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/resources/content/6920/
20090609-162536.pdf

南会津町 上郷小最後の卒業式と閉校式 http://minamiaizu.org/kouhou/20_kouhou/pdf/2008_04/2008_4_6-7.pdf
茨城県

水戸市 水戸市立小中学校学区審議会 http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=1540
石岡市 石岡市小中学校統合計画審議

会
石岡市小中学校の適正規模・適正配置等について（答申） http://www.city.ishioka.lg.jp/811k_soumu/tekiseitoushin.html

石岡市立小・中学校適正配置
等検討委員会

石岡市立小・中学校適正配置等に関する答申 http://www.city.ishioka.lg.jp/811k_soumu/toushin.html

『石岡市小・中学校適正配置に関するアンケート』の集計 http://www.city.ishioka.lg.jp/812g_kanri/812index.htm
結城市 結城市立中学校の通学区域の変更について http://www.city.yuki.lg.jp/9/8772.html 結城市立小中学校学区編成審議

会
龍ケ崎市 龍ケ崎市立小中学校適正規模適正配置審議会の委員募集 http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/gakkousinngikai
下妻市 下妻市立幼稚園及び小中学校適正規模適正配置検討委員会規則 http://www.city.shimotsuma.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae01008971.html
常陸太田市 常陸太田市議会だよりNo.113 2008年8月8日p.5（学校教育と施設整備について） http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/gikai/6info/113/0808gikai-113.pdf
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常陸太田市議会だよりNo.114 2008年11月7日p.9（１ 学校施設の規模・配置・適正
化について）

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/gikai/6info/114/0811gikai2-114.pdf

常陸太田市議会だよりNo.115 2009年2月6日p.6（１ 小学校の統廃合問題について）http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/gikai/6info/115/0902gikaiL-115.pdf
高萩市 高萩市における学校の適正配置について― 「高萩市のよりよい教育環境あり方委

員会」答申の概要 ―
http://www.jsdi.or.jp/~taka-kyo/80gakkoutekiseihaiti.html

北茨城市 「小・中学校の適正規模等」の記事 http://www.city-kitaibaraki.jp/modules/culture/index.php?cat_id=12
小・中学校の適正規模等検討委員会を設置しました http://www.city-kitaibaraki.jp/modules/culture/index.php?content_id=49
小・中学校の適正規模等アンケートにご協力ください http://www.city-kitaibaraki.jp/modules/culture/index.php?content_id=50
小・中学校の適正規模等アンケートご協力ありがとうございました。 http://www.city-kitaibaraki.jp/modules/culture/index.php?content_id=57

北茨城市立小・中学校適正規
模等検討委員会

北茨城市立小・中学校の適正規模及び適正配置について-答申- http://www.city-kitaibaraki.jp/modules/culture/index.php?content_id=56

広報きたいばらき 2009年3月号（No.634）p.7（北茨城市立小・中学校適正規模等ア
ンケート結果報告）

http://www.city-kitaibaraki.jp/uploads/fckeditor/13/kouhou/09-03/2009_
03_06.pdf

取手市 取手市立小中学校適正配置基本計画を策定しました http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/13,32714,73,368,html
市立小中学校適正配置計画策定に対する意見募集の結果について http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/13,29743,73,368,html

取手市立小中学校適正規模適
正配置審議会

取手市立小中学校適正規模適正配置審議会からの答申について http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/13,26891,73,368,html

市立小中学校に関する市民意識調査 http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/13,22215,73,368,html
審議会への諮問理由 http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/13,17842,73,358,html

つくば市 20-04つくば市学校等適正配置計画（案） http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/855/3409/004182.html
つくば市学区審議会 平成19年度学区審議会答申書 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/dbps_data/_material_/localhost/kyo/

gakumu/H19gakkusinngi-tousin.pdf
平成20年度学区審議会答申書 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/dbps_data/_material_/localhost/kyo/

gakumu/H20gakkusinngi-tousin.pdf
常陸大宮市 教育委員会 「常陸大宮市義務教育施設適正配置実施計画」が策定されました http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/gyousei/03kakuka/index.html

広報常陸大宮 2月号[平成19年度] No.41 pp.8-11 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kouhou/pdf/kouhou/19/0802/08-11.pdf
稲敷市 学校及び幼稚園適正配置検討委員会 http://www.city.inashiki.lg.jp/06_buka/07_kyouikuiinnkai/01_

kyouiku-soumu/04_tekisei-haiti-i.html
桜川市 桜川市立小中学校適正規模等検討委員会 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/index.php?code=139
神栖市 神栖市立学校適正規模適正配置検討委員会設置要項 http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/07_government/_soumu/reiki_int/reiki_

honbun/ar21609711.html
広報かみす No.71 2008年（平成20年）１０月１５日号p.10（学校適正規模適正配置
検討委員募集）

http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/07_government/_simin_kyoudo/
kouhou/H20/201015/10.pdf

行方市 お知らせ[行方市学校等適正配置実施計画を公表します] http://www.itwill.jp/cl/namegata/cgi-bin/upsys/view_hp.cgi?mode=
news&mode2=detail&n_no=909

行方市学校等適正配置実施計画策定委員会設置要項 http://www.city.namegata.ibaraki.jp/gyousei/reiki/reiki_int/reiki_honbun/
ar22807931.html

鉾田市 広報ほこた 平成21年5月号 Vol.44 p.6（これからの学校づくり①∼未来の子どもた
ちのために∼）

http://www.city.hokota.lg.jp/kohoshi/pdf/200905.pdf

広報ほこた 平成21年6月号vol.45 p.4（これからの学校づくり②∼未来の子どもたち
のために∼）

http://www.city.hokota.lg.jp/kohoshi/pdf/200906.pdf

大洗町 小学校校舎整備計画説明会 http://www.town.oarai.lg.jp/~gakukyo/gakko/info_g_3_492.html
城里町 学校再編検討協議会 http://www.town.shirosato.ibaraki.jp/kyouiku/kyouiku/saihen.html
大子町 だいご議会だより No.156 平成21年1月9日 p.11（大子町における小中学校適正配置

の方針（案））
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/kurashi/kouhou/pdf/gikai/h21/
090109no156.pdf

大子町立小中学校適正配置等検討委員会設置要綱 http://www.town.daigo.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/e0440705001.
html

阿見町 阿見町立学校通学区域選定審議委員会規程 http://www.pref.ibaraki.jp/towns/index.html
河内町 広報かわち 2006年12月号（453）（第1回学校統合検討委員会が開催されました） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2006/pdf/12/all.pdf

広報かわち 2007年2月号（455）（第2回小・中学校統合検討委員会開催） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2007/pdf/02/all.pdf
広報かわち 2007年3月号（456）（中学校統合にかかる説明会） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2007/pdf/03/all.pdf
広報かわち 2007年9月号（462）（学校統合についてみんなで考えてみよう） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2007/pdf/09/all.pdf
広報かわち 2007年10月号（463）（学校統合についてみんなで考えてみよう） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2007/pdf/10/all.pdf
広報かわち 2007年11月号（464）（小中学校統合に関するアンケート集計結果） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2007/pdf/11/all.pdf
広報かわち 2008年6月号（471）（小中学校統合計画について） http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2008/pdf/06/all.pdf

利根町 利根町立小学校適正配置検討委員会規程 http://www.town.tone.ibaraki.jp/info/index.html 中学校統合検討委員会
栃木県

宇都宮市 学校規模の適正化に向けた通学区域見直し実施計画(案)に関するパブリックコメン
ト（結果）

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/koho/publiccomment/001464.html 学校規模の適正化に向けた通学
区域見直し実施計画（案）

宇都宮市立小中学校の適正規模化に関する懇談会 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/johokokai/kaigiroku/004086.html
宇都宮市通学区域審議会 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/johokokai/kaigiroku/004087.html

真岡市 真岡小学校・真岡西小学校の学区が変わります ∼平成21年4月から∼ http://www.moka-tcg.ed.jp/kyouiku/news/kyomunews080326.pdf
大田原市 黒羽統合中学校 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/8,3208,29.html
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大田原市立小中学校適正配置に関する検討委員会設置要綱 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/reiki/act/content/content110001161.

htm
那須塩原市 那須塩原市立小中学校通学区

審議会
那須塩原市立小中学校通学区審議会から最終答申が出ました http://www.city.nasushiobara.lg.jp/icity/browser?ActionCode=

content&ContentID=1237358754861&SiteID=0&ParentGenre=1141113894247
那須塩原市立小・中学校の適正数（配置）及び通学区域に対するみなさんの意見を聞
かせてください。

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1206849134119&SiteID=0&ParentGenre=1141113420625

今後の那須塩原市立小中学校児童生徒の通学区域について（諮問） http://icity2.city.nasushiobara.lg.jp/www/contents/1206849134119/
activesqr/common/other/47ef1d34002.pdf

那須烏山市 広報 那須烏山 2006年３月号 No.6 pp.2-6 （烏山地区公立学校統合計画の経過）http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kouhou/kouhou_main/kouhou0603.
pdf

下野市 下野市学校適正配置検討委員会 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/menu000003400/hpg000003361.htm
下野市学校適正配置検討委員会設置要綱 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/ar29508831.

html
益子町 広報ましこ 平成２０年８月号（第５１７号）p.5 （益子町立小学校「学校統合」の

結果状況について）
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/kouhou/0808/05.pdf

那須町 那須町学校適正配置等検討委員会設置要綱 http://www.town.nasu.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000268.htm
那珂川町 広報なかがわ平成18年12月号pp.2-3 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/h18/0612/files/2-3.pdf

広報なかがわ平成19年度2月号p.7 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/10kouhou/h19/0802/files/06-07.
pdf

群馬県
前橋市 教育委員会 前橋市立小中学校の適正規模・適正配置について http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/15400073/15400073.html

教育委員会 前橋市立小中学校の適正規模・適正配置基本方針 http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/Files/1/15400073/attach/
kihonhousin.pdf

第四中学校適正規模地区委員会からのお知らせ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/15400092/15400092.html
第二中学校適正規模地区委員会からのお知らせ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/15400091/15400091.html
滝窪小学校金丸分校適正規模地区委員会からのお知らせ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/15400088/15400088.html
東小学校適正規模地区委員会からのお知らせ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ctg/15400087/15400087.html

前橋市立小中学校の適正規模
に係る諮問委員会

前橋市立小中学校の適正規模・配置について（中間答申） http://www.city.maebashi.gunma.jp/os/Files/OS/4/542/1/tyuukantoushin.
pdf

桐生市 学校適正配置 http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/
10721ebeb31f439e492568f9002e676c/
130312613940851049256fe100833007?OpenDocument

教育環境推進室のページ http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/
10721ebeb31f439e492568f9002e676c/
833c2ddc1332f96149256fa90001c685?OpenDocument

安中市 安中市小中学校適正規模及び配置に関する審議会条例 http://www.city.annaka.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar35407171.html
甘楽町 広報かんら 2008年７月１日号（No.591）pp.2-3（甘楽町立学校適正配置検討委員会

について）
http://www.town.kanra.gunma.jp/cgi-bin/odb-get.exe/koho_160615-00.
pdf?WIT_oid=icityv2::Content::10313&WIT_ctype=application/pdf&WIT_
jasminecharset=SHIFTJIS

広報かんら 2008年１２月１日 （No.597）p.6（くらしの情報板 町立学校適正配
置検討委員会の秋畑地区説明会）

http://www.town.kanra.gunma.jp/cgi-bin/odb-get.exe/200901-0607.
pdf?WIT_oid=icityv2::Content::9035&WIT_ctype=application/pdf&WIT_
jasminecharset=SHIFTJIS

広報かんら 2009年２月１日 （No.599）p.11（答申書を町長へ提出∼学校適正配置
検討委員会）

http://www.town.kanra.gunma.jp/cgi-bin/odb-get.exe/200201-1013.
pdf?WIT_oid=icityv2::Content::9363&WIT_ctype=application/pdf&WIT_
jasminecharset=SHIFTJIS

長野原町 長野原町立学校統合問題審議会設置条例 http://www.town.naganohara.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/
ae24502261.html

六合村 広報くに 2008年3月号（小学校統合についての経過(最終回)） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol012/koho01.html 小学校統合検討委員会
広報くに 2008年2月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol011/koho01.html
広報くに 2008年1月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol010/koho01.html
広報くに 2007年12月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol09/koho01.html
広報くに 2007年11月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol08/koho01.html
広報くに 2007年10月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol07/koho01.html
広報くに 2007年9月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol06/koho01.html
広報くに 2007年8月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol05/koho01.html
広報くに 2007年7月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol04/koho01.html
広報くに 2007年6月号（小学校統合についての経過） http://www.vill.kuni.gunma.jp/kunitimes/2007vol03/koho01.html

埼玉県
さいたま市 平成20年度第1回さいたま市立小・中学校通学区域審議会 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1107475478162/index.html

平成２０年度第２回さいたま市立小・中学校通学区域審議会 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1235448365552/index.html
平成18年度第1回さいたま市立小・中学校通学区域審議会議事録 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1160977392736/index.html
平成１７年度第１回さいたま市立小・中学校通学区域審議会議事録 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1126154653023/index.html
平成１７年度第２回さいたま市立小・中学校通学区域審議会議事録 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1138855962209/index.html
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行田市 行田市公立学校通学区域等審

議会
学校通学区域・統廃合答申書 http://www.city.gyoda.lg.jp/40/01/10/kyoiku/iinkai/sosiki/tugaku_kuiki.

html
行田市公立学校の通学区域及び統廃合について（答申） http://www.city.gyoda.lg.jp/k_soumu/tuugakukushingikai/imagefolder/

toushin1.pdf
加須市 加須市立中学校通学区域審議会規則 http://www.city.kazo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae31102291.html
本庄市 東中学校改築事業に伴う「西中学校との統合」について http://www.city.honjo.lg.jp/sichou/mail/kyouiku/h19/k1130_2.html

本庄市立小・中学校通学区域再設定協議会設置条例 http://www.city.honjo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2930255001.html
春日部市 春日部市立小・中学校学区審議会の概要 http://www.city.kasukabe.lg.jp/public/info01.nsf/

8127e655d0a511d849257031004bbe01/
2ec05502568b56854925754d001081ac?OpenDocument

平成20年度 第1回春日部市立小・中学校学区審議会 結果概要 http://www.city.kasukabe.lg.jp/public/info01.nsf/
8127e655d0a511d849257031004bbe01/
200c4aa4d0df81904925754c001cbac9?OpenDocument

羽生市 羽生市立学校適正規模審議会規程 http://www.city.hanyu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae31702371.html
草加市 草加市立小・中学校適正規模適正配置調査検討委員会設置要綱 http://www.city.soka.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae32209981.html

草加市立小中学校通学区域審議会条例 http://www.city.soka.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae32202651.html
越谷市 越谷市立城ノ上小学校の開校について http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/sisei/kyoikuiin/gakkokyoiku/

sironoue_open/index.html
戸田市 戸田市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.toda.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae32502831.html 小・中学校通学区域審議会

戸田市立小・中学校通学区域に関する規則 http://www.city.toda.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae32502841.html
志木市 志木市立小・中学校通学区域の一部変更について http://www.city.shiki.lg.jp/resources/content/5007/20090326k01.pdf

夢を育む教育環境を充実する事業（志木市独自の少人数学級編制の充実） http://www.city.shiki.lg.jp/52,3184,211,704.html
夢を育む教育環境を充実する事業（25人程度学級） http://www.city.shiki.lg.jp/52,3185,211,704.html
広報しき ２００８年４月号Ｎｏ．４５２ pp.2-3（新入生の状況と市の教育の取
組みをお知らせします）

http://www.city.shiki.lg.jp/resources/content/4836/
welcome03-kouhoushiki_maitsukihakkou_200804.pdf

広報しき ２００９年４月号Ｎｏ．４６４ pp.2-4（新入生の状況と市の教育の取
組みをお知らせします）

http://www.city.shiki.lg.jp/resources/content/10491/20090528-170639.pdf

和光市 和光市立学校通学区域変更調査会 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_6102/_6103/_6104/_6105/gyo_
machi_3_1_111.html

和光市立小・中学校適正配置・適正規模等検討委員会 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_6102/_6103/_6104/_6105/_7717.
html

新座市 にいざ市議会だより 133号（小学校の統廃合問題について問う） http://www.city.niiza.lg.jp/11gikai/gikaidayori/dayori1/dayori133.html
桶川市 広報おけがわ NO.856 2006年1月号pp.2-3 （桶川南小学校・桶川北小学校統合事

業）
http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/202010/20010n/1801/no856-02.pdf

桶川市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/301010/10010n/reiki_int/reiki_honbun/
ae33202741.html

おけがわ市議会だよりＮｏ．１４１ １２月定例会 平成１８年２月１５日発行
p.4（北小学校と南小学校が統合へ）

http://www.city.okegawa.lg.jp/GikaiHome/GikaiDayori/gikaidayori141b.
pdf

八潮市 広報やしお 平成16年10月号 p.10 （学校は地域社会の支えがあってのもの） http://www.city.yashio.lg.jp/www/contents/1172207459445/html/
common/other/45de7835007.pdf

小中学校通学区域審議会

坂戸市 坂戸市いきいき学舎検討委員会設置要綱 http://www.city.sakado.lg.jp/reiki/41892050000600000000/
41892050000600000000/41892050000600000000.html

坂戸市立小・中学校学区審議会

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市立小・中学校学区審議会 第1回 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/singikai/kaigiroku_17/gakku/no1.htm
鶴ヶ島市立小・中学校学区審議会 第2回 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/singikai/kaigiroku_17/gakku/no2.htm
鶴ヶ島市立小・中学校学区審議会 第3回 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/singikai/kaigiroku_17/gakku/no3.htm
鶴ヶ島市立小・中学校学区審議会 第4回 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/singikai/kaigiroku_17/gakku/no4.htm

吉川市 吉川市立小中学校学区審議会 http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/8,337,41,185.html
ふじみ野市 東台小学校関連情報 http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/children/oidainana.html

市報ふじみ野2006年7月号p.15（ふじみ野市立小・中学校学区審議会が始まりました）http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/press/pdf/200607/14-15.pdf
市報ふじみ野2006年8月号p.4（小・中学校学区審議会経過報告） http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/press/pdf/200608/04-05.pdf

伊奈町 伊奈町立小・中学校通学区域審議会設置規則 http://www.town.saitama-ina.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e3450202001.html
小川町 小川町立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.town.ogawa.saitama.jp/info/reiki_int/reiki_honbun/

ae35401871.html
川島町 川島町立学校通学区域審議会規則 http://www.town.kawajima.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae35702361.

html
吉見町 吉見町立学校通学区域審議会規則 http://www.town.yoshimi.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e3580207001.

html
鳩山町 広報はとやま２００６年５月１日Ｎｏ．４０８p.4（鳩丘・松栄小学校統合について）http://www.town.hatoyama.saitama.jp/kouhou/2006.5gatu/4.pdf 鳩丘・松栄小学校統合検討委員

会
広報はとやま２００６年11月１日Ｎｏ．414pp.8-9（鳩丘・松栄両小学校統合後の校
名が決まりました）

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/kouhou/2006.11gatu/8-9.pdf

皆野町 皆野町立小学校統合問題検討委員会設置要綱 http://www.town.minano.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae36102161.
html
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鷲宮町 鷲宮町立小中学校適正規模適正配置審議会条例 http://www.town.washimiya.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/

ae39006021.html
「鷲宮町立小中学校の適正な規
模について」「鷲宮町立小中学
校の適正な配置について」の答
申

鷲宮町立小・中学校通学区域審議会規則 http://www.town.washimiya.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/
ae39002271.html

杉戸町 杉戸町立小中学校通学区域審議会規則 http://www.town.sugito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae39102711.html
千葉県

千葉市 千葉市の学校適正配置について http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/
chibachinotekiseihaichi.html

第２次千葉市学校適正配置検討委員会について http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/2tekiseihaichi.html
第２次千葉市学校適正配置検討委員会「答申」 http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/tekisei2_toushinn.

html
第１次学校適正配置の取り組みについて http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/tougou_shiryou_

index.html
千葉市学校適正配置実施方針について http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/

tekiseihaichijissihoshin.html
教育だより ちば第67号平成19年10月（特集２：学校適正配置実施方針を策定） http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/download/dayori_

vol_67.pdf
教育だより ちば第66号平成19年6月（特集２：学校の適正配置に向けて） http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/download/dayori_

vol_66.pdf
教育だより ちば第51号平成16年7月（特集２：小学校の適正配置（統合）について）http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/download/dayori_

vol_51.pdf
教育だより ちば第49号平成16年3月（特集：小学校の適正配置（統合）について） http://www.city.chiba.jp/education/dayori/49/index.html

銚子市 小・中学校等再編関係 http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/education/ky_soumu/kaikaku/
syoutyu/saihen.html

銚子市小・中学校等再編検討委員会設置要綱 http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/education/ky_soumu/kaikaku/
syoutyu/saihen_youkou.pdf

広報ちょうし 2009.2 p.2（小・中学校等の再編 小・中 学 校 等 の 再 編 小・中学校
等の再編）

http://www.city.choshi.chiba.jp/kouhou/pdf/20090201/kouhou02.pdf

広報ちょうし 平成18年３月15日号 p.2（学校再編が進んでいます） http://www.city.choshi.chiba.jp/kouhou/pdf/20060315/kouhou02.pdf
広報ちょうし平成18年４月１日号p.1（興野小・若宮小 閉校式） http://www.city.choshi.chiba.jp/kouhou/pdf/20060401/kouhou01.pdf

船橋市 船橋市学区審議会 http://www.city.funabashi.chiba.jp/gakumu/singikai.htm
教育委員会 船橋市立小・中学校適正規模・適正配置に関する基本方針 http://www.city.funabashi.chiba.jp/kyosomu/kikaku/tekisei/tekisei.htm
市立学校等将来計画検討協議
会

市立学校等将来計画検討協議会諮問 http://www.city.funabashi.chiba.jp/kyosomu/shouraikeikaku/simonbun.
htm

市立学校等将来計画検討協議会答申（平成１５年３月１８日答申） http://www.city.funabashi.chiba.jp/kyosomu/shouraikeikaku/toushin/
toushin-top.htm

市立学校等将来計画検討協議会概要 http://www.city.funabashi.chiba.jp/kyosomu/kyobunspo/
kyougikaigaigigaiyou.htm

館山市 館山市学校再編調査検討委員会 http://www2.city.tateyama.chiba.jp/Guide/?tpcid=36&stoid=12983
木更津市 木更津市立小中学校適正規模等審議会 http://www.city.kisarazu.lg.jp/about/shingikai/shingikai.html

木更津市立小中学校適正規模等審議会委員募集 http://www.city.kisarazu.lg.jp/bosyu/036/081218.html
木更津市立小学校及び中学校通学区域審議会 http://www.city.kisarazu.lg.jp/about/shingikai/tuugakukuiki/index.html

松戸市 松戸市立古ケ崎小学校に係る学区再編図 http://www.city.matsudo.chiba.jp/library/contents/7d6b0e0a1204177/
gakku.pdf

松戸市小中学校 教育資源有効活用 （適正規模適正配置） 実施計画 http://www.city.matsudo.chiba.jp/library/contents/7d3a1e0a2f0a0fa/
tekisei.pdf

「適正規模適正配置」進行予定表 http://www.city.matsudo.chiba.jp/library/contents/7d3a1e0a2f0a0fa/
tekiseizu.pdf

茂原市 茂原市通学区域審議会規則 http://www.city.mobara.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/
an80001911.html

成田市 学校適正配置の推進 http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/kyosomu/std0006.html
学区審議会（平成１６年度まで名称は「就学区域審議会」）概要 http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/gakumu/gakkushinngikai.html
市長へのメールQ＆A＞教育＞1.学区の見直し http://www.city.narita.chiba.jp/about/mayor_room/faq/education/school_

4.html
広報なりた２００８年１月１５号pp.4-5（市内の小中学校 「学校適正配置」の検
討）

http://www.city.narita.chiba.jp/DAT/08-0115-4-5.pdf

広報なりた２００８年４月１５日号pp.2-5（市内の小中学校 学校適正配置案を策
定）

http://www.city.narita.chiba.jp/DAT/08-0415-2-5.pdf

広報なりた２００８年９月１号p.14（学校適正配置案 いただいた意見を公表しま
す）

http://www.city.narita.chiba.jp/DAT/08-0901-12-14.pdf

佐倉市 学区審議会 http://www.city.sakura.lg.jp/web_shiyakusyo/index.htm
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柏市 柏市学校適正配置審議会 http://www.city.kashiwa.lg.jp/public_information/council/030.htm

柏市学校適正配置審議会会議録 http://www.city.kashiwa.lg.jp/public_information/the_minutes/menu_tm.
htm

柏市通学区域審議会 http://www.city.kashiwa.lg.jp/public_information/council/034.htm
柏市通学区域審議会会議録 http://www.city.kashiwa.lg.jp/public_information/the_minutes/menu_tm.

htm
「柏市立小学校・中学校の適正配置等の基本的な考えかた（答申素案）」に関するパ
ブリックコメント実施結果

http://www.city.kashiwa.lg.jp/pr_ph/public_comment/21-0094school/02.
htm

八千代市 八千代市立新木戸小学校の通学区域再編成について（答申） http://www.yachiyo.ed.jp/kyouiku/gakumu-ka/2009tousin-nikido/
20090709tousin.pdf

八千代市教育委員会 学務課のページバックナンバー（通学区域再編成についてのお
知らせ）

http://www.yachiyo.ed.jp/kyouiku/gakumu-ka/backnumber/backnumber.
html

「八千代市立小・中学校の学校適正配置の基本的な考え方について（素案）」に対し
て寄せられたご意見と市の考え方を公表します。

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/public_comment/kouhyou20/13.gakumu/
kouhyou.html

平成２０年度に公開された会議の会議録（八千代市通学区域審議会、八千代市学校適
正配置検討委員会）

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/joukan/koukai/kaigi/
20giroku.html

平成２１年度に公開された会議の会議録（八千代市通学区域審議会、八千代市学校適
正配置検討委員会、西八千代北部地区新設小学校に係る校名検討委員会）

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/joukan/koukai/kaigi/
21giroku.html

我孫子市 我孫子市通学区域審議会 http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/11,16012,45,355,html
鴨川市 市学校適正規模検討委員会が答申 http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00001991_4_40.html

市学校適正規模検討委員会の会議録を公開 http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00002315_4_40.html
(仮称）江見・鴨川統合中学校の「校名」を募集します http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00002746_4_40.html
統合中学校の新制服が決定しました http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00002598_4_40.html
江見・鴨川統合中学校建設検討委員会 http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00002316_4_40.html
長狭地区小中一貫校整備推進委員会 http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0004/0040/00002437_4_40.html

富津市 教育委員会 富津市小・中学校再配置構想 http://www.city.futtsu.chiba.jp/futtsushi/public/PDF/gattkou/
saihaitikousou.pdf

富津市小・中学校再配置構想（案） http://www.city.futtsu.chiba.jp/futtsushi/public/PDF/gattkou/gattkou.pdf
富津市小中学校統廃合等に関する提言書 http://www.city.futtsu.chiba.jp/futtsushi/public/PDF/gattkou/teigensyo.

pdf
富津市小中学校統廃合等検討
懇談会

富津市小中学校統廃合等検討懇談会会議録 http://www.city.futtsu.chiba.jp/futtsushi/koukai/shingikai/kaigiroku19.
html

浦安市 小規模学校について http://www.city.urayasu.chiba.jp/item2367.html 学校適正化等検討委員会、第2
次学校適正配置等検討委員会

南房総市 南房総市立幼稚園及び小中学校再編計画 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1216100695082&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1249348241407

（仮称）南房総市立幼稚園及び小中学校再編計画 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1200623765253&SiteID=0&ParentGenre=1192681305023

白浜地区学校再編検討委員会地区説明会の開催について http://www.city.minamiboso.chiba.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1246868944132&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1249348241407

第２回富山地区地域審議会 平成２０年１１月１２日会議資料（学校再編検討委員会
組織図）

http://www.city.minamiboso.chiba.jp/www/contents/1161743140430/
activesqr/common/other/494b6ca7003.pdf

第２回白浜地区地域審議会 平成２０年１１月１３日会議資料（学校再編検討委員会
組織図）

http://www.city.minamiboso.chiba.jp/www/contents/1161744342824/
activesqr/common/other/494b67f4003.pdf

よくある質問Ｑ＆Ａ ＞ 学校教育（Q現在、７中学校、１６小学校（Ｈ１８．１１現
在）とあるが、学校の再編計画はあるか？）

http://www.city.minamiboso.chiba.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1166766735503&SiteID=0000000000000&FP=search&RK=
1249348241407#%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%EF%BC%97%E4%B8
%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%81%EF%BC%91%EF%BC%96%E5
%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8B
%E3%81%8C%E3%80%81%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%86
%8D%E7%B7%A8%E8%A8%88

匝瑳市 匝瑳市における学校の統合計画（案） http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/8,0,86,345,html
匝瑳市学校教育問題懇談会 http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/10,13606,167,303,html

香取市 香取市学校等適正配置検討委員会設置要綱 http://www.city.katori.lg.jp/reiki/419920500006000000MH/
421920500007000000MH/421920500007000000MH_j.html

新しい栗源小学校が誕生しました http://www.city.katori.lg.jp/section/kyo-gakkou/news/
2009-0401-1118-36.html

市長への手紙・メールのご意見と回答（学校(区)の再編について（平成20年4月）） http://www.city.katori.lg.jp/gyousei/mayor/mail_h20_03.html
教育総務課 学校再編にかかる地域説明会のお知らせ http://www.city.katori.lg.jp/kurashi/guide/pdf/m002/07/h2106_02.pdf

広報かとりNo.79 平成21年7月1日p.3（学校再編地域説明会） http://www.city.katori.lg.jp/kouhou/20090701/katori090701-3.pdf
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本埜村 本埜村通学区域審議会設置条例 http://www.vill.motono.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag03901481.html 本埜村立小・中学校ありかた検

討委員会
多古町 広報たこ 2004.2月号 p.7（多古中学校統合３０周年） http://www.town.tako.chiba.jp/news_php/img/040207.pdf
長柄町 中学校及び幼稚園・保育所統合推進委員会 http://www.town.nagara.chiba.jp/iinkai/youho.html
鋸南町 鋸南町教育施設等将来構想策定懇話会設置要綱 http://www.town.kyonan.chiba.jp/soumu/d1w_reiki/

42092050000900000000/42092050000900000000/42092050000900000000.html
東京都

千代田区 教育委員会 千代田区の中等教育将来像 http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/pdf/d0000949_1.pdf 千代田区中学校教育検討会
中等教育調査研究会 千代田区政策会議（平成13年度第４回）配付資料2（資料２ 千代田区の中等教育将

来像試案について）
http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00002/d0000248.html

中央区 学校教育検討会（中央区学校教育検討会への諮問について、検討結果が教育委員会に
答申されました）

http://www.city.chuo.lg.jp/kyouikuiinkai/kentokai/index.html

教育の中央区学校づくり検討会 （検討結果を教育委員会に答申 、検討経過） http://www.city.chuo.lg.jp/kyouikuiinkai/gakkoudukurikenntoukai/index.
html

港区 港区立小・中学校配置計画等検討委員会（第1回∼第8回） http://www.city.minato.tokyo.jp/kyoiku/sisaku/keikaku/index.html 港区立学校適正規模等審議会
港区立小・中学校配置計画及び教育環境整備のあり方について（答申） http://www.city.minato.tokyo.jp/kyoiku/sisaku/keikaku/tosin/index.html
港区立小・中学校配置計画等検討委員会設置要綱 http://www.city.minato.tokyo.jp/kyoiku/sisaku/keikaku/yoko/index.html
小・中学校の適正配置 http://www.city.minato.tokyo.jp/kyoiku/sisaku/haiti/sho_chu/index.html

新宿区 東京都新宿区立学校適正配置
等審議会

新宿区立学校の適正規模、適正配置及び学校施設のあり方等について（答申） http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/550500kyoikukankyo/toshin.
files/toshin.pdf

教育基盤整備検討委員会 学校適正配置ビジョン（教育基盤整備検討委員会報告) http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/550500kyoikukankyo/toshin.
files/vision.pdf

新宿区小・中学校の現状と適正配置への取り組み http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/550500kyoikukankyo/ippan4.
htm

新宿区の適正配置実施状況 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/550500kyoikukankyo/jissi21.
pdf

文京区 区立小・中学校将来ビジョン http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kaikaku_bijyon.html
第五中学校・第七中学校の統合計画 http://www.city.bunkyo.lg.jp/_6361.html

文京区教育改革区民会議 区立小・中学校の適正配置等の将来ビジョンについて 第4部会 http://www.city.bunkyo.lg.jp/library/sosiki_busyo/kaikaku/kuminkaigi/
singinaiyo-4.pdf

台東区 小中学校適正規模適正配置 http://www.city.taito.tokyo.jp/index/064568/006570.html 台東区立小中学校適正規模適正
配置審議会

台東区立小中学校適正規模適正配置について http://www.city.taito.tokyo.jp/kyouiku/top.htm
墨田区 教育委員会 学校の適正配置 http://www.city.sumida.lg.jp/kyouiku/school/gakkou_haiti/index.htm 墨田区立学校適正配置等審議会

「新たな墨田区立学校適正配置等実施計画（案）」に対するパブリックコメントの結
果について

http://www.city.sumida.lg.jp/public_comment/public_comment_result/
pabukome2/index.html

「新たな墨田区立学校の適正配置等について（中間答申）」に対するパブリックコメ
ントの結果について（平成18年3月）

http://www.city.sumida.lg.jp/public_comment/public_comment_result/PC/
index.html

江東区 学校適正配置 http://www.city.koto.lg.jp/ac/kyoiku/8102/index.html 江東区立学校適正配置等審議会
こうとう区報 No.1468 平成17年12月１日号 p.1（次世代につながる学校づくりへ
「第三次学校適正配置計画」策定 大島南小・大島中央小を統合）

http://www.city.koto.lg.jp/profile/kuho/kuho1712/14789/file/23653_
1201-1.pdf

品川区 品川区学事制度審議会 品川区立学校の適正な教育環境の確保について（答申） http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000008700/gakutoshin.pdf
学事制度審議会 中間まとめ http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000004700/hpg000004634.htm
品川区学事制度審議会 中間まとめに関する結果公表 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000006100/hpg000006081.htm
広報しながわ 第1693号（平成20年12月11日）p.1（品川区学事制度審議会より「品川
区立学校の適正な教育環境の確保について」答申されました）

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000009300/kohou20081211.pdf

広報しながわ 第1676号（平成20年7月11日）p.2（学校の適正な教育環境の確保に向
けて［品川区学事制度審議会 中間まとめ」にご意見をお寄せくいださい）

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000005900/kouhou20080701.
pdf

目黒区 地域における区立学校のあり
方に関する検討委員会

地域における区立学校のあり方答申 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/seido_shikumi/shiryoshu/toshin/
index.html

大田区 大田区立小中学校適正規模適正配置審議会答申 http://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/tousin/index.html
大田区立小･中学校の適正規模及び適正配置に対する教育委員会の基本的な考え方 http://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/kihon/index.html
大田区立小学校適正配置第一次実施計画の実施について http://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/ichijikeikaku/index.html
大田区立小学校適正配置第二次実施計画の実施について http://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/tekisei/nijikeikaku/index.html

世田谷区 学校の適正規模化・適正配置 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00022660.html
区立小中学校の適正規模化に関する基本的な考え方 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00019616.html

教育委員会事務局 「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する基本的な考え方（案）」に対
する区民からの意見とそれに対する区の考え方

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/19616_1.pdf

世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置 に関する基本的な考え方 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/19616_2.pdf
世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方策（素案） http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/19616_3.pdf

渋谷区 区立小学校の合併 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/city/opinion/kyoiku/school/gappei_816.
html

中野区 教育委員会 中野区立小中学校再編計画 http://kyouiku.city.tokyo-nakano.lg.jp/keikaku/saihentop.html
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学校統合委員会 区立小中学校の再編に向けた取り組み状況 http://kyouiku.city.tokyo-nakano.lg.jp/keikaku/saihen/gakkousaihen.html
中野区立小中学校校舎のあり
方検討会

中野区立小中学校校舎のあり方検討会 http://kyouiku.city.tokyo-nakano.lg.jp/keikaku/ariken/ariken1.html

杉並区 学校適正配置 http://www.kyouiku.city.suginami.tokyo.jp/education/tekisei/index.html
杉並区立小中学校適正配置基本方針（平成２１年２月改定） http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=403046
学校適正規模検討委員会答申（平成１５年１２月） http://www.kyouiku.city.suginami.tokyo.jp/sikumi/kento.html
平成16年度 第1回 「杉並区立小中学校適正配置基本方針」素案について http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=431101
平成16年度 第6回 「杉並区立小中学校第一次適正配置計画（通学区域変更）」につい
て

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=431106

平成16年度 第13回 区立小中学校第一次適正配置計画たたき台（学校の統合）−小
学校−

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=431113

平成19年度 第2回 小中学校適正配置のための再編構想 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=430802
平成20年度 第7回 「杉並区立小中学校適正配置基本方針改定（案）」について http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=430707
杉並区立学校適正規模検討委員会 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=801020

豊島区 区立小・中学校改築計画の策定、区立小・中学校の適正化 第二次整備計画の策定 http://www.city.toshima.lg.jp/kodomo/kyouiku/kyoikuiinkai/004023.html
区立小・中学校の適正化 第一次整備計画 http://www.city.toshima.lg.jp/kodomo/kyouiku/kyoikuiinkai/004327.html
「豊島区立小・中学校改築計画（案）」、「豊島区立小・中学校の適正化 第二次整備計
画（案）」について

http://www.city.toshima.lg.jp/kusei/publiccomment/publiccomment_
kekka/006714.html

教育委員会 豊島区立小・中学校の適正化第二次整備計画（素案） http://www.city.toshima.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/
010seisakukeiei/050koho/press/200712/071204-01-2.pdf

北区 北区学校適正配置計画 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/070/007027.htm
東京都北区立学校適正配置における統合のルールに関する要綱 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007953.htm

教育委員会 北区学校適正配置計画（案） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/078/007878.htm
教育委員会 教育改革担当部 北区学校適正配置計画（案）説明会資料 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006962.htm

北区学校適正配置計画（案）説明会（王子西地区）議事要旨 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006958.htm
北区学校適正配置計画（案）説明会（赤羽東地区）議事要旨 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006957.htm
北区学校適正配置計画（案）説明会（滝野川西地区）議事要旨 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006960.htm
北区学校適正配置計画（案）説明会（滝野川南地区）議事要旨 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006961.htm
北区学校適正配置計画（案）説明会（豊島・堀船地区）議事要旨 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/069/006959.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（王子西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/078/007891.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（王子西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/097/009762.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（赤羽東地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/078/007883.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（赤羽東地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/126/012660.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（赤羽東地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/126/012661.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（赤羽東地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/191/019138.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（滝野川西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/098/009838.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（滝野川西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/098/009837.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（滝野川南地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007946.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（滝野川南地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/080/008083.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007945.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012484.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012485.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012486.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第5回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012487.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会議事要録（豊島・堀船地区第6回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012488.htm

教育委員会事務局教育改革担
当課

北区学校適正配置計画（案）検討会速報（王子西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007924.htm

北区学校適正配置計画（案）検討会速報（王子西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/080/008079.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（赤羽東地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/078/007884.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（赤羽東地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/084/008401.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（赤羽東地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/090/009033.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（赤羽東地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/174/017439.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（滝野川西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007948.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（滝野川西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/081/008163.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（滝野川南地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007949.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（滝野川南地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/080/008081.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007947.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/084/008403.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/088/008874.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/088/008875.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第5回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/093/009335.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会速報（豊島・堀船地区第6回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/102/010210.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（王子西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007938.htm

︱

1
2

︱



都道府県名 市区町村名 委員会等名 文書名 URL 備考
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（王子西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007951.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（赤羽東地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/078/007886.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（赤羽東地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/080/008078.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（赤羽東地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/088/008888.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（赤羽東地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/191/019139.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（滝野川西地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007941.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（滝野川西地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/081/008129.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（滝野川南地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007943.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（滝野川南地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007952.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第1回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/079/007940.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第2回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/080/008080.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第3回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/088/008886.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第4回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/088/008887.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第5回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/093/009334.htm
北区学校適正配置計画（案）検討会配布資料（豊島・堀船地区第6回） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/124/012489.htm
東京都北区立学校適正規模等審議会第二次答申 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/064/006440.htm
学校適正規模等審議会 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/273/027300.htm
学校適正配置（第三次北区学校適正配置） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/069/006963.htm
東京都北区立学校適正規模等審議会「第三次中間答申」 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/pubcome/441/044118.htm
北区ニュース平成21年7月15日号（東京都北区立学校適正規模等審議会「第三次中間
答申」特集号）

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/441/044156.htm

学校適正配置（第四次北区学校適正配置） http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/069/006964.htm
板橋区 区立学校適正配置のホームページ http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002911.html

板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会答申 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002914.html
適正配置説明会・協議会議事録(1) http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002923.html
適正配置説明会・協議会議事録(2) http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/008/008557.html
若葉小学校及び板橋第四中学校の適正配置 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002916.html
板橋区立学校適正配置の実施状況 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002921.html
若葉小適正配置実施計画 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002918.html
学校の適正規模・適正配置について http://www.ita.ed.jp/edu/k-vision/tekisei.pdf
東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会条例施行規則 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/41192010000800000000/

41192010000800000000/41192010000800000000_j.html
東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会条例 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/reiki/41190101005200000000/

41190101005200000000/41190101005200000000.html
練馬区 教育委員会 区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/

区立小・中学校の適正配置に関するアンケート調査結果 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/anketo/
基本方針（案）にお寄せいただいた意見・要望と区の考え方など http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/goiken/index.html
区立学校の適正配置の推進 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/atarasi.html
区立学校適正配置 第一次実施計画 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/keikaku/keikaku.

html
区立学校適正配置第一次実施計画（案）に対する区民からの意見・要望および教育委
員会の考え方

http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/pabu.html

学校の施設白書 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/hakusho/index.html
適正配置説明会および保護者との意見交換会 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/haichi/setumeikai.html
統合新校の校名決定に伴う校章図案の募集 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/kousyou.html
統合準備会 今後の開催予定など http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/junbikai_top.html
統合準備会連絡会 http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/renrakukai.html

足立区 小・中学校の適正規模・適正配置 http://www.city.adachi.tokyo.jp/003/m020.html
適正規模・適正配置のガイドラインについて http://www.city.adachi.tokyo.jp/003/d09800151.html

葛飾区 未来を見据えた学校づくり検討委員会報告書 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/117/011757.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録2 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/117/011799.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録４ http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/088/008874.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録５ http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/100/010039.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録６ http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/103/010343.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録７ http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/107/010765.html
未来を見据えた学校づくり検討委員会の資料・会議録８ http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/117/011748.html

八王子市 市立小・中学校の適正配置の推進 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/kyoikujoho/013616.html
平成20年度第２回アンケート結果 八王子市立小・中学校適正配置等に関する基本方
針の骨子について

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/
kochokohoshitsu/20monitor-2.pdf

八王子市立学校適正配置等審議会（答申、中間報告、議事録、これまでの審議会の答
申）

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/kyoikujoho/kankyoseibi/8301/
018023.html

八王子市立学校適正配置等審議会条例 http://www3.e-reikinet.jp/hachioji/d1w_reiki/41090101002000000000/
41090101002000000000/41090101002000000000.html
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八王子市立学校適正配置等審議会条例施行規則 http://www3.e-reikinet.jp/hachioji/d1w_reiki/41092010000400000000/

41492010000200000000/41492010000200000000.html
昭島市 昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例 http://www.city.akishima.lg.jp/reiki/41190101001800000000/

41390101000300000000/41390101000300000000.html
町田市 まちだの教育46号（2000年12月17日）p.1（『木曽境川小学校』に決まる∼忠生第四小

学校・木曽小学校統合新設校の学校）
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2000/46/
files/p1.pdf

1998年12月「町田市立学校の適
正規模適正配置等について」（答
申）

まちだの教育47号（2001年3月23日）p.4（『ありがとうさようなら』∼「閉校にあたっ
て」）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2001/47/
files/p4.pdf

1999年3月に「学校適正規模適
正配置事業実施計画」策定

まちだの教育48号（2001年7月11日）p.4（「忠生第五小学校、忠生第六小学校、忠生第
七小学校統合準備会」が発足）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2001/48/
files/p4.pdf

町田市立小・中学校統合準備会
設置要綱の廃止

まちだの教育49号（2001年10月14日）p.1（本町田西小・原小・緑ヶ丘小の統合新設校
校名「本町田小学校」に決定 ）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2001/49/
files/p1.pdf

まちだの教育50号（2002年1月21日）p.2（ありがとう さようなら 閉校にあたって）http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2002/50/
files/p2.pdf

まちだの教育51号（2002年3月21日）p.4（学校適正規模適正配置事業を進めています）http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2002/51/
files/p4.pdf

まちだの教育53号（2002年10月11日）p.3（「忠生第五・忠生第六・忠生第七小学校統
合新設校」校名決定 ）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2002/53/
files/53p2-3.pdf

まちだの教育54号（2003年1月21日）p.2（ありがとう さようなら 閉校にあたって）http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2003/54/
files/p2.pdf

まちだの教育55号（2003年3月21日）p.4（市立小学校「学校適正規模適正配置事業に
伴う統廃合」を終了）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2003/55/
files/p4.pdf

まちだの教育57号（2004年3月21日）p.4（学校適正規模適正配置事業に伴う統廃合３
校目の新校舎完成）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/kyouiku_01/2004/57/
files/p4.pdf

「広報まちだ」2000年11月21日号p.1（忠生第四小学校・木曽小学校 統合新設校の学
校名−「木曽境川小学校」に決まる ）

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/koho/kouhoushi/koho_machida/
2000/20001121/files/p1.pdf

日野市 小学校と幼稚園の統合計画 http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/183,4019,192,1532,html
東大和市 東大和市立学校規模等適正化

審議会
「学校の適正規模等のあり方について」の答申 http://www.city.higashiyamato.lg.jp/25,1025,281,374.html

武蔵村山市 武蔵村山市立学校規模等適正化基本方針 http://www.city.musashimurayama.tokyo.jp/kyouiku/gaku/pdf/
tekiseikakihonhoushin.pdf

多摩市 教育委員会 一定規模適正配置 http://www.city.tama.lg.jp/7491/7500/index.html
多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会 http://www.city.tama.lg.jp/shingikai/2729/2252/index.html
南豊ヶ丘小学校と南貝取小学校、北豊ヶ丘小学校と北貝取小学校の23年度統合につ
いて（教育委員会決定）

http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/006102.html

南豊ヶ丘小と南貝取小、北豊ヶ丘小と北貝取小の23年度統合が市議会で決定しまし
た

http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/007221.html

多摩市立小・中学校の一定規模及び適正配置等の基本方針を策定しました http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/001172.html
豊ヶ丘中学校・貝取中学校の統合に係る準備委員会 http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/002662.html
竜ヶ峰小学校・多摩第二小学校の統合に係る準備委員会 http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/002663.html
南豊ヶ丘小学校と南貝取小学校、北豊ヶ丘小学校と北貝取小学校の統合に係る準備
委員会

http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/007518.html

「竜ヶ峰小学校及び多摩第二小学校並びに豊ヶ丘中学校及び貝取中学校の通学区域
見直し計画」を策定しました

http://www.city.tama.lg.jp/plan/949/002664.html

西東京市 学校施設適正規模・適正配置部内検討委員会報告書 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/
kakusyuresearch/tekiseika_naibukentou/index.html

学校施設適正規模・適正配置検討懇談会提言書 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/
singikaietctosin/kyoiku/gakkou_tekisei/index.html

西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/
gakkou_tekiseika/index.html

西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針（案） http://www.city.nishitokyo.lg.jp/pub/jian/2008/gakkoutekiseika/index.
html

西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針（案）（お寄せいただいた意
見概要と市の検討結果）

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/pub/kekka/2008/gakkoutekiseika/index.
html

東久留米市 学校適正化について http://www.city.higashikurume.lg.jp/kyoiku/001/001con/081201_001_
gakkoutekiseika.htm

第八小学校の閉校に関する「中部地域小学校統合準備会設置規約」が制定されましたhttp://www.city.higashikurume.lg.jp/kyoiku/new/081201_new_chubu_
kiyaku.html

教育委員会 東久留米市立学校適正配置等に関する懇談会報告書 http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/kurasinosiori/gakkou/
kondan_top.htm
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中部地域小学校統合準備会会議録 http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/tomorrow/tosin_hokoku_

kaigiroku/cyubusyogakkoutiikitougou/cyubusyogakko_tougou_jyunbikai_
kaigiroku.html

東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則 http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/d1w_reiki/
408920100010000000MH/415920100001000000MH/415920100001000000MH.
html

大島町 施策・計画（統廃合事業基本構想） http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/kyoiku.html 平成12年2月「東京都大島町立
小中学校適正配置等検討委員
会」答申

施策・計画（大島町における集中改革プランについて (平成17年度から平成21年度)
小中学校の適正規模・適正配置）

http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/kaikaku.html

八丈町 八丈町立小中学校適正規模・適正配置等審議会条例 http://www.town.hachijo.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag16202101.html
神奈川県

横浜市 横浜市立小・中学校の規模及び配置の適正化と通学区域制度の見直し http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/kyoiku_info/gakku.html
横浜市立小・中学校の規模及び配置の適正化と通学区域制度の見直し（旧ページ？）http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/gakku/gakku.html
横浜市立小・中学校の通学区域のあり方に関する検討委員会 http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/shisetsu/gakkukento/

川崎市 川崎市立小・中学校における適正規模・適正配置について http://www.city.kawasaki.jp/88/88kikaku/home/tekiseikibo/tekiseikibo.
htm

平成２０年度版 教育かわさきNo.５４（教育財政 ４ 学校の適正規模・適正配置 ）http://www.city.kawasaki.jp/88/88kikaku/home/kawasaki/1-4.pdf
意見の募集を終了した政策等 - 桜本小・東桜本小・桜本中適正規模・適正配置方針案
について

http://www.city.kawasaki.jp/pubcomment/info277/index.html

横須賀市 小・中学校の適正規模・適正配置について http://www.kyoui.yknet.ed.jp/soumu_ka/tekisei_togo/tekisei.html
市立小・中学校の統合について http://www.kyoui.yknet.ed.jp/soumu_ka/tekisei_togo/togo.html
横須賀市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針（素案） http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/cof/095/tekiseihaichi_soann.htm
横須賀市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定についての
パブリックコメント手続の結果

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/cof/095/tekiseihaichi_kekka.htm

WEB広報2004年12月号（心豊かでたくましい子どもの成長のために 市立小・中学校
を統合します）

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/web-koho/0412/3_tougou/index.
html

WEB広報2006年9月号（より良い教育環境を目指して 小・中学校の規模や配置の適
正化を）

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/web-koho/0609/2_kyouiku/index.
html

WEB広報2007年10月号（小・中学校の訂正配置の検討） http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/web-koho/0710/2_gakkou/index.
html

WEB広報2009年1月（光洋小学校と鴨居小学校を統合します） http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/web-koho/0901/2_tougou/index.
html

横須賀市報道発表資料●発表日：2007年 5月 25日 (金)｢学校統合についてのアンケー
ト｣の集計結果について

http://www.yokosuka-benri.jp/db/nagekomi/n100001794.html

横須賀市報道発表資料●発表日：2008年 11月 21日 (金)光洋小学校と鴨居小学校を
統合します∼小学校の適正配置の取り組みについて∼

http://www.yokosuka-benri.jp/db/nagekomi/n100002837.html

横須賀市報道発表資料●発表日：2009年 4月 24日 (金)市立上の台中学校と市立鴨居
中学校を統合します∼中学校の適正配置の取り組みについて∼

http://www.yokosuka-benri.jp/db/nagekomi/n100003102.html

三浦市 三浦市立小中学校教育検討委員会について http://www.city.miura.kanagawa.jp/hisho/press/20070608.html
三浦市小中学校教育環境検討
委員会

三浦市小中学校教育環境検討委員会からの提言について http://www.city.miura.kanagawa.jp/hisho/press/20080130.html

三浦市立小・中学校の適正規模・適正配置及び学校施設の活用に関する基本方針(案)
について(審議案件)

http://www.city.miura.kanagawa.jp/seisaku/20-20-2_gakkouhaiti.html

厚木市 小中学校通学区域再編成委員会 http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/education/shingi01/tugakuku09/
index.html

茅ヶ崎市 学校規模の適正化及び学区編成に関するページ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/gakkoukibo/
gakkoukibo_index.html

通学区域編成の流れについて http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/gakkoukibo/
tuugakukuiki/tuugakukuiki_index.html

(仮称)緑が浜第二小学校学区協議会のページ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/2nd_midori/
midori_2nd.html

『「茅ヶ崎市立小学校・中学校の規模の適正化等に関する基本方針（案）」についての
パブリックコメント実施結果』

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/gakkoukibo/
pub_kekka.pdf

『学校規模の適正化等に関する基本方針』 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/gakkoukibo/
tekiseika_kihonhousin.pdf

茅ヶ崎市立梅田小学校学区協議会のページ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/umedagakku/
umedagakku.html

茅ヶ崎市立香川小学校学区について http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/gakumu/
kagawagakku.html

梅田小学校の学校規模適正化について http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/kyousei/umedagakku/
umedagakku_kettei.html
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山北町 山北町立小・中学校統廃合の

あり方検討会事務局
教育アンケート調査にご協力をお願いします http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/kurashi/oshirase_news/08/

080416_kyouiku_enquete.html
広報やまきたNo.644 2008年10月号（特集 山北町立小・中学校統廃合のあり方検討
会中間提言）

http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/kurashi/oshirase_kouhou/img_
kouhou/kouhou_200810.pdf

広報やまきた No.652 2009年6月号（特集 山北町立小・中学校統廃合のあり方検討
会から最終提言書が提出されました）

http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/kurashi/oshirase_kouhou/img_
kouhou/kouhou_200906.pdf

開成町 新設小学校関係（校名：開成町立開成南小学校） http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9813
小田原市 小田原市立片浦中学校のあり

方を考える委員会
小田原市立片浦中学校のあり方に関する提言書について http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/education/ele-school/

ele-school/kataura2.html
小田原市立片浦中学校のあり方を考える委員会会議録 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/informatio/disclosure/council/

education/kataura.html
学区審議会会議録 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/informatio/disclosure/council/

education/gakku.html
箱根町 教育委員会 箱根町の学校統廃合 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/hakone_j/ka/gakkou/tougou/

gakkou-touhaigou.html
新潟県

阿賀野市 広報あがの 2006年（平成18年）3月 第24号pp.4-7（小学校統合案を市長に報告）http://www.city.agano.niigata.jp/kouhou/pdf/0603/060301.PDF
柏崎市 統廃合検討対象９小学校区関係者と学区等審議会との意見交換会が始まりました。 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/webapps/event/event_detail.

jsp?sectionid=34&partid=3&contentsid=15
学区等審議会を設置しました http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/webapps/info/info_detail.

jsp?sectionid=34&partid=3&contentsid=91
第１回学区等審議会会議録 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/webapps/info/info_detail.

jsp?sectionid=34&contentsid=121&partid=3
柏崎市学区等審議会の開催状況と中間答申について http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/webapps/info/info_detail.

jsp?sectionid=34&partid=3&contentsid=0
広報かしわざき平成２1年６月２０日号（No.９９９）その１ p.7（小中学校について、
統廃合の検討を行っています）

http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/data/info/file0015681223_6.pdf

広報かしわざきNo.９９２その２ p.7 （高浜小学校の統合と田尻小学校の一部学区
変更について中間答申まとまる）

http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/data/info/file0015681179_7.pdf

魚沼市 魚沼市立学校通学区域再編計画（案） ∼私たちがつくる 新しい学びのまちづくり
∼

http://www.city.uonuma.niigata.jp/Contents/Contents.
asp?CONTENTNO=1922

小千谷市 小千谷市学校整備委員会設置要綱 http://www.city.ojiya.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/aj80008111.html
小千谷市公立学校等施設整備計画についてお知らせします http://www.city.ojiya.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=

DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=10230
おじや市議会だより 平成21年4月25日編集発行 Ｎｏ．５２ p.6（小学校区再編構想
の取り組み状況と今後）

http://www.city.ojiya.niigata.jp/upload/1/07_gikaihou52.pdf

佐渡市 教育委員会 小学校・中学校統合計画（概要版） http://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/edunit06/scl.shtml
教育委員会 佐渡市保育園・小学校・中学校統合計画 http://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/edunit06/pdf.shtml

教育環境整備委員会について http://www.city.sado.niigata.jp/sadokyouhp/soshiki/kankyouseibi.htm
教育環境整備委員会答申 http://www.city.sado.niigata.jp/sadokyouhp/soshiki/kankyouseibi2.htm

三条市 教育制度等検討委員会 最終報告・中間報告(案) http://www.city.sanjo.niigata.jp/kyouikusoumu/page00028.html
三条市教育制度等検討委員会の会議録、会議資料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/kyouikusoumu/page00024.html
教育制度等検討委員会最終報告 地域説明会の記録 http://www.city.sanjo.niigata.jp/kyouikusoumu/page00033.html
教育制度等検討委員会と地域づくり健康診断 http://www.city.sanjo.niigata.jp/seisaku/page00051.html

新発田市 新発田市教育制度等検討委員会 http://www.city.shibata.niigata.jp/list.rbz?nd=1256&ik=1&pnp=1160&pnp=
1256

学校に関する資料とデータ（学校の統廃合、新設、分離状況） http://www.city.shibata.niigata.jp/download.rbz?cmd=50&cd=2716&tg=2
上越市 上越市学校適正配置審議委員会設置要綱 http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents/yokou/taikei/4/kyouiku/

gakkou/05.pdf
胎内市 市報たいない 2007.10.15号 p.3（柴橋・本条統合小学校基本設計説明会） http://www.city.tainai.niigata.jp/tayori/20071015/20071015.html

市報たいない 2007.06.15号 p.3 （柴橋・本条地区小学校統合審議会開催） http://www.city.tainai.niigata.jp/tayori/20070615/tainai2007061503.pdf
津南町 広報つなん 2009年2月20日号No.572 pp.2-3 （特集１ 学校統合に向けて） http://www.town.tsunan.niigata.jp/upload/1/3112_koho200902.pdf 平成20年3月、が町立小中学校

適正規模検討委員会答申
燕市 燕市教育ビジョン検討委員会要綱 http://www.city.tsubame.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r3530772001.html
十日町市 十日町市における適正な小・中学校の学区に関する提言（最終まとめ） http://www.city.tokamachi.niigata.jp/contents/epage.jsf?pcontentno=

4727&ppno=0
関川村 統合小学校の校歌・校章募集 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/gakkokyoiku/tougou/index.html

平成16年度 住民意向調査結果（18．小学校・保育園の統廃合） http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/somu/ikouchousa/15touhaigou.pdf
広報せきかわ（2007年12月１日号）pp.2-3（平成22年4月統合小学校開校へ向けて
統合準備委員会の動き）

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/koho/200712/honshi2-3.pdf

広報せきかわ（2007年８月１日号）p.10（平成22年４月開校 新しい統合小学校の学
校名を募集します）

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/info/koho/200708/honshi10.pdf
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関川村教育構想審議会条例 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae49901691.

html
長岡市 市長への手紙 主なご意見と回答（平成20年度）（小中学校の統合について(平成20年

11月)）
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sityositu/tegami/qanda/H20/cate003.
html#20-14

市長への手紙 主なご意見と回答（平成18年度）（小中学校の統合について(平成18年
6月)）

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sityositu/tegami/QandA/H18/cate03.
html#42555

越路地域委員会 委員会会議録（Ｈ１７）第２回会議録 資料：塚山中学校の統合につ
いて

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/kosiji/gijiroku17/tukatyu.pdf

長岡市公立学校通学区域審議会規則 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/jyourei/reiki/reiki_honbun/
ae40302421.html

新潟市 市立学校適正配置審議会のページ http://www.city.niigata.jp/info/gakumu/tekiseishin/tekiseishin_top.htm
新潟市立小中学校の適正配置について（中間報告（案））◆意見募集結果◆ http://www.city.niigata.jp/info/gakumu/tekiseishin/public/kekka-public.

html
南魚沼市 南魚沼市立小・中学校区再編等検討委員会 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/147/388/3026/index.html

南魚沼市立小学校・中学校学区再編等検討委員会設置要綱 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ar04408891.
html

市政ポストで広報広聴係に寄せられたご意見と回答 〉 Ｑ.中学校の学区について提
案

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/152/3481/3486/003505.html

妙高市 妙高市行政改革市民検討会 平成19年度 第2回市民検討会 会議資料：妙高市立小
学校・中学校整備構想

http://www.city.myoko.niigata.jp/guide_gyosei/gyokaku/pdf/080214/
gakko.pdf

妙高市立学校通学区域審議会条例 http://www.city.myoko.niigata.jp/guide_gyosei/reiki/reiki_int/reiki_
honbun/ar10705551.html

富山県
富山市 広報とやま No.71 2008.3.5（4月、まちなかに2つの統合校等が開校します！） http://www7.city.toyama.toyama.jp/pr/mag/080305/index.html 通学区域審議会

富山市通学区域審議会条例 http://www7.city.toyama.toyama.jp/useful/reiki_int/reiki_honbun/
ar18100811.html

統合校整備等推進室 http://www.city.toyama.toyama.jp/division/kyouikuiinkai/tougoukou/
index.htm

小学校統合校設計・建設・維持管理事業 http://www7.city.toyama.toyama.jp/policy/pfi/index.html
高岡市 高岡市立学校適正規模・適正配置検討委員会 http://www.city.takaoka.toyama.jp/kyouiku/2001/saihentougou/

kentouiinkai.html
高岡市立学校適正規模・適正
配置検討委員会

高岡市立学校適正規模・適正配置の基本的な考え方（中間報告） http://www.city.takaoka.toyama.jp/kyouiku/2001/saihentougou/chukan/
chukanhoukoku.pdf

高岡市立学校適正規模・適正配置の基本的な考え方(中間報告)意見募集 http://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/0204/kou/kou2/0904/featuer/
04_school.html

高岡市立学校通学区域審議会 http://www.city.takaoka.toyama.jp/kyouiku/2010/singikai/
singikaigijiroku.html

魚津市 魚津市学校教育審議会 魚津市学校教育審議会（第1∼7回議事録、答申文） http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6010/770/770_1.html
教育委員会 学校規模適正化等地区説明会 http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6010/964/964_1.html

魚津市小中学校の規模の適正化に関する素案 http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6010/1013/1013_2.html
魚津市小中学校の規模の適正化に関する素案 地区説明会会議録 http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6010/1032/1032_1.html
小中学校の規模適正化に関する各地区の意見 http://public.city.uozu.toyama.jp/project/6010/1302/1302_1.html

氷見市 行政改革推進市民懇話会 第13回会議（平成20年12月17日）《資料5》氷見市小中学校
将来計画について(答申)

http://www.city.himi.toyama.jp/ct/other000002600/0210-090113-905.pdf 氷見市小中学校統合審議会

黒部市 黒部市教育振興協議会会議録要旨(第1∼３回) http://www.city.kurobe.toyama.jp/info/svSecHP.aspx?seccd=40100000
黒部市学校教育基本計画 http://www.city.kurobe.toyama.jp/contents/keikaku/pdf_gakkou/

gakkoukyouiku.pdf
小矢部市 小中学校統廃合審議会 小矢部市小中学校統廃合審議会 第１∼３回会議録（要旨） http://www.city.oyabe.toyama.jp/iinkai/kyouiku/index.htm

小中学校統廃合審議会 小矢部市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的方策について（中間答
申）

http://syougai.city.oyabe.toyama.jp/project/3101000/474/474_1.htm

小中学校統廃合審議会 小矢部市立小中学校の適正規模及び適正配置並びに通学区域の合理化について（答
申）

http://syougai.city.oyabe.toyama.jp/project/3101000/779/779_1.htm

南砺市 平・上平地域「小・中学校学校統合問題」答申 http://www.city.nanto.toyama.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=3950
射水市 射水市通学区域審議会条例 http://www.city.imizu.toyama.jp/reiki/reiki_honbun/ar31102071.html
立山町 ご意見・ご相談Q＆A一覧 ＞ 小学校などの統合について http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/faq/faqdtl.aspx?seccd=

1100&servno=91
石川県

金沢市 金沢市立小学校及び中学校通学区域審議会 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39001/tsushin/index.jsp
金沢市立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/aa40003051.

html
七尾市 七尾市立小中学校教育環境づくり検討委員会 http://www3.city.nanao.ishikawa.jp/guide/svGuideDtl.aspx?prev=

1&servno=617
小中学校教育環境づくり検討委員会委員募集要項 http://www3.city.nanao.lg.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=550
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七尾市立小中学校の適正規模と適正配置に関する提言 http://www3.city.nanao.lg.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=881
七尾市立小中学校の適正規模・適正配置について http://www3.city.nanao.ishikawa.jp/guide/svGuideDtl.aspx?prev=

1&servno=1381
津幡町 津幡町通学区域検討委員会規程 http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai12308171.

html
輪島市 輪島市学校統廃合指定制服等購入補助金交付規則 http://www.city.wajima.ishikawa.jp/reiki/act/frame/frame110000274.htm

合併協議会だより 第７号 平成１７年８月１日発行 pp.2-3（ここが変わります
新「輪島市」）

http://www.city.wajima.ishikawa.jp/gappei/tayori/NO7.pdf

内灘町 ゆとりの中で未来を拓く教育推進会議 http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/result.jsp?life_
genre=091&key=

ゆとりの中で未来を拓く教育推進会議設置条例 http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=827
加賀市 加賀市学校教育振興審議会答申 http://www.city.kaga.ishikawa.jp/article/ar_detail.php?ev_init=1&arm_id=

101-0248-7625
穴水町 穴水町 広報あなみず 平成１７年８月号p.7（町議会だより、小中学校再編諮問委

員会）
http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/anamizu/anamizu_gyosei/kouho/
kouho_h17_8.jsp

小中学校再編諮問委員会

福井県
小浜市 小浜市通学区域審議会条例 http://www.city.obama.fukui.jp/reiki/reiki_honbun/ar30005651.html
勝山市 小中学校の望ましいあり方検討委員会要旨報告（平成17年度、平成18年度） http://www.city.katsuyama.fukui.jp/portal/news_list.php?ocd=161

勝山市の小中学校の望ましい
あり方検討委員会

勝山市の小中学校の望ましいあり方について― 検討委員会報告書 ― http://www.city.katsuyama.fukui.jp/portal/uploads/data/20070411-100002_
dl_image_070412221405.pdf

鯖江市 鯖江市通学区域審議会 http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=2201
越前市 越前市通学区域審議会条例 http://www.city.echizen.lg.jp/hp/reiki_int-1812/reiki_honbun/ar29004851.

html
池田町 広報いけだ ３１４号（２００９年８月号）p.6（小学校統合準備検討委員会だより

新小学校の制服と体操服が決まりました）
http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/71/4/6-7P.pdf 平成19年8月、教育環境審議会

から答申
広報いけだ ３１３号（２００９年７月号）p.11 （小学校統合準備検討委員会だよ
り 校名は「池田小学校」に決定）

http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/70/4/10-13P.pdf

広報いけだ ３１２号（２００９年6月号）p.7（小学校統合準備検討委員会、制服等
検討部会から 新小学校の制服３点を選定）

http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/69/4/6-7P.pdf

広報いけだ ３１１号（２００９年5月号）p.5 （小学校統合準備検討委員会だより
制服などを検討する部会がスタート）

http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/68/3/4-5P.pdf

広報いけだ ３０８号（２００９年2月号）p.5（小学校統合準備検討委員会だより）http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/65/4/5P.pdf
広報いけだ ３０７号（２００９年1月号）p.6 （小学校統合準備検討委員会開催さ
れる∼新小学校は、第一小学校校舎を利用∼）

http://www.town.ikeda.fukui.jp/ap/Append/Koho/Pdf/64/3/5-7P.pdf

山梨県 山梨県 小・中学校適正規模検討報告書 http://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/71684104036.html
甲府市 適正規模化の推進 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/section/40/242/

適正規模化の推進 平成21年度の取り組み 小学校の適正規模・適正配置の基本方針
（一部見直し）

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/files/kyouikubu/soumu/
syougakkou-tekiseika-minaosi%20H21.5.pdf

適正規模化の推進 平成16年度の取り組み 小学校の適正規模・適正配置の基本方針 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/1590/242/
適正規模化の推進 平成15年度の取り組み 小学校の適正規模・適正配置に関するリー
フレット

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/1586/242/

適正規模化の推進 平成14年度の取り組み 小学校の適正規模・適正配置の基本構想を
しめしました

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/category/40/222/
242/

甲府市立学校適正配置審議会条例 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/ae60205621.html
大月市 大月市立小中学校適正配置審議会、開催状況（会議録） http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/data/11/18/01.html 市立小中学校の適正配置並びに

学区見直し検討委員会
大月市立小・中学校適正配置
審議会

大月市立小・中学校の適正規模・適正配置等について答申 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/data/11/18/01_08.pdf

北杜市 北杜市立小中学校適正規模等審議会（開催経過、会議録） http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto_wdm/html/edu-admin/
75886363160.html

北杜市小中学校適正規模等審
議会

北杜市立小学校・中学校の適正規模・適正配置・通学区域等について答申書 http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto_wdm/html/edu-admin/
images/09224991839.pdf

「小中学校適正配置計画」ご意見をお寄せください http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto/news/viewNews.jsp?id=
1245202994790&dir=200906

上野原市 上野原市立学校等適正化審議会（開催状況（会議録）） http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/shingikai/gakkou/index.html
上野原市立学校等適正化審議
会

上野原市立学校等の適正規模・適正配置等に関する答申 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/shingikai/gakkou/pdf/
gakkou-tekiseika-toushin.pdf

上野原市立学校等適正化審議会条例 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/ar17502531.
html

身延町 小中学校統合計画・前期計画 http://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/benri.php?id=218
身延町立小中学校適正配置審
議会

身延町立小中学校適正配置審議会の審議経過及び答申 http://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/benri.php?id=219
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富士河口湖町 富士河口湖町立小中学校適正配置審議会条例 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar01505831.

html
長野県

小海町 答申書が出されました（小学校のあり方審議会から） http://www.koumi-town.jp/office/archives/education/kyouikuiinkai/
post-64.html

小海町公民館報第426号（平成20年9月26日）pp.6-8（児童にとってより良い教育効果
を目指して「小海町立小学校のあり方審議会」が教育委員会に統合等答申）

http://www.koumi-town.jp/office/files/pdf/426.pdf

小海町公民館報第429号（平成21年2月13日）pp.6-8（広報こうみ第７７号 小学校の
統合について）

http://www.koumi-town.jp/office/files/pdf/429.pdf

小海町公民館報第432号（平成21年6月12日）p.7（広報こうみ第８０号 町長宛に小学
校統合問題意見書を提出）

http://www.koumi-town.jp/office/files/pdf/432-1.pdf

佐久穂町 佐久穂町小中学校・保育所あ
り方検討委員会

小中学校・保育所のあり方に関する提言書 http://www.town.sakuho.nagano.jp/ct/other000001500/
arikatateigenmatome.pdf

小中学校・保育所に関する保護者アンケート結果 http://www.town.sakuho.nagano.jp/ct/other000002000/hogosyaannke-to_
arikata.pdf

広報さくほNo．２０（2008年5月23日発行）pp.2-3（「小中学校・保育所あり方検討委
員会」から提言）

http://www.town.sakuho.nagano.jp/ct/other000001500/no20_2-3.pdf

富士見町 中学校統合情報 http://www.town.fujimi.nagano.jp/life/03/life03.html
富士見町中学校統合計画 http://www.town.fujimi.nagano.jp/life/03/05/sub02.html
富士見町立学校整備促進審議会条例 http://www.town.fujimi.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae74104171.html

松川町 松川町小学校のあり方検討委
員会

松川町小学校のあり方検討委員会 http://www.matsukawa-town.jp/yakuba/soumu/zaisei/kaigi/gakkou/
gakkou.htm

阿南町 中学校統合研究委員会設置要綱 http://www.town.anan.nagano.jp/d1w_reiki/415902500010000000MH/
415902500010000000MH/415902500010000000MH.html

南木曽町 広報なぎそ平成１８年１月号Ｎｏ．２３１pp.8-11（平成19年4月1日三小学校統合）http://www.town.nagiso.nagano.jp/html/kouhou/231/syougakkoutougou.
htm

広報なぎそ平成１７年５月号Ｎｏ．２２７（小学校あり方審議会答申） http://www.town.nagiso.nagano.jp/html/kouhou/228/syougakkoutoushin.
htm

広報なぎそ平成１６年１月号Ｎｏ．２１９（南木曽町立小学校あり方審議会が発足
しました）

http://www.town.nagiso.nagano.jp/html/kouhou/219/arikata.htm

王滝村 役場だより6月号 平成19年6月1日発行 第142号（∼ みんなで知ろう 子どもたちの
現状 ∼平成19 年度教育懇談会開催）

http://www.vill.otaki.nagano.jp/yakuba_dayori/19yakuba_dayori06.pdf

松本市 四賀地区統合小学校検討委員
会

四賀地区統合小学校に関するページ１ http://www.city.matsumoto.nagano.jp/buka/kyoikubu/gakkokyoiku/
shigatougosyougakkou/index.html

四賀地区統合小学校に関するページ２ http://www.city.matsumoto.nagano.jp/buka/kyoikubu/gakkokyoiku/
shigatougosyogakkou2/index.html

塩尻市 声の広場（小学校統合による新小学校名について） http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/quest_130.jsp?faq=
3%3A45%3A323

声の広場（旧楢川村の小学校・保育園統合） http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/quest_130.jsp?faq=96359323
安曇野市 安曇野市立学校通学区域審議会 http://www.city.azumino.nagano.jp/gyosei/shisei/tsugakukuiki/index.html
長野市 長野市中心市街地３小学校の再編について http://www.city.nagano.nagano.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=

DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=9237
須坂市 学校通学区域の弾力化について報告します http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?p=a&id=

2365&joho=oshi
第４回須坂市立学校通学区域の弾力化検討懇話会 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kaigiroku/2006/danryokuka20070309.

php
須坂市立学校通学区域の弾力化検討懇話会小委員会 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kaigiroku/2006/danryokuka20070208.

php
第３回須坂市立学校通学区域の弾力化検討懇話会 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kaigiroku/2006/danryokuka20070124.

php
第２回須坂市立学校通学区域の弾力化検討懇話会 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kaigiroku/2006/danryokuka20061220.

php
第１回須坂市立学校通学区域の弾力化検討懇話会 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kaigiroku/2006/danryokuka20061120.

php
信濃町 義務教育のいっそうの充実に向けて −学校統合・小中一貫教育− http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/kakuka/kyoiku/soukyou/school/

index.htm
飯山市 飯山市立中学校の統合について http://www.city.iiyama.nagano.jp/gyousei-jouhou/gj-kodomo/

page-gakkou/tougou/tougou.htm
飯山市中学校統合推進委員会設置要綱 http://www.city.iiyama.nagano.jp/reikisyu/d1w_reiki/

419920500003000000MH/419920500003000000MH/419920500003000000MH_j.
html

木島平村 小学校統合検討委員会の各会議録 http://www.kijimadaira.jp/modules/category/index.php/content0476.html
広報きじま平 NO.429 平成２１年6月号p.6（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090618140948_1.pdf
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広報きじま平 NO.428 平成２１年5月号p.5（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090515120052_1.pdf
広報きじま平 NO.427 平成２１年4月号p.6（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090416085834_1.pdf
広報きじま平 NO.426 平成２１年３月号p.6（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090313111508_1.pdf
広報きじま平 NO.425 平成２１年２月号p.4（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090216102804_1.pdf
広報きじま平 NO.424 平成２１年１月号p.8（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20090115131246_1.pdf
広報きじま平 ＮO.423 平成２０年12月号pp.4-5（特集 新小学校の校名は「木島
平小学校に」）

http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20081216101145_1.pdf

広報きじま平 ＮO.422 平成２０年11月号p.5（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20081114101130_1.pdf
広報きじま平 ＮO.421 平成２０年10月号pp.4-5（特集 新小学校の基本設計が
完成）

http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20081017173243_1.pdf

広報きじま平 ＮO.420 平成２０年9月号p.4（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20081017173004_1.pdf
広報きじま平 ＮO.419 平成２０年8月号pp.2-3（特集 新しい小学校の校名を募
集します）

http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20080808110639_1.pdf

広報きじま平 ＮO.418 平成２０年7月号p.5（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20080801134714_1.pdf
広報きじま平 ＮO.417 平成２０年6月号p.5（小学校統合検討委員会だより） http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20080626113026_1.pdf
広報きじま平 NO．415 平成２０年４月号p.6 （小学校統合検討委員を募集しま
す）

http://www.kijimadaira.jp/modules/pub/pdf/pub_20080420092135_1.pdf

岐阜県
恵那市 恵那市立小中学校通学区域審議会条例 https://www3.e-reikinet.jp/ena/d1w_reiki/417901010023000000MH/

417901010023000000MH/417901010023000000MH.html
海津市 南濃町地内中学校適正配置について http://www.city.kaizu.lg.jp/kyouikusoumuka/tyuugakkoutekisei/

tyuugakkoutekisei.jsp
川辺町 川辺町立小学校通学区域審議会規則 http://www.kawabe-gifu.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai36301541.html
岐阜市 岐阜市立小学校及び中学校通

学区域審議会
学校規模適正化事業（市中心部の小中学校再編について、中間答申、最終答申） http://www.city.gifu.lg.jp/c/40113264/40113264.html

岐阜市立小学校及び中学校通学区域審議会（詳細について、関係する取り組み） http://www.city.gifu.lg.jp/c/22010012/22010012.html
各種会議録等（岐阜市小学校及び中学校通学区域審議会による答申、岐阜市旧市内学
校再編問題協議会、各校区説明会（「市の方針」策定前）、旧市内小中学校の適正規模
化・適正配置に対する市の方針（H17.8.30）、各校区説明会（「市の方針」策定後）、
岐阜市3中学校再編問題協議会、各校区説明会（3中学校再編問題））

http://www.city.gifu.lg.jp/c/22010029/22010029.html

岐阜市立小学校及び中学校通学区域審議会 http://www.city.gifu.gifu.jp/cgi-bin/shingikai/e_gaiyou.php?job=1&name=
%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E5%AD
%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6
%A0%A1%E9%80%9A%E5%AD%A6%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%AF
%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A

多治見市 池田小学校建設検討委員会（委員名簿、第1回∼第5回会議録） http://www.city.tajimi.gifu.jp/kyoiku/soumu/ikeda_kensetu/ikeda_
kensetu_index.htm

垂井町 垂井町学区編成審議会設置条例 http://www.ginet.or.jp/tarui/reiki/reiki_honbun/ai32504361.html
土岐市 土岐市立小中学校区審議会条例 http://www.city.toki.lg.jp/d1w_reiki/34690101002800000000/

34690101002800000000/34690101002800000000.html
中津川市 中津川市学校規模等適正化検討委員会答申について http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/news/003684.php

中津川市学校規模等適正化検
討委員会

答申「市立小学校及び中学校の規模の適正化に関する事項」「幼稚園・保育園のあり
方に関する事項」

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/news//media/file_
20090702T164229535.pdf

学校規模等適正化検討委員会を設置しました http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%AD%89%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C
%96%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3
%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97
%E3%81%9F

七宗町 広報ひちそう1月号NO.430 p.10 （七宗町立中学校統合検討委員会委員名簿） http://www.hichiso.jp/PDF/09.1%5E12/09.01/P10.pdf
美濃市 広報みの 2008年7月1日号no728 pp.4-5（進んでいます下牧・上牧地区の学校再編成）http://www.city.mino.gifu.jp/download.rbz?cmd=50&cd=808&tg=24

広報みの 2008年6月1日号no726 p.10（北部地区学校再編成の校名に「牧谷小学校」）http://www.city.mino.gifu.jp/download.rbz?cmd=50&cd=750&tg=27
広報みの 2003.8.1 no.615 p.4（「中央地区学校再編成実行委員会」が設置されまし
た）

http://www.city.mino.gifu.jp/archives/koho/koho_615/pdf/04.pdf

広報みの 2003.2.1 no.603 p.5（学校再編成 中央地区（美濃・洲原地域）は16年度
に再編成）

http://www.city.mino.gifu.jp/archives/koho/koho_603/pdf/05.pdf

広報みの 2002.5.1 no.586 p.5（学校再編成 下牧地区の四小学校をひとつに） http://www.city.mino.gifu.jp/archives/koho/koho_586/pdf/05.pdf
広報みの 2001.11.1 no.575 p.2（学校再編成・市の基本方針） http://www.city.mino.gifu.jp/archives/koho/koho_575/pdf/02.pdf
広報みの 2001.11.1 no.575 p.3（学校再編成・市の基本方針） http://www.city.mino.gifu.jp/archives/koho/koho_575/pdf/03.pdf

山県市 山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会（設置要綱、諮問書、議事録等） http://yamagata-gifu.ed.jp/tekisei/tekisei.html
山県市立小学校及び中学校の適正規模等の検討結果について（中間報告） http://yamagata-gifu.ed.jp/tekisei/chukan0309.pdf

山県市立小学校及び中学校適
正規模等検討委員会

答申書 http://yamagata-gifu.ed.jp/tekisei/toushin.pdf

山県市立小学校及び中学校適正規模推進基本方針及び推進計画 http://yamagata-gifu.ed.jp/tekiseikibohousin&keikaku.pdf
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広報やまがた 平成21年9月号p.24（美山小学校の校章決まる∼西武芸・富波・乾小
学校統合∼）

http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/pdf/2109_24.pdf

広報やまがた 平成21年7月号p.9（学校適正規模の取組みについて） http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/pdf/2107_08-09.pdf
広報やまがた 平成21年2月号p.7（新「美山小学校」の校章デザインを募集します！）http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/pdf/2102_06-07.pdf
広報やまがた 平成19年10月号p.14（∼21世紀を生きる子どもたちの教育のために
∼適正規模推進基本方針及び推進計画を策定）

http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/19/pdf/1910_14-15.pdf

広報やまがた 平成19年4月号pp.14-15（「山県市立小学校及び中学校適正規模等検
討委員会」からの中間報告）

http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/19/pdf/1904_14-15.pdf

広報やまがた 平成18年8月号p.8（学校適正規模等検討委員会の立ち上げ） http://www.city.yamagata.gifu.jp/kouho/18/pdf/1808_08.pdf
静岡県

浜松市 学校規模の適正化（浜松市学校・幼稚園規模適正化基本方針について、浜松市学校・
幼稚園規模適正化基本方針推進協議会について、地域別の状況について、学校規模適
正化推進だより、経緯）

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/study/school/tekiseika/
index.htm

浜松市立小・中学校通学区域審議会 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/reform/fuzoku/itiranlist/
fuzoku83.htm

磐田市 磐田市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar19900851.html
掛川市 学校適正配置等に関する基本的考え方（まとめ） http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/bunka/gakko/tekiseihaiti_2.html

広報かけがわ 2008年7月1日号 p.6（まとまりました 学校の適正配置等に関する基
本的考え方）

http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/10242/1/p6.pdf

袋井市 袋井市立小中学校通学区域協議会規則 http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/ar17908241.
html

湖西市 湖西市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.kosai.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/ag32203291.html
静岡市 静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会条例 http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/ar00102601.html

静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議 http://www.city.shizuoka.jp/deps/soumu/fuzoku_f_kikan_fk_111.html
平成１８年度 第１回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/deps/soumu/fk111_1801.html
平成１８年度 第２回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/deps/soumu/fk111_1802.html
平成１９年度 第１回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/deps/soumu/fk111_1901.html
平成１９年度第２回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/000067737.pdf
平成１９年度第３回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/000070434.pdf
平成２０年度 第１回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/000075578.pdf
平成２０年度 第２回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/000079465.pdf
平成２０年度 第３回静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.shizuoka.jp/000081983.pdf

焼津市 平成20年度 第2回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h20-doc/20-024.pdf
平成20年度 第1回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h20-doc/20-003.pdf
平成19年度第2回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h19-doc/19-023.pdf
平成19年度第1回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h19-doc/19-022.pdf
平成18年度第5回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h18-doc/18_032.pdf
平成18年度第4回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h18-doc/18_026.pdf
平成18年度第3回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h18-doc/18_025.pdf
平成18年度第2回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h18-doc/18_013.pdf
平成18年度第1回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h18-doc/18_011.pdf
平成17年度第19回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h17-doc/17_026.pdf
平成17年度第18回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h17-doc/17_025.pdf
平成17年度第17回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h17-doc/17_024.pdf
平成17年度第16回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h17-doc/17_023.pdf
平成17年度第15回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会会議録 http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/kaigiroku/h17-doc/17_022.pdf

藤枝市 藤枝市立小・中学校通学区域審議会条例 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag31502251.
html

牧之原市 牧之原市学校整備等検討委員会を開催しています（委員名簿、設置要綱、基本方針、
会議録、資料）

http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/asp/mc0040.asp?eno=J402104287

平成20年度牧之原市民意識調査結果（抜粋−学校の統廃合を見据えた施設整備につ
いてどう思いますか？）

http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/ftp/01gt01/ikou/ikou103.pdf

吉田町 吉田町立小学校通学区域審議会条例 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/yakuba/reiki/reiki_honbun/
ag35003971.html

沼津市 静浦地区小中一貫校（沼津市静浦地区小中一貫校に関する提言、 静浦地区小中一貫
校に関するアンケート結果）

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/sisei/kyouiku/kyouiku/keikaku/
shizuura.htm

沼津市立小中学校通学区域審議
会（現在組織されておりません）

三島市 三島市立小学校及び中学校通学区域審議会 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/websystem/shingikai/s_
syousai000037.html

三島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/jyourei/
reiki_honbun/ag30704061.html

伊東市 伊東市立小中学校通学区域検討委員会設置規程 http://www1.g-reiki.net/reiki22f/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=
D:\EFServ2\ss00043427\GUEST&TID=1&SYSID=573
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伊豆市 学校再編成（土肥地区新小学校の校名を絞り込みました）（学校再編成の答申につい

て、伊豆市学校再編成計画、学校再編成準備委員会（土肥地区）、準備委員会だより）
http://www.city.izu.shizuoka.jp/form1.php?pid=1975

南伊豆町 南伊豆町学校統合審議会条例 http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000199.
htm

南伊豆町学校統合推進委員会規則 http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000516.
htm

愛知県
一宮市 一宮市小中学校通学区域審議会規則 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/ap90004451.html
春日井市 春日井市立小中学校適正規模等検討委員会 （委員名簿、議事録、視察調査書、提言）http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/huzoku/

10089/index.html
市立小中学校適正規模等についての提言 http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/huzoku/

10089/012270.html
小中学校の適正規模等に関する基本方針案の市民意見募集について http://www.city.kasugai.lg.jp/kodomo/school/013746.html

教育委員会 のぞましい教育環境をめざして 小中学校の適正規模等に関する基本方針【案】 http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/61000/
t6101500/kihonhosin.pdf

（別紙）小中学校の適正配置の基本的な考え方（案） http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/61000/
t6101500/tekiseihaiti-an.pdf

春日井市通学区域審議会（委員名簿、平成16、１７年度会議録） http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/huzoku/
k_tsuugaku/index.html

春日井市通学区域審議会条例 http://www.city.kasugai.lg.jp/pre/somu/reiki/reiki_honbun/ae00004401.
html

小牧市 小牧市通学区域審議会条例 http://www.city.komaki.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/at60001831.html
稲沢市 稲沢市通学区域審議会条例 http://www3.city.inazawa.aichi.jp/reiki/ELWeb/ELCGI.exe?ACT=

50&MKND=1&MNO=37&BNO=3
尾張旭市 市立小中学校通学区域審議会名簿 http://www.city.owariasahi.lg.jp/c_navi/sosiki/gyosei/kaigikoukai/meibo/

shochugakkou.m.html
尾張旭市立小中学校通学区域審議会傍聴要領 http://www.city.owariasahi.lg.jp/c_navi/sosiki/gyosei/reiki/youkou.

youryou/list/28-08.doc
岩倉市 岩倉市小中学校通学区域審議会条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai53001851.html
日進市 日進市学区検討委員会（概要、委員名簿、開催予定、議事録） http://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/shingikai/gakku_kento/index.html

日進市学区検討委員会 平成19年度学区検討委員会意見書 http://www.city.nisshin.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/files/gakkyo/
19ikensho.pdf

市内小中学校における通学区域の見直し http://www.city.nisshin.lg.jp/kyouiku/gakko/tsuugaku_minaoshi.html
竹の山地区新設校情報（竹の山地区新設校建設の経緯、新着情報、経緯、関連情報）http://www.city.nisshin.lg.jp/kyouiku/gakko/takenoyamashinsetukou.html

教育委員会 分離新設小学校設置検討資料作成業務報告書 http://www.city.nisshin.aichi.jp/frames/kyouiku/bunrisinsetusyougakkou_
houkokusyo.pdf

西小学校分離新設校基本計画（基本計画報告書） http://www.city.nisshin.lg.jp/kyouiku/gakko/001420.html
学校施設整備マスタープラン（案）に対するパブリックコメントについて http://www.city.nisshin.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/images/

seisaku/keikaku/master-kaitou.pdf
清須市 清須市立学校通学区域審議会規則 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/ar21705871.html
大口町 大口町立小、中学校通学区域審議会条例 http://www.town.oguchi.aichi.jp/FTPdirect/reiki_int/reiki_honbun/

ai54201761.html
新大口町立小中学校再編整備基
本計画

扶桑町 扶桑町立小・中学校通学区域審議会条例 https://www3.e-reikinet.jp/fuso/d1w_reiki/351901010027000000MH/
351901010027000000MH/351901010027000000MH.html

半田市 学校選択制について http://www.city.handa.lg.jp/contents/50010006.html
大府市 新設小学校建設促進協議会（第1回∼第17回） http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=6593

新設小学校建設に関する保護者説明会 http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=6596
南知多町 教育委員会 学校統廃合の基本構想について（より良い学校環境の創造を目指して） http://www.town.minamichita.lg.jp/main/gakkyou/images/kihonkousou.

pdf
岡崎市 岡崎市旧額田地区小学校適正規模研究検討委員会報告書について http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu4463.html
刈谷市 双葉小学校・朝日小学校学区変更説明会の開催について（ご案内） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou1.pdf

学区変更検討委員会（暫定）検討内容 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2.pdf
調査の概要 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou3.pdf
保護者世帯用 学区変更に関するアンケート調査のお願い http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4.pdf
一般世帯用 学区変更に関するアンケート調査のお願い http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5.pdf
双葉小学校・朝日小学校学区変更説明会資料 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou6.pdf
第１回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou7.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8.pdf
学区変更検討委員会設置基準 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou9.pdf
双葉小・朝日小学区変更検討委員会名簿 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou10.pdf
通学路の対応について http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou11.pdf
第２回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2-1.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2-2.pdf
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双葉小・朝日小学区変更検討委員会名簿 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2-3.pdf
学区変更にかかる通学路について（平成１６年度・１７年度分） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2-4.pdf
学区変更説明会提出意見 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou2-6.pdf
第３回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/gijiroku3.pdf
第３回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou3-1.pdf
第４回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-1.pdf
第４回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-2.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-.3pdf
双葉小・朝日小学区変更検討委員会名簿 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-4.pdf
学区変更に伴う朝日小学校への移行調査について（在校生用） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-7.pdf
平成１５年度 双葉小学校・朝日小学校学区変更検討委員会 検討結果 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-5.pdf
資料２ 検討委員会検討後 学区変更に伴う保護者負担への補助について（案） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-6.pdf
学区変更に伴う通学方法及び保護者負担の軽減について（案内） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou4-8.pdf
第５回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5-1.pdf
第５回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5-2.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5-3.pdf
資料2 公費補助について http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5-5.pdf
資料3 通学路に関する経過報告 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou5-6.pdf
第６回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou6-1.pdf
第６回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou6-2.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou6-3.pdf
学区変更に伴う朝日小学校への移行調査について（在校生用） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou6-4.pdf
第７回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou7-1.pdf
第７回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou7-2.pdf
資料1 朝日小学校移行人数表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou7-3.pdf
資料2 平成１７年度編入地区通学補助の案 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou7-4.pdf
第８回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/kaigiroku8.pdf
第８回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-1.pdf
双葉小・朝日小学区変更検討委員会名簿 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-2.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-3.pdf
資料１−１ 朝日小学校移行人数表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-4.pdf
資料１−２ 平成17年度野田地区通学団の状況 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-5.pdf
資料２ （平成１６年度）学区変更に伴う朝日小学校への移行調査について（在校生
用）

http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-6.pdf

資料３ （平成１７年度）学区変更に伴う朝日小学校への移行調査について（在校生
用）

http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou8-7.pdf

第９回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/gijiroku9_.pdf
第９回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou9-1.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou9-2.pdf
学区変更検討委員会設置基準（改正案） http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou9-3.pdf
第１０回学区変更検討委員会会議記録 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/gijiroku10.pdf
第１０回学区変更検討委員会次第 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou10-1.pdf
学区変更検討委員会 座席表 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou10-2.pdf
双葉小・朝日小学区変更検討委員会名簿 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gakukan/siryou10-3.pdf

豊田市 豊田市学校規模適正化推進委員会 http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/da00/da01/tanto/kibotekiseika/
index.html

豊田市教育行政計画改訂 中間報告（平成19年3月）（第2章 部会（学校規模を考え
る部会））

http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/da00/da01/tanto/
kyouikugyouseikeikakusakutei/index.html

パブリックコメント 「豊田市教育行政計画」改訂版（案）（学校規模の適正化に関す
る基本方針（案）、学校規模の適正化に関する基本方針（案）資料編）

http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/pc/h19/05/bosyu/index.html

パブリックコメント 「豊田市教育行政計画」改訂版（案）意見募集結果の公表 http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/pc/h19/05/index.html
豊田市教育行政計画（学校規模の適正化に関する基本方針） http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/da00/da01/tanto/

kyouikugyouseikeikaku/
パブリックコメント 「豊田市教育行政計画」素案意見募集 http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/pc/h14/05/bosyu/index.html
パブリックコメント 「豊田市教育行政計画」素案意見募集結果の公表 http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/pc/h14/05/index.html
豊田市教育行政計画審議会 http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/singikai/ta_line/065/index.html
豊田市立小中学校区審議会 http://www.city.toyota.aichi.jp/ex/singikai/ta_line/074/index.html
豊田市 報道発表資料 2009年5月29日 藤沢小学校の統廃合について http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1458645_19137.html

高浜市 高浜市立小中学校通学区域審議会条例 http://www.city.takahama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai52902441.html
豊橋市 豊橋市立小中学校通学区域審議会（委員名簿、会議録） http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kyoiku/kyouikusoumu/tugakusingi.

html
通学区域の弾力化（特定地域隣接校選択制度、特認校制度） http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kyoiku/kyouikusoumu/tugakukuiki.

html
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「広報とよはし」 平成18年3月1日 (No.1211) pp.2-5（特集：考えてみましょう
小学校と通学区域）

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/koho/h18koho/060301/th060301b.pdf

「広報とよはし」 平成18年10月15日 (No.1226) pp.4-6（小学校の通学区域の一部
が選択制になります 来年度から特認校制・特定地域隣接校選択制がスタート）

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/koho/h18koho/061015/th061015c.pdf

「広報とよはし」平成19年4月15日 (No.1238) p.4（豊橋の教育（１）小学校と通学
区域 通学制度を見直しました 隣接校選択制度で過密化を緩和！ ゆったりした
環境で学べる特認校制度）

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/koho/h19koho/070415/th070415c.pdf

新城市 新城市学校再配置指針（小学校再配置の「基本的な考え方」と「指針」） http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,10931,134,html
学校配置研究会の報告（設置の趣旨、「小学校部会」報告書など） http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,3943,134,697,html

田原市 小中学校の規模の適正化に関する検討経過（「平成19年度までの改革の進行状況」―
「サービス体制の見直し」）

http://www.city.tahara.aichi.jp/gyokaku/pdf/shintyoku/h20shinchoku/
e-2-1gakkoukibo.pdf

田原市教育問題研究会（H19年
11月、小中学校の適正規模につ
いての答申）

設楽町 設楽町小学校統合問題検討委員会条例 http://www.town.shitara.aichi.jp/online/reiki/reiki_honbun/ar25302181.
html

設楽町小学校統合問題検討委員会規則 http://www.town.shitara.aichi.jp/online/reiki/reiki_honbun/ar25302191.
html

東栄町 新しい学校創りに向けて http://www.town.toei.aichi.jp/02_tyousei/kyouiku/gakkoudukuri/index.
html

小学校統合問題協議会

東栄小学校施設整備検討委員会からのお知らせ（委員会規則、委員名簿、基本方針、
調査研究結果報告書、議事録）

http://www.town.toei.aichi.jp/02_tyousei/kyouiku/sisetuiinnkai/index.html

三重県
四日市市 平成19年度 教育総務課業務棚卸表（事後評価表） http://www.city.yokkaichi.mie.jp/h19_tanaoroshi/pdf/kyoiku/j1.pdf 通学区域審議会

平成18年度 教育総務課業務棚卸表（事後評価表） http://www.city.yokkaichi.mie.jp/h18_tanaoroshi/pdf/kyoiku/j1.pdf
平成17年度 教育総務課業務棚卸表（事後評価表） http://www.city.yokkaichi.mie.jp/h17_tanaoroshi/pdf/kyoiku/j1.pdf

教育委員会教育総務課 四日市市行政経営戦略プラン現況報告書 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/strategy/genkyo/pdf/52.pdf
広報よっかいち 2003年4月下旬号 特集：「四日市市小･中学校通学区域制度等検討
委員会」の取り組み

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/koho/200304/2nd/special_01.htm

四日市市立小、中学校通学区域審議会規則 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/330920100025000000MH/
417920100012000000MH/417920100012000000MH.html

四日市市立小中学校通学区域制度等検討委員会設置規則 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/413920100010000000MH/
413920100010000000MH/413920100010000000MH.html

津市 津市幼稚園・小中学校在り方検討委員会（検討委員会とは、検討委員会設置要綱、検
討委員会名簿、第1回∼第4回委員会）

http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/kyoikukenkyushienka/article.
php?articleid=24

平成18年12月18日開催 第１回津市通学区域審議会 審議会等の会議結果報告 http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/5686.pdf
平成19年2月6日開催 第２回津市通学区域審議会 審議会等の会議結果報告 http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/6184.pdf

伊勢市 伊勢市立小中学校の将来構想に係る検討委員会（検討委員会設置要綱、検討委員会日
程）

http://www.city.ise.mie.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=
1246413236677

鳥羽市 鳥羽小学校用地選定のページ鳥羽小学校用地選定のページ http://www.city.toba.mie.jp/kakuka/kyoui/soumu/youtisentei/mokuji.
html

平成20年3月17日に「鳥羽市学
校通学区審議会」から答申

鳥羽小学校用地選定市民会議 提言書 http://www.city.toba.mie.jp/kakuka/kyoui/soumu/youtisentei/
TEIGENSYO.pdf

鳥羽小学校建設基本設計プロポーザル http://www.city.toba.mie.jp/kakuka/kyoui/soumu/proposal/newpage1.
html

志摩市 志摩市学校再編検討委員会 学校再編検討委員会に関すること(志摩市立小中学校 学校再編提言書） http://www.city.shima.mie.jp/gyosei/soshiki/ky-somu/saihen/index.html
志摩市の小中学校の統廃合について考える市民アンケート調査結果 http://www.city.shima.mie.jp/gyosei/soshiki/ky-somu/saihen/ankeito/

index.html
玉城町 玉城町立小学校就学区検討委員会設置要綱 http://www.town.tamaki.mie.jp/tamnet/cyousei/reiki/reiki_int/reiki_

honbun/ad50001641.html
度会町 度会町の小学校統合計画 http://www.town.watarai.mie.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=410
大紀町 広報たいき 平成19年11月号（Ｎｏ.33) p.8 大紀町学校統合検討協議会から答申 http://www.town.taiki.mie.jp/hpdata/_images/Media/info/kouhou/h19/33_

8.pdf
大紀町学校統合検討協議会

広報たいき 平成20年4月号（Ｎｏ.38) p.8 統合小・中学校の校名を発表！ http://www.town.taiki.mie.jp/hpdata/_images/Media/info/kouhou/h20/38_
8.pdf

広報たいき 平成20年11月号（Ｎｏ.45) p.7 学校だより平成21年度から校区が変
更になります

http://www.town.taiki.mie.jp/hpdata/_images/Media/info/kouhou/h20/45_
11.pdf

伊賀市 参声広場 校区再編について http://www.city.iga.lg.jp/sansei/quest/quest_130.asp?faq=7465%3B323
名張市 「名張市立学校の適正規模・適正配置にかかる提言」について http://www.city.nabari.lg.jp/hp/menu000001200/hpg000001162.htm

名張市立学校校区再編検討委
員会

名張市立学校の適正規模・適正配置について（提言） http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000000200/koukuteigen081209.pdf

名張市立小中学校の規模・配置の適正化基本方針（素案概要） http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000007100/099000850-tekiseigaiyou..
pdf

教育委員会 名張市立小中学校の規模・配置適正化基本方針（素案） http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000007100/099000850-tekiseisoan.pdf
パブリックコメント 名張市立小中学校の規模・配置の適正化基本方針（素案） http://www.city.nabari.lg.jp/hp/page000007400/hpg000007323.htm
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パブリックコメント 名張市立学校規模配置の適正化基本方針（素案）の内容 http://www.city.nabari.lg.jp/hp/page000007600/hpg000007549.htm
お寄せいただいた主なご意見と回答 小学校の統廃合について（平成20年7月10日受
付）

http://www.city.nabari.lg.jp/hp/page000002400/hpg000002368.htm

お寄せいただいた主なご意見と回答 名張市立学校校区再編検討委員会副委員長の
発言（平成20年9月2日受付）

http://www.city.nabari.lg.jp/hp/page000003800/hpg000003748.htm

広報なばり 7−1号No.819（2009年（平成21年）7月５日発行）pp.1-3（名張市立小
中学校の規模・配置の適正化基本方針∼子どもたちの未来を見据えた学習環境の充
実に向けて∼（素案））

http://www.city.nabari.lg.jp/ct/other000007100/099000850-7-1-1-3.pdf

名張市立学校校区再編検討委員会設置要綱 http://www.city.nabari.lg.jp/reiki/nabari_manu/401909130117A00000NH/
419920500014000000MH/419920500014000000MH.html

滋賀県
大津市 大津市通学区域審議会 http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1062649784534/index.html
草津市 草津市通学区域審議会設置条例 http://reiki-kusatsu-shiga.jp/reiki/reiki_honbun/ak00702541.html
栗東市 学区編成審議会（学区編成審議会審議経過、諮問書、答申書） http://www.city.ritto.shiga.jp/index/page/

f23f5ebd1bafe193d31eba62b973735b/87/
野洲市 野洲市通学区域審議会条例 http://www.city.yasu.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar04202491.html
甲賀市 市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方（甲賀市立小中学校

適正規模等検討委員会答申）
http://www.city.koka.shiga.jp/gov/plan/gakkou_tekisei/index.php

甲賀市立小中学校適正規模等
検討委員会

甲賀市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方について（答申）http://www.city.koka.shiga.jp/gov/plan/gakkou_tekisei/toushin.pdf

広報あいこうか 2009年8月1日号 p.5（子どもたちが充実した学校生活を過ごせる環
境へ ∼小中学校の適正規模及び配置に関する基本的な考え方答申∼）

http://www.city.koka.shiga.jp/kouhou/2009/090801/2009_0801_p05.pdf

甲賀市立小中学校適正規模等検討委員会設置要綱 http://www.city.koka.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar05508851.html
東近江市 旧八日市南小学校校区編成審議会 答申 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=11321&t=1260855157

東近江市立八日市南小学校校
区編成審議会

東近江市立八日市南小学校校区再編について（答申） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/download/tousin_451.pdf

旧八日市南小学校校区再編の基本的な考え方 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=11320&t=1260855157
旧八日市南小学校校区再編（新校舎候補地の公表）について http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=11322&t=1260855157
山上小学校と政所小学校の通学区域統合について（東近江市立学校通学区域審議会
の中間答申を受けて、第１回∼第２回審議会概要、意見交換会等概要、委員名簿）

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=13231&t=1260855157

東近江市立学校通学区域審議会の答申について（答申、答申別添資料１、委員名簿）http://www.city.higashiomi.shiga.jp/subpage.php?p=15401&t=1260855157
東近江市立学校通学区域審議
会

東近江市立学校通学区域審議会答申について http://www.city.higashiomi.shiga.jp/download/saisyuutousin_5244.pdf

東近江市立学校通学区域審議
会

東近江市立学校通学区域審議会答申別添資料１ http://www.city.higashiomi.shiga.jp/download/tousinsiryou_5245.pdf

彦根市 彦根市通学区域審議会条例 http://www.city.hikone.shiga.jp/reiki_int/act/frame/frame110000075.htm
長浜市 未来の長浜市を創造するまちづくり委員会 教育・文化分科会 議事録（少子化にとも

なう学校施設の統廃合上の問題点・あり方について）
http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.cfm/6,7830,c,html/8407/
20091110-144818.pdf

高月町 高月町学校教育将来構想懇話会答申（答申の概要） http://www.town.takatsuki.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=277
高月町学校教育将来構想懇話
会

新しい時代に適応する高月町の学校教育の在り方について(答申) http://www.town.takatsuki.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/277/
konwakaitoushin.pdf

「高月学園」基本計画（計画本文、計画概要） http://www.town.takatsuki.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=901
京都府

福知山市 市学校教育審議会 福知山市学校教育審議会 http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/modules/smartnews/item.
php?itemid=245

教育内容部会・適正化部会で用いた資料 http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/modules/smartnews/item.
php?itemid=284

宮津市 広報誌（平成20年８月号）学校施設再編等 http://www.city.miyazu.kyoto.jp/~info/kouhou/news/2008.8/2.htm
大阪府

大東市 大東市学校統廃合検討委員会 大東市学校統廃合検討委員会 http://www.city.daito.lg.jp/sec/110/t.hyousi/newpage1.htm
教育委員会 大東市立小・中学校統合基本方針 http://www.city.daito.lg.jp/sec/110/kihonhousin/kihonhousin.html

兵庫県
加西市 加西市経営戦略室 小学校の統廃合について http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/21mani/pub/pub23.htm

加西の論点⑥ 小中学校、幼稚園、保育所の施設整備と統廃合 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/12serv/pdf/2009/03/0903-04.pdf
和歌山県 和歌山県 和歌山県教育庁学校教育局小

中学校課
中央教育審議会初等中等教育分科会小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業
部会資料（H20,11,14）和歌山県における小中学校適正規模化の取組

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/038/siryo/
08112011/001.pdf

かつらぎ町 かつらぎ町立幼稚園及び学校
適正配置・整備計画検討委員
会

学校適正配置・整備計画検討について http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/G/tousin.html

鳥取県
鳥取市 校区審議会（議事録、アンケート結果、答申） http://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/0000000000000/1187777780605/

index.html
緊急を要する鳥取市立小・中学校の校区再編について（答申）（答申、資料） http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1200361507835/index.html
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鳥取市校区審議会(第９期) 緊急を要する鳥取市立小・中学校の校区再編について（答申）平成１９年１２月２７

日
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1200361507835/activesqr/
common/other/478c3018003.pdf

教育委員会 鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について(諮問) http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190781474087/files/settei1.
pdf

米子市 小学校統合 尚徳小学校と日新小学校がひとつに http://www.yonago-city.jp/section/edu/gakkyou/gakkyou20050126.htm
境港市 義務教育施設等のあり方を考える会について（第２回∼第５回議事録） http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=7025
八頭町 広報やず 特集号 平成21年7月1日発行Ｎｏ．特１（八頭町の将来を見据えた「小中

学校」と「保育所」の適正な配置へ）
http://www.town.yazu.tottori.jp/kouhou/Tokushu01.pdf 平成21年3月、「八頭町学校適正

配置審議会」と「八頭町保育所
適正配置審議会」から答申

若桜町 広報わかさ 2009年3月号 若桜小と池田小が統合します つく米分校が休校します http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?itemid=2493#1
広報わかさ 2008年2月号 教育委員会からのお知らせ 池田小学校と若桜小学校の
統合に向けて

http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1627#10

広報わかさ 2007年10月号 若桜町立小学校統合準備委員会を設立しました http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1618#2
広報わかさ 2007年8月号 小学校統合へ http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1614#4
広報わかさ 2007年5月号 「学校のあり方懇話会」より答申が出されました http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1608#2
広報わかさ 2007年2月号 今後の学校のあり方に関するアンケート調査結果 http://www.town.wakasa.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1602#1

智頭町 保育園・小学校・中学校の教育環境の整備 小学校の統合について http://cms.sanin.jp/p/chizu/kyouiku/kyouikuiinkai/seibi/
湯梨浜町 中学校統廃合検討（委員名簿、会議議事録、中学校統廃合検討委員会まとめ） http://www.yurihama.jp/page.cgi?p=3455

中学校統廃合検討委員会まとめ http://www.yurihama.jp/files/3677.pdf
三朝町 広報みささ 2006年11月号No.601 p6-7 これからの学校・保育施設はどうあるべき

か？∼検討会が相次いで答申∼
http://www.town.misasa.tottori.jp/~misasa01/kouhou/2006/0611/
NewFiles/06/f_06.html

学校施設等検討委員会

琴浦町 琴浦町小学校適正規模・配置審議会（資料編、審議会審議の概要） http://www.town.kotoura.tottori.jp/cms/page2765.html
大山町 大山町教育審議会（第2次答申、第1次答申、教育審議会委員名簿、教育審議会条例）http://www.daisen.jp/p/1/10/12/6/

大山町教育審議会 大山町教育審議会第２次答申 平成２０年１１月２７日 http://www.daisen.jp/system/site/upload/live/6172/atc_1228126954.pdf
大山町教育審議会第１次答申 平成２０年１月２３日 http://www.daisen.jp/system/site/upload/live/6171/atc_1228126874.pdf
大山町教育審議会「これからの大山町教育のあり方について」第１次答申（概要版）http://www.daisen.jp/system/site/upload/live/6171/atc_1228127004.pdf
広報だいせん 2008年1月号p.3 教育審議会「大山地区の小学校のあり方について」
答申

http://www.daisen.jp/system/site/upload/live/6267/atc_1230288846.pdf

伯耆町 学校教育検討会(議事録、アンケート調査結果、答申、答申意見交換会（保護者対象）
概要、答申意見交換会（住民対象）概要）

http://www.houki-town.jp/p/1/1/22/1/2/

日南町 小学校統合に関する調査特別委員会 議事録（第１回∼第１６回） http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=ct&cid=
f00000470

教育のあり方会議について（答申書掲載）（第１回∼第７回会議要旨、答申書） http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
118197172011099

日南町教育のあり方会議 ∼日南町教育の再生をめざして∼ 答申 http://www.town.nichinan.tottori.jp/photolib/P01422.pdf
広報にちなん 2001年8月号 シリーズ教育委員会32 地域と子どもの教育に関する
意識調査

http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
107838759216084

広報にちなん 2001年3月号 シリーズ教育委員会28 日南町の小学校統廃合につい
て

http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10783063188342

広報にちなん 2001年2月号 シリーズ教育委員会だより27 小学校問題 Q＆A ③ http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10783055658113

広報にちなん 2001年1月号 シリーズ教育委員会だより26 小学校問題 Q＆A ② http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10783039827756

広報にちなん 2000年12月号 シリーズ教育委員会２５ 小学校問題 Q＆A http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10783022857340

広報にちなん 2000年10月号 シリーズ教育委員会２３ 小学校問題の検討の中から http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10782998596685

広報にちなん 2000年11月号 シリーズ教育委員会21 委員はつぎの方々です http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10782967785862

広報にちなん 2000年10月号 シリーズ教育委員会20 小学校問題について中学生の
意見

http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10782953985499

広報にちなん 2000年9月号 シリーズ教育委員会19 小学校問題についての意見いろい
ろ

http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10782939044710

広報にちなん 2000年8月号 シリーズ教育委員会18 小学校問題についての意見いろい
ろ

http://www.town.nichinan.tottori.jp/cgi-bin/view.cgi?type=hp&sid=
10782911983926

江府町 江府町小学校統合整備について（統合整備の経緯、保護者説明会、住民説明会、資料、
計画スケジュール）

http://www.town-kofu.jp/s_site/school_togo/school_keika.html

江府町小学校統合検討委員会 江府町小学校統合整備について答申 平成18年3月15日 http://www.town-kofu.jp/s_site/school_togo/school_togo_file/school_togo_
tousin.pdf

町報こうふ 2006年7月号p.8 小学校統合に関する住民説明会開催 http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1809/1809_08.pdf
町報こうふ 2006年7月号p.10 小学校統合に関する保護者説明会 http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1807/1807_10.pdf
町報こうふ 2006年4月号p.6 小学校統合検討委員会 町長へ答申 http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1804/1804-06.PDF
町報こうふ 2006年3月号p.5 小学校統合検討委員会報告∼第七回協議事項から∼ http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1803/1803-05.pdf
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町報こうふ 2006年2月号p.10 小学校統合検討委員会報告∼第五回、第六回協議事
項から∼

http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1802/1802-10.pdf

町報こうふ 2005年12月号p.7 小学校統合検討委員会報告∼第三回、第四回協議事
項から∼

http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1712/1712-07.pdf

町報こうふ 2005年9月号p.9 小学校統合検討委員会（第二回）開催 http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1709/1709-09.pdf
町報こうふ 2005年8月号p.15 小学校統合検討委員会設置 http://www.town-kofu.jp/a_site/koho/1708/1708-15.pdf

島根県
松江市 松江市立学校校区検討委員会規則 http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/reiki/reiki_honbun/ar13010181.

html
浜田市 第１回学校統合計画審議会 http://www.city.hamada.shimane.jp/machi/koukai/kaigi-k/200909/

gakkoutougoukeikakusinngikai.html
浜田市立学校統合計画審議会

第２回学校統合計画審議会 http://www.city.hamada.shimane.jp/machi/koukai/kaigi-k/200909/
gakkoutougoukeikakusinngikai2.html

益田市 益田市小中学校再編計画（平成20年度策定） http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/176/detail-4050.html 益田市立学校整備計画審議会
大田市 学校再編（学校再編基本計画、学校再編実施計画） http://www.city.ohda.lg.jp/431.html

広報おおたNo.52 2008(H20) 8.28 pp.2-3 学校再編（大田市学校再編実施計画策定）http://www.city.ohda.lg.jp/files/20090206141236.pdf
広報おおた No.49 2008(H20) 5.29 pp.6-7 大田市学校再編（大田市学校再編実施計
画検討委員会報告書が提出されました。）

http://www.city.ohda.lg.jp/files/20090210103531.pdf

安来市 総合誌ひろせ 2004年4月号 pp.4-7 小学校・保育所再編成！そして、新生４小学校
と４保育所・児童館で新たなスタート！

http://www.city.yasugi.shimane.jp/koho/hirose/P00103.pdf

雲南市 適正規模適正配置検討委員会（最終答申、中間報告、第1回∼第10回検討委員会会議
録）

http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/tekiseikibo00.html

雲南市立小中学校及び幼稚園
等適正規模適正配置検討委員
会

雲南市立小中学校および幼稚園等適正規模適正配置について［答申］ 平成20年12月http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/Tekiseikibo_Toushinsyo_01.
pdf

雲南市立小中学校および幼稚園等適正規模適正配置について［答申］【別冊】 平成
20年13月

http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/Tekiseikibo_Toushinsyo_02.
pdf

雲南市立小中学校及び幼稚園
等適正規模適正配置検討委員
会

雲南市立小中学校および幼稚園等適正規模適正配置について 中間報告 平成19年
11月

http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/tyuukanhoukokuzenbun.pdf

雲南市立小中学校および幼稚園等適正規模適正配置について 中間報告 平成19年
11月（抜粋）

http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/tyuukanhouoku.pdf

「中間報告」資料 http://www.city.unnan.shimane.jp/kyouiku/tyukannhoukokushiryou.pdf
奥出雲町 奥出雲町学校再編基本計画答申（最終答申、小学校の方向性・幼児教育の充実） http://www.town.okuizumo.shimane.jp/life/study/post-1.html

奥出雲町学校再編基本計画検
討委員会

町立小中学校及び幼稚園等における学校規模及び学校配置のあり方について（答申）
平成21年1月16日

http://www.town.okuizumo.shimane.jp/files/pdf/tousin.pdf

教育委員会 学校再編について、幼児教育の充実について http://www.town.okuizumo.shimane.jp/files/pdf/saihen02.pdf
西ノ島町 小学校統合問題検討委員会設置要綱 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/reiki_int/reiki_honbun/

am15905191.html
広報にしのしま 平成21年11月号(No.445) pp.8-9 小学校の統合は平成２３年 ”
新校舎建設を目指して検討中”

http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/town/pr/h21/k445/p8,9.pdf

隠岐の島町 小中学校の統合について（平成２２年４月に統合することとなりました） http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=
Info&info_cd=84f9fb900c29876c9200e11c1c2861a8&proc=2

平成15年に策定された「島後小
中学校規模適正化基本計画」

岡山県
倉敷市 倉敷市立小，中学校学区審議会 会議録 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/15459/gakkushingikai.pdf
井原市 第三期 井原市教育審議会 答申について（書簡、答申書） http://www.city.ibara.okayama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=

218
高梁市 広報たかはし 2008年3月号 p.13 市立小・中学校 通学区域の見直しを答申 http://www.city.takahashi.okayama.jp/img/img_html/kikaku/2008.03/

200803_1213.pdf
平成20年2月18日、高梁市小・中
学校通学区域見直し検討委員会
が市立小・中学校の通学区域の
あり方について答申。

真庭市 小・中学校の適正配置についての答申 http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=3276
真庭市学校整備推進委員会 真庭市立小・中学校の適正配置について［答申］ 平成２ ２年１月 http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/open_imgs/info//0000000574_

0000010827.pdf
真庭市学校整備推進委員会 真庭市立小・中学校の適正配置について［資料編］ 平成２ ２年１月 http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/open_imgs/info//0000000574_

0000010828.pdf
鏡野町 広報かがみの 2008年8月号 No.42 p.2 鏡野町立中学校統合について http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200808/080802.pdf 平成19年８月に「鏡野町立中学

校統合並びに鏡野町学校給食調
理場統合検討委員会」を設置

広報かがみの 2008年8月号 No.42 p.3 鏡野町立中学校統合について http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200808/080803.pdf
広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.9 鏡野町立中学校統合に関するアンケート調
査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080909.pdf
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広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.10 鏡野町立中学校統合に関するアンケート
調査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080910.pdf

広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.11 鏡野町立中学校統合に関するアンケート
調査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080911.pdf

広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.12 鏡野町立中学校統合に関するアンケート
調査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080912.pdf

広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.13 鏡野町立中学校統合に関するアンケート
調査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080913.pdf

広報かがみの 2008年9月号 No.43 p.14 鏡野町立中学校統合に関するアンケート
調査結果（続き）

http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200809/080914.pdf

広報かがみの 2009年3月号 No.49 p.6 鏡野町立中学校統合について http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200903/090306.pdf
広報かがみの 2009年3月号 No.49 p.7 鏡野町立中学校統合について http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200903/090307.pdf
広報かがみの 2009年3月号 No.49 p.8 鏡野町立中学校統合について http://www.town.kagamino.lg.jp/benri/kouhou.pdf/200903/090308.pdf

吉備中央町 小・中学校統廃合に関する意向調査結果の公表 http://www.town.kibichuo.lg.jp/webd/kikaku/2424.html
小・中学校統廃合に関する町民意向調査結果報告書 平成２０年２月 http://www.town.kibichuo.lg.jp/webd/kikaku/resource/2424/

FC26AwDZ3DD783CC22D8CB9A51D0F183y1B3W7L9.pdf
広島県 広島県 教育委員会 市町立学校の新設・統廃合等一覧（平成２０年度当初） http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/05junior/1st/

h20touhaigou.htm
広島市 広島市立学校適正配置のあり方に関する報告書について http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/

1235367702363/index.html
広島市立学校適正配置等のあ
り方に関する検討協力者会議

広島市立学校適正配置のあり方に関する報告書 平成２１年（２００９年）３月 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1235367702363/files/
houkokusyo.pdf

広島市立学校適正配置のあり方に関する報告書《資料編》 平成２１年（２００９年）
３月

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1235367702363/files/
shiryouhen.pdf

広島市立小・中学校適正配置に関する市民アンケート報告書 平成２１年（２００９
年）３月

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1235367702363/files/ankeito.
pdf

広島市立学校適正配置等のあり方に関する検討協力者会議委員等名簿 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1235367702363/files/meibo.
pdf

広島市立学校適正配置等のあり方に関する検討協力者会議について（第1回∼第6回
会議要旨）

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/
1215667586876/index.html

市立小・中学校の適正配置の検討 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/
1236584704147/index.html

呉市 望ましい学校教育環境づくり「適正規模校をめざして」小学校統合基本方針を定めま
した

http://www.city.kure.lg.jp/kureinfo/topics040410_04.html

呉市教育委員会 ― 望ましい学校教育環境の整備 ― http://www.city.kure.hiroshima.jp/~gakukyou/09-seibi.htm
（ご意見） 現在，呉市で進めている小学校の統合計画はどのようなものですか。ま
た，子どもたちへの影響をどのように考えていますか。

http://www.city.kure.lg.jp/~kouchou/H19/15.html

竹原市 竹原市立小中学校適正配置懇
話会

竹原市立義務教育諸学校の適正配置について http://www.city.takehara.hiroshima.jp/gakumu/kyouiku/tekisei.jsp

竹原市立中学校適正配置懇話会資料１・２ http://www.city.takehara.hiroshima.jp/gakumu/kyouiku/siryou.jsp
竹原市立小中学校適正配置懇話会資料３・４ http://www.city.takehara.hiroshima.jp/gakumu/kyouiku/siryou2.jsp
資料５ 竹原市の学校統廃合の歴史 小学校 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/mpsdata/web/405/syougakou.pdf
資料５ 竹原市の学校統廃合の歴史 中学校 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/mpsdata/web/405/tyugakou.pdf
竹原市立小中学校適正配置懇話会資料６ http://www.city.takehara.hiroshima.jp/gakumu/kyouiku/siryou3.jsp

三原市 三原市立小中学校適正配置実施計画（案）（添付資料、【参考資料】など） http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekihai/tekihaian.htm
三原市立学校適正配置検討懇
話会

三原市における小中学校適正配置について 報告書 平成19年12月18日 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekihai/konwakai/
houkoku.pdf

市民アンケート結果 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekihai/anketo/anketo.
htm

三原市立小中学校適正配置基本方針 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekihai/houshin.pdf
学校適正配置検討委員会 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekisei/tekisei.htm
三原市における学校適正配置について http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekisei/report01.htm

三原市学校適正配置検討委員
会

三原市における学校適正配置について 報告書（案） 平成１６年２月２４日 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekisei/g-t-houkoku.
pdf

三原市における学校適正配置について http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekisei-19/report01.
htm

三原市学校適正配置検討委員
会

三原市における学校適正配置について 報告書（案） 平成１６年２月２４日 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kyoiku/room/tekisei-19/
g-t-houkoku.pdf

尾道市 「尾道市立学校 通学区域審議会」 http://www.bbbn.jp/~obe/Seido-Houkoku/htmls/Tuugaku-Singikai/index.
html

旧因島市立学校統合諮問委員会
（平成12年）

尾道市立学校通学区域審議会 尾道市立小・中学校の適正配置および通学区域について 答申 平成１４年１１月
２９日

http://www.bbbn.jp/~obe/Seido-Houkoku/htmls/Tuugaku-Singikai/pdf/
tousin.pdf

︱

2
8

︱



都道府県名 市区町村名 委員会等名 文書名 URL 備考
三次市 三次市学校規模適正化検討委員会（委員名簿、設置要綱、諮問書、開催スケジュール、

第1回∼第3回会議概要）
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kyouiku_m/seidohoukoku/
gakkoukibotekiseikakentouiinkai/tekiseikakentouiinkai.jsp

平成22年3月末、答申公表

庄原市 行政経営改革審議会 第３回会議資料07.小中学校の適正配置 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/download/4608/12syotyutekisei.pdf
行政経営改革審議会 第３回会議資料07.小中学校の状況 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/download/4608/13syotyujyokyo.pdf

安芸高田市 安芸高田市学校規模適正化委員会について（第1回∼第7回議事録、資料） http://www.akitakata.jp/site/page/kyouiku/kyouikusoumu/200/
安芸高田市学校規模適正化委員会設置及び運営要綱 http://www.akitakata.jp/reiki/act/frame/frame110001044.htm

江田島市 江田島市学校統合検討委員会第２次答申 http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/report/tougou_no2.html
江田島市学校統合検討委員会 江田島市立小中学校の統合について（第２次答申） 平成２１年６月 http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/report/image/tougou_no2_1.pdf

江田島市学校統合検討委員会審議経過の概要 http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/report/image/tougou_no2_2.pdf
江田島市内小学校数・児童数推移 江田島市内中学校数・生徒数推移 http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/report/image/tougou_no2_3.pdf

江田島市学校統合検討委員会 江田島市学校統合検討委員会第１次答申（平成17年12月 江田島市学校統合検討委員
会答申）

http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/report/image/tougou_no2_4.pdf

安芸太田町 学校再編計画及び耐震結果（安全・安心・持続可能な教育環境再編方針 平成20年１
１月１１日精査（平成２０年５月１日推計データ））

http://www.akiota.jp/akiota/pdf/saihen.pdf

北広島町 北広島町義務教育振興プラン答申（答申、資料編、答申全体） http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/gakkyou/gimukyouikushinkoplan.jsp
北広島町義務教育振興プラン
策定検討委員会

北広島町の義務教育振興計画にかかる短期的・中長期的な基本的事項について 【答
申】 平成２０年３月

http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/mpsdata/web/563/
kyouikusinkouplan.pdf

大崎上島町 中学校の統合について（大崎上島中学校整備方針、開校スケジュール、大崎上島中学
校開校準備委員会だより(No.1-5)）

http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/02ohsaki/scl_join/index.html

小学校の統合について（大崎小学校整備方針、開校準備スケジュール、大崎小学校開
校準備委員会設置要綱、大崎小学校開校準備委員会だより(No.1-5)）

http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/02ohsaki/syogakkou/
syogakkou.html

世羅町 世羅町立小学校統合検討委員
会

世羅町立小学校の統合の基本的な考え方とそれに基づく具体的な方策について【答
申】 平成21年1月

http://www.town.sera.hiroshima.jp/boe/%E4%B8%96%E7%BE%85%E7%94
%BA%E7%AB%8B%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE
%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A
%84%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81
%9D%E3%82%8C%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E5
%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%B9%E7%AD%96
%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E7%AD
%94%E7%94%B3%E3%80%91.pdf

広報せら２００８年５月号 p.2 世羅町立小学校適正配置・適正規模説明会開催 http://www.town.sera.hiroshima.jp/Files/1/22605/attach/2008-05-02.pdf
広報せら２００８年５月号 p.3 世羅町立小学校適正配置・適正規模説明会開催 http://www.town.sera.hiroshima.jp/Files/1/22605/attach/2008-05-03.pdf

神石高原町 広報神石高原 ２００７年１０月号（第３６号） pp.4-5 特集３ 神石高原町学校
再配置等検討委員会の答申

http://www.jinsekigun.jp/site/page/town/pr/jinsekikougen/pdf/036/04_05/
attach01.pdf

町議会広報誌 みんなの町議会 第１２号 p.17 神石高原町立小中学校適正配置方針 http://www.jinsekigun.jp/site/page/town/pr/gikaikoho/pdf/012/17/
attach01.pdf

山口県
下関市 下関市立学校適正規模･適正配置検討委員会（答申、設置要綱、委員名簿、第1回∼第

14回協議概要、中間報告）
http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1143505358770&SiteID=0

下関市立学校適正規模・適正
配置検討委員会

下関市立学校の適正規模・適正配置について 答申 平成２０年 ３月２７日 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www/contents/
1143505358770/html/common/other/4979128b002.pdf

下関市立学校適正規模・適正
配置検討委員会

下関市立学校の適正規模及び適正配置について（中間報告） 平成１９年３月６日 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www/contents/
1143505358770/html/common/other/4979128b053.pdf

市立学校適正規模・適正配置の地元説明会(第１回) http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1228472342640&SiteID=0

市立学校適正規模・適正配置の地元説明会(第２回) http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1231225234502&SiteID=0

下関市立学校適正規模・適正配置基本計画を策定 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser?ActionCode=
content&ContentID=1233812850197&SiteID=0

下関市立学校適正規模･適正配置基本計画 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www/contents/
1233812850197/html/common/other/4a5ae020002.pdf

下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（案）へのパブリック・コメントの結果 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www/contents/
1233812850197/html/common/other/4a5ae020024.pdf

宇部市 宇部市立小中学校適正配置検討協議会（設置要綱、委員名簿、配付資料、開催経過（第
1回∼第5回、第1回∼第4回専門部会））

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/gakkou_kyo/13/index.html

山口市 山口市立学校適正規模適正配置に関する提言書 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/
kyoikusoumu.htm

山口市立中学校適正規模適正
配置検討委員会

山口市立学校適正規模適正配置に関する提言書 平成19年3月13日 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/
download/teigensyo.pdf

山口市立学校適正規模適正配置基本方針の策定について http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/
tekiseipubcom.htm

教育委員会 山口市立学校適正規模適正配置基本方針 平成20年8月 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/pdf/
tekiseihousin.pdf
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山口市立学校適正規模適正配置基本方針（案）本文 平成20年6月 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/pdf/

tekiseipubco.pdf
山口市立学校適正規模適正配置基本方針（案）資料 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/kyouiku/soumu/pdf/

tekiseipubco-siryo.pdf
岩国市 「岩国市立学校適正規模適正配置に関する基本方針（案）」に対するパブリックコメ

ント
http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/contents/1227834248877/
index.html

「岩国市立学校適正規模適正配置に関する基本方針（案）」に対するパブリックコメ
ントの結果について

http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/contents/1235723041686/
index.html

「岩国市立学校適正規模適正配置に関する基本方針」の策定について http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/contents/1235957369023/
index.html

教育委員会 岩国市立学校適正規模適正配置に関する基本方針 平成21年2月 http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/contents/1235957369023/
files/kihonhousin.pdf

柳井市 柳井市学校環境整備地域懇談会について（第1回∼第3回懇談会配付資料など） http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/gakyou/0907chiikikon/chiikikon.html
広報やない 平成18年9月28日号 pp.4-5 柳井市立小中学校整備計画 http://www.city-yanai.jp/koho/060928/060928_0405.pdf
広報やない 平成21年8月13日号 pp.2-3 新たな小中学校整備計画を策定するため柳井
市学校環境整備地域懇談会を設置します

http://www.city-yanai.jp/koho/090813/20090813_0203.pdf

広報やない平成21年9月10日号 地域懇談会だより① 柳井市学校環境整備地域懇談
会が始まりました

http://www.city-yanai.jp/koho/090910/20090910_14.pdf

広報やない平成21年9月24日号 p.11 地域懇談会だより② 柳井市学校環境整備地域懇
談会の状況（大畠・中央地域）

http://www.city-yanai.jp/koho/090924/20090924_11.pdf

広報やない平成21年10月8日号 p.19 地域懇談会だより③ 第２回柳井市学校環境整備
地域懇談会の日程

http://www.city-yanai.jp/koho/091008/20091008_19.pdf

広報やない 平成21年11月12日号 pp.14-15 地域懇談会だより④ 第2回柳井市学校
環境整備地域懇談会

http://www.city-yanai.jp/koho/091112/20091112_1415.pdf

柳井市学校環境整備地域懇談会地区公募委員応募用紙 http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/gakyou/0907chiikikon/form.pdf
教育委員会 周南市の小中学校における学校規模及び学校配置のあり方について（諮問） 平成18

年11月28日
http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/2893/shimon.pdf

周南市学校再配置計画策定協
議会

周南市の小中学校における学校規模及び学校配置のあり方について（答申） 平成19
年3月26日

http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/2893/toushin.pdf

周南市学校再配置計画策定協議会 第1回∼第6回会議録 http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/2893/gakkousaihaithi_
kaigiroku.pdf

山陽小野田市 山陽小野田市立学校適正規模・適正配置について（基本方針、パブリックコメントの
結果、答申）

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/tekisei_housin.htm

教育委員会 山陽小野田市立学校適正規模・適正配置基本方針 平成19年11月22日 http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/documents/tekisei_kihonhousin.
pdf

山陽小野田市立学校適正規模・適正配置基本方針（案） 平成18年12月22日 http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/brain/documents/tekiseikibo_
kihonhousinn_ann.pdf

山陽小野田市立学校適正規模・適正配置基本方針（案）についてパブリックコメント
の結果をお知らせします

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/brain/tekiseikibo_public_c.htm

山陽小野田市立学校適正規模
適正配置検討委員会

山陽小野田市立学校の適正規模適正配置のあり方について（答申） 平成18年10月6
日

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/documents/tekiseika_
toshin061006k.pdf

山陽小野田市立学校適正規模適正配置検討委員会 第1回∼第7回議事録 http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/edu/topics/tekisei.htm
広報さんようおのだ 2006年11月1日号p.11「市立学校適正規模適正配置検討委員会」
の答申について_1

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2006/200611/20061101k_
04.pdf

広報さんようおのだ 2006年11月1日号p.11「市立学校適正規模適正配置検討委員会」
の答申について_2

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2006/200611/20061101_
05.pdf

広報さんようおのだ 2006年11月1日号p.11「市立学校適正規模適正配置検討委員会」
の答申について_3

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2006/200611/20061101_
06.pdf

広報さんようおのだ 2006年11月1日号p.11「市立学校適正規模適正配置検討委員会」
の答申について_4

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2006/200611/20061101_
07.pdf

広報さんようおのだ2007年12月15日号 p.5 【パブリックコメント】寄せられた意見
をご紹介します：市立学校適正規模・適正配置基本方針

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2007/200712/
documents/20071215_05.pdf

広報さんようおのだ2007年12月15日号 p.6 【パブリックコメント】寄せられた意見
をご紹介します：市立学校適正規模・適正配置基本方針

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2007/200712/
documents/20071215_06.pdf

広報さんようおのだ2007年12月15日号 p.7 【パブリックコメント】寄せられた意見
をご紹介します：市立学校適正規模・適正配置基本方針

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/kouhou/2007/200712/
documents/20071215_07.pdf

周防大島町 広報すおう大島 ２００７年１１月号 p.7 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある
学校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200711/kouhou200711_
07.pdf

平成１9年4月9日、小中学校統
合問題推進協議会は教育委員会
に対して答申を行う。

広報すおう大島 ２００７年５月号 p.4 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学
校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200705/kouhou200705_
04.pdf

広報すおう大島 ２００７年５月号 p.5 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学
校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200705/kouhou200705_
05.pdf
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広報すおう大島 ２００６年９月号 p.4 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学
校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200609/kouhou200609_
04.pdf

広報すおう大島 ２００６年９月号 p.5 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学
校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200609/kouhou200609_
05.pdf

広報すおう大島 ２００６年８月号 p.4 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学校
づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200608/kouhou200608_
04.pdf

広報すおう大島 ２００６年８月号 p.5 シリーズ学校統合を考えよう 活力ある学校
づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200608/kouhou200608_
05.pdf

広報すおう大島 平成17年( 2005年)11月号 p.4 シリーズ学校統合を考えよう 活力あ
る学校づくりをめざして学校統合を進めます

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200511/kouhou200511_
04.pdf

広報すおう大島 平成17年( 2005年)10月号 p.3 シリーズ学校統合を考えよう 活力あ
る学校づくりをめざして、学校統合を進めます。

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/kouhou/kouhou200510/kouhou200510_
03.pdf

徳島県
鳴門市 鳴門市教育振興計画 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/index.html

鳴門市教育振興計画実施計画
検討委員会

鳴門市教育振興計画実施計画に関する素案【答申】平成20年3月 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/tousin.pdf

鳴門市教育振興計画検討委員
会

鳴門市教育振興計画実施計画検討委員会からの中間報告 平成19年10月 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/report_middle.
pdf

中間報告から答申に至る協議内容 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/singikeika_tousin.
pdf

中間報告に至る協議内容 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/singikeika_
middle.pdf

教育委員会 鳴門の学校づくり計画 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/edu_plan/school_plan.pdf
美馬市 美馬市教育振興計画実施計画（の一部分） http://www.city.mima.lg.jp/5/217/001052.html
三好市 三好市教育振興計画（の一部分） http://www.city-miyoshi.jp/ezs/info.asp?s=10&c=20&g=020&id=2019 教育振興計画審議会
勝浦町 行政調査会から答申（8.小学校・保育所の統合についての検討） http://www.town.katsuura.lg.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=53
北島町 北島町小学校校区検討委員会設置要綱 http://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ao02503321.html

香川県
高松市 高松市小中学校適正配置等審議会の状況について http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/11645.html

高松市小中学校適正配置等審
議会

高松市中心部小中学校の適正配置等について（答申）平成１６年８月２６日 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/11645_L14_3008_L15_tousinn.
pdf

高松市中心部小中学校の適正配置等について（中間報告）∼次代を担う子どもたちの
ための新しい学校づくり∼平成１５年 ８月２０日

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/3008_L14_tyukanhoukoku.pdf

中間報告に対するＰＴＡ代表者からの意見を聴く会 会議録 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/3008_L17_ikenwokikukai.pdf
高松市小中学校適正配置等審議会開催 要旨（平成１7年度∼平成21年度） http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/11647.html
高松市小中学校適正配置等審議会 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/5932.html
高松市小中学校適正配置等審議会委員の委嘱について http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/5524_L12_1805gian28.pdf
高松市小中学校適正配置審議会委員募集要項 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/9870_L11_ouboyouryou.doc

教育委員会新設統合校整備室 新設統合校整備室（新着情報、新設統合校について、新設統合校整備室だより、高松
市小中学校適正配置等審議会、高松市校舎等改築基本構想）

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/11644_L11_dayori.pdf

新しい学校づくり協議会（高松第一学園）について（会議要旨） http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/6517.html
新しい学校づくり協議会（新番丁小学校）について（会議要旨） http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/11643.html
新設統合校に関するアンケート調査結果 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/4314.html
塩江地区学校統合事業について http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/9638_L20_tougou.pdf
【H20.11.11地域審議会資料】塩江地区学校統合事業 事業計画案 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/11258_L19_tougoujigyou.pdf

丸亀市 丸亀市立学校適正配置等検討
委員会

丸亀市立学校の適正配置等について（答 申） 平成２０年３月２８日 http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i6828/file/
tekiseihaiti%20tousinn.pdf

市立学校適正配置等検討委員会【答申】 http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i6828/
市立学校適正配置等検討委員会（第1回∼第6回会議録） http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/cl1000764/
丸亀市学区制調査プロジェクトチーム設置要綱 http://www.city.marugame.kagawa.jp/JoureiV5HTMLContents/act/

frame/frame110000292.htm
坂出市 坂出市学校再編整備検討委員会（委員会設置要綱、委員名簿、第1回∼第9回検討委員

会会議録・関係資料）
http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/kyouiku/arikata.html

坂出市学校再編整備検討委員
会

坂出市立小・中学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方ならびに再編整備（統廃
合）の具体的方策について（答申）平成２０年４月３０日

http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/kyouiku/tousin200430.pdf

坂出市学校再編整備計画（素案）へのパブリックコメント（学校再編整備計画素案に
係るパブリックコメントの実施結果の公表について、坂出市学校再編整備計画（素
案）、坂出市学校再編整備計画素案検討経過資料）

http://www.city.sakaide.lg.jp/cityoffice/public_comment/kyouiku/
arikatapublic.html

教育委員会学校教育課 坂出市学校再編整備実施計画（坂出市学校再編整備実施計画、パブリックコメントの
概要と教育委員会の考え方、【坂出市学校再編整備計画素案の修正内容と修正理由に
ついて】、【坂出市学校再編整備実施計画策定までの経緯】）

http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/kyouiku/jissikeikaku.html

諮問書・諮問理由（坂出市） http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/kyouiku/simon190727.pdf
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観音寺市 観音寺市立幼・小・中学校の適正規模・適正配置の基本的考え方並びに再編整備の具

体的方策について（答申）（答申書、答申資料、会議録、中間とりまとめ（案）とパブ
リックコメント）

http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/k10/090413-1.html

観音寺市立学校再編計画検討
委員会

答申書 平成２１年４月１４日 http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/k10/toushinsho.pdf

観音寺市立学校再編計画検討
委員会

答申資料 http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/k10/toushinsiryou.pdf

観音寺市立学校再編計画中間とりまとめ（案） http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w10/pdf/torimatome.pdf
市立学校再編計画中間取りまとめ案に対するパブリックコメントの意見書提出状況、
意見要約と市立学校再編計画検討委員会の考え方

http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w10/pdf/pub20090330.pdf

さぬき市 学校再編計画について http://www.sanuki.ne.jp/education/school/plan/reorganization.html
教育委員会 さぬき市学校再編計画 平成20年6月 http://www.sanuki.ne.jp/education/school/plan/school_reorganization_

plan.pdf
学校再編計画地域協議会・地域連絡協議会 会議要旨 http://www.sanuki.ne.jp/education/school/plan/gakkousaihen.html
さぬき市学校再編計画検討委員会設置要綱 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/ao11106111.html
さぬき市学校再編計画検討委員会 会議の結果概要 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/discussion/41/outline.html
さぬき市立志度小学校建設検討委員会 会議の結果概要 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/discussion/55/outline.html

東かがわ市 おおちの新しい学校づくり ：学校づくり協議会（Ｈ２０年度∼） http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000361/
ひけたの新しい学校づくり：学校づくり推進連絡会（Ｈ２０年度∼） http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000359/
ひけたの新しい学校づくり：学校づくり基本計画（Ｈ１９年度完） http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000358/
ひけたの新しい学校づくり：学校づくり協議会（Ｈ１８年度完）（∼引田中学校区に
おける今後の学校施設整備の在り方について∼答申）

http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000357/

ひけたの新しい学校づくり：その他 http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000360/
統合小学校の校名について http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl1000380/

三木町 三木町立学校適正化審議会規則 http://www.town.miki.lg.jp//reiki_int/reiki_honbun/o1180335001.html
愛媛県

松山市 教育だより「まつやまの教育 創刊号」p.2（興居島２小学校統合事業） http://www.city.matsuyama.ehime.jp/ICSFiles/afieldfile/2008/07/04/
soukanngou_P2_4.pdf

今治市 「今治市の小中学校における学校規模・学校配置のありかた」答申（案）に対する意
見募集について（答申（案）、参考資料、検討資料（1∼4））

http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/public/index.html

今治市通学区域調整審議会 今治市の小中学校における学校規模・学校配置のありかたについて 答申（案） http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/public/tousinan.pdf
今治市立小中学校の適正配置について（答申、答申参考資料、答申検討資料、結果報
告）

http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/haichi/index.html

「今治市の小中学校における学校規模・学校配置のありかたについて」答申（案）に
対する意見公募について（結果報告）

http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/public/kekka.pdf

今治市通学区域調整審議会 今治市の小中学校における学校規模 学校配置のありかたについて 答申 平成２
１年８月

http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/haichi/tousin.pdf

四国中央市 ７４％の保護者が検討の必要性を認識 ∼学校の適正規模等のアンケート調査結果
報告∼

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/modules/news/article.
php?storyid=927

学校適正規模等に関するアンケート調査（保護者対象）報告 2008年（平成20年）９
∼１０月実施

http://sct.shikokuchuo.jp/~kyg/tekisei_anq_hogo1to8.pdf

四国中央市立学校のあり方検討委員会 http://sct.shikokuchuo.jp/~kyg/arikatasinngikaiyou.htm
宇和島市 宇和島市学校整備連絡協議会 宇和島市の学校統廃合について（諮問の概要、これまでの協議経過、お知らせする内

容）
http://www.city.uwajima.ehime.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=
AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::2010

学校整備連絡協議会（協議会の委員構成） http://www.city.uwajima.ehime.jp/contents/7d840a0f03101f5/
7d840a0f03101f56.html

久万高原町 広報 久万高原町2008年2月号 pp.2-5 特集：中学校統廃合について http://www.kumakogen.jp/uploads/photos/257.pdf 平成19年７月５日、久万高原町
中学校教育特別検討委員会設置

愛南町 愛南町学校統廃合に関する答申（答申、答申参考資料） http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?gmenu=2&lmenu=
1&new_rec=506

学校統廃合公開懇談会を開催します http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?gmenu=2&lmenu=
1&new_rec=1368

愛南町学校統廃合検討委員会 愛南町学校統廃合に関する答申 平成18年6月 http://www.town.ainan.ehime.jp/upload/ainan/temp/506_01.pdf
大洲市 「大洲市小学校統廃合計画」の策定について http://www.city.ozu.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=1767

教育委員会 大洲市小学校統廃合計画 http://www.city.ozu.ehime.jp/file/open/1259042202_332210_1767_pdf1.pdf
「大洲市小学校統廃合計画（案）」に対する意見募集実施結果について http://www.city.ozu.ehime.jp/file/open/1259042578_980150_1752_pdf1.pdf

高知県
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高知市 高知市立新設小・中学校通学区域検討委員会規則 http://reiki.city.kochi.kochi.jp/reiki/act/frame/frame110000288.htm 平成７年５月に「高知市立小・

中学校規模問題検討委員会」が
発足。平成９年３月、報告書提
出。平成12年３月に市職員から
なる庁内組織として「通学区
域・学級規模問題検討委員会」
を立ち上げる。

室戸市 教育委員会 室戸市立小中学校統廃合実施計画書（平成18年5月） http://www.kochinet.ed.jp/muroto-c/tohaigo.html 室戸市立小中学校統廃合検討委
員会

教育委員会 室戸市小中学校統廃合について（計画表） http://www.kochinet.ed.jp/muroto-c/2006togo_keikakuhyo.pdf
本山町 広報もとやま 2009年1月号p.12（学校だより 大詰めを迎えた本山町の小学校統合

∼「本山町の小学校の統合を考える会」から答申まとまる∼）
http://www.town.motoyama.kochi.jp/data/fd_1600fd9ff08580/
downfile3467464031.pdf

広報もとやま 2009年3月号 p.12（学校だより 小学校の統合 住民への説明会） http://www.town.motoyama.kochi.jp/data/fd_1600fd9ff08580/
downfile1590068624.pdf

中土佐町 中土佐町公立学校再編成計画審議会条例 http://www.town.nakatosa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar24901931.html
四万十町 四万十町立小中学校適正配置計画が策定されました！（概要、詳細、参考資料） http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=521

四万十町 四万十町小中学校適正配置計画（概要版） http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_14463u768focr6/
downfile1553514850.pdf

四万十町 四万十町立小中学校適正配置計画 http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_14463u768focr6/
downfile1645782859.pdf

四万十町 四万十町立小中学校適正配置計画 参考資料 http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_14463u768focr6/
downfile1098402064.pdf

小中学校適正配置計画（案）に対する『答申』が提出されました!--四万十町学校適正
配置審議会--（答申及び建議、これまでの経過、議事録）

http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=499

四万十町学校適正配置審議会 四万十町立小中学校適正配置計画（案）に係る答申及び建議 http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_14463u768focr6/
downfile1808302482.pdf

学校適正規模等・適正配置の方向性を示す『答申』が提出されました!!（「答申」、「審
議の概要」、「検討委員会」、「審議の経過（議事録）」）

http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=360

四万十町学校適正規模・適正
配置等検討委員会

四万十町立小中学校の適正規模・適正配置について（答申） http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_13463u768focr6/
downfile1744608199.pdf

四万十町学校適正規模・適正
配置等検討委員会

四万十町学校適正規模・適正配置等検討委員会 審議の概要 http://www.town.shimanto.lg.jp/data/fd_14463u768focr6/
downfile3239007041.pdf

大月町 広報おおつき No.198 2007年 8月号pp.2-3（大月小学校/開校準備委員会だより
第1号）

http://www.town.otsuki.kochi.jp/kouhou/pdf_2007/0708_0203.pdf

福岡県
遠賀町 遠賀町立学校統廃合検討委員

会
遠賀町立学校統廃合検討委員会規則 http://www.town.onga.lg.jp/d1w_reiki/41992010000500000000/

41992010000500000000/41992010000500000000.html
佐賀県

唐津市 教育委員会 複式学級校の統廃合についての方針について http://www.city.karatsu.lg.jp/benri_dtl.php?category=
0738567001160470329&articleid=05523240012379649321027409698

長崎県
長崎県 少子化に対応した教育条件の整備 公立小中学校適正規模化支援事業 http://www.pref.nagasaki.jp/edu/about/outline/pdf/20-019.pdf

鹿児島県
鹿屋市 行財政改革推進本部 教育のあり方見直しについて http://www.e-kanoya.net/htmbox/gyoukaku/education.html

沖縄県
本部町 本部町立学校統廃合推進委員会設置要綱 http://www.town.motobu.okinawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq91604551.

html
国頭村 国頭村立学校統廃合推進委員会設置条例 http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000240.htm

︱

3
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Ⅱ WEB調査資料による小中学校適正配置計画の構成

１、資料の解説

以下の資料は、北海道、東北、関東の3ブロックで小中学校の統廃合を検討している市区

町村の動向と方針について、まとめたものである。現在、81市区町村で審議会等の検討組

織が設けられていることが確認されたが、これらの公開資料(審議会答申や報告書等)に基

づき、作成してある。大別すると4つの観点からまとめ、それぞれの項目については以下に

示すものを軸として設定してある。

第1は、「Ⅰ学校の適正規模」に関するものであり、自治体が設定した小学校と中学校の

規模をそれぞれ示してある。第2は、「Ⅱ統合の基準」であり、統廃合に対する基本方針、

学校規模、老朽化への対応、基本方針以外の基準等、の4項目を設定してある。第3は、「Ⅲ

学校規模適正化関連項目」であり、ここでは①通学補助やスクールバス運行の有無等につ

いて、②統廃合に関連して小中一貫校(小中連携)を導入する予定の有無について、の2点を

示してある。第4は「Ⅳ統廃合に関する検討組織について」であり、検討組織の設置、構成

員の種類や、委員の身分について、まとめてある。

上記の観点・項目に準じてまとめてあるが、公開資料を抜粋して編集したため、全てを

網羅しているわけではない。よって、詳細については本資料一覧の末尾に「Ⅴ 参考資料」

として、審議会答申等の出典をまとめてあるので参照されたい。これらは、それぞれの自

治体のHPで閲覧が可能である。尚、自治体の公開資料の内容は今回設けた観点・項目に必

ずしも一致するわけではないため、該当しない場合や審議会答申等で明記されていない場

合は空欄にしてある。また、小学校又は中学校のみを対象とした統廃合の検討が行われて

いる自治体もあるが、その場合は「Ⅰ学校の適正規模」の箇所に、検討対象外の小・中学

校に斜線を引いて示してある。
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２，配置計画の概要の整理

Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
1 北海道 札幌市 18∼24

学級
12∼18
学級

適正配置を検討すべき
地域は、将来的に、小学
校の場合は12学級未満、
中学校の場合は６学級
未満の学校が隣接する
ことが見込まれる地域
と、小中学校いずれも６
学級未満の過小規模校
が存在する地域が対象
となる。また、適正配置
を行う手法としては、①
通学区域の変更、②統廃
合の２通りが考えられ
る。

教育環境や指導体制な
どの面から、適正な学校
規模が望ましいが、少な
くとも全学年にわたっ
てクラス替えが可能と
なる学校規模が必要で
ある。
適正配置を検討すべき
地域は、小学校の場合は
将来的に12学級未満が
隣接する地域と、現在単
独で６学級未満の学校
がある地域を対象とす
る。
中学校の場合は、将来的
に６学級未満が隣接す
る地域と、現在単独で６
学級未満の学校がある
地域を対象とする。

老朽化して校舎の建て
替え時期を迎えている
小規模校は、近隣の数校
を含めて通学区域の見
直しや統廃合を検討す
べきであると考えられ
る。
また、校舎の建て替えや
増築を伴う適正配置を
実施する際には、小学校
と中学校の合築などの
可能性も含めて多角的
に検討を行うことが望
ましい。

適正配置を実施する際
には、通学手段や跡地利
用など、様々な行政機関
が関連してくる場合が
あることから、適正配置
を円滑に進めるため、行
政間のより一層の連携
を図ることが望ましい。
また、適正配置の中長期
的な方針については、今
後の教育環境や社会状
況の変化などを考慮し
ながら、適宜検討してい
くことが望ましい。

市立小中学校の学校規模
の適正化の推進

2 北海道 江別市 12∼18
学級
下 限 ６
学 級 程
度、上限
２ ４ 学
級程度。

12∼18
学級

学校の適正規模化に向
けた適正配置の具体的
な方法としては、通学区
域の変更・学校の統廃
合・分離新設が考えら
れ、適正規模の安定的な
確保と、バランスのとれ
た学校配置を基本とし
て、児童生徒数の推計、
通学距離、通学時の安全
性、地理的条件、地域社
会との関わりなど十分
考慮しながら対応して
いく必要がある。

①許容できる学校規模
の下限（学級数が６学
級）に満たない過小規模
校については、近接の学
校との統合を基本とし
て、学校規模の適正化を
図る。
②特に中学校において
は、身体的にも精神的に
も大きく成長する時期
であることから、学校行
事やクラブ活動等を通
して様々な活動ができ
る教育環境を整えるこ
とが、より望ましい。そ
のような意味からも、中
学校への対応を早急に
考えていく必要がある。
③大規模校（小学校２４
学級超、中学校１８学級
超）については、今後、
全市的に児童生徒数の
減少が見込まれること
から、地域の特性や将来
動向、学校の保有教室数
などを見極めながら、校
舎の増改築や通学区域
の変更を基本として、学
校規模の適正化を図る。

許容できる学校規模に
ある小規模校（学級数が
６∼１１学級）について
は、通学区域の状況、隣
接校との距離、地域の特
性、将来動向などを見極
めるとともに、校舎の老
朽改築時期も考慮して、
統廃合や通学区域変更
等について検討を行い、
学校規模の適正化を図
る。

基本計画では、学校の統
合による適正配置を進
めることとしており、当
然、それに伴って小中学
校の通学区域が変更と
なるが、それ以外の通学
区域の見直しについて
は、計画の対象校に関わ
る範囲内において検討
する。

①江北中学校を江別第
三中学校に統合する。
②角山小中学校を近接
の小中学校に統合する。
③江別小学校と江別第
三小学校を統合し、校舎
を改築する。
○下限６学級程度、上限
18学級程度。

江別市通学区域審議会学識経験者
地域団体代表
保護者代表
学校関係者

大学教授
幼稚園園長
自連協副会長 江別市
自治会連絡協議会
自連協理事
市ＰＴＡ連合会会長
小学校・中学校ＰＴＡ
会長 小学校校長
中学校校長
小学校教頭

学校適正配置検討懇談会

3 北海道 北広島
市

12∼24
学級
ただし、
特 別 支
援 級 を
除く

12∼24
学級
ただし、
特 別 支
援 級 を
除く

適正規模、集団による教
育、市独自の学級編成、
児童数の推移などにつ
いて協議された。その
内容は、児童数は減少し
ていること、集団による
教育も重要であること、
市内全体のことを考慮
すると市単独の学級編
成は難く、現行制度を基
本としていくことなど
である。
次に、統合の必要性、統
合の組み合わせなどに
ついても協議された。
その内容は、統合により
集団から培われるもの
の大切さ、通学距離や通
学の安全などから隣接
した小学校での組み合
わせが妥当であること
などである。また、統合
の決定、アンケ-トを含
めた判断方法、統合のス
ケジュ-ルなどについて
も協議された。その内
容は、３０回に渡る説明
会を行い、学校統合に関
する問題点や意見等を
お聞きしており、改めて
アンケートをとるので
はなく、教育委員会の責
任において最終的な判
断をすること、統合の時
期については統合を決
定した後協議すること
などである。

① 広葉小学校と若葉小
学校を統合し、新しい学
校として使用する校舎
については若葉小学校、
高台小学校と緑陽小学
校を統合し、新しい学校
として使用する校舎に
ついては高台小学校と
する。
② 新しい学校の開校時
期について平成２４年
４月とする。

通学方法・路線バスの補
助制度の確認、通学区域
の見直し、区域外通学の
対応などについて協議
された。その内容は市
内の他の小学校の状況
と比べても無理な距離
ではなく、スク-ルバス
の必要性も無いこと、通
学区域の見直しと今回
の統合とは切り離して
考えること、統合に係わ
る通学距離等の問題か
ら家庭や児童の状況に
よっては区域外通学に
ついて弾力的に対応す
ることなどである。

通学時の安全に関する
ことについては、トリム
コ-スや緑道の安全とそ
の対策、通学路の決定な
どについて協議された。
その内容は、パトロ-ル
員の配置、樹木の管理、
誘い合い登校や集団下
校などの学校の対応、家
庭や地域との連携など
により安全を確保して
いくことなどである。
また、通学距離・時間に
ついても協議された。
その内容は市内の他の
小学校の状況と比べて
も児童に負担を与える
距離ではないことなど
である。

北広島市立小学校及び
中学校の通学区域審議
会

学識経験者
保護者代表
学校関係者
市長部局職員

大学教授
司法書士
小学校ＰＴＡ会長・副
会長
中学校ＰＴＡ会長 ・
副会長
小学校校長
中学校校長
小学校教頭

北広島団地内小学校の統
合についての
報告会資料
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
4 北海道 石狩市 18学級 2学級 学校の配置については、

望まれる学校の規模を
確保し、児童生徒の学習
や生活環境等を良くす
るという視点に立って
検討することが重要で
ある。ここでは、検討す
べき学校を具体化し、改
善策を照らし合わせる
中で、当該学校の運営や
学習指導など、学校に直
接関わる内容はもとよ
り、地域との関わりや歴
史などを勘案し、総合的
に判断されることが必
要であり、個々具体的な
配置の検討にあたって
は、保護者や地域等との
コンセンサスを十分図
ることが必要である。

○望ましい1学級の人
数・学年当たりの学級数
①小学校1・2学年の1学
級の人数は、20∼25人、
1学年の学級数は3学級
が望ましい。
②小学校3∼6学年の1学
級の人数は、25∼30人、
1学年の学級数は4学級
が望ましい。
○学校名の決定につい
て
校名の決定方法につい
ては、募集を行い、応募
された候補の中から準
備委員会が選考するこ
とと決定され、募集対象
を「全市民とする方法」、
「校区の市民とする方
法」、「2 校のこどものみ
とする方法」などが意見
として出されたが、これ
から一緒に学ぶ子ども
達皆で自分たちの学校
名を考えるのが良いと
いう主旨のもと、2 校の
こどもを対象に募集す
ることに決定した。

石狩市立小学校及び中
学校の規模・配置等検
討会

石狩市立小学校及び中学
校の規模・配置等に関す
る報告書

5 北海道 函館市 12学級
以上（１
２∼１
８学級
を目安）

9学級以
上（ ９
学級∼
１８学
級を目
安）

「望ましい学校規模」の
確保を基本とするが，地
域の実情などを十分に
踏まえながら，統廃合や
通学区域の変更により，
再編を進める必要があ
る。
小規模校の解消は，単に
効率性を追求するので
はなく，教育的観点から
の取り組みであり，さら
に教育環境の充実が図
られることを望むもの
である。

小・中学校の連携や通学
区域の整合性を図りな
がら再編を進めるため
には，学校を単独で捉え
るのではなく，地域性等
を考慮し，複数校を単位
とした，まとまりのある
グループごとに検討す
ることが現実的と考え
る。

子どもの体力の低下が
指摘される中で，徒歩で
通学することは大切な
ことだと考えるが，地理
的条件や通学路の状況
を勘案し，子どもに過度
の負担がかからないよ
うに配慮する必要があ
るため，再編にあたって
はスクールバスの運行
についても検討する必
要がある。

函館市学校教育審議会 函館市における市立小・
中学校の
再編について（答申）

6 北海道 小樽市 12学級
以上

9学級以
上

学校の統合にあたって
は、ともすれば統合する
学校規模等により、「受
け入れる側」と「受け入
れられる側」という意識
が起きる懸念があるこ
とから、このことが児童
生徒に与える影響に配
慮する必要がある。し
たがって、統合を行う際
には、関係者が一体と
なって新しい学校をつ
くるという視点にたち、
統合の事前準備段階は
もとより、統合後の児童
生徒へのケア対策など
を進める環境づくりが
大切である。

小中学校の小規模化の
問題に加え、本市の教育
環境を考える上で見過
ごすことのできないこ
ととして、老朽校舎の改
修、建て替え、耐震化の
問題があります。安全
で安心な学校づくりは
教育行政の大きな柱だ
が、改修や建て替えには
多額の経費が必要とな
るため、適正な学校の配
置を前提とした学校数
の見通しを持って対応
することが必要である。

冬期間の雪による通学
状況や通学経路に坂が
多くなるという小樽市
の自然状況、歩道の設置
状況、小学校低学年の負
担という点にも配慮し
なければならない。一
方、徒歩による通学は健
康・体力づくりに効果が
あることや教育の体験
の場としての側面も考
えられることもあり、望
ましい通学距離を一律
に定めることは難しい。
適正配置の結果、著しく
通学時間を要する場合、
現在一部の地区で実施
している通学時のバス
利用など通学手段の配
慮を行うことが必要で
ある。また、学校での放
課後の取り組みにも一
定の制約が生じかねな
いことから、通学時のバ
ス利用を検討する際に
は、放課後の課外活動等
に対する時間的な工夫
や対策も必要と思われ
る。

○学級数の上限につい
ては、本市の学校規模の
現状を勘案し、体育館や
音楽室などの特別教室
の使用に支障が出ない
ように１８学級を目安
とする。

学校の統合により通学
区域が広がるため、通学
距離が長くなる。学校
統合の結果、通学先の学
校が徒歩圏内にない場
合は、児童生徒の負担を
軽減するためバス利用
等の対応を行う。

現状は、２７小学校のう
ち７校が複数の中学校
に進学することや、一つ
の中学校に五つの小学
校から進学してくる通
学区域がある。これは、
学校設立の経過や地域
の事情から止むを得な
いものだが、小・中学校
の連携や地域のコミュ
ニティの視点から考え
ると、適切とは言えな
い。新たな学校配置で
は、中学校へ進学の際に
細分化されないよう地
区内での小学校と中学
校の通学区域の設定を
行う。

小樽市立学校の規模・
配置の在り方検討委員
会

学識経験者
教育関係者
保護者
公募市民

大学学長
総連合町会会長
中学校長会会長
高等学校長協会後志支
部支部長
父母と教師の会連合会
会長（中学校）
小学校教諭
小樽青年会議所直前理
事長
父母と教師の会連合会
副会長（小学校）
小学校長会会長
幼稚園連合会会長
短期大学学長
小樽ボランティア会議
代表

○小樽市立小中学校 学
校規模・学校配置 適正
化基本計画原案
○市立小・中学校におけ
る学校規模及び学校配置
の在り方について［答 申］

7 北海道 滝川市 12∼18
学級(1
学年2∼
3学級)

6∼18学
級（1学
年2∼6
学級）

少人数学級実践研究事
業
北海道教育委員会では、
小学校1学年及び2学年、
中学校1学年で2学級以
上ある場合、1学級の人
数を35人以下とする少
人数学級を実施。

滝川小・中学校のあり
方に関する検討懇談会

学識経験者
教育関係者
保護者
公募市民

大学教授
小学校PTA会長
中学校PTA会長
中学校PTA副会長
商工会議所青年部
青年会議所
公募委員
社団法人小樽青年会議
所直前理事長
小学校長
中学校長
公募委員

滝川市立小・中学校にお
ける学校適正配置のあり
方について・意見提言書
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
8 北海道 旭川市 12∼18

学級
9∼18学
級

学校の適正配置の具体
的な方法としては，「通
学区域の変更」と「学校
の統廃合」が考えられ
る。
旭川市の現状を踏まえ
ると，通学区域の変更で
は限界があり，学校の統
廃合を視野に入れて検
討せざるを得ないと考
えられる。
ア 計画期間は，平成
１７年度から平成２６
年度の１０年間とす
る。
イ １０年後（平成２
６年）の児童生徒数，学
級数に基づき対象校を
定める。
ウ 過小規模校は，原
則として廃校し，近隣の
学校と統合することと
し，市周辺部に位置する
複式学級編制の学校１
８校（小学校１１校，中
学校７校）の適正配置に
最優先で取り組む。
※ 過小規模校は，過疎
化が進む市周辺部（２５
校），空洞化が進む市中
心部（１校）に位置して
いる。
エ 小規模校は，校舎
の増改築時等を捉えて，
通学区域の変更や統廃
合により適正配置に取
り組む。
オ 過小規模校，小規
模校のうち，一部の学校
については，地域拠点校
として存続させる。
カ 適正配置を進める
に当たっては，統合方
法，スクールバス等の通
学手段，校舎等の跡利用
等について，保護者，地
域住民等と十分に協議
を行い，理解と協力を得
て進めていく。
キ 社会経済情勢，学
級編制基準の見直し等
の教育制度改革，保護
者，地域住民のニーズ等
を踏まえながら，必要に
応じて計画を見直すこ
ととする。

学校教育法施行規則で
は，「１２学級以上１８
学級以下」を標準として
いるが，旭川市の現状も
踏まえ，旭川市における
学校の適正規模を次の
とおり定める。
小学校：１２学級以上１
８学級以下
中学校： ９学級以上１
８学級以下
（より効果的なクラス替
えができ，授業時数の多
い５教科に複数の教員
の配置を可能にし，選択
教科が充実する１学年
３学級，全校で９学級を
下限とする。）

旭川市立小・中学校の適
正規模及び適正配置につ
いて∼旭川市立小・中学
校適正配置計画∼

9 北海道 名寄市 12学級
（300∼
360人程
度）

9学級
（250∼
360人程
度）

「名寄市立小中学校の
適正規模及び適正配置
に関する基本方針」（以
下、基本方針という。）
は、名寄市の小中学校の
現状、将来を見通した小
中学校の適正な学校規
模及び適正配置の基本
的な考え方と留意点な
どを示したものである。
この基本方針は、児童生
徒数の減少と学校の小
規模化が進む名寄市の
小中学校の適正配置を
進め、適正規模を確保
し、児童生徒にとってよ
り良い教育環境を整備
し、教育内容を保障して
いく取り組みの基本と
なる。また、この基本方
針は、今後の社会経済情
勢の変化や教育制度の
改正などに合わせて必
要に応じ見直しを行う。

学級数については、適切
なクラス替えによる児
童生徒の人間関係の変
化や多様な価値観の発
見などの教育指導上の
効果や、現行の教職員定
数配置基準に基づく教
職員数の確保の観点な
どから、小学校及び中学
校ともに6∼12学級程度
が望ましく、また、学校
規模については1学級あ
たり20∼30人の児童生
徒数を前提として1校あ
たり児童生徒数360人程
度が望ましい。

市内の小中学校16校の
うち、建築後40年以上経
過している学校施設が2
校（1校は屋内運動場の
み）、建築後30年以上経
過している学校施設が6
校（校舎・屋内運動場の
みを含む）あり、改築・
改修等の早急な検討を
迫られています。さら
に和56年以前の旧耐震
設計基準により建築さ
れた校舎及び屋内運動
場を有する学校が12校
あり、学校施設の安心・
安全の確保の面から耐
震化に関する対応を求
められている。
改築・改修・耐震化など
が必要な学校施設は16
校中12校にあり、単に老
朽・危険校舎の年次的な
改築・改修という視点か
らだけではなく、市の財
政運営や後年に過大な
負担を残さないという
観点から、効率的かつ計
画的な学校施設の整備
を図る必要がある。

(ア) 通学距離は、小学
校では児童の順路で概
ね2ｋｍ程度、中学校で
は生徒の順路で概ね4ｋ
ｍ程度とします。また、
遠距離通学となる児童
生徒の保護者に対して
は、通学費の助成などに
よる支援を行う。
(イ) 通学区域の見直
し・変更にあたっては、
主要幹線道路、鉄道、河
川、などの地理的条件や
小学校と中学校の通学
区域、町内会などの地域
コミュニティとの関係
を考慮する。
(ウ) 通学路については、
交通安全及び生活安全
の確保に努め、通学環境
の改善を図る。

適正配置の検討時期
ア普通規模校
適正規模に満たない小
中学校について、校舎等
の学校施設の改築・改修
時期などを考慮し適切
な時期に再編を検討す
る。
イ小規模校
適正規模に満たない小
中学校について、校舎等
の学校施設の改築・改修
時期などを考慮し適切
な時期に再編を検討す
る。
ウ極小規模校
将来推計による欠学年
(注)の発生が将来にわ
たって継続していくこ
とが予測されるなど、児
童生徒の減少が継続し
ていく小中学校につい
て、速やかに再編の検討
に着手する。
(注)欠学年：当該学年に
児童生徒が在籍してい
ない状態をいう。

統廃合により通学距離
及び通学時間に支障の
ある児童生徒に対して、
スクールバス等による
通学手段の確保などの
通学支援を行う。

名寄市立小中学校の適正
規模及び適正配置に関す
る基本方針
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
11 北海道 室蘭市 12∼18

学級
12∼18
学級

（１）小学校ではクラス
替えができること、中学
校では主要教科に複数
の教員配置が可能とな
るよう、学校の適正規模
を小中学校とも、１校当
たり１２∼１８学級を
基本とする。

校舎については、建設後
の年数を勘案しながら、
改築または大規模改修
により整備を図る。

学校のシステムや役割
については、社会の変化
に対応した多様な考え
方があるが、学校統合の
実施に当たっては、子ど
も達がより良い環境で
学習できる状況をつく
り出すことを第一に考
え、あわせて保護者や地
域の方々の理解が得ら
れるよう十分協議を行
う。

通学距離が小学校２Ｋ
ｍ、中学校３Ｋｍを超え
るときはスクールバス
を導入する。

12 北海道 伊達市 12∼18
学級

12∼18
学級

本委員会は、諮問された
「伊達市の小中学校にお
ける適正配置のあり方」
について、どのような方
向で答申を行うか検討
した結果、個別の学校の
あり方まで踏み込んで
答申を行うことまでは
困難と判断し、全市的な
視点における「小中学校
のあり方の基準」につい
て検討し、その結果を
「適正配置のあり方」と
して答申することとし
た。

伊達市の小中学校のう
ち、平成18年３月に伊達
市に編入となった大滝
区の小中学校について
は、既に区内での統廃合
を実施しており、各１校
づつとなっていること、
大滝区を超えた学校の
統廃合を論ずることは
距離的に難しいことな
どから、検討の対象外と
した。
また、平成18年４月に開
校した星の丘小中学校
についても、情緒障がい
児短期治療施設に伴う
小中併置校であること
から検討の対象外とし
た。このことから市内
の小学校８校、中学校５
校を適正配置検討の対
象校とした。
小学校においては、５学
級以下は、「原則学校の
統廃合を検討する規模」
とし、６学級以上を「学
校存続の規模」としま
す。

市内の小中学校は、全体
的に老朽化が進んでお
り、特に小学校において
建設後30年以上を経過
している学校が６校あ
るな、ど老朽化が一層進
行している。
しかし、財政的にはすぐ
に建て替えなどを行え
る状況にはないことか
ら、適正配置の検討結果
を踏まえ、計画的に整備
を行っていく必要があ
る。

伊達市学校適正配置検
討委員会

PTA連合会
連合自治会協議会
学校関係者
学識経験者
公募市民

伊達市ＰＴＡ連合会
伊達市連合自治会協議
会
伊達市校長会
教頭会
一般教員
幼稚園代表
保育所代表
退職教職員会
連合北海道伊達
地区連合会
伊達青年会議所
伊達市婦人団体連絡協
議会

伊達市の小中学校におけ
る適正配置のあり方につ
いて 答申

13 北海道 帯広市 12∼24
学級

12∼18
学級

次の3つの視点から、学
校の適正規模について
整理することとする。
① 児童生徒の教育環境
の充実
② 教員体制の充実
③ 適切な学校運営
1学級当りの児童生徒数
は、現状の平均的人数で
ある概ね35名以内を前
提とするが、教科ごとの
必要性に応じて少人数
指導や習熟度別授業な
ども積極的に取り入れ、
少人数指導による教育
効果の向上にも柔軟に
対応することとする。

① 過小規模校
５学級以下の小中学校
（複式学級がある小学校
及び1学級のみの学年が
ある中学校）について
は、統廃合について速や
かに検討に着手する。
② 小規模校
適正規模に満たない小
中学校については、校舎
等の改築時期などを考
慮し、適切な時期に統廃
合や通学区域の見直し
を検討する。
③ 大規模校
適正規模を超える学校
については、全市的に児
童生徒数が減少する見
通しにあることから、将
来の動向を十分に見極
めたうえで、必要に応じ
通学区域の見直しを検
討する。
④ 適正規模校
基本的に現状を維持す
ることとする。
ただし、校舎等の改築時
には、将来的な児童生徒
数の推移と全市的なバ
ランスのとれた学校配
置を十分に見極め、必要
に応じては、学校位置の
見直しも含め適正配置
について検討する。

現状において、市内小中
学校の校舎・体育館総面
積のうち約6 割が大規模
改修の検討が必要な建
築後20 年以上を経過し
ている。さらに、総面積
の約2 割が改築の検討が
必要となる30 年以上を
経過している状況にあ
る。今後、これら施設の
改築時期が集中的に訪
れるとともに、帯広市に
とっても大きな財政負
担を強いられることが
予想される。
また、校舎・体育館の耐
震化は安全確保の面か
らも喫緊の課題である。
さらに、建設年次が古い
校舎では、多目的スペー
スなど授業形態の変化
に対応した教室配置が
なされていないなど、施
設機能の面においても
学校間の格差が生じて
いる。

ア 通学距離は、小学校
で概ね２km以内、中学
校で概ね４km以内とす
る。なお、通学に支障を
生じる場合には、実態に
応じて支援策を検討す
る。
イ 通学区域の設定に当
たっては、次の諸要件に
ついても配慮する。
(ア) 幹線道路、河川、鉄
道などの通学環境
(イ) 小学校と中学校の
通学区域の整合性
(ウ) 地域コミュニティ
との整合性

既存の通学区域制度を
維持しつつ、適正配置に
伴う経過措置として、区
域外通学許可制度の弾
力的運用を図ります。
○学校名の決定等につ
いて
統合に当たっては、保護
者や学校の代表などか
らなる「（仮称）統合準
備協議会」を設置し、教
育目標や校名・校歌、通
学路、廃校となる学校の
歴史の保存方法など、統
合による新校への円滑
な移行に向けて協議す
る。

帯広市小中学校適正配
置等検討委員会

学識経験者
教育関係者
保護者
公募市民

中小企業家同友会
PTA連合会
帯広青年会議所
公認会計士・税理士
帯広大谷短大 教授
帯広畜産大学 副学長
小学校長会
中学校長会

○帯広市立小中学校の適
正規模及び適正配置に関
する基本方針
○帯広市小中学校適正配
置等検討委員会報告書

14 北海道 釧路市 12∼18
学級

12∼18
学級

平成１４年度から始ま
る新しい教育課程に柔
軟に対応し、よりよい教
育環境を創出するため
に、全市的な通学区域の
見直しと学校統合及び
特殊学級の再編を推進
する。
小学校ではクラス替え
ができること、中学校で
は主要教科に複数の教
員配置が可能となるこ
とを基本に、小中学校の
適正規模の基準を１２
学級から１８学級とす
る。

老朽化した学校の改築
や大規模改造に努める。

通学距離の目安を小学
校２キロメートル、中学
校３キロメートルとす
る。

学校のあり方検討委員
会

学校のあり方検討委員会
最終報告
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について
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15 北海道 別海町 別海町の将来を見据え

た町立小・中学校適正化
の基本方針を次の通り
とする。
ア、町内を東部地区、中
央地区、西部地区に大き
く分け、当面は、小・中
それぞれ単式校５ない
し６校を配置する。
イ、町立小・中学校の１
学年当たりの児童・生徒
数は、10人以上となるこ
とが望ましい。
ウ、完全複式校及び児童
数30人程度となってい
る小学校並びに中学校
で複式学級を有する中
学校を統廃合する。
エ、ウ以外の小・中学校
については、極小規模化
を避けるため、小学校で
は4学級以下で児童の数
が50人以下、中学校では
生徒数が25人以下とな
るときは、統廃合を検討
する。
オ、同一地域に小学校及
び中学校が設置されて
いる場合は、中学校から
（又は、小・中学校同時
に）統廃合を検討する。
カ、 適正配置を進める
中で、通学区域の見直し
及び通学区域の弾力化
の検討も併せて行う。

統合後の児童・生徒の通
学にあたってはスク−
ルバスを運行し、児童・
生徒及び保護者の負担
が大きくならないよう
配意する。

別海町立小・中学校適正
配置計画

16 青森県 12∼24
学級

12∼24
学級

○将来の児童生徒数の
推移を踏まえ、小規模校
や大規模校を適正規模
化の対象とし、学校の教
室数や校地面積といっ
た施設能力などの校舎
環境や通学の安全など
の通学環境、小学校と中
学校の通学区域の関連
性、学校と地域の結びつ
きを可能な限り考慮し、
既存学校施設の活用を
念頭に、学校の統廃合も
含めた通学区域の再編
を進める。
○適正規模に満たない
学校や適正規模を超え
る学校の中でも、学級編
制基準である1 学級40
名の境にあるような学
級を有する学校につい
ては、ある一定の期間、
地域の人口動態などを
見極めたうえで、適正規
模に達する状況にない
と見込まれる場合に再
編対象として位置づけ、
通学区域の再編を進め
る。

○学校は知識や技能を
習得するだけでなく、子
どもが豊かな人間関係
を築き、社会性を身に付
ける場でもあることか
ら、活動内容に応じて適
切な規模の集団による
多様な教育活動の展開
を図り、子どもがその成
果を実感し、充実感や達
成感を味わい自己認識
できる教育環境をつく
る必要がある。
○このような教育環境
の実現には、ある程度の
学校規模の確保が必要
であり、学校活動の状況
を踏まえ、本市では、子
どもの学習面や生活面
などにおける指導上の
観点、学校運営面の観
点、学校施設・設備の効
果的・効率的な使用など
の教育効果と財政効率
を相乗的に向上させる
観点から総合的に判断
し、より良質な環境で教
育を行うことができる
学校規模（特別支援学級
を除く。以下 「適正規
模」という）を12∼24 学
級と定め、最も望ましい
学校規模として18 学級
を理想とする。

○昭和30 年代に建設さ
れた校舎が3 校、昭和40
年代に建設された校舎
が16 校あり、校舎の老
朽化が進んでいる。
○学校は児童生徒の学
習・生活の場であること
に加え、防災拠点として
の役割を果たしている
ことから、安全で安心な
施設機能を確保する必
要があり、学校施設の耐
震化については、「経済
財政運営と構造改革に
関する基本方針2006」に
おける各種の防災対策
の中でも重要な位置付
けとなっている。

○通学区域再編にあ
たっては、既存の通学区
域の再検証と学校配置
を考慮し、学校規模の適
正化に向け、以下の方法
により実施する。
【通学区域変更】
隣接する学校同士で通
学区域の一部を変更す
る。
【統廃合による通学区域
の変更】
上記の変更によっても
適正な学校規模が確保
されない場合は、隣接も
しくは近隣の複数の学
校との統廃合により通
学区域を変更する。
【小・中学校の通学区域
の整合性】
小・中学校の通学区域の
設定については、1 小学
校区から3 つ以上の中学
校に分かれて進学する
ケースの解消や、1 小学
校区から2 つ以上の中学
校に分かれて進学する
場合は、極端な偏りの解
消に努める。

○自校単独では再編対
象ではない場合であっ
ても、隣接もしくは近隣
の学校が上記の再編対
象校となった場合は、そ
の周辺校として関連が
あることから、再編対象
校と併せて、必要な取り
組みを進めます。
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17 岩手県 花巻市 ｢めざす学校のあり方｣

を踏まえ､子どもたちが
様々な個性との出会い
やふれあいを通して､年
齢に応じた集団生活の
ルールと人間関係のつ
くり方を体験的に学ぶ
という学校本来の役割
を果たすためには､一定
の規模が必要である｡一
方で､一人ひとりに居場
所があり､教師の目が行
き届くため､学校規模が
大きすぎないことも必
要である｡
【適正規模の考え方】
① 小学校ではクラス
替えができ､通常学級に
おける個別指導の対応
の必要からも､教員配置
に余裕ができる学年2学
級以上が望ましい｡
② 中学校では少人数
指導､習熟度別指導等の
必要から､主要教科に複
数の教員配置ができる
こと､またクラブ活動等
の選択肢が相当程度確
保できることが望まし
い｡

学校規模が大きすぎる
と、教員の目が行き届か
ない等の弊害がある。
学校教育法施行規則で
は､学校規模の標準を小
中学校ともに12学級か
ら18学級と定めている。
ただし､通学距離､地域
事情等本市の置かれた
状況にかんがみ､当面､
小中学校ともに1学年1
学級以上の確保を目標
に再編を推進する。

「花巻市立小中学校の学
区再編等に係る基本方
針」

18 岩手県 遠野市 中学校再編成の必要性
本市の児童生徒数は減
少で推移し、学校が小規
模化してきており、これ
に伴い、免許外教科指
導、学校行事、部活動な
ど児童生徒の指導上及
び学校経営上多様な課
題が顕在化してきてい
る。学校は、集団活動を
通じて学習したり、友情
をはぐくんだり、社会生
活のために必要なこと
を学ぶ場であり、児童生
徒一人ひとりが充実し
た環境のもとで、互いに
切磋琢磨しながら、頑張
ることを応援する役割
を担っている。
小学校の時期は、日常生
活圏の中で、地域とかか
わりを持って、地域を大
切にする心や誇りに思
う心を育てる教育課程
を進めることの必要性
を大きく捉えるも、人間
としての生き方につい
ての自覚を深める中学
校の時期にあっては、小
学校教育の基礎の上に、
社会生活に必要な基礎
的・基本的な内容を確実
に習得させるとともに、
個性を伸長させること
を重点に教育活動を行
なわなければならない。
多くの集団の中で社会
性や協調性を育み、様々
な変化にも主体的に対
応できる能力を持った
自立した人間形成を育
む教育環境を可能とす
る学校規模を確保する
ことが望まれるもので
ある。

再編成の基本的事項
(1) 統合形態
統合校は、すべて新設校
とする。
(2) 学校数
市内８中学校を３校に
再編成する。
【理由】
① 片道通学時間１時間
以内が確保できる。
② 生徒数の減少に伴う
諸種の課題に一定の改
善が可能である。
・指導側課題…免許外教
科指導、少人数体制
・生徒側課題…部活動、
集団活動、人間関係の固
定化
③ 地域と連携した生徒
指導や学校経営が確保
できる。
④ 学校間の交流や切磋
琢磨が期待できる。

中学校再編成の視点
① 今後20年程度の見通
しの中で、再編成の効果
が期待できる学校規模
を目指す。
② 各教科指導において
免許を所有した教員等
を確保することができ
る学校規模を目指す。
③ 男女とも５種類程度
の部活動ができる学校
規模を目指す。
④ 通学距離、学区の歴
史、学区の越境などを考
慮し、全体として妥当性
のある学区設定とする。
⑤ 既存校舎、用地の有
効活用を図る。
⑥ 通学時間は、片道１
時間以内とする。
⑦ 小学校区と中学校区
の整合性を確保する。
⑧ 地域と連携した生徒
指導や学校経営の確保
を目指す。
⑨ 学校間の交流や切磋
琢磨が期待できる学校
配置とする。

スクールバスのきめ細
かな運行
○ 集落ごとの生徒実態
に応じたスクールバス、
スクールワゴン等のき
め細かな運行体制によ
り、通学時間の短縮を図
る。（新校舎を有しない
各町にスクールバス等
を配置し、各町の運行路
線は３路線を基本に、遠
隔地はできるだけ直通
とする。）
○ 部活動の実態に応じ
た下校出発時間、休日運
行等の体制を図る。
（下校時の運行は２回を
基本とする。）
○ スクールバス通学区
域において、自転車通学
を希望する生徒におけ
る冬期間や悪天候時の
スクールバス利用にも
柔軟に対応できる運行
体制を整える。
○ 通学が遠距離になる
ことから、乗り遅れた場
合の対応についても検
討を行う。
○ スクールバス乗降所
における生徒の安心安
全の確保に努める。
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以上
9学級以
上

●統廃合
学区内の土地利用状況
や児童生徒数の将来推
計等を踏まえ，将来的に
も人口急増の恐れがな
い学校を対象とする。
ア 一定規模の基準を満
たさない学校が複数隣
接している場合。
イ 一定規模の基準を満
たさない学校が当該学
校の他に隣接学区には
ないが，隣接する一定規
模以上の学校と統廃合
しても大規模校になる
恐れがない場合。
●学区修正
一定規模の基準を満た
さない学校と大規模校
が隣接している場合。

一定規模確保のための
手法は，対象校の相手校
となる隣接校の規模に
より，統廃合と学区修正
の２つに分けられる。
従って，具体的な方策を
検討する際には，次で述
べるように隣接校との
通学距離とともに，当該
隣接校が一定規模未満
校なのか，一定規模を満
たしているのか，あるい
は大規模校なのかを将
来にわたって把握して
おく必要がある。

具体的な方策の実施後
に通うこととなる学校
の通学距離は，一定規模
の基準で示したとおり，
小学校概ね４km 以内，
中学校概ね６km 以内で
ある。
この基準を超えるよう
な場合にあっても，公共
交通機関やスクールバ
スを利用することが可
能と考えられる場合に
は，児童生徒の負担を考
慮しながら検討するこ
ととした。
また，徒歩あるいは，公
共交通機関やスクール
バスを利用した場合に
おいても，児童・生徒の
負担や通学の実態など
を考慮すれば，所要時間
はいずれも１時間程度
が限度であると考える。

●小学校については，一
定規模の基準に満たな
い学校の中でも，全学年
単学級となっているな
ど早急な対応が必要な
ところから検討，実施。
●小規模化の進行状況，
地理的状況等を踏まえ
つつ，可能な限り１中学
校区複数小学校区を確
保する。
●統合後の学級数につ
いては，一定規模の基準
（小学校12 学級以上，中
学校９学級以上）を満た
し，かつ，25 学級以上の
大規模校とならないこ
とが必要である。

仙台市立小・中学校適
正規模等検討委員会

学識経験者
学校関係者
保護者代表
地域団体代表

弁護士
小学校PTA会長
中学校PTA会長
町内会連合会会長
大学教授
学校法人理事長
小学校長
中学校長

「仙台市立小・中学校の
一定規模，適正配置に関
する基本的な考え方及び
具体的方策（最終報告）

20 宮城県 登米市 12 学級
以上

構想の前期については、
望ましい学級編制を実
現するために小規模化
した学校の中でも児童
数が極めて少なく複式
学級を余儀なくされて
いる小学校や児童数が
１００人を下回り小規
模化の著しい小学校の
統合を、登米市学校統合
実施計画として具体的
に定める。
後期については、前期実
施計画で現在の小学校
２７校が２２校になる
が、さらに望ましい学校
規模を実現するために
旧町域を中心とした小
学校の統合を推進し、現
在の小学校の半数程度
にする。

１００人を下回り、小規
模化の著しい小学校。

小・中学校の校舎・屋体
の建築面積は合計で１
５５,４９０㎡あまりに
なっており、第２のベ
ビーブームに対応して
昭和４６年から昭和５
５年までの建築面積が
全体の５割を占めてい
る。
建物の老朽化の進行が
見られ始まる建築後２
０年を経過した建物は、
建物全体の７９％を超
えており、今後、大規模
な修繕・改造が必須の状
況であり、計画的な整備
が必要である。

望ましい学級編制を１
学級当たり２０人から
標準学級の４０人とす
る。
望ましい学校規模を１
学年当たり２学級以上
の学級編制ができる学
校規模とする。

登米市学校統合構想

21 宮城県 栗原市 １２学
級以上
（１８学
級以内
を目安）

９学級
以上（１
5学級以
内を目
安）

本検討委員会は，次の点
を基本に据えて教育委
員会からの諮問につい
て検討してきた。
「教育の質を維持し向上
するためにどうしたら
よいか」と「子ども達の
成長にとって何が大切
か」であり「安心して生
み育てることのできる
教育（保育）環境は何か」
である。
さらに，これらを実現す
るための「条件整備」や
「特色ある学校づくり」
も加味し検討してきた。
また，新市として誕生間
もない市全体の視野に
立ち，教育環境をどのよ
うに充実させるかとい
う観点からも併せて検
討してきた。
なお，現段階で市内に居
住する乳幼児数を前提
にすると，将来の児童生
徒数を推測して具体的
に検討できるのは，小学
校で平成２５年度，中学
校で平成３１年度まで
となる。このことから，
本答申が示す教育環境
の実現は，平成３１年度
までを目標年度とした。

緊急対策の必要性
○小学校において，複式
学級の編制が想定され
る場合 また，６学級編
制が確保されていても，
各学年が２０人未満の
学級となっている場合。
○中学校において，単学
年で複数学級が編制で
きない場合。
・児童生徒間，児童生徒
と教師間において多様
な人間関係をはぐく
み， 互いに理解を深め，
切磋琢磨し合いながら
社会性を養っていく学
校規模。
・グループ学習や部活
動，学校行事など一定の
規模の集団による教育
活動が成立する学校規
模。
・校内で，教職員の教科
研究や指導の充実が日
常的に可能となる適正
な数の教師集団で構成
される学校規模。

統合・学区再編を行う際
の通学距離は適正配置
の基準で示したとおり，
小学校でおおむね４キ
ロメートル以内，中学校
でおおむね６キロメー
トル以内とする。
この基準を超えるよう
な場合であっても，公共
交通機関やスクールバ
スを利用することが可
能と考えられる場合は，
通学上の負担を考慮し
て，所要時間はいずれも
１時間以内に設定した。

単学年の学級数を小学
校３学級（学校規模１８
学級）以内，中学校５学
級（学校規模１５学級）
以内を目安とする上限
を併せて設定した。
●学級編制の標準を３
５人とする
※ これによって１学級
の人数は，最大で３５人
の学級編制とする
●統合
市全体の地域（生活文化
圏）形成状況，交通網や
児童生徒数の将来推計
等を踏まえ，統合後に一
定期間適正規模を維持
できることを前提とす
る。
ａ 適正規模の基準に満
たない学校が複数隣接
する場合。
ｂ 適正規模の基準に満
たない学校を隣接する
適正規模の学校と統合
しても問題が少ない場
合。

通学距離が想定外の遠
距離となる場合は，ス
クールバスを運行する
など通学条件の整備に
努めることが必要とな
る。

栗原市学校教育環境検
討委員会

学識経験者
学校関係者
保護者代表
地域団体代表
市・関係機関

弁護士
小学校PTA連合会副
会長
中学校PTA連合会副
会長
町内会連合会会長
大学教授
教育委員
元教育長
小学校長
中学校長
幼稚園長

栗原市学校教育環境検討
委員会
栗原市立学校再編計画
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22 宮城県 丸森町 委員の大部分は現状の

環境を「是」とは考えず、
1校或いは2校に再編し
て子ども達により良い
教育環境を整えたいと
考えている。
また、再編する場合には
生徒の通学の足の確保
（スクールバス等）と遠
距離通学となる生徒に
は寄宿舎等の設備も必
要となるであろうこと
が話し合われた。
さらに、少人数イコール
教育環境の悪化という
ことではなく、少人数の
メリットを活かした教
育も可能であることな
ど、各々メリット・デメ
リットを頭に入れて検
討する必要がある。

○地域づくりにおいて、
旧町村単位にある小学
校については当分の間、
再編は行なわない。
○中学校においては、ク
ラス替えのできない状
況にある学校は、異常と
まではいかなくとも、正
常ではないことを認識
している。住民の理解
を得ながら、統合ではな
く、再編に進みたい。

丸森町立中学校再編検
討委員会

学識経験者
学校関係者
地域団体代表
その他

大学教授
地区代表
PTA連合会長
校長会
青年代表
青少年健全育成推進指
導員

丸森町立中学校再編検討
委員会 答申書

23 宮城県 大和町 １． 大和町の中学校を
すべて廃止し、現在の吉
岡、吉田、鶴巣、落合を
１つの学区、現在の宮床
を１つの学区とし計２
つの学区とする。吉岡、
吉田、鶴巣、落合の学区
については現在の吉岡
中学校を使用する
２． 宮床中学校は、将
来の地域開発に伴う生
徒数の増加が予測され
るため、単独校とし、新
たな学校としてスター
トする。
３． 再編は平成１９年
４月とする。
４． 再編に伴い廃止と
なる中学校は、放課後児
童健全育成に供する施
設および児童館並びに
地域の生涯学習などに
寄与する多目的施設を
検討する。
５． 再編に関し、学校
の増築、必要施設の改変
および生徒のスクール
バスなど必要な整備を
図る。
６． 再編により、各種
組織の再編、教職員の配
置などの検討を行う。
７． 中学校再編は地域
住民にとって大きな改
革となることから、地域
住民の意見などを十分
に反映し、理解を得られ
るよう努力する。

１ 学校規模の適正化と
して、１学年複数学級を
念頭に考慮し、小規模校
の統廃合を検討する。
ただし、小学校について
は、１学年１学級という
小規模校にあっても、
「心身の発達」及び「体
力」を考慮し、今回の検
討からは除外する。
２ 中学校については、
少数化の進む吉田・鶴
巣・落合中学校を吉岡中
学校に統合する。宮床
中学校については、今後
も複数学級が維持され
ることから現状のまま
とする。

大和町中学校再編計画に
ついて

24 宮城県 大郷町 12学級
程度

6学級程
度

子どもに公平で均等な
教育機会を提供する事
が教育行政の責務であ
る。従って子どもに“よ
り望ましい適正な教育
環境”が整備提供されな
ければならない。

大郷町は、基本的に小規
模校である。
小学校
統合案１ ４校を１
校に統合する
統合案２ ４校を２
校に統合する
統合案３ 現状のまま
４校とするが、平成22年
度に新しい校舎ができ
た時点で１つに統合す
る。
中学校
統合案１ ２校を１校
に統合する
統合案２ 現状のまま
２校とするが、22年度に
新しい校舎ができた時
点で１つに統合する。

○１学級の児童生徒数
を３０人として試算す
ると、望ましい小学校の
児童数は、２学級に６学
年を掛けた３６０人と
なり、１校あたりの全児
童数は３６０人程度が
適正規模となる。中学
校の生徒数は、２学級に
３学年を掛けて１８０
人程度が適正規模とな
る。
○平成22年４月までに、
まちづくりと、教育理念
に基づく新校舎完成の
構想があるので、今回の
統合は児童生徒の教育
活動に対する教育課題
に早急に対応する必要
性からの、暫定的な統合
である。よって、既存校
舎を活用する。
○学校名等について
校名・校歌・校章及び児
童生徒の制服等や閉校・
開校行事など様々な事
項について、「準備検討
委員会」等を設置し児童
生徒が安心して学習活
動が始められる環境づ
くりに努力する。

大郷町立学校適正規模
検討委員会

学識経験者
学校関係者
地域団体代表

大学教授
地区代表
子ども会育成会会長
校長会
父母教師会連絡協議会
会長・副会長
乳幼児総合教育施設施
設庁
主任児童委員

大郷町立学校の適正規
模、適正配置等に関する
答申
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25 秋田県 秋田市 １２∼

１８
学 級 程
度

９∼１
８学
級程度

学校は、集団生活を通し
て、多様な考えや特性を
持つ児童生徒が互いに
切磋琢磨し、学力や体力
の向上を図るとともに、
豊かな人間性をはぐく
む場である。
したがって、教科などの
学習はもとより、運動
会、文化祭等の学校行事
や部活動においても一
定規模の集団を確保し、
効果的な教育活動を展
開することが必要であ
る。
そのため、児童生徒の個
性を伸ばし、自主性や社
会性を育て、生きる力を
身につけさせる学習や
生活の場として、望まし
い学校規模（＝適正規
模）を実現することが大
切である。

《小学校》
規模については、全校で
１２∼１８学級が望ま
しいとしているが、現状
ではそれを下回る学校
が２４校と数多くあり、
学校設立の背景や地域
事情等を踏まえ、１学年
１学級、全校で６学級の
学校を適正規模の下限
と考える。
したがって、複式学級を
持つ全校で６学級未満
の学校について、検討を
進めるべきである。
《中学校》
規模については、全校で
９∼１８学級が望まし
いとしているが、学校設
立の背景や地域事情等
を踏まえ、クラス替えが
可能な１学年２学級、全
校で６学級の学校を適
正規模の下限と考える。
したがって、全校で６学
級未満の学校について、
検討を進めるべきであ
るが、特に、集団での学
習や活動において制約
の多い、１学年の人数が
１５名、全校で４５名程
度を下回る学校につい
ては、考慮が必要であ
る。

適正規模を上回る小・中
学校については、児童生
徒数が減少傾向にある
ものの、大規模校として
の様々な課題もあるこ
とから、対応について引
き続き検討を進めてい
くべきである。

適正配置の具体策とし
て統廃合や通学区域の
変更を行う場合は、通学
における安全性の確保
に努めるとともに、通学
距離や通学時間、方法に
ついて十分考慮のうえ、
スクールバスの運行も
含め検討する必要があ
る。

秋田市小・中学校適正
配置検討委員会

秋田市小・中学校の適正
配置等について（提言書）

26 秋田県 美郷町 12∼18
学級

6∼12学
級

子どもたちがそれぞれ
の個性を磨くとともに
社会性を身につけてい
くためには、学校生活の
中で多様な個性と出会
うことができるような
学校規模が望ましいと
思われる。
各学年に複数学級を置
くことは、指導のバリ
エーションが増え、一人
の子どもを複数の教員
の目で見ることが可能
になったり、単学級の課
題と言われている人間
関係の固定化・順列化の
解消にもつながり、子ど
もたちの持ち味や良さ
が発揮されるなど、充実
した指導の面からも、相
応の学校規模にあるこ
とが望ましいと思われ
る。

美郷町望ましい学校規
模を考える委員会

学校関係者
地域団体代表
PTA

社会教育委員長
民生常任委員長
商工会会長
認定農業者・学校評議
員
スクールガードリー
ダー
小学校長
中学校長
母親サークル
PTA連合会会長
スポーツ少年団指導者
保護者

美郷町立小・中学校の現
状と望ましい学校規模に
ついて『意見書』

27 秋田県 湯沢市 12∼18
学級程
度

6学級以
上

○小学校
少なくとも各学年9人以
上、全校で90人以上の規
模があることが望まし
い。
○中学校
各学年41人以上、全校で
6学級以上であることが
望ましい。
○複式学級は、解消する
方向が望ましい。

スクールバスの充実が
必要である。

現在、スクールバスや路
線バスを利用している
子ども達が、統合によっ
て利用できなくなって
しまうということが無
いような配慮をしたい。

湯沢市学校教育環境適
正化検討委員会

○湯沢市学校教育環境適
正化検討委員会からの答
申
○教育委員会から市長へ
の提言書

28 山形県 山形市 12∼24
学級

9∼24学
級

将来を担うことになる
本市立の児童生徒に対
して最善の教育サービ
スを提供するため，小学
校にあっては１２学級
から２４学級，中学校に
あっては９学級から２
４学級の学校を望まし
い学校規模とし，その実
現をめざす。

望ましい学校規模を検
討するにあたって特に
明記していない場合は
１学級３３人までの少
人数学級を基礎として
検討する。

望ましい学校規模の実現
にむけて
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29 山形県 上山市 12∼18

学級以
上

9学級以
上

魅力ある学校とは、学校
の本来の目的・役割であ
る子ども達の「人間形
成」と「学力の向上」を
確実に達成できる学校
である。
上山市の児童・生徒数の
急激な減少傾向を考え
ると、これまでのような
1つの学校を単位とした
単独完結型の学校経営
方式では、学校の使命を
達成することができな
い状況になってきてい
る。魅力ある学校づく
りを推進するに当たっ
ては、学校の垣根をこえ
た学校間の集合学習や
小・中連携教育或いは
小・中一貫教育などの複
数連携型の方式も視野
に入れていく必要があ
る。

当面市内に存する小・中
学校の複式学級を早急
に解消することが求め
られる。

小学校の統廃合に当
たっては、現在の中学校
学区内での実施を基本
とする。

統廃合によって生じる
児童の通学距離の延伸
に対する通学手段は、基
本的にスクールバスと
する。

上山市立小・中学校将
来構想検討委員会

上山市立小・中学校の総
来構想について 答申

30 山形県 高畠町 ①小学校は各行政区ご
とに1校設置することが
適当である。あまりに
小規模となる場合は、教
育環境の改善整備の必
要性が高まることから、
一定の条件・ルールのも
とで統合すべきものと
考える。
②中学校は現在の中学
校を統合し、中規模校を
設置することが適当で
ある。統合後の学校数、
学区については、生徒数
の予測、通学距離などを
勘案して定めるべきで
ある。

高畠町小中学校再編統
合検討委員会

高畠町における町立小中
学校の再編統合について

31 福島県 小野町 ○町内小学校の６校に
ついては、出来るだけ早
い時期に一つの小学校
に統合することが望ま
しい。
○町内の中学校２校に
ついては規模的に大き
な相違があるが、小学校
同様に出来るだけ早い
時期に統合することが
望ましい。ただし、校舎
老朽化の現状から、小野
中学校校舎改築は緊急
に取り組むべき課題で
あり、整備計画を早急に
立て、改築を急がれるこ
とを強く提言する。

統合にあたって児童生
徒の通学のために「ス
クールバス」の運行は不
可欠であり、確保願いた
い。
スクールバス運行にあ
たっては、小学校の学年
における下校時間の相
違、中学校における部活
動実施後の下校時間の
違いなども踏まえて、児
童生徒の学校生活時間
に配慮し、利用しやすい
運行時間と方法を検討
してほしい。

小野町教育環境検討委
員会

○小野町教育環境の基本
方針
○小野町のこれからの教
育環境のあり方について
の提言
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32 福島県 喜多方

市
少子化等の影響により
学校の小規模化が進行
する中、望ましい教育環
境を整備し学校教育の
充実を図るため、会津管
内の多くの自治体にお
いても、小・中学校の適
正配置を目指した統廃
合の取組が進められて
いるところである。
今後も児童生徒数の減
少が続いていくと推測
される本市の現状に
あっては、前述した「学
校の小規模化に伴う課
題」を解消し、確かな学
力を身につけた人間性
豊かな子どもたちを育
成していくために、ある
程度の学校規模を確保
する学校の適正配置を
図ることが必要である。
本市の現状において、学
校の適正配置を実現す
るためには、学校の統廃
合により進めざるを得
ず、これまでの経緯と今
後の動向を踏まえ、進め
られたい。

○小学校の規模
本市にあっては、複式学
級の解消を喫緊の課題
とし、さらに複式学級を
生じさせないという認
識に立てば、１学年あた
り17 人の在籍数により
複式学級を回避するこ
とが可能であり、集団に
よる活動も確保するこ
とができることから、少
なくとも１学年平均17
人で児童数100 人程度
を、本市として望まれる
小学校の規模とするこ
とが適切である。
ただし、統廃合による適
正配置を進めるに当
たっては、地域の実情や
将来の児童数の動向に
よっては、100 人程度を
目安とし柔軟に対応す
べきである。
○中学校の規模
中学校についても、文部
科学省の基準では、12
学級以上18 学級以下が
適正規模とされている
ところではあるが、複式
学級を回避することは
もちろんのこと、集団活
動も支障なく行うこと
が可能で、生徒一人ひと
りが能力や個性を伸長
できるよう、部活動等に
おいての選択肢を多く
設定できる規模、さらに
全教科にわたって常勤
の教師を確保すること
ができる規模等を考慮
し、本市としての明確な
考え方を整理されたい。

スクールバスの運行や
路線バス等の利用に対
する支援策の充実につ
いて検討されたい。

喜多方市立小・中学校
適正配置等検討委員会

行政区長
保護者
学校評議員
小・中学校長学識経験
を有する者

行政区長連合会長
行政区長会長
PTA連絡協議会長
学校評議員
小学校長
中学校長
経営コンサルタント
大学特任教授
市教育委員長

喜多方市立小・中学校適
正配置等に関する提言書
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
33 福島県 石岡市 12∼18

学級
12∼18
学級

■適正規模の基本的な
考え方
①児童・生徒の視点から
・集団による教育の実施
により，児童・生徒間の
ふれあいや切磋琢磨の
機会が多くなる。
・集団活動を通して児
童・生徒の社会性が高め
られ，自らの個性や能力
を伸張できる。
・適切なクラス替えを通
して児童・生徒の人間関
係や集団内での役割分
担の固定化を防ぐこと
ができる。
・課題別活動や選択教
科，部活動，学校行事等
において，多様な選択肢
が提供できる。
②学校運営の視点から
・学年や教科担当の教員
が確保され，効果的な指
導体制が図れる。
・同一学年複数教員によ
る充実した研究，研修活
動が可能となる。
・部活動の指導にあたる
教員確保が可能となる。
・校務分掌を複数で分担
することができ，学校運
営組織の効果的な編成
ができる。
・児童・生徒の安全確保
や不測の事態に適切な
対応が図れる。
■適正配置についての
基本的な考え方
小・中学校の適正配置の
具体的な方法としては，
「学校の統合」と「通学
区域の変更」が考えら
れ，両面を踏まえて検討
する必要性があると思
われる。しかし，通学区
域の変更については，教
育委員会の諮問機関と
して学区審議会がある
ことから，当審議会で
は，学校の統合による適
正配置を検討した。
学校の適正配置につい
ては，石岡市における
小・中学校の適正規模を
基本として，今後の児
童・生徒数の推計から，
小学校は10 校，中学校
は４校が望ましいと考
えられる。しかし，将来
的に適正規模に満たな
いと予測される学校に
ついては，段階的な対応
も必要と考える。

市議会議員
自治会等代表
PTA連絡協議会代表
校長会代表
幼稚園又は保育所の保
護者
青少年関係団体
学識経験者

市議会議員
PTA連絡協議会代表
校長会代表
幼稚園代表
保育所代表
青少年関係団体代表
学識経験者
自治会代表

石岡市小中学校の適正規
模・適正配置に関する答
申書
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
34 福島県 高萩市 ○小学校について

君田小学校は、平成２１
年度までは児童数が１
２名であるが、平成２２
年度からは一桁になり、
平成２４年度から平成
２６年度までは３名と
なる。このまま学校を
存続させると、集団での
行動、多様な考え方、コ
ミュニケーション能力、
人間関係の構築等、種々
の面での学習環境の悪
化が懸念される。平成
２７年度以降の児童数
の増加が見込めないこ
とから、早期統合を提案
するものである。
○中学校について
君田中学校は、平成２０
年度は生徒数が１１名
であるが、平成２１年度
から一桁になり、平成２
５∼平成２６年度まで
は７名となる。
学習指導の一部に長所
がある反面、集団での活
動ができない、多様な意
見や考えを吸収できな
いため視野や思考を拡
大することが困難、運動
能力の向上の時期でも
ある中学校時代に思い
切った運動ができない
などの課題も多くなる。
平成２７年度以降の生
徒数の増加が見込めな
いことから、早期統合を
提言するものである。

高萩市のよりよい教育
環境あり方委員会

市議会議員
県教育庁課長
学校関係者
公募委員

市議会議長
市議会文教厚生委員長
県教育庁義務教育課長
市校長会長
国際交流協会副会長
教育研修所長
公募委員

高萩市における学校の適
正配置について
−「高萩市のよりよい教
育環境あり方委員会」答
申の概要−
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
35 福島県 北茨城

市
12学級
以上

9学級以
上

○適正規模の基本的な
考え方
学校教育法施行規則で
は、小・中学校の学級数
について「１２学級以上
１８学級以下」を基準と
し、茨城県教育委員会は
「小学校１２学級以上、
中学校９学級以上が望
ましい」とする指針を示
している。また、１学級
の児童生徒数は法律（公
立義務教育諸学校の学
級編制及び教職員定数
の標準に関する法律）に
より４０人を標準とし
ている。
このように、学校規模は
学級数や児童生徒数な
どによって表すことが
できるが、本検討委員会
では法制面での学校規
模が学級数で表されて
いることなどの理由か
ら、学級数によって検討
することとした。
学級数についての各委
員の意見は、小・中学校
の何れについてもクラ
ス替えのできる学級規
模が望ましいとのこと
であった。
なお、児童生徒数の減少
による小規模校などの
問題点について、メリッ
ト・デメリットの両面か
ら審議を行った。
○適正配置についての
基本的な考え方
①適正規模の確保につ
いて
学校の適正配置は、適正
規模を確保することに
よって、児童生徒の教育
環境や社会性、良好な人
間関係を築くための生
活集団が確保されるこ
とから、地域の実情を勘
案しながら、統合を検討
することが重要である。
②通学区域の見直しに
ついて
通学区域は、学校によっ
て歴史的沿革も異なり、
さまざまな面で地域社
会と密接に結びついて
設定されてきた。この
ことから、通学区域の見
直しに当たっては、児童
生徒の地域社会との関
係にも留意することが
望ましい。
③地域社会とのかかわ
り
学校の統合にあたって
は、それぞれの学校の歴
史、地域性を生かしなが
ら新たな学校を創ると
いう考えが重要であり、
地域住民や保護者と十
分議論を行い、通学区域
が広域化されることに
伴う不安の解消などに
も配慮することが必要
である。

○小・中学校の適正規模
については、茨城県教育
委員会が示した適正規
模の基準では「小学校１
２学級以上、中学校９学
級以上が望ましい」とさ
れているが、現在、市内
の小学校は１２校中１
０校、中学校は５校中２
校が基準以下となって
いる。
○小学校については、現
在の１２校を６校から
９校程度に配置するこ
とが望ましい。
○中学校については、現
在の５校を３校から４
校程度に配置すること
が望ましい。

小・中学校ともに、1学
級の児童生徒数を30人
程度とする。

北茨城市立小・中学校
適正規模等検討委員会

市議会議員
学識経験者
教育委員会が必要と認
める者
保護者
学校関係者

市議会議長
社会教育委員
前学校長会長
生涯学習センター所長
公民館長
PTA会長
幼稚園理事長
PTA連絡協議会会長・
副会長
市学校長会長
市教育研究会長

北茨城市立小・中学校の
適正規模及び適正配置に
ついて-答申-
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
36 福島県 取手市 12学級

以上
12学級
以上

○適正規模についての
基本的な考え方
① 集団生活を通して、
人とのかかわりの中で
切磋琢磨し、主体性や社
会性、思いやりの心を育
むことのできる学校規
模であること。
② 多様な学習方法、活
気ある学校行事や諸活
動など、今日的な教育を
展開できる学校規模で
あること。
○適正配置についての
基本的な考え方
① 市全域を対象とした
市立小中学校の適正配
置を検討する。
② 学校の適正規模を目
安として、子どもたちに
かかる通学時の負担や
安全性を考えて通学区
域の見直しを図ること
とし、見直しが困難な場
合は隣接校との学校統
廃合を行う。
③ 通学距離が概ね小学
校で4 ㎞以上、中学校で
6km 以上となる場合は
スクールバス等を運行
し、子どもたちの通学支
援を行う。
④ 通学区域の見直しを
行う場合には地域コ
ミュニティを考慮し、行
政区での見直しを基本
とする。
⑤ 学校統廃合を実施す
る場合には、既存施設の
有効活用を図ることと
し、統合校は対象校のう
ち最も条件が良い学校
とする。なお、教室不足
などが見込まれる場合
は適宜増築等を行う。
⑥ 中学校は、小学校で
の対人関係を保つため、
小学校区域を分割しな
いで編成することに配
慮し、小学校2 校に対し
学校1 校を基本とする。

小学校18 校及び中学校8
校の通学区域の見直し
及び学校統廃合を行い、
現在の26 校から18 校へ
適正配置する。

統合学校においては、子
どもたちが新たな気持
ちで学校生活を始めら
れるよう、老朽化が進む
学校施設の改修や必要
に応じて増築を行い、子
どもたちが快適に過ご
せるよう配慮する。

○小・中学校ともに、1
学級の児童生徒数を30
人前後が望ましい。
○学校適正配置の実施
方針
学校適正配置計画を実
施するにあたっては、通
学路の安全対策や通学
支援策及び学校施設の
耐震化や増築等の整備
などの教育支援策に十
分配慮しながら進めて
いく必要があるので、こ
れらを一斉に実施する
ことは困難であると考
え、段階的に実施する。
実施の優先順位は、教育
指導面・学校運営面等で
早期に統合が必要と思
われる中学校を優先的
に実施することとし、小
学校については各学校
の状況や地域との合意
形成等を考慮し実施す
ることとする。

学校適正配置に伴い新
たに遠距離通学となる
児童については、子ども
たちの体力・安全面を考
慮してスクールバス等
の運行を実施し、児童の
負担軽減を図る。

取手市立小中学校適正
規模適正配置審議会

取手市立小中学校適正配
置基本計画
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
37 福島県 つくば

市
12∼18
学級

12∼18
学級

●適正規模校化を図る
ため、小規模・過小・極
小規模校は、学区調整や
統合等の検討を行う。
●大規模・過大規模校
は、教室増設や学区調
整、分割、移転、新設等
の検討を行う。
●小中一貫型教育を視
野に入れた検討を行う。

市内には近い将来、耐用
年数から改築の時期を
迎える校舎や、新耐震基
準以前に建てられた校
舎が多くある。これら
は、その時期に合せ、老
朽化や耐震化に対応し
た「改築」・「補強」・「廃
止」等を行うとともに、
学区の見直しを検討す
る必要がある。

①極小規模校
将来的にも極小規模校
として推移していく場
合は、積極的に隣接する
学校との統合を検討す
る。
②過小規模校
将来的にも過小規模校
として推移していく場
合は、積極的に隣接する
学校との統合や学区調
整を検討する。
児童生徒数が増加傾向
にあり、将来的に小規模
校や適正規模校となる
場合は、「③小規模校」
や「④適正規模校」と同
様の検討する。
③小規模校
将来的にも適正規模校
に達しないと推計され
る場合は、隣接する学校
の状況を踏まえ適正規
模校となるよう、学区調
整や統合の検討する。
児童生徒数が増加傾向
にあり、将来的に適正規
模校となる場合は、「④
適正規模校」と同様の検
討をする。
④適正規模校
将来的にも適正規模校
で推移し、かつ当該校に
おける通学の安定が図
られる場合、現状の学区
を維持する。なお一部
の学校は、隣接する学校
の状況に応じて、学区調
整を検討する。
⑤大規模校
将来的にも大規模校と
して推移していく場合
は、学区調整を検討して
いきます。なお、大規模
校化が一時的な場合（例
えば、ある時期にピーク
に達して教室数が不足
するが、その後は減少傾
向となる場合）は、教室
増設等により対応する。
児童生徒数が増加傾向
にあり、将来的に過大規
模校となる場合は、「⑥
過大規模校」と同様の検
討をする。
⑥過大規模校
将来的にも過大規模校
として推移していく場
合は、学区調整・分割、
学校新設等を検討する。

つくば市学校等適正配置
計画について（指針）
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
38 福島県 常陸大

宮市
6∼16学
級

6∼15学
級

小学校の望ましい規模
○常陸大宮市における
小学校の適正規模6 学級
∼16 学級(1 学年1∼3
学級程度)
○【1 学級の人数の考え
方】
①複式学級の解消を図
る。
・適正規模の観点から複
式学級（2 つの学年で16
人以下）を避ける。
②1 学級40 人を基本と
するが，1 学年1学級の
場合は，概ね20 人以上
を標準規模とする。
・市民アンケートの「40
人に満たない場合は20
∼30 人」を反映する。
③既存の施設を利用す
る。
・現在の校舎の活用と施
設規模を踏まえた学級
編制を前提とする。
中学校の望ましい規模
○中学校の適正規模6 学
級∼15 学級(1 学年2∼5
学級程度)
○【1 学級の人数の考え
方】
①原則として１学年単
学級の解消を図る。
・クラス替えにより，新
しい仲間との出会い，刺
激，自己発見，人間関係
を学ぶ。
②1 学級40 人を基本と
するが，1 学年1 学級の
場合は，概ね30 人以上
を標準規模とする。
・市民アンケートによる
「40 人に満たない場合は
30 人」を反映する。

○小学校に対する基本
的な考え方
市内の児童数及び学級
数の将来推計によると，
平成25 年度に市内の小
学校には過大規模校及
び大規模校は生じるこ
とはなく，5 校が過小規
模校，11 校が小規模校，
1 校が適正規模校になる
と予測される。
今後，過小規模校及び小
規模校となることが予
測される小学校につい
ては，適正配置の対象と
すべきであり，常陸大宮
市における小学校の適
正規模となるよう近隣
の学校と施設規模や地
理的条件などを考慮し
た上で適正に配置する
こととする。
○中学校に対する基本
的な考え方
市内の生徒数及び学級
数の将来推計によると，
平成30 年度における市
内の中学校は，5 校が過
小規模校，1 校が小規模
校，1 校が適正規模校に
なると予測される。こ
れらを踏まえ，常陸大宮
市における学校規模の
適正化を図るために，小
学校の再編による通学
区を基本とした学区の
変更を図ることや，既存
の学校施設の状況や生
徒の安全確保等を念頭
に置いて，学校の統廃合
による適正配置を行う。

○小学校：地域の成り立
ち（コミュニティ）や地
理的条件などの理由で、
「１学年１学級の学級編
制となる場合は、概ね２
０人以上」を小学校の標
準規模とする。
○中学校：地理的条件な
どの理由により適正規
模を満たす学級編成が
困難で「１学年１学級の
学級編制となる場合は、
概ね３０人以上」を中学
校の標準規模とする。

○小学校
今後，過小規模校及び小
規模校となることが予
測される小学校につい
ては，小学校の適正規模
を満たすよう施設規模
や地理的条件などを考
慮した上で適正に配置
する。また，遠距離通学
となる場合はスクール
バスなどによる通学支
援を検討する。
○中学校
小学校の再編による通
学区を基本とした学区
の変更を図ることや，既
存の学校施設の状況や
生徒の安全確保等を念
頭に置いて，学校の統廃
合による適正配置を行
う。また，遠距離通学と
なる場合はスクールバ
スなどによる通学支援
を検討する。

常陸大宮市義務教育施
設適正配置審議会

常陸大宮市義務教育施設
適正配置実施計画
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
39 福島県 稲敷市 12∼18

学級
学校教育法施行規則第
１７条及び第５５条の
規定を適正規模と考え
て稲敷市にあてはめて
みると，小学校では４校
から１０校，中学校では
２校から４校あればよ
いという計算になる。
しかし，実際には，小学
校１６校，中学校４校で
あり，これは，小学校中
学校ともに，比較的小規
模な学校が市内に散在
していることを示して
いる。
なお，稲敷市内の小中学
校のうち，標準とされる
１２∼１８学級の範囲
にある学校は，小学校２
校，中学校では１校のみ
である。その他の学校
はすべて１１学級以下
であり，規定の範囲を超
える１９学級以上の学
校は小中とも１校もな
い。
財政的な面から見ると，
学校の維持管理運営に
かかる費用は学校規模
にかかわらずある程度
必要であるが，学校数が
多い分，１校あたり配分
される予算は小さくな
ると想定される。
以上，教育的な面からも
財政的な面からも，今
後，児童生徒に十分な教
育環境を提供すること
が困難になることが予
想される。

○市内小中学校の校舎
などは建築後３０年を
超えてきており， 耐震
や防犯といった安全面
や教育内容の変化に伴
う機能の面からみて，計
画的な改築をしていく
必要があるが，今後の建
て替え工事や改修工事
に係る経費は莫大なも
のになることが予想さ
れる。そのため，健全財
政運営という観点から，
限られた予算の範囲内
での執行が要求される。
○本市の小学校は，建築
後すでに30年を経過し
た校舎がほとんどであ
り，施設や設備の老朽化
に伴い，毎年，その補修
に追われているのが現
状である。
学校施設の改善並びに
教育環境の充実は，子ど
も達が快適な学校生活
を営むための基本であ
り，計画的かつ着実な実
施に努められることを
望むものである。

○１学級の定員につい
ては，今後少人数学級へ
の移行も踏まえ，検討に
あたっては，３５人学級
を前提とする。
○ １学年２学級を維持
するための児童数は，１
学年３６人から７０人
である。安定的に２学
級を維持するためには，
最低１学年３６人必要
となる。１小学校の全
児童数は，概ね２１６人
から４２０人が基準と
なる。

新しい教育システムの
構築
○小中一貫教育につい
ては，併設型や統合型，
連携型などの形態が考
えられており，先進地の
例を参考に検証してい
くことが必要であるが，
本委員会が考える「小中
ユニット」は以下の通り
である。
1小学校と中学校がそれ
ぞれ独立した敷地や校
舎になっていること。
2 学校運営組織がそれぞ
れ独立していること。
3 教育課程がそれぞれ独
立していること。
以上のことを踏まえ，本
委員会は稲敷市が考え
る「小中ユニット」を考
えている。
○もう一つの方向性と
して考えられるのは「強
固な小中ユニット (小
中，一貫教育校)」を基
盤とした小中一貫教育
をさらに発展させた統
合型の「小中一貫校」の
設置である。本委員会
が考える「小中一貫校」
とは，以下の通りであ
る。
1 小学校と中学校を一体
化させ，同一敷地内，同
一校舎で学校教育活動
を行うこと。
2 学校運営組織において
も一体化させた学校運
営を行うこと。
3 小・中学校を６年・３
年制として捉えるので
はなく，義務教育９年間
を例えば４年・３年・２
年制に編成し，一貫した
教育課程で教育活動を
行うこと。
これらを基本としなが
ら，新しい教育システム
の中で教育活動を展開
する学校である。

稲敷市学校及び幼稚園
適正配置検討委員会

稲敷市学校及び幼稚園適
正配置の基本的な考え方
について（報告）- 答 申
-

40 福島県 桜川市 桜川市小中学校適正規
模等検討委員会

地域団体代表
保護者
学校関係者
市議会議員代表
学識経験者

41 福島県 神栖市 神栖市立学校適正規模
適正配置検討委員会

学識経験を有する者
学校等の代表
学校保護者の代表
一般公募による者
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
42 福島県 行方市 12学級

以上
9学級以
上

○平成27年度までに現
在の市立小学校18校を
４校に，市立中学校４校
を３校に，統合すること
である。
○基本的事項
① 市立小中学校の適正
配置（統廃合）は，速や
かに取り組むべき行政
上の課題となっている。
② 児童生徒数の減少に
より学校経営が困難と
ならないよう，学校の統
廃合を行うことによっ
て，適正規模を有する学
校にする。
③ 小学校については，
クラス替えが可能とな
るよう，1学年2学級以上
の12学級以上となるよ
う配慮する。
④ 新設の中学校につい
ては，クラス替えが可能
で主要5教科に複数の教
員を配置できるよう，1
学年3学級以上の9学級
以上となるよう配置す
る。
⑤ 適正配置にあたって
は，原則として既存の校
舎を活用する。なお，昭
和56年以前に建設され
た校舎を引き続き統合
校として利用する場合
は，耐震診断や耐震工事
等の適切な処置を施す。
⑥ 統廃合の場合，該当
校をいずれも廃止し新
設校として設置する。
⑦ 通学区域は，南部，北
東部，北西部の各ブロッ
ク内の大字単位とし，統
廃合前の通学区域を継
承するものとする。
なお，保護者の事情等に
よる指定校変更は現在
と同様に柔軟に対応す
る。
⑧ 適正配置の時期は実
施計画を基準とします
が，社会情勢の変化や法
制度の改正等により計
画を変更して実施する
ことや，当該校の関係者
の合意が得られた学校
から優先的に実施する
ことがある。

○計画期間は平成21年
度から平成30年度まで
の10年間とする。
※実施スケジュールを7
年としているのは，小規
模校や複式学級を解消
すること，老朽校舎の全
てを耐震工事等で対応
する場合は相当の期間
や財政負担が予想され
ること，校舎整備の際に
は財政的に有利な合併
特例債（平成27年度まで
の期限）を活用するこ
と，などを考慮している
ためである。
○10年間で計画どおり
実施できない場合には，
次の10年間を第2期計画
期間として継承する。
なお，小中学校ともに，
法令等で定める標準学
級数の12∼18を満たし
ている学校は，現在1校
もない。

現在複式学級を編制し
ている学校については，
同じ子どもが2回以上の
転校を経験しないよう
配慮することから，適正
配置実施までは現状の
ままとし，また，新たな
支援策として臨時講師
等を配置することによ
り，チームティーチング
等の授業形態を工夫し，
学力の低下を来さない
よう配慮する。

○小学校は概ね4ｋｍを
基準として，4ｋｍ以内
を徒歩，4ｋｍを超える
場合をスクールバス通
学としますが，低学年と
高学年とで距離の基準
を別設定することを考
慮する。
○中学校は概ね6ｋｍを
基準として，6ｋｍ以内
を徒歩又は自転車，6ｋ
ｍを超える場合をス
クールバス通学とする。
○なお，徒歩，自転車，
バスのいずれかを選択
するのは保護者の判断
による。また，スクール
バスの負担金について，
同一家庭で児童・生徒が
複数就学している場合
は，2人目以降の負担金
を軽減できるよう検討
する。

近年公立校に増えつつ
ある「小中一貫教育」課
程を採用すべきかどう
か，採用する場合にはい
つからにするのかなど，
教育方式のあり方を研
究し検討する必要があ
る。
学校の運営は，保護者と
教職員，地域，行政が一
体となって行うもので
ある。将来の学校の設
置・運営のあり方につい
ても同様であり，ハード
面とソフト面をどう考
え，どう組み合わせてい
くのかを関係者が早期
から検討・協議すること
が重要である。

学校等適正配置実施計
画策定委員会

行政関係者 副市長
教育長
総務部長
保健福祉部長
教育次長
総務課長
企画課長
財政課長
社会福祉課長
学校教育課長
生涯学習課長
スポーツ振興課長
学校教育課指導室長

行方市学校等適正配置実
施計画

43 福島県 那須塩
原市

12学級
以上

9∼12学
級

（１）複式学級・小規模
校の解消
（２）大規模校の解消
（３）学区の再編

那須塩原市立小中学校
通学区審議会

今後の那須塩原市立小中
学校の適正数（配置）及
び通学区域について 答
申書
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
44 群馬県 前橋市 12∼18

学級
12∼18
学級

○適正規模についての
基本的な考え方
①児童生徒間及び児童
生徒と教員間において
多様な人間関係を育む
中で集団のルールを学
び、社会性を高めるとと
もに、自らの個性や能力
を伸長させることが期
待できる学
校規模であること。
②学級の編制替えによ
り、児童生徒間の人間関
係の固定化を防ぐこと
ができるとともに、児童
生徒の活力の増進と学
校の活性化を図ること
が期待できる学校規模
であること。
③総合的な学習の時間
の充実、教科担任制、少
人数指導等、今日的な教
育活動が展開できる学
校規模であること。
④一定の教員数の確保
により、教員が児童生徒
と向き合う時間が増え
るとともに、学校の運営
組織の効果的な編成が
期待できる学校規模で
あること。
⑤一定の児童生徒数を
維持することにより、児
童生徒が自らの希望選
択で活動に取り組むク
ラブ活動や部活動等の
活性化を促すことが期
待できる学校規模であ
ること。
⑥休み時間や各種活動
等を実施する際に、安全
で十分な活動場所が確
保できる学校規模であ
ること。
○適正配置の基本的な
考え方
学校教育の充実と児童
生徒に望ましい教育環
境を整備するために、適
正規模の小中学校を実
現することは、児童生徒
に通学区域の変更をも
たらすこととなる。そ
のため、児童生徒の通学
距離、通学路の安全等を
考慮しながら、学校を地
域に適切に配置するこ
とを適正配置の基本的
な考え方とする。

①新設校としての設置
「学校の統合」は、対象
となる学校の規模（学級
数や児童生徒数等）及び
創立時からの経過年数
にかかわらず、対等な関
係の統合とする。また、
統合の組み合わせ、学校
の位置、学校施設の状況
等により、適正規模の基
準を維持している学校
も統合の対象校とする。
○１ 小規模校の適正規
模・適正配置
「通学区域の見直し」及
び「学校の統合」による
小規模校の適正規模・適
正配置は、各学校と学校
を取り巻く地域の状況
に応じて、次のように検
討を推進する。
(1) 小規模校を含む複数
の学校が集中する地域
においては、地域の枠組
みを考慮し、「通学区域
の見直し」と「学校の統
合」を組み合わせて、適
正規模・適正配置を実現
する。
(2)小規模校と他校が隣
接している場合におい
ては、学校の立地条件に
より、それぞれ次の方法
により適正規模・適正配
置を検討する。
①隣接した学校が小規
模校の場合は、統合によ
る適正規模・適正配置を
検討する。
②隣接した学校が適正
規模校である場合には、
「通学区域の見直し」と
「学校の統合」という考
え方のうち、適切な方法
により、適正規模・適正
配置を検討する。
(3)小規模校が点在して
存在している地域では、
通学区の見直しや登下
校の安全に効果的なス
クールバスの導入を含
め、通学手段の確保によ
る統合等により適正規
模・適正配置を検討す
る。
２ 大規模校の適正規
模・適正配置
隣接する学校との「通学
区域の見直し」により、
適正規模・適正配置を検
討することを基本とす
る。

適正規模・適正配置化に
伴い、通学路が変更にな
る場合は、安全な通学路
を検討し、設定する。そ
の際には、児童生徒の安
全が確保できるよう、道
路の改善等を関係機関
に要望していく。

学校選択制については、
先の答申で、地域に根ざ
した教育が重要になっ
ていること、また、学校
にとっても地域の教育
力の支援を必要として
いること等、地域と学校
の結びつきの観点から
見直しが指摘されてい
る。さらに、学校選択制
の採用は、適正規模・適
正配置推進の根拠とな
る将来的な児童生徒数
の推計値を不確定にす
ることにもなる。した
がって、学校選択制につ
いては、その在り方を大
幅に見直すこととする。

新たな通学路を検討す
る際には、通学距離や地
域の状況によって、登下
校の安全性が高いス
クールバスの使用を含
めて、通学の安全確保を
図る。

前橋市立小中学校の適
正規模に係る諮問委員
会

前橋市立小中学校の適正
規模・適正配置基本方針
∼子どもたちの夢を育む
学校づくりに向けて∼
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45 群馬県 桐生市 12∼18

学級
12∼18
学級

○実施計画策定の考え
方
適正規模・適正配置の必
要性・小学校
○小規模小学校におけ
る入学から卒業までの
６年間、少人数のため同
一児童で編成される学
級では、低学年の時や個
別の学習指導面で利点
もあるが、人格形成の基
礎段階といわれている
小学校教育において、こ
れが十分な教育環境で
あるとは考え難いもの
がある。一方、小学校は
教育施設であると同時
に地域における象徴的
な文化施設であり、地域
住民の社会的紐帯機能
を有していることも事
実である。しかし、やは
り小学校は教育施設で
あり、児童の教育環境を
適正に保てることが小
学校存続の必要な条件
でなければならない。
以上を総合的に判断し
て、小規模小学校の適正
規模、適正配置は、当該
小学校の歴史的、地理
的、地形的要件や地域コ
ミュニティーなどを考
慮した地域特性を踏ま
え、検討に入るべきもの
と考える。
○「桐生市立中学校の適
正規模・適正配置」は、
次の６つを基本的な考
え方とした。
（１） 原則として、１学
年単学級の解消を図る。
（２） 統合校の学校規模
は、地域特性を勘案し、
１２学級から１８学級
(※) を基本とする。
（３） １学級４０人を基
本とする。
（４） 現行中学校通学区
域（学校区）の統合を基
本とする。
（５） 既存の施設を使用
する。
（６） 通学距離６ｋｍ以
内を原則とする。

近隣校との統合や学区
の変更などをもって小
規模校を適正な規模と
し、児童の教育環境の一
層の充実を図ることを
目的とする。

○各地区の特性に基づ
いた検討方針に係わら
ず、
地区住民や保護者など
から適正配置を検討し
てほしい旨の要望が
あったときは、適正配置
を検討する。

46 群馬県 行田市 12∼18
学級

○規模
学校教育においては、集
団から影響を受け、学
力、人間性、社会性が育
まれる。このことから、
望ましい教育環境を実
現していくことが必要
であり、複式学級は解消
すべきものである。ま
た同様の観点から、小学
校における標準的な学
級数を、１２∼１８学級
とするものである。
○配置
学校配置におけるひと
つの条件が通学距離で
あるが、本答申では学校
の一定規模の確保を優
先したことから、従来よ
りも遠距離通学となる
ことが考えられる。こ
のことについては、市及
び教育委員会において
対応すべきものとする。
また、学校選択の自由化
については、本市の場
合、学校の一定規模の確
保を優先すべきとの判
断から、時期尚早との結
論に至った。
なお、平成１６年８月２
４日付け行教総発第１
３６号で追加諮問され
た小学校の統合に伴う
新設校の建設について
は、既存の学校施設の活
用を前提とし、当面は建
設しないこととした。

行田市公立学校通学区
域等審議会
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47 群馬県 和光市 18学級

程度
15学級
程度

○現在の小学校の配置
状況から、小学校を新設
することが望ましい。
また、中学校も市北部地
域に新設校を設置する
ことが望ましい。小・中
学校の新設については、
計画の段階から同時進
行をさせていくことが
望ましいが、白子小学校
の児童数の増加に対応
するためには、小学校の
新設を優先することが
望ましい。

○和光市全体の面積か
ら考慮すると、小・中学
校とも30分以内で通学
できる通学区域を定め
ることが望ましい。

○学校を新設する際に、
既に設置されている小・
中学校の学区域を十分
に考慮し、市内各学校の
通学距離・通学時間の適
正化を図るよう努める
ものとする。また、和光
市全体の道路事情・交通
状況を考慮すると、自転
車・バス等の利用による
通学方法は原則として
好ましくない。
○新設校が建設される
までは、生徒が安心・安
全に登下校できる通学
路の確保のため、道路や
歩道の整備、交通指導等
の対策を講じるよう努
める。

○小中一貫校等特別な
教育課程の編成を必要
とする学校を設置する
場合は、既存の学校との
関係を十分に考慮し、市
内学校の教育活動の均
等化が図れるように配
慮するものとする。

和光市立小・中学校の
適正配置・適正規模等
検討委員会

学校関係者
小中学校ＰＴＡ
自治会連合会役員
学識経験者
公募市民
福祉関係者
商工会関係者

小中学校長
小中学校教頭
小中学校ＰＴＡ会長
保護者代表
自治会連合会役員
自治会長
わこう子育てネット
ワーク
地域青少年を育てる会
連合会
和光市商工会
コミュニティ協議会

埼玉県 和光市 和光市
立小・中学校の適正配置・
適正規模等について 答
申

48 千葉県 千葉市 18∼24
学級

12∼24
学級

第１次学校適正配置に
おける取り組みでは、地
域や保護者から、学校と
して一定規模が必要な
ことについては概ね理
解を得たが、一方で地域
性を反映した様々な課
題が明らかになった。
本検討委員会では、これ
らの課題を整理し、基本
的な考え方をまとめる
にあたり、次の３つの観
点を踏まえることとし
た。
（１） 「規模だけでなく
配置からの検討の必要
性」
（２） 「学校と地域の関
係を考慮することの必
要性」
（３） 「将来を見据えた
学校適正配置計画の必
要性」

○学校規模の適正化を
進める上での規模
１ 小学校は、各学年２
学級以上、全体で１２学
級以上３０学級以下と
する。
２ 中学校は、各学年４
学級以上、全体で１２学
級以上３０学級以下と
する。
○学校適正配置の具体
案
ア 小学校は、全体で１
２学級以上（各学年２学
級以上）３０学級以下の
規模で、概ね通学距離４
km 以内に存在するよう
学校を配置する。
イ 中学校は、全体で１
２学級以上（各学年４学
級以上）３０学級以下の
規模で、概ね通学距離６
km 以内に存在するよう
学校を配置する。
ウ ４㎞以内に複数の小
学校が、また６㎞以内に
複数の中学校が存在す
る地域は、適正規模の確
保を優先する。
エ 地域のまとまりごと
に、望ましい小・中学校
数を明らかにし、小・中
学校を一体として学校
適正配置を検討する。
オ 必要に応じ、学校適
正配置と併せて通学区
域の調整を行うことが
求められる。

○適正規模の基準
本検討委員会は、「適正
規模を考える視点」とし
て、「小学校と中学校の
規模を分けてとらえる」
「子どもの集団活動等」
「学校運営と指導体制」
の３つの視点を設けて
論点を整理し、新たに適
正規模の基準を定めた。
○適正規模を考える視
点
ア 小学校と中学校の規
模を分けてとらえる視
点
イ 子どもの集団活動等
の視点
ウ 学校運営と指導体制
の視点
○学校配置の基準
１ 児童生徒の教育環境
に格差が生じないよう、
学校は各地域にバラン
スよく配置されている
ことが望ましい。
２ 通学区域は行政区や
地域のまとまりと整合
していることが望まし
い。
３ 児童生徒の通学を考
慮し、児童生徒の居住地
から４㎞以内に小学校、
６ｋｍ以内に中学校が
存在していることが望
ましい。

第２次千葉市学校適正
配置検討委員会

学識経験者
関係団体の代表者
市立学校の代表者
市民の代表者

大学学部長
大学助教授
千葉青年会議所 理事
長
市ＰＴＡ連絡協議会
副会長
市青少年育成委員会会
長会
市子ども会育成連絡会
会長
市教育研究会 事務局
長
小学校長会 副会長
中学校長会 副会長
若葉区町内自治会連絡
協議会 会長
花見川区花見川団地自
治会 会長

千葉市学校適正配置の基
本的考え方∼夢広がる学
校づくりへ向けて∼
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49 千葉県 銚子市 12∼18

学級
12∼18
学級

○適正な学校規模の考
え方
中学校での教科担任制
における教員配置や部
活動などにも配慮し、１
２学級から１８学級ま
でを適正な学校規模と
する。なお、１学級の児
童生徒数は、県の学級編
制基準の弾力的な運用
により、おおむね３８人
を想定する。
○中学校再編について
①１学年単学級となる
ことが推定される中学
校は再編の対象とし、適
正な学校規模である１
２学級から１８学級ま
で（１学年４∼６学級）
の学校を目指す。
②徒歩及び自転車によ
る適正な通学距離をお
おむね４km 以内とす
る。それを超える場合
は、路線バス、銚子電鉄、
ＪＲ等の利用を想定し、
バス停や駅に近く通学
の利便性や周辺道路の
状況を考慮する。
③既存施設の使用を前
提にするとともに、学校
敷地の広さや周辺道路
の状況を考慮して新た
な土地に新たな学校の
設置も含めるものとす
る。
○小学校再編について
①１学年単学級となる
ことが推定される小学
校は再編を検討し、適正
な学校規模である１２
学級から１８学級まで
（１学年２∼３学級）の
学校を目指すが、通学距
離にも配慮する。
②小学校は徒歩通学を
基本とし、適正な通学距
離をおおむね２km 以内
とする。それを超える
場合は、路線バス、銚子
電鉄等の利用やスクー
ルバスの運行も想定す
る。
③既存施設の使用を前
提に、不足する施設の増
築や大規模改修をする
とともに、学校敷地の広
さや周辺道路の整備状
況も考慮する。

○通学距離の適正な範
囲としては、小学校は徒
歩によりおおむね２km
以内、中学校は徒歩及び
自転車によりおおむね
４km 以内を基本とし、
遠距離通学については、
路線バスや電車などの
公共交通機関のほか、ス
クールバスの運行も想
定する。

○具体的再編案・中学校
市立中学校８校を当面
４校に再編し、最終的に
東部地区、中央地区、西
部地区の３校に再編す
ることが適当である。
○具体的再編案・小学校
市立小学校１３校を当
面１０校に再編し、最終
的に東部地区１校、中央
地区４校、西部地区２校
の７校に再編すること
が適当である。

学校再編により通学路
が変更になったり、通学
距離が長くなることが
考えられるが、通学の安
全確保については、関係
機関や地域と連携して
対策を講じていかなけ
ればならない。また、遠
距離通学者への通学費
補助やスクールバス運
行などの支援も必要で
ある。
さらに、通学距離の適正
化を図るため、自宅から
近い学校に通学するこ
とを基本に、通学区域の
変更についても併せて
進めることが必要であ
る。

中間報告公表後、豊岡・
八中地区から「小中一貫
校設置」の要望があった
ことから、再編検討委員
会で多角的に検討した。
そこでは、中間報告の再
編案のように第八中学
校と第四中学校が統合
すると、たとえ豊岡小学
校が現状のとおり存続
しても、他地区の小学校
へ通学する児童が増え、
さらに小規模化するこ
とが予想されるという
意見や、豊岡小学校を存
続させるために、豊岡
小・八中を小中一貫校と
して特色ある学校にす
べきであるという意見
があった。
一方で、学校を存続させ
たいという地域の思い
は十分に理解できるが、
小中一貫校にしても教
育活動が大きく変わる
ものではないこと、多様
な部活動ができないた
めに大きな中学校へ進
学してしまうこと、学校
の小規模化の課題を解
決することはできない
などの議論があった。
その結果、再編検討委員
会として小中一貫校設
置の可否を結論付ける
のは難しく、選択肢の１
つとして慎重に検討す
べきであるという意見
に集約された。

銚子市小・中学校等再
編検討委員会

学識経験者
関係団体の代表者
市立学校の代表者
市民の代表者

小中学校校長会
医師会
中学校区ＰＴＡ
幼稚園ＰＴＡ
学校評議員
母と女性教職員の会
学識経験者

銚子市における小・中学
校等の再編について（最
終報告）

50 千葉県 船橋市 12∼18
学級

12∼18
学級

本市の児童生徒数は、小
学校にあっては昭和５
６年を、中学校にあって
は同６１年をピークに
減少の一途をたどって
きた。平成１３年度か
ら小学校が微増に転じ
たものの、現在はピーク
時の約半数まで減少し
ている。特に人口急増
の原因となった団地を
抱えている学校におい
てはその現象が顕著で
あり、中には１学年１学
級になっている学校も
あり、学校の統廃合や学
区の見直しが課題と
なっている。
一方、市の西部など一

部の地域では、マンショ
ン建設等に伴い児童生
徒数が増加し、教室不足
が懸念される状況もあ
り、学区の見直しや増築
などによる早急な対応
が課題となっている。

本市の小・中学校８２校
の大多数の学校は、昭和
４０∼５０年代の人口
急増期に建設され、平成
１４年５月１日現在、築
後４０年以上経過が１
１校（１３．４％）、３
０年以上が３０校（３
６．６％）、２０年以上
が３８校（４６．３％）
となっている。
また、残りの学校につい
ても１８年を経過して
いる。老朽化により雨
漏り、外壁・内装の痛み
等で学校の教育環境及
び施設管理上支障を来
している。併せて、耐震
診断、耐震改修等の耐震
対策を実施する必要が
ある。

船橋市立学校等将来計
画検討協議会

学識経験者
教育委員会関係
PTA関係
学校関係

大学教授
教育委員会委員長
教育次長
PTA相談役
中学校長会会長
小学校長会代表
市企画部長
教育委員会部長

船橋市立学校等将来計画
検討協議会答申-第３章
学校規模の適正化と施設
設備の整備について
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2 統合の対象とする
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51 千葉県 館山市 12∼18

学級
市内には小学校１１校、
中学校４校が設置され
ているが、少子化による
児童・生徒数の減少や今
後増大を見込めるよう
な要因が見出せないな
か、学校規模について
は、横ばいあるいは微減
傾向になることが想定
される。また、現在、小
学校においては２校が
複式学級の形式をとっ
ており、一定規模での集
団を前提とした教育活
動が成立しにくくなっ
ている状況もある。
法の規定による適正規
模については、小中学校
ともに１２学級以上１
８学級以下を標準とし、
１学級あたりの人数と
しては、４０人を標準と
すると示されている。
この規定を現在の館山
市の小学校に照らし合
わせてみると、標準並の
規模を満たす学校は全
１１校中、２校（北条小・
館山小）のみで、その他
９校は小規模校又は過
小規模校となる。
従って、館山市のような
少子化が進む地方都市
には適合しにくい状況
になっており、この規定
に沿った再編は、非常に
難しく市民からの理解
も得られないと考える。
本委員会としては、館山
市の現状や将来におけ
る見通しを考慮したな
かで、館山市にふさわし
い適正規模について意
見集約を図ることとし
た。

適正規模における答申
１．１学級における適
正規模について
１学級の人数として、あ
る程度の集団が形成で
き、お互いが切磋琢磨で
きる環境は、子どもたち
にとっては必要不可欠
なことである。少子化
が進む地域性や子ども
たちにとって最も相応
しい教育環境を考慮し
た結果、館山市としての
１学級あたりの人数は、
２０人前後の学級編制
が理想であり望ましい。
２．１学年複数学級の
編制について
子どもたちが健やかに
成長する過程において、
多くの仲間と交流を持
つことは、子どもたちの
思考力や視野を広げる
うえで非常に大切な要
素であると考える。子
ども達の人間関係が固
定化し、啓発的刺激や友
人関係の広がりが乏し
くならないよう、クラス
替えが行える1 学年複数
学級の編制がより望ま
しい。
３．複式学級の解消に
ついて
複式学級の編制に関し
ては、教育効果という面
で考察した場合、地域の
熱意に支えられている
点や、実情のメリットと
して挙げられた「一人ひ
とりの個性に応じた教
育」や「きめの細かい学
習指導が可能」なことな
ど、教育効果として必ず
しもマイナス部分だけ
ではないということは
理解をするところであ
る。その反面、集団生活
の中でお互いが切磋琢
磨できる環境（人数）と
はいえず、学習面におい
ても異なる学年が1 つの
教室で授業を受ける環
境は、本来子どもたちが
受ける教育環境として
は好ましいものといえ
ない。従って、子どもた
ちが受ける教育環境の
是正という観点から、複
式学級の編制は解消す
ることが望ましい。

学校の再編によって現
状の学区が変更となり、
子どもたちの通学距離
が長くなると精神的、経
済的に大きな負担を強
いることになる。子ど
もたちが、館山市内のど
の地域に生まれても等
しく教育が受けられる
ように、通学にかかる保
護者の経済的負担に地
域格差が出ないような
措置について、強く要望
するものである。また、
子どもたちの通学時の
安全性を確保するため、
道路整備はもとより、安
全な歩道の確保やカー
ブミラー等の道路に付
帯する安全施設の整備
についても要望するも
のである。

小中一貫教育は、小学校
１年生から中学校３年
生までの９年間の一貫
した
教育課程や学習環境の
下で学ぶ機会が確保さ
れ、幅広い異年齢集団に
よる、
様々な活動が設定しや
すいので、たくましい心
と体、思いやりの心や責
任感を育む教育が期待
できる。また、教員の相
互乗り入れなどにより、
教科の専門性が生かさ
れ、より充実した教育が
行われるなどの利点が
指摘されている。
さらに小学校から中学
校へ進学する際の学習
面・生活面での急激な変
化を緩和できることや、
小中学校の教員が一体
となって子どもを支援
していくことができる
ことなどから、一般的に
は教育効果が高いと言
われている。
その反面、新しい人間関
係の構築、いわゆる新た
な出会いがないため、９
年もの間、人間関係が固
定化し、啓発的刺激や友
人関係の広がりがなく
なるというような問題
点も指摘されている。
今後館山市において、小
中一貫校の実現の可否
についても検討を進め
ていくことになると思
われるが、その際には、
先進事例を十分に研究
したうえで、一貫校のメ
リット、デメリットを考
察し、判断することが肝
要であると考える。

館山市学校再編調査検
討委員会

学識経験者
市議会議員
ＰＴＡ関係者
教育関係者
一般市民公募者

答申書

52 千葉県 松戸市 通学に関する距離につ
いては、国の基準が小学
校４ 、中学校６ とある
が、松戸市では、小学校
で約１km以内、中学校
で約２km以内にあり、
通学時の安全確保も含
めて、この現行について
は概ね市民的な合意が
得られていると考えて
いる。

松戸市小中学校教育資源
有効活用（適正規模適正
配置）実施計画
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53 千葉県 成田市 12∼18

学級
12∼18
学級

平成18 年３月の市町村
合併による新たな成田
市の誕生により、小学校
は21 校から31 校（美郷
台小開校含む）、中学校
は８校から10 校に増加
した。このことにより、
「成田市学校教育長期ビ
ジョン」に指摘されてい
る学校の小規模校化、大
規模校化が、以前より顕
在化してきていること
から、平成14 年度に策
定した「学校適正配置調
査」を見直し、新たな学
校適正配置方針を定め
る必要性が生じている。

○小学校については、ク
ラス替えが可能な、１学
年複数学級が確保でき
る12 学級から18 学級を
適正規模と考える。
中学校については、教育
活動において生徒の多
様な希望に応えること
が可能な12 学級から18
学級を適正規模と考え
る。
○中学校の過小規模校
については、学校の適正
規模を確保することを
基本としつつ、生徒への
影響を出来る限り少な
くすることや学校の適
正規模を安定的に確保
することなどを考慮に
入れながら検討を進め
る必要がある。その結
果、通学区域の変更や学
校の統合を行う場合に
おいては、最低でも学級
の編制替えができる２
学級以上になるように
留意する必要がある。

12 学級を下回った場合
においても、ある程度の
規模が確保できれば、
様々な工夫や努力を行
い、特色ある学校・教育
づくりを推進すること
によって、学校教育本来
の機能を発揮できるも
のと考えられる。この
ため、クラス替えが可能
で、集団競技の実施な
ど、学校において望まれ
る教育活動を円滑に行
うことが可能な生徒数
が確保される場合につ
いては、適切な教育効果
を期待し得る規模と考
えた。

学校統合によって通学
区域が拡大した学区に
ついては、地域の実態に
応じて、児童生徒の通学
における安全確保のた
めにスクールバスを運
行する。地域によって
は住民の交通手段とし
ても活用できるコミュ
ニティバスとの連携も
視野に入れて検討する。

学校適正配置調査報告書

54 千葉県 富津市 6学級以
上

6学級以
上

学校の統廃合を考える
中では、市内小・中学校
の全てをすぐに統廃合
するのではなく、児童・
生徒数の推移を見なが
ら短期的、中期的、長期
的な展望に立ち計画を
進めていく必要がある。
例えば小学校では
・短期的には、複式学級
のある学校。
・中期的には、近い将来
複式学級の発生が見込
まれる学校。
・長期的には、短期、中
期の取組結果をしっか
り分析し、さらに富津市
の人口等も考慮した中
で、適正規模、適正配置
を維持できるような統
廃合。

通学距離は、交通手段に
よって差も出てくるが、
現状で１４キロメート
ルを超える生徒がいる
こと等、総合的に判断し
た結果、富津市の地域性
を考慮し、小学校では、
「８キロメートル程度」、
中学校では「１５キロ
メートル程度」を通学距
離とする学校配置が適
正であると考える。

○小学校
1学級20人以上とする。
○中学校
1学級30人以上とする。

現在の通学方法は、小学
校は、徒歩・自転車・ス
クールバス・路線バス、
中学校では、徒歩・自転
車・スクールバス・電車・
路線バスと多岐にわ
たっており、最長で14.7
キロメートルの長距離
通学者（中学生）がいる。
適正配置の検討の中で
は、現在の最遠通学距離
を考慮しながら、通学す
る子ども達の「安全」「体
力」等の負担をできる限
り小さくしなければな
らない。そのためには、
・スクールバス
・通学タクシー
・自転車
・電車
・路線バス等
の交通手段が考えられ
る。

富津市小中学校統廃合
等検討懇談会

市議会議員
区長
保護者
小中学校長
公募者

公募代表
PTA連絡協議会
市議会議員
区長
小学校長
中学校長

富津市小中学校統廃合等
に関する提言書-適正規
模・適正配置について-

55 千葉県 南房総
市

複式学
級編制
の懸念
や極端
な少人
数クラ
スを解
消する
規模

6学級以
上

小学校においては複式
学級編制の懸念や極端
な少人数クラスを解消
する規模を目指し、ま
た、中学校においては、
人間関係の固定化によ
る弊害解消のため、クラ
ス替え効果の期待でき
る１学年あたり２学級
以上の学校規模の形成
が望まれる。
○学校再編
ア 小学校配置計画
小学校の再編基準とし
ては、地域的なつながり
が深く、また学校間の
様々な交流も頻繁に行
われる、現在の中学校区
内の小学校同士で再編
することを基準とする。
イ 中学校配置計画
中学校においては、小学
校ほど学校行事や社会
教育・社会体育事業での
交流が実施されている
とは言えず、地区間の一
体性も小学校より緩や
かなものとなっている。
さらに、南房総市を取り
巻く社会情勢の変化な
どにより、中学校区のあ
り方を、再度考慮する必
要性が発生することも
考えられる。これらを
考慮したうえで、今後の
社会情勢の変化に柔軟
に対応しながら、学校数
をおおむね２分の１程
度にする再編を図る。

○小学生の登下校につ
いては、徒歩を基本と
し、一定距離以上の遠距
離通
学児童については、ス
クールバス等の通学支
援を行うことを基本と
する。
○中学生の登下校につ
いては、徒歩または自転
車を基本とし、一定距離
以
上の遠距離通学生徒に
ついては、スクールバス
等の通学支援を行うこ
とを
基本とする。

現在、本市においては、
保育所、幼稚園、小学校
及び中学校においては、
様々な研究事業等に積
極的に取り組んでおり、
保育所と幼稚園の一元
化や、一貫教育カリキュ
ラムの研究として、連携
に関する研究事業を
行ってきている。
また、小学校と中学校
や、更には高等学校との
連携に関する新たな調
査研究事業を検討し、モ
デル事業の展開を図る。
今後は、社会情勢の変化
による多様な教育環境
に対応するため、地域に
根ざしたより良い教育
環境整備のため、研究事
業等に積極的に取り組
むものとする。

南房総市立幼稚園、小
学校及び中学校再編検
討委員会

○答申書-諮問案件「市が
設置する幼稚園、小学校
及び中学校の適正規模、
適正配置に関すること」
○南房総市立幼稚園及び
小中学校再編計画
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56 東京都 千代田

区
12学級 在来型中学校について

は、将来的に２校とし、
その配置については地
域バランスに配慮し、麹
町、神田の各地区に１校
ずつとする。今後、共通
の基盤として学力の向
上に重きを置くととも
に、それぞれの学校の特
色化を図り、さらに充
実・発展させていく。
また、開かれた学校づく
りについても、これから
の中学校の基本的な方
向として位置付け、併せ
て検討を進めていく。

現在の区立中学校での1
学級当たりの平均は約
33 人となっている。し
かし、近年、1 学級の生
徒数をさらに少人数で
考える傾向がでてきて
おり、区としても、将来
的には30 人程度での学
級編成を考えることと
する。

千代田区の中等教育将来
像

57 東京都 港区 本所管内は、御成門並び
に三田中学校の通学区
域、麻布支所管内は、六
本木並びに高陵中学校
の通学区域、赤坂支所管
内は、赤坂並びに青山中
学校の通学区域、高輪支
所管内は、高松並びに朝
日中学校の通学区域、芝
浦港南支所管内は、港南
並びに港陽中学校の通
学区域とそれぞれほぼ
一致した地理的条件に
ある。
このため、区立中学校の
適正配置を考えていく
に当っては、ひとつの大
きな視点として、区立中
学校と地域との関係な
どを考慮して、この区内
5地域の中において、そ
れぞれ少なくとも1校は
適正規模を有する区立
中学校の配置を考えて
いくことを基本として
いくことが必要ではな
いかと考える。
平成15年度から実施さ
れている「学校選択希望
制」においても、区立中
学校の適正配置、適正規
模及びその通学区域（つ
まり、区内5地域）との
関係は、極めて密接に繋
がっている。
区立小学校の配置につ
いては、その通学距離の
関係などから、区立中学
校が配置された通学区
域内に位置し、区立中学
校の配置を構成する極
めて重要な基盤である
と考える。
したがって、ひとつの区
立中学校配置の中に、基
本的には複数校以上の
小学校が配置され、配置
された区立小学校相互
の自主と連携などが可
能となる小学校配置が
より望ましいと考える。

平成14年11月、教育長あ
ての「これからの港区の
教育を考える委員会報
告書」の中で、特色ある
教育の推進として、「イ
ンタ−ナショナル」な教
育を幅広く推進する小
中一貫（連携）学校、「サ
イエンススクール」、「も
のづくり学校（マイス
ター学校）」の創設など
といった具体的な提言
が述べられている。
本検討委員会において
も、これらの提言の趣旨
などを論議の素材とし
ながら、魅力のある「特
色ある区立中学校」の視
点からの検討も行った。
本検討委員会としては、
「特色ある学校」という
ことで予め区立中学校
を配置していくのでは
なく、区立中学校の適正
な配置が確保され、その
ことを基盤としてそれ
ぞれの区立中学校が地
域や教育委員会などと
連携・努力し、「特色あ
る学校づくり」が行われ
ていくべきであると考
えている。
したがって、特色ある学
校づくりの取り組みが、
より一層推進されてい
くことを望む。

港区立小・中学校配置
計画等検討委員会

学識経験者
小学校校長会
中学校校長会
幼稚園園長会
小学校PTA
中学校PTA
幼稚園PTA
教育委員会事務局

大学教授
日比谷高校校長
小学校校長会 会長
中学校校長会 会長
幼稚園園長会 会長
小学校PTA連合会会
長・副会長
中学校PTA連合会会
長・副会長
幼稚園PTA連合会会
長・副会長
私立幼稚園PTA
教育委員会事務局次長

港区立小・中学校配置計
画及び教育環境整備のあ
り方について（答申）
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Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
58 東京都 新宿区 6学級以

上
12学級 ○小学校

学校規模も年々小規模
化し、現在、文部省見解
でいう大規模校は存在
せず、学校教育法施行規
則で標準規模とされて
いる12∼18学級を下回
る小規模校が、35校中14
校を占め、うち９校が１
学年１学級の単学級校
である。特に、６学級規
模の単学級校が、昨年度
と比較しても３校増え
ており、学級規模の小規
模化と相まって、教育効
果及び学校経営面から
みた影響は深刻なもの
になってきている。
○中学校
学校規模小規模化の影
響は、中学校においても
深刻なものになってき
ている。現在、学校教育
法施行規則で標準規模
とされている12∼18学
級を下回る小規模校が
15校中10校を占め、1学
年2学級で6学級規模の
中学校も生じている。
小規模化に伴う学校の
活力の低下傾向と同時
に、教科担任制ゆえの教
員配置の問題など、小学
校とはまた異なる厳し
い状況に立ち至ってい
る。

○小学校については、前
節中＜新宿区における
小規模小学校の存置の
考え方＞に示した存置
の目安である150人程度
を下回る学校は、統廃合
の対象校となる。
ア 隣接する２校の学校
規模が共に存置の目安
を下回る場合は、この２
校の通学区域を合わせ、
１校の通学区域とする。
イ 存置の目安を下回る
学校に隣接する該当校
がないときは、地域ブ
ロック、通学距離、隣接
校の規模及び指定校変
更申請等の実態を考慮
して、最も適当と判断で
きる隣接校との統合を
行う。この場合、基本的
には２校の通学区域を
合わせるが、実態により
通学区域の一部を見直
すことがある。
○中学校については、教
科担任制に相応しい学
校経営に配慮して配置
するという視点に立つ。
学校規模としては、12学
級の確保を目途に、緊急
性に配慮して統廃合を
検討する。
ア 1学年2学級規模の学
校については、早急に隣
接校との統合を検討す
る。
イ 敷地面積及び校舎の
立地条件等、施設面も検
討を加える。
ウ 統合校の規模は、18
学級を上限とする。

○統廃合を実施した場
合においても、小学校の
通学距離については、お
おむね1,000メートルの
範囲とする。
統廃合するにあたって
は、幹線道路等について
配慮する。ただし、信号
機の設置等により、通学
路の安全性に支障がな
いと思われるときは、こ
の限りでない。
○中学校の通学距離に
つ い て は、お お む ね
2,000メートルの範囲と
する。

＜新宿区における小規
模小学校の存置の考え
方＞
1学年1学級を前提に、1
学年2学級のときの最小
規模である20人を1学級
の下限に位置付ける。
この場合、単純計算すれ
ば6学級で120人である
が、各学年が20人の最小
規模を維持するために
は、学校規模としては1
学級平均25人の150人程
度が必要である。
＜新宿区における中学
校の適正規模の考え方
＞
別表のとおり、1学年4学
級で12学級の学校は、5
教科の教員の配当が、2
人∼3人となるが、学校
教育法施行規則でいう
標準規模に該当する。
本区の中学校は、著しく
小規模化する傾向にあ
り、12学級の確保は将来
的には容易でないが、適
正規模という場合には、
この程度の学校規模が
必要であると考える。

東京都新宿区立学校適
正配置等審議会

新宿区立学校の適正規
模、適正配置及び学校施
設のあり方等について
（答 申）

59 東京都 墨田区 12∼18
学級

12∼18
学級

墨田区教育委員会では、
これまで小規模校の解
消を図るため、当該校の
統合を行ってきた。し
かし、こうした対応にも
かかわらず、現在の区立
学校の状況は６学級以
下の小規模校が増加す
る一方で学級数が増加
する学校が存在するな
どの状況が生じている。
また、現在の通学区域は
明治から戦前までのも
のを基盤としており、抜
本的な見直しがされな
いまま今日に至ってい
る。その結果、戦後60年
が経過する中で、各学校
の通学区域において児
童・生徒数のアンバラン
スが生じており、学級数
が増加している学校、逆
に減少している学校が
存在している。
さらに、１つの小学校の
進学先に複数の中学校
が指定されている小学
校もあり、小学校の友人
関係が継続できにくい
という課題もある。
本審議会は、こうした課
題を解決するために、新
たな適正配置を進め、次
の時代を担う子どもた
ちにより良い教育環境
を提供することが緊急
の課題であると考える。

６学級以下校の解消を
最優先し、７∼11学級校
については緊急性に着
目し、その他の統合の条
件等を考えて順次統合
を検討することが望ま
しい。

通学距離の上限は、児
童・生徒の通学の負担を
考慮して、おおむね小学
校１km、中学校1.5km
とした。現在の小・中学
校の配置と通学区域の
状況は、ほぼこの範囲の
中に納まっている。今
後、通学区域の線引きを
変更する際には、児童・
生徒にとって過大な負
担とならないことを基
本とする。
現在の中学校通学区域
は、１∼６校の小学校の
通学区域から成り立っ
ているが、一部にはごく
少数の児童が他の児童
と異なった中学校に進
学せざるを得ない小学
校が存在していること
も事実である。通学区
域の線引きを検討する
際には、こうした状況を
解消し、小学校数校から
１中学校に進学できる
通学区域を設定するこ
とが望ましい。
また、小学校から中学校
の９年間のつながりを
考慮した教科指導や進
路指導等の教育課程の
編成を配慮することが、
小学校から中学校への
接続が円滑に行える利
点であることから、小・
中学校連携に視点をあ
てた通学区域の見直し
は、有意義な対応である
と考える。

○1学級当たりの規模
40人学級については多
くの議論があるが、本審
議会での検討にあたっ
ては、現行の学校教育に
係わる諸制度を前提と
し、学校規模が学級数で
表されていること、教員
の配当が学級数によっ
ていることなどの理由
から、40人学級を前提と
した。
なお、これまで区内各学
校において進められて
きた少人数指導やT・T
（ティームティーチン
グ）等、個に応じ、個を
生かすことに関する優
れた実践の成果を生か
すような配慮は引き続
き行っていくべきと考
える。

墨田区立学校適正配置
等審議会

学識経験者
区議会議員
区内関係団体等の代表
区立学校職員
公募による区民

大学教授
区議会議員
連合町会代表
小学校PTA連合会代
表
中学校PTA連合会代
表
青少年委員協議会会長
青少年育成委員会連絡
協議会会長
少年団体連合会会長・
副会長
小学校長会代表
中学校長会代表

新たな墨田区立学校の適
正配置等について（答申）
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1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
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1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について
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番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
60 東京都 江東区 12∼18

学級
12∼18
学級

現在の子どもたちは、生
活環境の変化によって、
人と人との関わりの中
で〔生きる力〕を獲得し、
豊かな人間性を培うこ
とができにくくなり、こ
れが大きな課題となっ
ている。
この課題の克服のため
には、適正規模の学校
で、充実した教育環境を
整備することがきわめ
て重要です。このため、
審議会では次のような
基本的考え方に立ち、審
議を行った。
１． 子どもの立場に
立って、子どもの幸せの
ために良好な教育環境
を整備し、提供するとい
う視点から審議を行う。
２． 適正規模・適正配
置を検討するにあたり、
通学区域の変更も十分
視野に入れ、全ての区立
学校における教育水準
の維持向上と教育環境
の一層の充実を目指す。
３． 審議会は、基本的
には４０人学級等現行
基準を前提に検討を行
う。

○早急な対応が必要な
規模
小学校：近い将来（概ね
5年以内）全学年が単学
級となり、なおかつ、児
童数が150人を下回る場
合。
中学校：近い将来（概ね
5年以内）5学級となる場
合。
○早い時期に対応する
必要がある規模
小学校：近い将来（概ね
5年以内）全学年が単学
級となる場合。
中学校：近い将来（概ね
5年以内）6学級となる場
合。
○今後推移を見ながら
対応する必要がある規
模
小学校：全校で7∼11学
級規模のうち、緊急性の
ある場合。
中学校：全校で7∼11学
級規模のうち、緊急性の
ある場合。

江東区立学校適正配置
等審議会

江東区立学校適正配置等
審議会答申

61 東京都 大田区 12∼18
学級

12∼18
学級

まず、小学校の場合は、
同一学年に複数の学級
があり、６年間に数回の
学級編成替えが可能で
ある１学年２学級以上
を一つの目安とした。
したがって、小学校にお
いては、各学年が２学級
以上となる１２学級∼
１８学級程度を適正規
模と位置づけることに
した。次に、教科担任制
が採用されている中学
校の場合は、一人の教員
が同一学年の一教科を
担当することが望まし
く、また、授業時数の多
い教科については各学
校に複数の教員が配置
されることが望ましい。
さらに、中学校では、生
徒の興味・関心・能力等
が多様化する時期でも
あり、選択教科の学習や
課外の部活動が生徒の
心身の発達にとっても
重要な意味を持つと考
えられている。このよ
うな事情に加えて、中学
校の教職員定数配当基
準を勘案し、各学年４学
級以上となる１２学級
∼１８学級程度を中学
校の適正規模と位置づ
けることにした。

(1) ）6、7学級程度の小
規模校で、学校間距離が
著しく近接している
ケース。
(2) １学級３０人以下の
学年が連続して３学年
以上あり、児童数が１５
０人を下回る小規模校
のケース。
(3) 平成１０年度の学級
数は、７学級であるが、
「教育人口等推計」によ
る推計値で、平成１５年
度までに６学級の小規
模校になるケース。

東京都大田区立小中学
校適正規模適正配置審
議会

学識経験者
区議会議員
地域団体代表
保護者代表
学校関係者
区職員

大学教授
幼稚園園長
自連協副会長 江別市
自治会連絡協議会
自連協理事
市ＰＴＡ連合会会長
小学校・中学校ＰＴＡ
会長 小学校校長
中学校校長
小学校教頭

○大田区立小・中学校の
適正規 模及び適正配置
について−答 申−
○大田区立小･中学校の
適正規模及び適正配置に
対する教育委員会の基本
的な考え方
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
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1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
62 東京都 中野区 12∼18

学級程
度

9∼15学
級程度

① 区立小中学校の再編
は、速やかに取り組むべ
き教育行政上の課題と
考える。
② 1学級の規模について
は現行の40人学級を前
提としますが、必要な教
科にかかる少人数指導
や習熟度別授業を積極
的に進める。
③ 再編は、統合、通学区
域の変更により行う。
④ 区立小中学校の望ま
しい規模は、集団活動に
活力があふれ児童生徒
相互間、教師と児童生徒
間にさまざまなかかわ
り合いができることな
どを考え、さらに少子化
傾向を踏まえ同じ学校
での統合を繰り返さな
いため、次の通りとす
る。
・小学校 18学級(学年3
学級)程度を目指すが、
通学区域や施設バラン
ス等を考え、少なくとも
12学級(学年2学級)を維
持する。
・中学校 15学級(学年5
学級)程度を目指すが、
通学区域や施設バラン
ス等を考え、少なくとも
9学級(学年3学級)を維
持する。
⑤ 小規模化の著しい学
校については、早期に再
編に着手する。
⑥ 再編にあたっては、
原則として既存の校舎
を活用し、あわせて教育
環境の確保・向上を行う
ための工事を行う。
⑦ 通学区域については、
現行の通学区域を尊重
しつつ、次の点を勘案し
ますが、中野区の実情か
らはすべての条件を満
たすことは困難なため
総合的に判断して調整
をする。
ア 幹線道路や鉄道の横
断
イ 小学校と中学校の通
学区域の整合性
ウ 通学距離
エ 地域コミュニティ
⑧ 統合を行う場合は、
該当校をいずれも廃止
し、統合校を新しい名称
の新設校として設置す
ることを原則とする。
⑨ 統合新校の位置は、
全体的なバランスや将
来の改築を想定した学
校敷地の状況等を総合
的に判断して定める。

○平成16年度実数及び
平成17年度から26年度
の推計において、概ね12
学級(学年2学級)を維持
していない学校の小規
模化を解消する。年度
ごとに数人の範囲で学
級数の変動が見込まれ
る場合もあることから、
11年間のうち7年以上、
12学級に満たない学校
とする。
○小学校の場合（前期5
カ年計画）
平成16年度実数及び平
成17∼26年度の推計に
おいて、全ての年度で9
学級以下(1学年1学級の
学年が全体の半数以上）
の学校の小規模化を解
消する。
○中学校の場合（前期5
カ年計画）
平成16年度実数及び平
成17∼26年度の推計で、
全ての年度で6学級以下
(全学年2学級以下)の学
校の小規模化を解消す
る。
① 計画期間は、平成17
∼平成31年度までの15
年間とする。
② 計画期間を5年ごとに
前期、中期、後期の3期
に分ける。
前期5か年においては、
特に小規模化の著しい
学校を解消し、学校規模
の確保を図ることを目
的に再編を行う。また、
改築期が迫っている学
校については、前期の期
間中から改築の準備に
入る。中期及び後期に
おいては、前期に引き続
き小規模校を解消し、学
校規模の確保を図るこ
とを目的に再編を行う。

文部科学省が定める改
築費の補助基準では、建
築後概ね50年を経過し
た鉄筋コンクリート造
の校舎で教育を行うの
に不適当な建物は、改築
費補助の対象となる。
学校の校舎は何回かに
わたって増築されてい
るため、校舎の主要部分
が築後50年を経過した
ときをその学校の改築
期とすると(実際の改築
はそれ以降になりま
す)、平成19年に小学校2
校が改築期を迎えるの
を始めにその後10年間
で16校が改築期を迎え
る。

○再編を先取りした指
定校変更の認可
学校再編に伴い、在学中
に統合することになる
学校への入学予定者に
ついては、再編後の新た
な通学区域や通学距離
などを考慮した特例を、
また、統合の時点での在
校生についても、交友関
係や通学距離などを考
慮した特例を設け、指定
校変更の承認をする。
○学校名等の検討につ
いて
学校を廃止して、新たな
学校として統合する場
合、新たな名称や特色、
学校指定品の扱いなど、
細部にわたって詰めな
ければならない課題も
多くある。更に、統合に
伴って改築を行う場合
には、新校舎の構想や計
画をまとめる段階から、
広く区民の意見を取り
入れて進める必要があ
る。そこで、学校統合委
員会（仮称）を設け、検
討を行う。

現在、幼稚園と小学校、
小学校と中学校との連
携については行われて
いるが、区立の中学校と
区内の高等学校との連
携は、ごく一部で行われ
ているに過ぎない。今
後は、これまでの実践を
踏まえ、これらの連携を
さらに進めていく。ま
た、現在、小中一貫教育
の法制化の検討が行わ
れており、その状況を見
つつ区としても調査研
究を進めていく。

中野区立小中学校再編計
画
∼よりよい教育環境を目
指して∼
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63 東京都 杉並区 12∼18

学級以
下

9∼12学
級以下

検討に当たっては、具体
的な学校の統廃合は結
論付けないという立場
で、子どもたちの学びが
より豊かになり、楽しい
学校生活を送ることが
できる学校教育環境の
あり方を検討するとい
う基本的な考え方に基
づき、次の方針を定め
た。
(1) 小規模校・大規模校
にはそれぞれメリット・
デメリットがあり、単学
級固有の問題や施設規
模と受容児童・生徒数の
問題など、学校規模に関
係する問題は複雑多岐
に渡る。多くの問題は
相互に関連し合ってお
り、一つの観点から結論
付けず、多面的に検討す
る。
(2) 子どもたちが楽しく
学び、豊かな学校生活を
送ることができるため
の最適な規模とは何か、
基本となる考え方を示
す。

今回検討した適正規模
は、将来を見据えつつ、
教育環境の整備方針の
考え方を踏まえ取りま
とめたものであるが、今
後、学校教育を取り巻く
環境や法制度が変わり、
適正規模の捉え方その
ものが変容することも
予想される。その際に
は、子どもの柔軟で多様
な学びを提供する観点
を踏まえ、改めて学校空
間、国・都の制度、杉並
区の独自制度などを考
慮して、時代に合った適
正規模を多角的に検討
していくことを求める
ものである。

維持運営に要する経費
は、平成 13 年度の決算
では、小学校で人件費を
含め平均 1 校当たり約
3 億 6 千万円となって
いる。
個々の経費について見
ると、学校管理費や人件
費は、学級数に応じて逓
増するものである。一
方、事業経費等は、諸施
設整備などの経費を一
校当たりで割り返して
いるため、学校規模にか
かわらず一定となって
いるが、改修経費の多寡
など当該年度の状況に
よって大きく変化する
場合がある。適正規模
を検討するに当たって
も、最少の経費で最大の
効果が上げられるよう、
経費面での検討が欠か
せない。
平成 22 年(2010 年)か
ら平成 33 年(2021 年)
までの 12 年間に建築後
50 年を経過する学校が、
区立学校の 76%、51 校
になる。1 校当たりの改
築費用はおおむね 30 億
円かかり、12 年間とい
う短期間に1,530 億円も
の資金が必要となる。
少人数指導など教育内
容・授業形態に応じた機
能を備えた施設の近代
化と、改築経費との整合
性をどのように刷り合
わせていくか喫緊の課
題である。

○小学校の1学年当たり
の学級数は2から3学級、
中学校の1学年当たりの
学級数は 3 から 4 学級
が望ましい。

杉並区立学校適正規模
検討委員会

一般公募
学識経験者
学校関係団体等から推
薦を受けた者

大学教授・助教授
精密機械メーカー（工
学博士）
日本銀行政策委員会室
企画役
税理士
小学校校長
小学校PTA連合協議
会
中学校PTA協議会
町会連合会常任理事・
会計理事
一般区民

杉並区立学校の望ましい
学校規模について
― 答申 ―

64 東京都 豊島区
65 東京都 北区 12∼18

学級
小学校についても、小規
模化が進んでおり、学習
効果や集団活動を伴う
学習指導や社会性を育
む上で様々な問題が懸
念されている。このよ
うな状況の中、これまで
優先して行ってきた中
学校の適正配置を踏ま
えながら、小学校の適正
配置についてさらなる
検討が必要との考えか
ら、本審議会は再開さ
れ、平成20年３月19日に
北区教育委員会委員長
より「適正規模を踏まえ
た北区全体の区立小学
校の適正配置のあり方
について」の諮問を受け
た。
○ あわせて、小学校の
適正配置を考えるうえ
で、地域との関わりを念
頭に置いた通学区域の
考え方、指定校変更制度
の運営のあり方などに
ついても検討するよう
依頼を受けた。
○子どもたちの教育環
境の向上という視点に
立ち、平成６年２月の第
一次答申、成14 年11 月
の第二次答申で示され
た学校の適正規模等に
関する考え方や第二次
答申以降、これまで進め
てきた中学校を中心と
した適正配置の成果を
引き継ぎ、検討を行うこ
ととした。

○当面存続規模 （１学
年25 人）×６学年。た
だし、20 人を下回る学
年が複数存在しないこ
と。
学校ファミリー等の補
完でも補いきれない状
況に至ったと判断され
た場合、適正配置を検討
する。めやすとしては、
連続する２学年におい
てそれぞれ10 名を下回
る児童数になった場合。
○今後、各ブロックで検
討を開始する段階、もし
くはそれ以前に、既に複
式学級の基準を下回っ
ている場合はもとより、
検討途中で下回ること
が確実に予測されると
区教育委員会が判断し
た場合
は、ブロックにおける協
議とは別に直ちに対応
策を講じていくことが
求められる。
※北区学校ファミリー
は、第二次答申におい
て、諮問事項の一つであ
る「学校と地域の新しい
きずなづくり」に対して
示された北区独自の教
育システムであり、学校
の小規模化の中では、
個々の学校が単独で新
しい様々な課題に対応
するには限界があるこ
とから、通学区域の重な
る幼稚園、小学校、中学
校から構成される近隣
複数校がネットワーク
化して、その協力、実践
の下、質の高い教育を実
現しようというもので
ある。

○ 北区は、就学すべき
小学校及び中学校を住
所地（住民基本台帳）に
より指定する指定校制
度を採っているが、平成
21 年４月現在、23 区の
うち北区を含めて４区
が指定校制度で、残りの
19 区は学校選択制を実
施しており、そのうち15
区で小学校について学
校選択制を実施してい
るのが現状である。
このような状況の中、北
区は前述したとおり住
所地により指定する指
定校制度を堅持する一
方で、指定校変更制度で
弾力的な運用を行って
いる。指定校変更制度
の運用については、「指
定校変更・区域外就学許
可基準」で事由を15 項
目設けて行っており、近
年、変更申請者が増加し
ている。
○ その結果、
・ 学校規模の格差の増
大や、地域との関係性の
希薄化等が生じている。
・ 指定校変更により区
域外へ子どもが流れて
しまい小規模な学校に
なってしまう。
など、許可基準の見直し
や運用の厳格化を求め
る意見が寄せられてい
る。

東京都北区立学校適正
規模等審議会

学識経験者
区議会議員
区内関係団体代表
区立学校教職員
区に勤務する職員

国立教育政策研究所部
長・総括研究官
大学準教授
区議会議員
町会会長
自治会会長
小学校PTA連合会会
長
中学校PTA連合会会
長
幼稚園PTA連合会会
長
青少年委員会会長
小学校校長会会長
小学校主幹
中学校校長会会長
中学校主幹
区職員

○東京都北区立学校適正
規模等審議会 第三次答
申
○北区の地域性を活かし
た学びの基盤づくり
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12∼18
学級

○基本的視点
(1) 学校教育上の視点
学校の小規模化がもた
らす影響を、学習面と生
活面等から考え、子ども
たちの教育環境の整備
及び学校教育の充実を
目指し、学校適正規模に
ついて検討を行った。
(2) 制度についての考え
方
学級編制基準や教員配
当基準等の現行の制度
を前提としつつ、学習面
と生活面を分けて、教科
によっては少人数の学
習集団の設定を弾力的
に行う等の取組も視野
に入れながら、検討を進
めた。
○学校の統合
学校を統合する場合の
具体的な方法は、複数の
学校を廃止し新たな学
校を設置する「廃止・設
置方式」と、1校だけを
廃止し既存の学校に児
童・生徒を編入する「廃
止・吸収方式」が考えら
れる。統合の方式につ
いては、当事者の意見を
聴取しながら合意形成
を図る必要があるが、本
審議会では教職員の配
置や児童・生徒の統合後
の交流等を考慮すると、
「廃止・設置方式」が望
ましいと考える。

○ 早急な対応を要する
規模
６学級以下で、児童・生
徒数１５０人以下
○集団による学習活動
の活性化、豊かな人間関
係の形成や授業の効果
的な展開等の面で、十分
な教育効果をあげるた
めには、少なくとも1学
級20人以上の規模の児
童・生徒を確保すること
が望ましいと考える。
しかしながら、板橋区立
学校の現状をみると、
学校規模が120人を下回
る場合には、20人未満の
学級が複数存在し、さら
に10人以下の極端に小
規模な学級も存在して
いる。一方、学校規模が
150人を上回る場合に
は、20人未満の学級はほ
とんど存在していない
状況である。
したがって、本審議会は
区立学校において、集団
による教育の活性化を
図るうえから、1学級内
に4∼5の小グループを
形成することができる
規模として6学級で150
人を上回る児童・生徒数
が必要であると考え、こ
れを小規模校の下限と
する。

東京都板橋区立学校適
正規模及び適正配置審
議会

区議会議員
学識経験者
区民
区職員
区立学校の教職員

板橋区立学校適正規模及
び適正配置審議会答申

67 東京都 練馬区 12∼18
学級

11∼18
学級

区立学校適正配置第一
次実施計画の計画期間
は、平成19 年度から23
年度までとします。な
お、児童生徒数の動向な
どを踏まえ、平成21年度
に見直しを行い、22年度
から26 年度までを計画
期間とする第二次実施
計画を策定します。

○適正規模を下回る学
校（小学校11学級以下、
中学校10学級以下）を
「過小規模校」、適正規模
を上回る学校（小学校25
学級以上、中学校19学級
以上）を「過大規模校」
とする。
区立小・中学校の適正配
置は、児童生徒数の動向
を踏まえ、過小規模校お
よび過大規模校につい
て、以下の考え方で進め
る。
過小規模校 ⇒ 通学区域
の変更や学校の統合に
より、適正規模の確保に
努める。なお、原則とし
て、小規模化の著しい学
校から適正配置を進め
る。
過大規模校 ⇒ 通学区域
の変更により、適正規模
の確保に努める。

統合新校となる４つの
小学校の校舎について
は、いずれも建設後20
年から30 年が経過して
いる。そこで、統合を契
機に、通常30 年目に行
う大規模改修工事を行
う。工事の内容として
は、内装改修や屋上防
水、外壁改修などを予定
しているが、（仮称）統
合準備会や保護者・児童
の意見・要望を聞きなが
ら進めていく。また、改
修工事を進めるにあ
たっては、教育環境に支
障のないよう配慮する。

統合新校の通学路の安
全確保については、（仮
称）統合準備会の中で協
議していく。
また、各学校での安全指
導を徹底するとともに、
通学路の安全点検を実
施し、必要に応じて警察
署や道路管理者などへ
働きかけを行う。

○中学校
平成17 年４月から、中
学校に入学する生徒を
対象に、34 校ある区立
中学校を自由に選べる
学校選択制度を実施し
ています。この制度の
導入からまだ３年しか
経過していないことや
学校選択制度の検証を
行う必要があることか
ら、中学校については第
一次実施計画の対象と
しないことにした。
○就学指定校の変更
児童は、通学区域内の学
校（就学指定校）に通う
ことを原則としており、
統合までの間、統合対象
校に入学予定の新１年
生についても同様であ
る。ただし、統合新校の
位置となる小学校への
入学を希望する場合は、
就学指定校の変更を認
める配慮をする。
在校生については、既に
学校の中で人間関係が
築かれていることから、
統合前に、統合新校の位
置となる小学校へ個々
に移ることは好ましく
ない。統合までの２年
間、統合対象校間で十分
な交流活動を実施した
後、現在の学校の児童と
一緒に統合新校に通う
ことが望ましいため、在
校生による統合を理由
とした就学指定校の変
更は認めないこととす
る。

教育委員会では、小学校
から中学校への段差を
低くし、小学生がより意
欲をもって中学校に進
学できるように、出前授
業や部活動体験など、
様々な小中連携の取り
組みを進めている。統
合新校においては、小学
校と中学校が近接して
いる光が丘地区の特性
を生かして、小中連携教
育の一層の充実に努め
る。
また、現在、練馬区新長
期計画に基づき、小中一
貫教育校の設置に向け
た検討を行っている。
なお、小中一貫教育校
は、９年間を見通したカ
リキュラムに基づき、計
画的・継続的に学習指導
や生活指導を行う学校
である。

適正規模検討委員会 区立学校適正配置第一次
実施計画
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
68 東京都 足立区 本木東小学校は、学区域

内の居住人数が単学級
規模であることに加え
て、周辺の４つの小学校
への入学傾向が強いこ
となどから、長期間にわ
たって過小規模が続い
ている。
また、周辺地域全体での
居住人数の減少に加え
て、今後の児童数も大き
な増加傾向が見られな
いことなどから、今後も
本木東小学校の学校規
模が回復することは非
常に困難であるため、本
木東小学校と近隣校と
の統合により学校規模
の改善を図る。
この実施計画の推進に
より、適正な児童数での
集団生活のなかで、互い
に認め合い、助け合い、
競い合いながら成長で
きる学校環境を整える
ことで、子ども達のさら
なる学力向上と人間性
の育成を目指す。

本木東小学校の学校規
模を、「本木小学校」と
の統合により改善しま
す。本木東小学校は、昭
和29 年に本木小学校の
分校として開校した後、
昭和32 年に本木東小学
校として独立したこと
から、本木東小学校と本
木小学校は、学校の歴史
上の関係が非常に深い
小学校である。また、周
辺の４つの小学校（本木
小学校、関原小学校、寺
地小学校、梅島第二小学
校）の中で、本木東小学
校との距離が一番近い
ことからも、本木小学校
は統合校として最も望
ましい小学校と考える。

統合後の学校の位置は、
「本木小学校」の位置と
し、本木小学校を改築す
る。
現在足立区では、主に昭
和30 年代に建築された
小・中学校の改築や大規
模改修を優先して進め
る。本木小学校の校舎
は、最も古いものが昭和
40 年に建設されたもの
だが、統合という大きな
機会にあわせて、本木小
学校の工事を前倒しし
て進める。
また、現在足立区では、
校舎の基本的な構造は
そのまま活用して、外装
や内装を始め、給排水設
備などを大規模な改修
によって改善する方法
を主な施設更新手法と
していますが、本木小学
校については、古い校舎
を解体して新しい校舎
を建てる「改築」によっ
て教育環境の向上を図
ります。

○在校生は、原則として
「統合校に通学」する。
統合に伴い学区域を変
更するが、本木東小学校
と本木小学校の児童の
友人関係や、保護者同士
のつながりをそれぞれ
継続しながら、統合校の
学校生活が円滑に始め
られるように、統合時の
本木小学校と本木東小
学校の児童は、原則とし
て「統合校に通学」する
こととする。
ただし、今回の学区域変
更や改築等が統合に伴
うものであり、現在の在
校児童および保護者が
小学校を決める時点で
想定できなかったこと
を踏まえて、統合する年
度の前年度までに限り、
希望により転校を可能
とする。

足立区立本木東小学校の
適正規模・適正配置実施
計画−足立区立小・中学
校の適正規模・適正配置
実施計画−（案）

69 東京都 八王子
市

12∼18
学級

12∼18
学級

○望ましい規模の学校
にするための方策
ア 小規模校への方策
小学校は11 学級以下、
中学校は8 学級以下の学
校について、小規模によ
る課題を解消するため
には、次のような方策が
考えられる。なお、原則
として、規模のより小さ
い学校から解消を図っ
ていくことが望ましい。
①複数の学校の統廃合
②小規模校の周囲の複
数校との通学区域の再
編成③適正規模化が図
られない場合の方策
イ 過小規模校への方策
本市では現在、過小規模
校（複式学級のある、学
校規模が１∼５学級の
小学校はないが、今後の
児童の減少により、過小
規模になることが懸念
される学校がある。２
つの学年で1つの学級編
制となる複式学級は、教
育環境上、大きな課題が
あると言え、避けなけれ
ばならない。今後の児
童数の推計により、過小
規模校になることが予
測できた時点で、それを
回避するために早急な
対応を行うべきである。
ウ 大規模校への方策
今のところ30 学級を超
える過大規模校が発生
する見込みはないが、今
後、新たな住宅開発等に
より、過大規模校が発生
すると見込まれた場合
は、過大規模の期間がど
の程度の期間に及ぶの
かを的確に推計し、通学
区域の変更や学校の分
離新設を検討すること
が必要である。

小学校の小規模校につ
いては、市教育委員会の
推移予測によると、平成
19 年度現在、11 学級以
下の学校は16 校である
が、5 年後、10 年後には、
それぞれ、20 校、19 校
と増加し、全学年が単学
級となる6 学級規模の学
校は、平成19 年度現在、
6 校に対し、5 年後、10
年後には、それぞれ、8
校、12 校に増加すると
見込んでいる。また、こ
れら小規模校において
は、平成16 年度から実
施した、学校選択制の影
響を受け、規模がさらに
縮小している学校もみ
られる。
学校の規模としては、学
習・生活面、教育指導面
及び学校運営面などか
ら、1 学年複数学級を維
持・確保することが望ま
しく、これらの小規模校
については、今後の児童
数の予測や学校選択制
の動向を見ながら、対応
を行う必要がある。
さらに、現在、6 学級規
模の学校のうち、全学年
の児童数が50 名程度の
学校もあり、今後、さら
に、児童数が減少すれ
ば、複式学級が発生し、
過小規模になることが
懸念される。1 学年で1
学級を維持できない複
式学級は、適切な教育環
境を維持する上で、極力
避けなければならず、早
急な対応を行う必要が
ある。
なお、複式学級になるこ
とを懸念し、平成9 年度
から特認校制度を実施
している小学校があり、
制度を利用して市内他
地域からの入学により、
複式学級になることを
回避できた。

市では、通学距離が2ｋ
ｍを超える場合には、通
学費補助を行っている
ことから、徒歩では、概
ね2ｋｍ程度までが通学
負担の少ない距離と考
えることができ、時間と
すると2ｋｍは、小学生
で徒歩30 分程度となる。
また、交通機関等を利用
して通学する場合でも、
過度な距離・時間は、児
童・生徒の負担が大きい
ことから、徒歩と同様に
30 分程度の通学時間が
望ましいと考えられる。
したがって、通学時間・
距離の上限は、小学校・
中学校とも概ね30 分程
度、距離としては徒歩で
は2ｋｍ程度と考える。

○学校規模について、小
学校・中学校及び学級数
の上限・下限、並びに、
学習・生活面、教育指導
面及び学校運営面に加
え、学級運営及び学年運
営など多角的な検討を
行ったが、各観点から
は、望ましいと考える規
模が必ずしも一致せず、
したがって、望ましい学
校規模の範囲とは、一律
な基準ではなく、標準的
な考え方とすることが
適当であり、この規模の
範囲では、学習・生活面
等においてデメリット
が発生しにくい範囲と
して示すものである。
したがって、個々の学校
の教育環境として適切
な規模を考える場合に
おいては、その地域の実
態に合わせて考えてい
くことも必要であり、す
なわち、望ましい学校規
模の範囲より小さい規
模や大きい規模の学校
が、直ちに教育環境とし
て、不適切であると結論
づけるものではない。

中学校において、8 学級
以下の小規模校は、平成
19 年度現在、11 校であ
り、5 年後、10 年後には、
それぞれ、7 校、9 校と
見込まれ、小規模化が直
ちに進行している状況
はみられない。また、1
学年で複数学級が維持
できない5 学級以下の学
校数は、平成19 年度現
在、5 年後、10 年後、そ
れぞれ、3 校、2 校、2 校
となっている。
また、これら小規模校に
おいては、小学校と同様
に学校選択制の影響を
受け、規模が縮小してい
る学校がみられる。
中学校の小規模校への
対応については、小学校
同様、適切な対応を行う
ことが必要と考えられ
るが、学校選択制による
今後の学校規模の動向
にも十分に留意する必
要がある。また、中学校
の通学区域は小学校の
通学区域と比較し、広範
囲であることから、学校
の統合の場合には、統合
後の適切な通学環境を
維持することが困難と
考えられる地域もある。
長期的には学校の統廃
合も視野に入れながら、
当面は、小中一貫教育の
実施等、小規模校として
存続させていく方策も
含め、地域の実情に応じ
た適切な対応を行うべ
きである。

八王子市立学校適正配
置等審議会（第３期）

学識経験者
学校関係者
PTA関係者
町会関係者
公募市民

国立教育政策研究所総
括研究官
小学校長
中学校長
小学校主幹
中学校主幹
小学校PTA連合会副
会長
中学校PTA連合会会
長
自治会連合会会長・役
員
青少年対策地区委員会
連絡会会長
子供会育成団体連絡協
議会役員
公募市民

市立小・中学校の適正配
置について（答 申）∼教
育環境の整備・充 実をめ
ざして∼
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
70 東京都 日野市 18学級

程度
15学級
程度

本市においては、平成15
年度までに小学校20校
中全学年単学級校に高
幡台小学校・百草台小学
校・平山台小学校・仲田
小学校の4校がなると推
測されている。この4校
のうち仲田小学校につ
いては、区画整理事業等
の関係から日野第一小
学校又は日野第四小学
校と統合することによ
り、適正規模とされる18
学級をいずれも上回る
と推測されるため、統合
対象から除き、3校につ
いて次のとおり検討を
した。
中学校においては、当分
の間現状の8校としてい
くことが望ましいと考
える。
統合の方法としては、吸
収合併をとらず、原則と
して両校を閉校させい
ずれかの学校に新たな
校名を冠した学校を配
置することとする。た
だし、特別な理由がある
ときはこの限りではな
い。
統合の実施については、
教育効果を上げるため
の諸課題の解決、統合校
双方の準備、地域住民・
保護者の理解、教育委員
会としての準備等に2年
程度の期間が必要と考
えられる。

日野市立学校適正規
模・適正配置等検討委
員会

学識経験者
小中学校の教職員
幼稚園代表
市民

学識経験者
小学校校長
小学校教員
中学校校長
中学校教員
私立幼稚園代表
市立幼稚園代表
保護者
公募市民

日野市立学校適正規模・
適正配置等の基本方針

71 東京都 東大和
市

小・中学校の規模と配置
との適正化に当たって
は、東大和市の学校の設
置及び通学区域の設置
等の歴史的経緯、あるい
は、学校施設や地域の実
情等を十分考慮すると
ともに、新たな教育の動
向を視野に入れた適正
規模・配置の実現に努め
ていく必要がある。特
に小学校においては、九
小のように各学年１学
級のいわゆる単学級の
小規模校と五小のよう
に標準学級数とされる
１８学級を超える大規
模校があり、学校間の規
模の格差が課題となっ
てきている。
小学校においては、新青
梅街道の北側に比べ南
側 の地域で平均的に学
校規模が大きい。なお、
本市においては、小学校
から中学校へ進学する
際に１つの小学校の児
童が同一の中学校へ進
学できるよう、小・中学
校の通学区域の整合性
がはかられている。
しかし、五小は中学校の
規模の関係で二中と三
中とに別れて進学せざ
るを得ない状況となっ
ており、小学校で培った
人間関係が引き継げな
いなどが課題となって
いる。

○具体的な方策として
は、現状で標準規模を下
回り小規模校となって
いる学校や標準規模を
上回り大規模校となっ
ている学校、あるいは、
今後の児童・生徒数の動
向によっては、それらが
見込まれる学校につい
て、緊急性の高いものは
早急に、また、今後の学
校規模の推移を見守っ
た上で回復の見込みの
ないものについては、
中・長期的な視点に立っ
て適正化を図っていく
必要がある。
○見直しの視点
ア 規模と配置の適正化
の必要な学校に隣接す
る学校の通学区域の中
から、 通学経路や距離
等に問題がなく、通学区
域の変更が可能と考え
られる地区 を対象とす
る。
イ 平成１５年１０月1日
現在の児童・生徒数に基
づき、住民基本台帳より
抽出した０歳から５歳
児の実数に基づく２１
年度までの児童数の推
計 表を用いて、通学区
域を変更した場合の対
象校の児童数・学級数の
変動 を検証する。
ウ 通学路の安全性を確
保するため、極力幹線道
路が境界となるよう通
学区域を見直すととも
に、中学校の通学区域と
の整合性も考慮する。
エ 出来る限り町丁単位
の区分とする。

○審議会が考える望ま
しい規模
本審議会は、東大和市に
おける小・中学校の望ま
しい規模を「小規模校及
び大規模校の持つデメ
リットを最小限とし、メ
リットを最大限に生か
すことのできる規模」と
考えた。具体的には、各
学年１学級というよう
な著しい小規模状況、国
の基準を大幅に超える
ような大規模状況にな
らない範囲とした。

東大和市立学校規模等
適正化審議会

東大和市立学校の適正規
模及び適正配置等のあり
方について 答申
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
72 東京都 武蔵村

山市
12∼24
学級

9∼18学
級

（１） 適正化に当たっ
ては、児童・生徒数の推
移や既存の学校施設規
模や配置、施設の老朽化
など見極めながら行う。
特に小規模校、大規模校
の改善を図る。
（２） 適正化に当たって
は、児童・生徒の通学の
様態を考慮し、出来る限
り不自然な通学区域を
解消する。
（３） 適正化に当たって
は、児童・生徒、保護者
及び校区のコミュニ
ティなど地域とのつな
がりに最大限配慮する。
（４） 適正化に当たって
は、住宅開発に伴い、人
口増加傾向にある地域
等の動向を注視し、学校
施設の新たな需要を見
据え対処する。

、小学校が概ね４ｋｍ以
内、中学校が概ね６ｋｍ
以内と規定している。
このことに関して本市
の場合について見ると、
小学校、中学校ともに規
定の範囲内であるが、市
立第八小学校や市立第
五中学校では、立川市と
隣接する伊奈平地域で
の複数の新たな住宅開
発に伴い、通学する児
童・生徒の数は今後も増
加するものと予測され
る。本来、適正配置を行
うに当たっては、通学区
域のほぼ中心部に学校
が配置されていること
が望まれるが、現時点
で、新たな学校施設を設
置することについては、
設置に必要な用地の確
保や施設の建設に要す
る財源の確保、将来に渡
る恒常的な需要の有無
等に関しての課題があ
り、慎重な対応が求めら
れる。
このため、現時点では適
正配置の基準について
は、既存の学校施設を有
効利用することを基本
に行なうこととする。

武蔵村山市立学校規模
等適正化検討委
員会

教育委員会関係者 教育部長
教育部学校教育担当部
長
生涯学習担当部長
教育総務課長、
小・中一貫校開設準備
室長
教育総務課教育施設担
当課長
など。

武蔵村山市立学校規模等
の適正化に関する基本方
針

73 東京都 西東京
市

12∼18
学級

12∼18
学級

○小学校区の検討
１） 現状維持改善案の
検討
変更の視点：合併により
生じた配置上のアンバ
ランスを解消する。
児童の通学路の安全を
考慮し、鉄道を跨ぐ通学
区域の設定を是正する。
１つの小学校から進学
できる中学校は２校ま
でとする。（多数の中学
校区への分割を是正す
る。）
○中学校区の検討
１）現状維持改善案の検
討
変更の視点：合併により
生じた配置上のアンバ
ランスを解消する。
小学校から中学校に円
滑に進学できるよう小
学校配置案との整合を
図る。（１つの中学校区
域は、概ね２つの小学校
区域から構成する。）

配置については、明確な
法令上の規定はない。
むしろ児童・生徒にとっ
ては、通学区域と通学距
離の問題になる。通学
距離についての法令に
よる規定では、「小学校
にあっては、概ね４キロ
メートル以内、中学校に
ついては、概ね６キロ
メートル以内であるこ
と」と規定されている。
この点について、現在の
本市の小・中学校の配置
と通学区域の状況から
は、支障はない。

学校施設適正規模・適
正配置部内検討委員会

教育委員会関係者 学校教育部部長
教育庶務課課長
学務課課長
指導課課長
教育相談課課長
など。

学校施設適正規模・適正
配置部内検討委員会報告
書
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
74 神奈川

県
川崎市 12∼24

学級
12∼24
学級

小規模校、大規模校の問
題点を検討した結果、適
正規模に関する考え方
については、次のように
まとめられる。
(1) 児童生徒の教育環境
ア 児童生徒が個性を発
揮し、主体性や社会性を
身につけるには、多様な
価値観を持つ仲間と触
れ合う適切な学校規模
が望ましい。
イ 単学級の出現は、人
間関係の固定化による
様々な弊害を生じやす
いため、クラス替えの効
果が発揮できる学級数
を確保する必要がある。
ウ 教員と個々の児童生
徒との関わりが十分に
保たれ、児童生徒間にお
いても、集団に対する帰
属意識や連帯感が希薄
にならない学校規模が
望ましい。
（２） 学校運営
ア 同学年や同教科の教
員が互いに指導方法等
を相談・研究し、教育効
果を高めていくために
は、小学校で1 学年3∼4
学級程度の規模が望ま
しい。
イ 教科担任制である中
学校に関しては、各教科
に対応する教職員の確
保や指導をより充実し
たものにするため、全校
の学級数が12 学級以上
あることが望ましい。
ウ 教員が学校の教育目
標や諸課題を共通理解
し、学年運営も効果的に
進めるためには、小学校
においては1 学年4 学
級、中学校においては１
学年8 学級程度までが望
ましく、この学級数を超
えると様々な問題が生
じて適正規模とはいい
難くなる。

児童生徒の教育環境、学
校運営の考え方から、学
校教育本来の機能が十
分に発揮される学校規
模として、小学校及び中
学校とも普通学級で12
学級∼24 学級程度まで
を適正規模とする。
ただし、一時的に児童生
徒が急増している地域
については、過大規模校
とならない30学級まで
を許容学級とする。

校舎改築は、校舎の老朽
化を十分に考慮（昭和30
年代に建築した校舎を
有る学校を改築予定校
として、改築を推進して
いる。）して進めている
が、学校の適正規模を考
慮して対応をする良い
機会でもある。老朽校
舎の改築を促進する観
点からも、次の点に留意
し、改築を進めていく必
要がある。
ア 改築を行う学校の学
級数は、前述の適正規模
の範囲とする。
イ 改築予定校が隣接し
ている場合は、地域事情
を踏まえつつ、いずれか
の学校の改築の際に改
築予定校同士を統合し、
一つの適正規模の学校
とすることの可能性に
ついて十分に検討する。
ウ 改築予定校に小規模
校が隣接している場合
は、地域事情を踏まえつ
つ、改築予定校の改築の
際に小規模校を統合し、
一つの適正規模の学校
とすることの可能性に
ついて十分に検討する。
(2) 大規模改修事業によ
る適正規模化
当面の改築予定校には
位置づけられていない
学校については、将来の
改築までの間、大規模改
修事業による教育環境
整備を行った上、小規模
校同士を統合し、適正規
模の学校とすることの
可能性について検討す
る。

川崎市における平均通
学区域面積は、小学校で
1.27k ㎡、中学校で
2.83k ㎡となっている。
通学距離の最大値につ
いては、文部科学省が全
国一律の基準として小
学校おおむね4km 以内、
中学校おおむね6km以内
(「義務教育諸学校施設
費国庫負担施行令」によ
る学校の統廃合を行う
際の適正な条件)と定め
ているが、都市化の進ん
だ川崎市ではこの距離
を越える通学区域は存
在しない。

通学区域の状況からみ
て、通学時間が概ね問題
になることはないと考
えられるが、一部の通学
区域では、生徒が通学に
交通機関を利用してい
る地域が存在する。

川崎市立小・中学校適
正規模・適正配置検討
委員会

教育委員会関係者 施設部計画課長
職員部教職員課長
学校教育部学事課長
学校教育部指導課長
学校教育部指導課主幹
(小学校担当)
学校教育部指導課主幹
(中学校担当)
総合教育センター教育
課題研究室長

川崎市立小・中学校にお
ける適正規模・適正配置
の基本的な考え方 報告
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
75 神奈川

県
横須賀
市

12∼24
学級

12∼24
学級

□規模及び配置の適正
化の方策
①通学区域の見直し
小規模校、大規模校、遠
距離通学への対応とし
て、まず、通学区域の見
直しを行うことで解消
できないか考える。
小規模校の場合には、隣
接校の通学区域の一部
を編入すること、大規模
校、遠距離通学の場合に
は、逆に通学区域の一部
を周辺の学校の通学区
域に編入することを検
討します。
②隣接校との統合
小規模校への対応とし
て、通学区域の見直しで
は解決できないときに
は、隣接校との統合を検
討する。この場合、特に
中学校については、本市
では学校選択制を導入
しているため、適正規模
化の検討に着手した場
合、当該校の生徒数が激
減し、その後の学校教育
活動に支障を来すこと
も考えられるので、統合
時期については慎重に
検討を行う。なお、統合
によりいずれかの学校
が廃校となる場合、学校
の跡地利用については、
全市的なまちづくりの
視点で、本市の「未利用
地等の土地利用に関す
る取扱方針」に基づいて
検討を行う。
③学校の分離新設大規
模校への対応として、通
学区域の見直しでは解
決できず、かつ用地が確
保できるときには、学校
の分離新設を検討しま
す。この場合、特に、新
設校及び周辺の学校が
将来的にも適正規模が
保たれることを考慮し
ていく。

○学校規模及び配置の
適正化の検討のための
基準
小学校：11学級以下の場
合。
中学校：５学級以下の場
合。
○小・中学校で31学級以
上となる場合は、適正規
模化の方策を具体的に
検討する。
小学校：クラス替えがで
きない単学級の学年が
出現した場合（11 学級
以下）、５学級を超える
学年が出現した場合（31
学級以上）。
中学校：10教科の教員が
配置できない規模と
なった場合（５学級以
下）、10 学級を超える学
年が出現した場合（31
学級以上）。
○通学距離
小学校：２キロメートル
程度を超える場合。
中学校：３キロメートル
程度を超える場合。

適正な通学距離の範囲
○小学校
２キロメートル程度
・徒歩30 分程度
○中学校
３キロメートル程度
・徒歩45 分程度

○通学区域制度の弾力
的運用について
①指定変更承認地域
指定校に隣接した地域
のうち、通学距離や地形
などを考慮し、教育委員
会が指定校以外の学校
に変更できる地域を設
定する。（平成18 年４月
現在 63 カ所）
②個別理由による指定
校の変更
指定変更承認地域の他、
「横須賀市立小・中学校
指定変更就学（他学区か
らの就学）承認基準」に
より、身体的理由や転居
などの理由による指定
校の変更を認めている。
③中学校の学校選択制
の実施
本市では、平成15 年度
入学生から、市内を６つ
のブロックに分け、ブ
ロック内とブロック外
であっても通学区域が
隣接している中学校に
ついて、学校選択を認め
る制度を実施している。
制度のねらいは、保護
者・児童に中学校に対す
る関心や理解を高めて
いただくことと、学校の
活性化と特色ある学校
づくりにつなげること
である。
○特別認定校制度
小規模校への対応とし
て、通学区域の見直しや
隣接校との統合では解
決できないときには、そ
の学校の教育活動に特
色を持たせ、「小規模特
別認定校（特認校）」と
し、市内全域から希望す
る児童・生徒を受け入れ
ることにより、規模を確
保するということが考
えられる。

横須賀市立小・中学校
適正配置等検討委員会

学識経験者
学校関係者
地域関係者
公募市民

大学教授
中学校校長
小学校教員
保護者
学校評議員
学校建築促進委員会委
員長
公募市民

市立小・中学校の適正規
模及び適正配置に関する
実施計画（平成19年度∼
平成22年度）
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Ⅰ 学校の適正規模 Ⅱ 統合の基準 Ⅲ 学校規模適正化関連項目 Ⅳ 統廃合に関する検討組織について
Ⅴ 参考資料

1 小学校 2 中学校
1 統廃合の基本的考
え方について

2 統合の対象とする
学校規模について

3 校舎の老朽化につ
いて

4 統合後の通学距離
について

5 その他の基準及び
方針

1 通学費の補助やスクールバスの運行の有無等について 2 小中一貫校(小中連携)
を導入する予定について

1 検討組織の設置 2 構成員・肩書き 3 委員の身分
番号 都道府県 市区町村 (1)統合による場合 (2)一般的施策としての場合
76 神奈川

県
茅ヶ崎
市

12∼24
学級

12∼24
学級

茅ヶ崎市立小学校の学
校規模に関しては、全て
平均化した場合の学校
規模（１学年当たり平均
３.７学級）が標準的な
適正規模の上限（１学年
当たり平均４学級）とほ
ぼ同一であることから、
現実の地域的な状況や
学校施設の規模等の状
況を考慮すると、多少の
偏りまでは許容範囲と
考えなければならない。
この、標準的な規模を超
えているが許容の範囲
の学校規模を、小学校に
ついては１学年当たり
平均５学級までとし、平
均学級数が５学級を超
え、概ね児童数１，００
０人以上の規模の学校
を過大規模校とし、学校
規模の適正化等に向け
て検討を行うこととす
る。
また、過大規模校に至ら
ない場合でも教室不足
により課題が生ずる学
校についても検討を行
うこととする。
さらに、通学区域の再編
に当たっては、学校規
模、通学の距離や安全
性、地域コミュニティと
の関係に配慮するもの
とする。
なお、中学校について
は、推計では全ての中学
校が標準的な規模（１校
当たり２４学級以下）の
範囲内に入るため、学校
規模の適正化等の基本
方針は小学校について
定めるものとする。

Ⅰ 標準的な規模を超え
る市立小学校のうち、過
大規模校(３１学級以上
規模の学校で、概ね児童
数１，０００人以上の規
模の学校)は、学校施設
の使用の割り当てや学
校としての一体感の醸
成、さらに緊急時等の対
応等に関して大規模校
特有の弊害が考えられ
るため、通学区域の再編
をとおして適正化を図
るものとする。
Ⅱ Ⅰに該当しない学校
であり、且つ児童・生徒
数の増加により普通教
室の不足が見込まれる
学校については、次の基
本により適正化を図る
ものとする。
(ⅰ) 教育活動に支障を
きたさない範囲で、特別
教室等を普通教室に一
時転用する。
(ⅱ) (ⅰ)によっても更
に、教室不足が推計され
る場合は、通学区域の再
編若しくは、教室棟の増
築または校舎の改築等
を行う。
(ⅲ) 教室棟の増築が不
可能または増築による
弊害が顕著な場合は、通
学区域の再編を行う。

茅ヶ崎市立小学校・中学
校の規模の適正化等に関
する基本方針

77 神奈川
県

小田原
市

片浦中学校を、近隣の中
学校に統合する。尚、現
中学1年生及び現小学校
6年生は、希望により平
成21年度は城山中学校
に進学できるように指
定変更を認めることと
する。

等郷により指定された
中学校に通学する際、遠
距離のため公共交通機
関を利用せざるを得な
いなど、保護者の負担が
大きくなるため、通学費
の助成を行うことを熱
望する。また、通学時間
や通学距離が長くなる
ため、安全確保について
十分な配慮を行うこと。

小田原市立片浦中学校
の在り方を考える委員
会

地区住民代表者
保護者代表
学識経験者

自治会連合会長
小学校長
中学校長
自治会長
民生委員児童委員協議
会長
青少年健全育成協議会
会長
同窓会長
小学校PTA会長・役員
中学校PTA会長・役員
保育園長

小田原市立片浦中学校の
在り方に関する提言書
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Ⅲ 戦後の小中学校統廃合関係新聞記事の一覧

1 資料の概要

本資料は、1946年から2009年11月までに朝日新聞から出された学校統廃合関係の新聞記

事の一覧を示したものである。ここでは、新聞記事のタイトルのみをまとめている。記事

内容の詳細については新聞記事検索ソフト「聞蔵」にて閲覧可能である。なお、発行日を

時系列で追い、朝夕刊の別、面名、記載ページ、タイトルの順にまとめている。全国の新

聞記事を対象としている。

総件数は、733件であり、分類すると次の通り。第1は、自治体ごとの統廃合政策やそれ

に関連する議会の動向を示した「統廃合政策・地方議会の動向」(全体の22.5％、以下同)

に関するもの。第2は、自治体から示された統廃合政策案に対する地域住民の活動を取り

上げた「統廃合に対する住民活動」(19.4％)に関するもの。第3は、自治体の設置した統廃

合審議会等の動向を報告した「統廃合審議会・検討会等の経緯」(17.2％)に関するもの、

となっている。その他、「統廃合の背景要因」(13.0％)、「開校・閉校関係」(10.2％)、「廃

校・跡地利用」(8.5％)などが分類できる。
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2、新聞記事タイトル一覧（1946年∼2009.11）

通し番号 発行日 朝夕刊 面名 ページ 文字数 タイトル
1 1946年2月7日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 五十二校廃止、都立中学校を整理統合＿教育
2 1955年12月26日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 鳥取の学校整理統合＿地方報告
3 1956年8月27日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 学校統合、本格化へ 来年から三年計画中教審へ諮問＿文部省
4 1956年10月8日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 学校の統合は慎重に＿声欄
5 1956年11月5日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 小規模の学校は統合＿中央教育審議会の答申
6 1956年2月22日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 小中学校統合を進める合併町村に文部省、来年度から＿学校
7 1956年8月20日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 中教審に諮問 小・中学校の統合問題＿文部省
8 1956年8月31日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF しっかりした計画で 小中学校の統合には＿論壇
9 1958年4月8日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 小規模の学校は統合＿中央教育審議会答申
10 1960年11月6日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 明正小統合問題こじれる＿学校・学生
11 1963年4月7日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 原則として統合望む 港区三小学校 調査委が答申書＿学校・学生
12 1967年7月13日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 公立学校の設置・適正配置・教職員定数の標準等に関する法律一部改正
13 1970年6月7日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 下谷小の統合 区は強行の構え PTA、反対デモ予定＿二十三特別区
14 1971年9月29日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 統合に反対し同盟休校 茨城県黒子小＿学校・学生
15 1971年10月1日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 同盟休校を中止 統合反対の茨城・黒子小＿学校・学生
16 1972年4月8日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF スクールバス阻止騒ぎ 統合紛糾の西中 栃木・田沼＿学校・学生
17 1973年4月16日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 茨城・黒子地区に見る泥沼の学校統合紛争＿日本レポート（特集）
18 1973年4月24日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 学校統合＿標的
19 1973年8月3日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 学校統廃合 節約優先改めよ 適正配置はかる 文相通達へ
20 1973年10月8日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF Uターンした学校統合通達＿日本レポート（特集）
21 1978年3月13日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 混乱なく統合 登校拒否の横浜・帷子小＿小・中・高校
22 1978年9月8日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 登校拒否し自主授業 小学校統合移転もめる 横浜＿小・中・高校
23 1978年9月11日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 混乱なく統合 登校拒否の横浜・帷子小＿小・中・高校
24 1979年9月1日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 神奈川県藤野 廃校、一転し新設校 「中学統合」八年ぶり解決
25 1984年1月30日 朝刊 PDF参照 PDF参照 PDF 都心過疎で統合 中央区立一・二中 ４月スタート その名も銀座中
26 1984年11月8日 朝刊 ２社 22 01067文字 歩かぬ山の子（教育とは・子ども新時代：１５３）
27 1985年1月8日 朝刊 解説 4 03485文字 臨教審各部会の審議と課題
28 1988年7月19日 朝刊 東京 00702文字 竹芝小は廃校の公算 新入生が連続ゼロ 東京・港区
29 1988年10月15日 朝刊 東京 00155文字 名づけ親に記念品 来春開校の東京・南千住二中
30 1988年11月1日 朝刊 群馬 00419文字 中学校統廃合で消えた母校しのぶ校歌碑建立 群馬・吉岡村
31 1988年11月9日 朝刊 東京 00397文字 児童減の竹芝小、６４年春廃校に 東京・港区が条例改正案
32 1988年11月11日 夕刊 １総 1 00804文字 帽子の反乱（窓・論説委員室から）
33 1989年2月10日 朝刊 東京 00743文字 台東区の小学校４校、中学２校を統合 審議会が答申 東京
34 1989年2月10日 朝刊 東京 01039文字 台東区立下谷小と二長町小、今春の新入生ゼロ 統廃合で幕へ
35 1989年2月11日 朝刊 東京 00404文字 中央区京華小、新入生ゼロに 予定の４人、相次ぎ他校へ 東京
36 1989年3月9日 朝刊 東京 00230文字 廃校反対陳情、議会で不採択 東京・台東区福井中
37 1989年4月7日 朝刊 東京 00207文字 統合新校のひぐらし小が開校式 東京・荒川区
38 1989年10月4日 朝刊 ２社 26 00616文字 はい社会部です・４日 【大阪】●廃校の建物は貴重
39 1989年10月20日 朝刊 東京 00557文字 父母ら反対決起集会 日本橋・京橋の小学統廃合 東京
40 1989年11月3日 朝刊 東京 00200文字 「４元号」の校名そろう ９０年春、台東に「平成小」誕生 東京
41 1989年11月11日 朝刊 東京 00656文字 ９０春に２校廃校 中央区教委計画 父母反発でリコール運動も 東京
42 1989年12月9日 朝刊 東京 00588文字 国の補助金を返還へ 廃校直前の中学改修 東京・荒川区
43 1989年12月27日 朝刊 東京 00559文字 港の桜田・桜・鞆絵小学校、９１年にも統廃合 区教委が実施へ 東京
44 1990年1月13日 朝刊 東京 01916文字 扉の向うは「異空間」 小学校、空き教室を大改造 東京
45 1990年3月28日 朝刊 東京 00413文字 ９１年春に桜田、桜、鞆絵の３小学校を統廃合 東京・港区
46 1990年5月31日 朝刊 東京 00788文字 小中の通学区変更を 子供減り運営に支障 検討協が報告 調布
47 1990年6月2日 朝刊 東京 00621文字 学校配置など検討へ 生徒数減少に対応 豊島区教委審議会発足 東京
48 1990年6月12日 朝刊 東京 00571文字 小・中学校の適正規模を諮問 東京・新宿区教委
49 1990年8月13日 朝刊 群馬 00404文字 勢多東村長に小林宗平氏 尾池氏を抑え初当選 群馬
50 1990年9月10日 朝刊 東京 00681文字 桧原村悲願の南北道路、やっと測量開始へ 東京
51 1990年9月19日 朝刊 東京 00421文字 校名は「御成門小」に決まる 東京・港区の３小学校統合
52 1990年11月14日 朝刊 東京 01105文字 ９１年春実施に父母ら反発 白紙撤回求め陳情 調布市の中学校区変更
53 1990年12月3日 朝刊 兵庫 00556文字 さようならわが校舎 旧兵庫小、統廃合で取り壊し 神戸
54 1991年2月9日 朝刊 京都 00926文字 ４小学校の統合決定 京都・下京の６自治連合会総会
55 1991年3月25日 朝刊 ２社 26 01081文字 入札不調（９１統一地方選 問いかける地域から：５） 【西部】
56 1991年4月6日 夕刊 ２社 16 00205文字 両親と一緒の入学式 都内の小学校
57 1991年4月16日 朝刊 東京 04626文字 区長選の候補者・その横顔と主張：上 東京
58 1991年5月18日 夕刊 ２社 14 00574文字 都会から「越して来て」 家賃２万 過疎対策で和歌山の２町【大阪】
59 1991年6月21日 朝刊 大阪 00356文字 ２２日に「町並みウオッチ」 統廃合小学校や町筋など 大阪・中央区
60 1991年9月3日 夕刊 ２社 10 00685文字 木の文化 世界中の芸術家招く 岡山県旭町 【大阪】
61 1991年9月10日 朝刊 東京 00353文字 小・中学校で２次統合計画 荒川区の教育委員会がまとめる
62 1991年9月12日 朝刊 兵庫 00888文字 母子小学校の存続を示唆 三田市議会で塔下真次市長
63 1991年9月19日 朝刊 東京 00562文字 創立１２０年、児童減少に勝てず 赤坂小学校が統合へ 東京・港区
64 1991年9月30日 朝刊 東京 00729文字 赤坂小、最後の運動会 街ぐるみで盛り上げた 東京・港区
65 1991年10月26日 朝刊 京都 00391文字 思い様々に巡る小学校の統廃合（読者プラザ） 京都
66 1991年10月27日 朝刊 東京 00537文字 中学校区、９２年春見直し 多摩地区では初めて 調布
67 1991年11月16日 朝刊 京都 00188文字 「学校統廃合考える会」が発足集会 京都
68 1991年11月25日 朝刊 京都 00776文字 最後の機会と同窓会を設立 統廃合心配される中京区の初音中学 京都
69 1991年11月28日 朝刊 兵庫 00829文字 本校への統合案、地元で反対運動 養父小学校の奥米地分校 兵庫
70 1991年11月28日 朝刊 京都 00317文字 大内小１２０周年記念誌を発刊 京都・下京区
71 1991年12月15日 朝刊 東京 00914文字 番町小・錦華小・麹町小… 生徒減で消える伝統校の名 東京
72 1991年12月21日 朝刊 東京 00708文字 千代田区、人口増目標に施設配置見直し 小中学９校廃校へ 東京
73 1992年1月7日 朝刊 東京 01029文字 学校統廃合、波高し 東京・千代田区の公共施設適正配置構想
74 1992年1月10日 朝刊 政治 4 00602文字 「山村留学」懸命のＰＲ 愛媛・広田村（記者席・列島から）
75 1992年1月17日 朝刊 京都 00174文字 統廃合見直しへ古い校舎見学を ２６日に「考える会」 京都
76 1992年1月22日 朝刊 東京 00780文字 説明会で区民反発、区は既定方針強調 千代田区の学校統廃合問題
77 1992年1月23日 朝刊 大阪 01579文字 住民からも提言へ 廃校３校巡りシンポ 大阪・中央区の学校跡地利用
78 1992年1月26日 朝刊 東京 00471文字 「永田町小廃校は行政の独断」 区議会議長に陳情へ 東京・千代田区
79 1992年1月27日 朝刊 京都 00524文字 校舎に刻む町衆の心意気 京都市中心部の５小学校をウオッチング
80 1992年1月31日 朝刊 京都 00163文字 「拙速」はまちこわし 学校統廃合問題で共産党府委員会が見解 京都
81 1992年2月6日 朝刊 埼玉 00650文字 大宮市民農園、中学の建設計画で３月限り閉鎖へ 利用者から不満も
82 1992年2月9日 朝刊 東京 00247文字 九段小でも反対する会 学校統廃合計画 東京
83 1992年2月16日 朝刊 東京 00614文字 守る会がスクラム 修正・撤廃求めて連携 千代田区の学校統廃合
84 1992年2月20日 朝刊 東京 00382文字 「存続を願う会」と区議、陳情審査へ懇談会 永田町小廃校問題 東京
85 1992年2月27日 朝刊 東京 00508文字 当初予算への計上見合わせ 東京・千代田区の小中学校統廃合計画
86 1992年2月27日 朝刊 大阪 00427文字 一般会計で１２％増の９２年度予算案を発表 羽曳野
87 1992年2月28日 朝刊 東京 01329文字 タブー（まんはったん物語 続・東京パラダイス：３） 東京
88 1992年2月29日 朝刊 東京 00431文字 「守る会」が構想凍結求め陳情書 東京・千代田区の小中校統廃合計画
89 1992年3月1日 朝刊 東京 00919文字 反対団体が「教育と文化守る会」結成 東京・千代田区小中校統廃合
90 1992年3月6日 朝刊 東京 00516文字 「番町小守る会」が早期撤回の陳情書提出 千代田区小中校統廃合計画
91 1992年3月8日 朝刊 大阪 01656文字 山村留学生 千早赤阪村の多聞小学校（われら近畿市民） 大阪
92 1992年3月8日 朝刊 大阪 00278文字 山村留学制度＜用語＞ 大阪
93 1992年3月10日 朝刊 東京 00605文字 千代田区の小中校統廃合構想、反対陳情２件不採択 東京
94 1992年3月17日 朝刊 東京 00513文字 母親ら街頭で撤回訴え 千代田区の小中校統廃合構想 東京

― 112 ―



通し番号 発行日 朝夕刊 面名 ページ 文字数 タイトル
95 1992年3月18日 朝刊 東京 00405文字 一部撤回求め議会に陳情 学校統廃合構想で千代田区九段小父母 東京
96 1992年3月20日 朝刊 京都 00383文字 ８９人最後に巣立つ ４月から和束小に統合 京都・和束町の４小学校
97 1992年3月24日 夕刊 ２社 22 00346文字 ６年生、巣立ちの春 公立小学校で卒業式 東京
98 1992年3月25日 朝刊 東京 00408文字 最後の門出、５校で祝う 今春で統廃合の京橋小は卒業・閉校式 東京
99 1992年3月25日 朝刊 東京 00174文字 小中学統廃合を柱にした構想を推進決議 千代田区議会
100 1992年3月26日 朝刊 東京 00171文字 千桜小、卒業生は１８人 東京・千代田区
101 1992年3月26日 朝刊 東京 00343文字 「公適配」反対で守る会が集会 東京・千代田区で２００人参加
102 1992年3月30日 夕刊 １社 19 01321文字 「教育権侵さぬ」と、分校存続の訴え退ける 大津地裁判決 【大阪】
103 1992年4月6日 夕刊 １総 1 00362文字 主役が減った都心の入学式 新入生はたった６人
104 1992年4月7日 朝刊 東京 00616文字 １４校で最後の入学式 統廃合で来春は８校に 東京・千代田区
105 1992年4月14日 朝刊 東京 00609文字 千代田区の小中学校統廃合を補正予算に 臨時区議会に提案決定 東京
106 1992年4月21日 朝刊 東京 00357文字 千代田区公適配構想の補正予算案を可決 区議会特別委 東京
107 1992年4月22日 朝刊 東京 00080文字 小・中学校統廃合の関連予算案が可決 千代田区の臨時議会 東京
108 1992年4月22日 朝刊 東京 00669文字 「学校統廃合の根回し」 熱海での集会を千代田区民が監査請求 東京
109 1992年4月23日 朝刊 東京 00399文字 小中学校統合案を答申 適正規模求め審議会 東京・豊島区
110 1992年5月4日 朝刊 東京 01031文字 新校舎は１０階？ 神田小の跡地施設、区教委内部文書で判明 東京
111 1992年5月8日 朝刊 東京 01579文字 是非巡る動き新局面に 東京・千代田区の学校統廃合
112 1992年5月8日 朝刊 ２社 30 00247文字 住民投票を求めて反対派が直接請求 東京・千代田区の学校統廃合
113 1992年5月9日 朝刊 東京 00289文字 番町小を廃校にしないで 母の会が文相などに陳情書 東京・千代田区
114 1992年5月10日 朝刊 東京 01435文字 過疎化・不況風吹き飛ばせ 神田祭り始まる 東京
115 1992年5月13日 朝刊 東京 00409文字 ７施設に基本構想案 千代田区の公共施設適正配置 東京
116 1992年5月14日 朝刊 京都 01001文字 小学校統合案、議会に提出 地元住民ら対案の主張や反対も 京都
117 1992年5月30日 夕刊 １社 19 00902文字 豪華校舎でも転校イヤ 新設小ガラガラ 和泉のニュータウン【大阪】
118 1992年6月24日 朝刊 東京 01320文字 お手本 学校存続運動に政治の壁（牛の歩みの民主主義：５） 東京
119 1992年6月26日 朝刊 東京 00693文字 熱海での町会長集会、「違法・不当性なし」 千代田区監査委員
120 1992年7月10日 朝刊 東京 00274文字 反対訴え、あす催し 小中学校の統廃合 東京・千代田
121 1992年7月28日 朝刊 東京 00705文字 幼稚園・小中学校統廃合で存続目安を示す 新宿区の適正配置審 東京
122 1992年7月28日 朝刊 東京 00899文字 区側との対決鮮明に 千代田区の学校統廃合、住民投票へ署名 東京
123 1992年7月28日 朝刊 ３社 29 00274文字 学校統廃合に反対、署名スタート 東京・千代田区の住民
124 1992年7月28日 朝刊 東京 00705文字 幼稚園・小中学校統廃合で存続目安を示す 新宿区の適正配置審 東京
125 1992年8月1日 夕刊 ２社 14 00606文字 被爆直後「救護所」設置の３小学校、統廃合検討 長崎市教委【西部】
126 1992年8月21日 朝刊 １社 27 00249文字 京都・高瀬川で、小学生が手づくりの灯ろう流し（青鉛筆） 【大阪】
127 1992年8月25日 朝刊 東京 00223文字 麹町中の廃校反対を陳情 署名添え「守る会」 東京・千代田区
128 1992年8月29日 朝刊 東京 00794文字 千代田区の学校統廃合で６８００人の署名簿提出 住民投票求め
129 1992年9月2日 朝刊 東京 00530文字 氷川・桧町小を統合 新たな校名は「赤坂小」に 東京・港区
130 1992年9月7日 朝刊 東京 00245文字 「公適配」巡りシンポジウム 千代田区の住民団体 東京
131 1992年9月8日 朝刊 東京 00325文字 千代田区の区立校廃止は懇談会報告を無視 中心メンバーが批判 東京
132 1992年9月16日 朝刊 京都 01108文字 「お元気で」と長寿祝う 「敬老の日」に各地で多彩な行事 京都
133 1992年9月18日 朝刊 東京 00483文字 有権者の６人に１人が署名 千代田の学校統廃合問題 東京
134 1992年9月22日 朝刊 東京 00322文字 「麹町中の現状存続を」 同窓会が区などに陳情 東京・千代田区
135 1992年9月27日 朝刊 東京 00952文字 反対派が９３年の区長選へ候補擁立へ 学校統廃合に揺れる千代田区
136 1992年9月27日 朝刊 東京 00231文字 存続願い区民らフェスティバル 廃校予定の東京・永田町小
137 1992年9月28日 夕刊 ２社 14 00690文字 住民投票求め直接請求 東京・千代田区の学校統廃合
138 1992年9月29日 朝刊 東京 02069文字 問われる区議会の判断 千代田・学校統廃合で直接請求 東京
139 1992年9月29日 朝刊 東京 01677文字 ５万人への執着（学校が消える 千代田区の１９校はどこへ：１）東京
140 1992年9月30日 朝刊 東京 01567文字 利用された学者（学校が消える 千代田区の１９校はどこへ：２）東京
141 1992年10月1日 朝刊 東京 01420文字 迷走する青写真（学校が消える 千代田区の１９校はどこへ：３）東京
142 1992年10月3日 朝刊 東京 01325文字 ３点セット（学校が消える 千代田区の１９校はどこへ：５） 東京
143 1992年10月6日 朝刊 東京 02072文字 学校過疎化の波（学校が消える 都内の現状 番外編：上） 東京
144 1992年10月7日 朝刊 東京 01828文字 決まらぬ跡地利用（学校が消える 都内の現状 番外編：下） 東京
145 1992年10月8日 朝刊 東京 00082文字 住民投票の請求を臨時議会で審議 学校統廃合で千代田区議会 東京
146 1992年10月15日 朝刊 ３社 29 00181文字 千代田区議会が直接請求を否決 学校統廃合問題 東京
147 1992年10月20日 朝刊 東京 00203文字 区長候補擁立向け政治団体結成 千代田区の「公適配」反対住民 東京
148 1992年10月23日 朝刊 東京 00313文字 区長選に独自候補 学校統廃合反対派住民らが政治団体 東京・千代田
149 1992年10月25日 朝刊 東京 00875文字 記念式典に児童・父母ら複雑 創立１２０年の錦華小学校統廃合 東京
150 1992年10月27日 朝刊 東京 00363文字 小、中学校統廃合へ審議会発足 児童数減少で北区教委 東京
151 1992年11月10日 朝刊 東京 00566文字 廃止手続きで条例化請求 東京・千代田区の小中学校の統廃合
152 1992年11月11日 朝刊 東京 00179文字 きょう父母・児童ら登校せず抗議行動 学校統廃合で永田町小 東京
153 1992年11月11日 夕刊 １総 1 00469文字 「永田町小を残して」 学校休んで児童もデモ 東京・千代田区
154 1992年11月12日 朝刊 東京 01842文字 永田町小廃校阻止へ集団登校拒否と抗議行進 東京・千代田区
155 1992年11月13日 夕刊 １社 15 00125文字 授業ボイコットは「まちがった行為」 永田町小問題で鳩山文相
156 1992年11月14日 朝刊 声 15 00411文字 永田町小学校存続へのデモは身勝手（声）
157 1992年11月19日 朝刊 東京 00464文字 佐久間小と今川小統合は「和泉小」に内定 東京・千代田区
158 1992年11月20日 朝刊 東京 00301文字 番町小と幼稚園の存続求め区長に要望書 ２父母会 東京・千代田区
159 1992年11月20日 朝刊 東京 00129文字 小学校統廃合関連費含む補正予算案など提出 千代田区議会開会 東京
160 1992年11月20日 朝刊 声 15 00563文字 国際教育校の灯は消せない（声）
161 1992年11月26日 朝刊 東京 00734文字 条例制定求め１５９７人の署名提出 千代田区の小中統廃合 東京
162 1992年11月27日 朝刊 東京 00205文字 「新たな学校」発足は不変 統廃合で千代田区長 東京
163 1992年12月1日 朝刊 東京 00352文字 ２番目の校名「昌平小」に内定 東京・千代田区の統廃合
164 1992年12月6日 朝刊 東京 00364文字 学校統廃合に反対の父母や子供たち、公園など清掃 東京・千代田区
165 1992年12月9日 朝刊 東京 00141文字 ３校目の名称「千代田小」に 千桜小・神田小統合 東京
166 1992年12月9日 朝刊 東京 00293文字 京華小・鉄砲洲小、来春に統合 中央区教委が条例改正案提案へ 東京
167 1992年12月10日 朝刊 東京 00318文字 ４番目の新小学校・幼稚園名は「富士見」継承を 千代田区教委審議へ
168 1992年12月10日 夕刊 ２社 14 00127文字 学校統廃合に反対の陳情書 東京・千代田区の母親たち
169 1992年12月11日 朝刊 東京 00572文字 区長の対話不調 反対派に語気荒らげる 千代田区の小中学校統廃合
170 1992年12月11日 朝刊 東京 00118文字 統廃合問題で住民監査請求 千代田区の小中学校統廃合計画
171 1992年12月11日 朝刊 茨城 01072文字 雨や風の日も自転車通学 危険な上地域格差も つくば・小野川小
172 1992年12月12日 朝刊 東京 00304文字 千代田区の新発足校で「番町」地区も現在の校名 協議会が報告 東京
173 1992年12月16日 朝刊 東京 00177文字 千代田区議会、会期を１０日間延長 学校設置条例案提出か 東京
174 1992年12月20日 朝刊 東京 00856文字 学校統廃合の反対派が独自候補を擁立 東京・千代田区長選
175 1992年12月21日 朝刊 東京 00544文字 撤回求めきょう陳情 小学校の統廃合で神田の父母 東京・千代田区
176 1992年12月22日 朝刊 東京 01325文字 千代田区の学校統配合がほぼ確定 条例案可決、来年４月実施へ 東京
177 1992年12月25日 夕刊 ２社 10 00325文字 学校統廃合に１００人以上の母親が抗議デモ 東京・千代田区
178 1992年12月26日 朝刊 東京 00378文字 千代田区の学校統廃合条例案、本会議でも可決 父母、強く抗議 東京
179 1993年1月6日 朝刊 東京 00496文字 寒風の中、反対のビラ配り 千代田区の学校統廃合で父母ら ／東京
180 1993年1月14日 朝刊 京都 00436文字 夏の京都市長選へ候補者像含め論議 市政を考える懇談会 ／京都
181 1993年1月23日 朝刊 東京 00534文字 現職・新顔２氏の争いか 千代田区長選、あす告示 ／東京
182 1993年1月23日 朝刊 ２社 26 00299文字 永田町小廃校 取り消し求め父母が提訴 東京・千代田区
183 1993年1月24日 朝刊 東京 02497文字 デュー・プロセス（町はよみがえるか 千代田区報告：下） ／東京
184 1993年1月28日 朝刊 京都 00742文字 統廃合予定の竹間小跡地を児童公園に 京都市都市計画審議会 ／京都
185 1993年2月1日 朝刊 東京 01853文字 予想以上の「公適配」拒否 千代田区長選、小差で木村氏再選／東京
186 1993年2月1日 朝刊 ２社 26 00382文字 現職の木村氏が再選 小・中学校の統廃合推進 千代田区長選
187 1993年2月6日 朝刊 東京 00690文字 「公適配」反対住民の政治団体、議会解散請求を表明 千代田 ／東京
188 1993年2月18日 朝刊 東京 00467文字 現校名使用認める 統廃合の“原則”修正 千代田区教委 ／東京
189 1993年2月28日 朝刊 ２社 30 00452文字 父母５人が廃校停止申し立て 「児童の損害大きい」 東京・永田町小
190 1993年3月16日 夕刊 ２社 10 00780文字 「学校の歴史」博物館 「番組小」発足の地、京都市が計画 【大阪】
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191 1993年3月17日 夕刊 ２社 10 00655文字 最後の卒業式 鉄冷えで児童減り統廃合 北九州市八幡東区 【西部】
192 1993年3月18日 朝刊 東京 00475文字 「１年延期」を否決 千代田の学校統廃合問題で区議会 ／東京
193 1993年3月20日 朝刊 東京 00431文字 分校として存続を 永田町小学校問題で千代田区議会区議が意見／東京
194 1993年3月23日 朝刊 東京 00316文字 混乱の責任を教育長が認める 千代田の学校統廃合 ／東京
195 1993年3月24日 夕刊 １社 15 00254文字 終業式も今年限り 都内の２０小学校、廃校に
196 1993年3月25日 朝刊 東京 00103文字 永田町小方式「好ましくない」 公適配で千代田区教委が結論 ／東京
197 1993年3月25日 朝刊 東京 00609文字 区議会解散へきょう請求書 千代田の「公適配」反対住民団体 ／東京
198 1993年3月25日 夕刊 ２社 14 00449文字 東京・千代田区の学校統廃合 住民、議会解散請求へ
199 1993年3月26日 朝刊 東京 00273文字 千代田の１４小学校で、最後の卒業式 ／東京
200 1993年3月26日 朝刊 東京 00385文字 細川・江田氏、適正配置反対の住民運動支援 千代田でシンポ ／東京
201 1993年4月2日 朝刊 東京 00405文字 父母の廃校停止申し立て東京高裁が異議棄却 千代田・永田町小／東京
202 1993年4月6日 夕刊 １社 11 00363文字 スタート前に思い出に別れ 東京・千代田区で８校開校式
203 1993年4月7日 朝刊 東京 00319文字 ２校統合の「赤坂小」開校式 児童数減で再配置進める港区 ／東京
204 1993年4月7日 朝刊 東京 00262文字 期待と寂しさ、統廃合の門くぐる 千代田区の新設８小学校 ／東京
205 1993年4月7日 朝刊 東京 00146文字 峡田小が開校 荒川区 ／東京
206 1993年4月28日 朝刊 東京 00390文字 独自候補擁立へ 都議選に向け公適配反対派 ／東京
207 1993年5月11日 朝刊 東京 00249文字 署名足りず、議会への解散請求見合わせ 千代田区の住民運動 ／東京
208 1993年5月22日 朝刊 東京 01042文字 学校は消えても歌声は残った 千代田の元ＰＴＡサークル ／東京
209 1993年6月3日 夕刊 ２社 10 01110文字 過疎の都心、激戦模様 千代田区（票が見えない ９３都議選）
210 1993年6月6日 朝刊 兵庫 00209文字 新顔を追加公認 尼崎の出直し選挙で共産地区委 ／兵庫
211 1993年6月28日 朝刊 ３総 3 00737文字 判断材料乏しく、関心の高さ結びつかず 投票率、都議選で史上最低
212 1993年7月21日 朝刊 兵庫 00361文字 さあ夏休み！ 校舎と別れ惜しみ泊まり込み 神戸・下山手小 ／兵庫
213 1993年9月5日 朝刊 東京 00720文字 多摩ニュータウンで発の小学校統廃合 高齢化社会の波ここにも／東京
214 1993年9月10日 朝刊 東京 00384文字 区教育長の解職請求へ 区立小統廃合反対住民 千代田 ／東京
215 1993年11月13日 朝刊 ２社 26 01204文字 学校（噴煙下の選択 普賢岳噴火３年：３） 【西部】
216 1993年11月17日 朝刊 東京 00662文字 小椋佳さんが作詞・作曲 千代田区立昌平小校歌 ／東京
217 1994年1月11日 朝刊 福岡 00889文字 始業式も「静か」 ドーナツ化現象で児童減る福岡市中心部 ／福岡
218 1994年1月13日 朝刊 京都 00528文字 跡地活用で審議会 小学校統廃合進む京都市 ／京都
219 1994年1月20日 朝刊 大阪 00899文字 ４地域で公立夜間中開設めざす 大阪教組、府教委と本格交渉へ／大阪
220 1994年1月24日 朝刊 福岡 00480文字 今春の小学校の新入生、１万４０００人台割り込む 福岡市 ／福岡
221 1994年1月24日 朝刊 教育 8 01400文字 不登校生の山村留学減る 受け入れ側が慎重に ９３年度、全体は増加
222 1994年3月10日 朝刊 岡山 00277文字 中井中学と巨瀬中学の統合は「推進」 高梁市教育長示す ／岡山
223 1994年3月26日 朝刊 兵庫 00795文字 児童激減で校史に幕 過疎化の神戸都心４小学校、統廃合 ／兵庫
224 1994年3月26日 朝刊 福岡 00409文字 小・中８校を４校へ 門司港地区学校統廃合で市準備委答申 ／福岡
225 1994年4月6日 朝刊 茨城 01107文字 岩井市長選、両候補の横顔 石塚仁太郎候補と吉原英一候補 ／茨城
226 1994年4月6日 夕刊 １社 13 00559文字 統合の新設校、校歌がなくても元気はあるぞ 都内の小学校で入学式
227 1994年4月8日 朝刊 兵庫 00674文字 影落とす統廃合の“つけ” 佐用の利神小学校が開校 ／兵庫
228 1994年4月17日 朝刊 奈良 00577文字 五条市田園に「公立中をつくる会」 住民ら２４日結成総会 ／奈良
229 1994年4月25日 朝刊 栃木 00395文字 ４中学を一校に統合 「生徒増の要因ない」 粟野町学校整備審／栃木
230 1994年5月8日 朝刊 東京 01131文字 千代田区の予算、領収証偽造し決算報告 住民たちは監査請求へ／東京
231 1994年6月15日 朝刊 東京 00244文字 臨海副都心に学校 ９６年４月開校 ／東京
232 1994年6月21日 朝刊 東京 00310文字 記念アルバム一部返却 統廃合で区に抗議 旧永田町小の保護者／東京
233 1994年7月1日 朝刊 大阪 00324文字 統合で９５年春廃校 明治６年創立の精華小学校 ／大阪
234 1994年7月18日 朝刊 東京 00362文字 統廃合などで不要のイスと机、エクアドルへ 港区の小学校／東京
235 1994年8月21日 朝刊 １社 27 02993文字 学校規模、過疎地並み 「超少子社会」の予感 臨海副都心（第２報）
236 1994年9月26日 夕刊 １社 13 01123文字 オモニたちの願いかなった 生野のまちに公立「夜間中学」【大阪】
237 1994年10月5日 朝刊 京都 00349文字 学校跡地利用で京都市に要望書提出 統廃合を考える会 ／京都
238 1994年10月6日 朝刊 東京 00283文字 境北・桜堤小を９７年度に統合 武蔵野市教育委員会 ／東京
239 1994年10月12日 朝刊 東京 00575文字 来春から神明小を御成門小に統合 港区教委 ／東京
240 1994年12月3日 朝刊 福岡 00437文字 黒川小を廃校し統合へ ５日開会の議会に提案 甘木市 ／福岡
241 1995年1月12日 朝刊 １社 35 01576文字 ウチの中学、いじめと無縁 「生徒募集」手作り 千代田区の今川中
242 1995年1月21日 朝刊 宮城 00275文字 「地域に開放を」 仙台の２中学統合で協議会の答申発表 ／宮城
243 1995年2月24日 朝刊 栃木 00522文字 小学校２７校を２２校に再編 足利市通学区域検討委が答申 ／栃木
244 1995年2月26日 朝刊 東京 00524文字 新宿の四谷五小、児童数減少で１２０年の歴史に幕 ／東京
245 1995年3月14日 夕刊 ２社 6 00433文字 門司の４小で最後の卒業式 児童減少による学校の統廃合 【西部】
246 1995年3月19日 朝刊 茨城 00548文字 校史１２０年、最後の卒業式 統合で廃校の大子・初原小 ／茨城
247 1995年3月19日 朝刊 静岡 00632文字 生徒減少で統廃合、半世紀の歴史に幕 南伊豆町立南上中学校 ／静岡
248 1995年3月19日 朝刊 広島 00860文字 落語の福ちゃん「トリ」に 斎島の母校、卒業とともに廃校 ／広島
249 1995年3月25日 朝刊 京都 00536文字 京都市の８小学校統廃合（ＥＹＥあいＥＹＥ） ／京都
250 1995年4月15日 朝刊 東京 01284文字 ６人が立候補準備 千代田区議選（９５首都の地方選） ／東京
251 1995年5月13日 朝刊 京都 00485文字 「大内小と安寧小の統合を」 京都市教委へ自治連合会が要望署／京都
252 1995年5月19日 朝刊 京都 00701文字 閉校校舎で「芸術祭典」 京都市内３カ所で音楽など４部門 ／京都
253 1995年5月26日 朝刊 京都 00229文字 「防災機能を重視」 小学廃校跡地利用で京都市 ／京都
254 1995年6月8日 朝刊 山梨 00612文字 甲府市が学区編成で審議会 児童減少、地域に格差 ／山梨
255 1995年6月30日 朝刊 福岡 01263文字 いじめ問題（有権者から政策を問う 参院選：４） ／福岡
256 1995年8月24日 朝刊 山梨 00278文字 小中学区編成の審議会を設置 甲府市教委 ／山梨
257 1995年9月15日 朝刊 兵庫 00357文字 長田区の２小学校と２中学校が統廃合へ ／兵庫
258 1995年9月30日 朝刊 栃木 00611文字 分校統合など重点に 小・中通学区再編で方針 足利市教委 ／栃木
259 1995年11月20日 朝刊 愛知 00408文字 設楽町長に後藤米治氏再選 ／愛知
260 1995年11月25日 朝刊 京都 00495文字 来秋までに活用案 都心の小学校統廃合跡地 京都市 ／京都
261 1995年11月28日 朝刊 山梨 00246文字 通学区域など三項目を諮問 甲府市教委が学校適正配置審議会に／山梨
262 1995年12月7日 朝刊 東京 00594文字 学校統廃合めぐる訴訟で旧永田町小の父母敗訴 東京地裁 ／東京
263 1996年2月8日 朝刊 京都 01542文字 小学校跡地（このまちで：１４ ９６京都市長選） ／京都
264 1996年2月20日 朝刊 東京 01461文字 「夕焼小焼」の里に山村留学できるかも 市教委検討中 八王子／東京
265 1996年2月21日 朝刊 １総 1 01366文字 統廃合 ４分校が消えた（限界集落 地域社会はいま：３） 【大阪】
266 1996年2月28日 朝刊 山梨 00472文字 甲府市の小中学校、統廃合含め学区再編成 審議は新年度に ／山梨
267 1996年3月5日 朝刊 福岡２ 01286文字 学校統廃合 失う面影に後ろめたさ 沢田裕子（新はかた考）／福岡
268 1996年3月23日 朝刊 茨城 02473文字 少子化で学校も「リストラ」 生き残り図り小中同居 ／茨城
269 1996年5月17日 朝刊 東京 01356文字 児童数多いのになぜ廃校に 保護者ら撤回要求 渋谷区の大向小／東京
270 1996年5月18日 朝刊 山梨 00547文字 学区再編へ小委設置 規模の格差拡大で甲府市教委学校配置審 ／山梨
271 1996年5月28日 朝刊 福岡 00719文字 冷泉小の存続を陳情 「山笠など継承に支障」 自治連合会 ／福岡
272 1996年7月11日 朝刊 東京 01040文字 港区で統合予定の中学校の父母ら、日銀に用地譲渡を要請 ／東京
273 1996年10月25日 朝刊 福岡 00617文字 住民が市教委に意見「まず定住化対策を」 博多区小学校統廃合／福岡
274 1996年11月12日 朝刊 宮城 00965文字 さよなら思い出の母校 七ケ宿・湯原中が閉校記念式 ／宮城
275 1996年11月12日 朝刊 福岡 02061文字 博多部で始動、４小学校の統廃合計画 地域づくりも視野に ／福岡
276 1996年11月20日 朝刊 東京 00228文字 日暮里地区の４中学校統合へ 荒川区教委 ／東京
277 1996年11月27日 朝刊 東京 00211文字 小、中学校統合案に文教委は賛成多数 渋谷区議会 ／東京
278 1996年11月30日 朝刊 東京 01173文字 渋谷区の３小学校・２中学校、来年４月に統廃合 区議会可決 ／東京
279 1996年12月1日 朝刊 京都 00461文字 商店街で体験学習 来春で閉校の待賢小 上京区 ／京都
280 1996年12月5日 夕刊 ２社 8 00570文字 古き博多の写真提供呼びかけアルバム作り 大浜小学校区 【西部】
281 1996年12月7日 朝刊 東京 00368文字 ３選目指し出馬表明 木村・千代田区長 ／東京
282 1996年12月10日 朝刊 東京 00304文字 小山隆太郎氏、きょう再出馬を表明 千代田区長選 ／東京
283 1996年12月18日 朝刊 福岡 01304文字 ４小学校が来年統廃合 思い出写真に 豊前市（ねっとわーく）／福岡
284 1997年1月10日 朝刊 道内地域版 00465文字 北村の小学校が１校に 離農・少子化響き５校を統廃合 ／北海道
285 1997年1月10日 朝刊 福岡 00508文字 初の校区代表者会議開く 協議推進を決定 博多区の４小統廃合／福岡
286 1997年1月24日 朝刊 福岡 01613文字 減少に歯止めかからず 福岡市の小中学校入学予定者 ／福岡
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287 1997年1月25日 朝刊 東京 00768文字 現職・２新顔の争いか 千代田区長選あす告示 区議補選も ／東京
288 1997年1月29日 朝刊 広島 00786文字 山の小学校で学ぼう 寄宿の児童を募る 上下町・階見小 ／広島
289 1997年1月30日 朝刊 新潟 00375文字 新潟市立礎小、新潟小と統合 審議会が変更答申 ／新潟
290 1997年2月3日 朝刊 東京 02002文字 千代田区長に木村茂氏 大差で２氏破り３選 ／東京
291 1997年2月5日 朝刊 山形 00219文字 町・議会側が却下求める 舟形・長沢中学校の統合訴訟 ／山形
292 1997年2月6日 朝刊 京都 01105文字 廃校活用進まず 月内に検討結果 京都市中心部小学校統廃合 ／京都
293 1997年2月14日 朝刊 新潟 01027文字 思い出、ビデオに収めた 新年度に統廃合の栃尾・比礼小 ／新潟
294 1997年2月16日 朝刊 京都 01013文字 小学校の記録残そう 統廃合進む京都市内で校史や文集作り ／京都
295 1997年3月4日 朝刊 福岡 00874文字 博多部の伝統生かして 建設位置焦点に ４小学校の統廃合問題／福岡
296 1997年3月4日 朝刊 ２社 30 00610文字 伝統の４小学校統合へ 福岡市の中心部空洞化で 【西部】
297 1997年3月6日 夕刊 １社 11 00953文字 奈良屋小統廃合機に福岡大空襲の傷あと残そう 婦人団体要請【西部】
298 1997年3月8日 朝刊 新潟 01771文字 小中校進む統廃合、校舎の活用が難題（ワイド・アングル） ／新潟
299 1997年3月13日 夕刊 ２社 10 00179文字 福岡市中心部の小学校統廃合 【西部】
300 1997年3月13日 夕刊 １社 19 01572文字 統廃合のうわさで？入学予定者が７人に 東京・足立区立柳原小
301 1997年3月14日 朝刊 長崎 00389文字 閉校前に９００人集いさよならフェスタ 長崎・勝山小 ／長崎
302 1997年3月18日 朝刊 福岡 00316文字 ４小学校統廃合問題で１１項目を要望 市教委に母親ら ／福岡
303 1997年3月18日 朝刊 長崎 01667文字 ドーナツ化現象で統廃合 長崎市の３小学校（見る聞く探る） ／長崎
304 1997年3月20日 朝刊 新潟 00774文字 １２０年超す歴史に幕、最後の卒業式 牧・大島両村で統廃合 ／新潟
305 1997年3月20日 朝刊 長崎 01330文字 思い出、胸いっぱいに 県内公立小学校で卒業式 ／長崎
306 1997年3月22日 朝刊 福島 00578文字 ２万８千人の児童が巣立ち 公立小学校 ／福島
307 1997年3月22日 朝刊 京都 00482文字 「忘れない、いつまでも心に」 統廃合６小も卒業式 京都市 ／京都
308 1997年3月26日 朝刊 福岡 00678文字 奈良屋小跡地軸に調整 小学校統廃合で新校候補地 福岡市教委／福岡
309 1997年3月27日 朝刊 岐阜 01115文字 木造校舎の４０年に幕 板取村の２小学校統廃合 ／岐阜
310 1997年3月27日 朝刊 富山 00398文字 最後の統合校、もうすぐ開校 入善の桃李小学校 ／富山
311 1997年3月30日 朝刊 大分 00424文字 新校舎の音楽室やパソコン、地域の住民に開放 上浦町の東雲中／大分
312 1997年3月30日 朝刊 岡山 01551文字 児童減り百人前後に 岡山市の３小学校（リポートおかやま） ／岡山
313 1997年4月7日 朝刊 道内地域版 00798文字 ４校で新入生が一人きり 温かく見守る地元 豊浦の９小学校／北海道
314 1997年4月7日 朝刊 東京 01691文字 復活の願い４年 旧千代田区立永田町小（ルポ・都市の鼓動） ／東京
315 1997年4月8日 朝刊 福井 01178文字 みんな仲間だ！詠子ちゃん 敦賀・赤崎小に新入生一人 ／福井
316 1997年4月8日 朝刊 長崎 00545文字 期待に胸を膨らませ 小中学校始業式、開校の２校でも決意新た／長崎
317 1997年4月15日 朝刊 東京 01002文字 校歌決まらず５年目の春 ９３年に永田町小と統合の番町小 ／東京
318 1997年4月16日 朝刊 ２社 26 00093文字 新学校の場所、奈良屋小跡に ４小統合で福岡市教委 【西部】
319 1997年4月18日 朝刊 福岡 00706文字 新校は奈良屋小跡に 全校区受け入れ方針 博多部の４小統廃合／福岡
320 1997年4月22日 朝刊 山梨 00578文字 小学校６、７校が妥当 甲府市立学校適正配置審小委の提案書 ／山梨
321 1997年4月29日 朝刊 富山 00221文字 小学校の統廃合で中間報告まとめる 富山市通学区域審 ／富山
322 1997年4月29日 朝刊 福岡 00360文字 博多部４小学校統合、来月準備会議 児童５００人の博多小に？／福岡
323 1997年6月7日 朝刊 広島 01087文字 過疎で活躍の先生頑張れ 応援団「野の教育塾」誕生 三次 ／広島
324 1997年6月17日 朝刊 大分 00237文字 ７校を２校に中学再編成へ 玖珠町議会で教育長 ／大分
325 1997年6月21日 朝刊 高知 00394文字 ４小学校の統廃合、保護者と来月懇談 高知市議会で教育長 ／高知
326 1997年6月21日 朝刊 東京 00437文字 文京区で初の小・中学校統合 子供減少で来年４月に ／東京
327 1997年7月9日 朝刊 福岡 01445文字 福岡市・博多部の４小学校統廃合（ねっとわーく） ／西部・共通
328 1997年7月12日 朝刊 京都 00556文字 立誠小跡地、アートセンターに 京都の芸術家らの団体が構想 ／京都
329 1997年7月23日 朝刊 山梨 00195文字 市東南部の小学校の分離、新設を答申 甲府市教委の審議会 ／山梨
330 1997年7月23日 朝刊 長崎 00249文字 別れ惜しむ中、長崎市の旧磨屋小解体 ／長崎
331 1997年8月20日 朝刊 山梨 00553文字 中央部の小学校削減へ 甲府市教委「審議会」答申 ／山梨
332 1997年8月27日 朝刊 鳥取 01001文字 鹿野町 川瀬保男さん（町村長に聞く：８） ／鳥取
333 1997年8月28日 朝刊 東京 00371文字 六本木中が来年春開校 人口減少で２校統合 ／東京
334 1997年9月10日 朝刊 福岡 00491文字 博多小準備費など盛る ６０議案を上程 福岡市議会開会 ／福岡
335 1997年10月30日 朝刊 京都 00383文字 修徳小学校跡地に福祉施設や図書館 京都市の審議会が承認 ／京都
336 1997年11月7日 朝刊 福岡 00429文字 「博多小」新校舎の設計、「提案競技」を初採用 福岡市教委 ／福岡
337 1997年11月8日 朝刊 東京 00400文字 北海道で勉強しませんか 広尾町の学校が海浜留学生を募集 ／東京
338 1997年11月16日 朝刊 東京 00922文字 学校跡地どう使おう 多摩ニュータウンで相次ぐ統廃合 ／東京
339 1997年11月20日 朝刊 ＧＫ 21 02465文字 校舎に光を！ 変わりだした学校のデザイン（ニュース・スナップ）
340 1997年12月4日 朝刊 愛媛 00575文字 金砂小学校、来春閉校に 児童減で歴史１２０年に幕 伊予三島／愛媛
341 1997年12月6日 朝刊 長崎 00465文字 小学校の統廃合の対象校決める 長崎市教委 ／長崎
342 1997年12月10日 朝刊 山梨 00324文字 いじめ・進学の相談、ホームページで 甲府市小中学校ＰＴＡ連／山梨
343 1998年1月10日 朝刊 １総 1 00538文字 どの小学校にも通学ＯＫ 三重・紀宝町、区域制廃止へ 【名古屋】
344 1998年1月20日 朝刊 愛知 00476文字 統廃合も視野に、小規模校見直し 市内の小中学校 ／愛知
345 1998年1月27日 朝刊 広島 00311文字 県内の５小・中学校、３月末で休・廃校 ／広島
346 1998年1月28日 夕刊 ２社 14 01171文字 古都中心部の廃校跡地再生へ激論 思惑食い違い、計画難航も【大阪】
347 1998年1月28日 朝刊 徳島 02003文字 お年寄り乗せ、スクールバスが行く 上勝町（徳島ＴＯＤＡＹ）／徳島
348 1998年2月3日 朝刊 岐阜 01559文字 統廃合の動きに住民反発 岐阜市内２小中学校（リポート岐阜）／岐阜
349 1998年2月3日 朝刊 山形 00736文字 生徒ら「廃校停止を」 舟形の長沢中問題で申立書 ／山形
350 1998年2月4日 朝刊 栃木 00177文字 小学校４４４校に 統廃合と新設発表 ／栃木
351 1998年2月5日 朝刊 山形 00138文字 取り消し求め生徒らが提訴 舟形町の中学統廃合問題 ／山形
352 1998年2月11日 朝刊 山梨 00410文字 小中学校の学区見直しへ 大月市が検討委 ／山梨
353 1998年2月17日 朝刊 兵庫 00682文字 松が丘南小、統廃合へ 明石市教委、地元と話し合い始める ／兵庫
354 1998年2月18日 朝刊 東京 00334文字 牛込原町・牛込仲之、２小を統合 新宿区教委が発表 ／東京
355 1998年2月21日 朝刊 三重 00957文字 過疎さびし２校が休校 小中統廃合さらに 東紀州で４年連続 ／三重
356 1998年2月25日 朝刊 福井 00623文字 丸岡中の２校化答申 放火容疑事件以前に方針 検討委 ／福井
357 1998年3月5日 朝刊 岐阜 00268文字 小中学校統合「適当」の答申 岐阜市教委に審議会 ／岐阜
358 1998年3月6日 朝刊 島根 00357文字 １０年かけて小・中統合 益田市教委明かす ／島根
359 1998年3月10日 朝刊 山形 00312文字 県教委があっせん、町と保護者側あす会談 舟形の中学校統廃合／山形
360 1998年3月18日 夕刊 ２社 6 00370文字 歴史刻んだ校舎、最後の卒業式 福岡市の奈良屋小 【西部】
361 1998年3月20日 朝刊 岡山 00539文字 規模適正化へ統廃合を 笠岡市学区審答申 島しょ部の小中学校／岡山
362 1998年3月21日 朝刊 山形 00384文字 生徒指導の専任など教職員二人を増員へ 舟形の中学校統廃合 ／山形
363 1998年3月24日 朝刊 兵庫 00274文字 松が丘南小統廃合、市議会委で報告 明石市教委 ／兵庫
364 1998年3月24日 朝刊 京都 00453文字 小学校卒業式、府内１万８５００人巣立つ 新町小など３校で初／京都
365 1998年3月25日 朝刊 福岡 00429文字 宗像のマンモス校・河東小でお別れ集会 新設校に通う級友送る／福岡
366 1998年3月25日 朝刊 新潟 00930文字 最初と最後の卒業式、それぞれの巣立ち ／新潟
367 1998年3月26日 朝刊 山形 00695文字 舟形中入学式を拒否 親子ら、町教委などに通知 長沢中統廃合／山形
368 1998年3月27日 朝刊 富山 00362文字 小学校の適正配置で答申案 富山市の審議会 ／富山
369 1998年4月11日 朝刊 東京 00394文字 ６小学校統合示す 江東区で区立学校統廃合答申 ／東京
370 1998年6月10日 朝刊 長野 01062文字 長野市街地の小学校統廃合に難題 ドーナツ化現象児童数の減少／長野

1998年9月20日 朝刊 京都 01766文字 なぜ急ぐの？ 小学校統廃合問題で揺れる京北町（前線診断） ／京都
371 1998年10月6日 朝刊 山梨 00326文字 「学区の変更、当面行わず」 大月市の小中検討委 ／山梨
372 1998年12月2日 朝刊 長野 00436文字 鍋屋田小を廃校 長野市の学校統廃合 ／長野
373 1999年10月2日 朝刊 埼玉 34 00889文字 ４小学校を２校に 統廃合し新校舎建設 春日部市武里地区 ／埼玉
374 1999年10月2日 朝刊 埼玉 34 00889文字 ４小学校を２校に 統廃合し新校舎建設 春日部市武里地区 ／埼玉
375 1999年10月21日 朝刊 東京 35 00468文字 小学校を３校減 来年度末、４１校に 北区教委 ／東京
376 1999年12月18日 朝刊 岩手 27 00903文字 県合唱コンで金 来春廃校、宮古・花輪中学神倉分校 ／岩手
377 2000年1月18日 朝刊 道内地域版 29 00360文字 中学校３校を統廃合の方針 小樽市議会で審議 ／北海道
378 2000年1月20日 朝刊 長野 27 01285文字 長野市の小学校統廃合 跡地利用など問題多く（反射鏡） ／長野
379 2000年3月5日 朝刊 広島 37 00791文字 統合対象に１８小学校、まず９校が地元協議へ 呉市教委 ／広島
380 2000年7月4日 朝刊 多摩１ 35 00540文字 児童・生徒減少で統廃合、２００２年度実施めざす 八王子市／東京
381 2000年7月7日 朝刊 長崎１ 29 00389文字 立神小の統合、検討協同意 長崎市長に報告書提出 ／長崎
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382 2000年9月25日 朝刊 多摩１ 37 01120文字 来春は転校ラッシュ？（気分は西東京 新市の風景） ／東京
383 2000年11月24日 朝刊 栃木１ 37 00575文字 宇都宮市小中学校の通学区域見直しへ 懇談会置き規模を協議／栃木
384 2000年12月12日 朝刊 栃木１ 35 00528文字 市民団体、西小廃校条例案可決なら法廷闘争も 足利 ／栃木
385 2001年1月10日 朝刊 大分１ 29 00450文字 組織改編し、体制強化へ 来年度から 大分市教委 ／大分
386 2001年1月26日 朝刊 多摩１ 31 00462文字 小学校５校を統合へ 八王子市、鹿島・松が谷・館２地域と ／東京
387 2001年2月5日 朝刊 栃木１ 37 02105文字 足利・西小の廃校問題、法廷の場に（解像とちぎ） ／栃木
388 2001年2月17日 朝刊 栃木１ 31 00672文字 「小学校の統廃合は教育に効果」 足利市、保護者らに反論 ／栃木
389 2001年2月25日 朝刊 長野１ 33 00642文字 中心市街地３小学校の統廃合巡り市民会議 長野市 ／長野
390 2001年3月11日 朝刊 岩手１ 37 00438文字 １００年超す歴史に幕 北上教育事務所管内の４小学校閉鎖 ／岩手
391 2001年3月23日 朝刊 栃木１ 35 00777文字 「西小廃校条例の撤回」案、本会議でも否決 足利市議会 ／栃木
392 2001年5月25日 朝刊 静岡２ 30 00382文字 静岡市内の小学校、６校を３校に統合 審議会が年度内に答申／静岡
393 2001年5月31日 朝刊 栃木１ 35 00307文字 学校適性規模の提言書を提出 懇談会、宇都宮市へ ／栃木
394 2001年6月6日 朝刊 香川２ 24 00319文字 高松市の小中校、適正規模は１２∼２４学級 中間報告 ／香川
395 2001年6月16日 朝刊 大分１ 29 00377文字 荷揚町小、統廃合対象校に 大分市教委、検討委で素案作成 ／大分
396 2001年7月31日 朝刊 北海道１ 29 00557文字 新校は福祉施設も ４小学校統廃合計画 札幌市予算案 ／北海道
397 2001年9月7日 朝刊 静岡１ 35 00350文字 静岡市中心部の４小学校を２校に統合 市審議会が答申 ／静岡
398 2001年11月7日 朝刊 山梨１ 29 01094文字 定住政策（まちを考える 第２部見えないビジョン：２） ／山梨
399 2002年2月1日 朝刊 栃木２ 34 00893文字 通学区域、全面的見直しへ 宇都宮市教委（きょういく２１）／栃木
400 2002年5月18日 朝刊 山梨１ 35 00641文字 甲府市中央部の「小学校再編構想早く」（まちを考える） ／山梨
401 2002年5月22日 朝刊 大阪１ 28 00288文字 小学校を９校に統廃合 摂津市審議会、答申書を提出 ／大阪
402 2002年6月5日 朝刊 山梨１ 31 00453文字 甲府市中心部の４小統合 ０５年度に新設校、春日小の場所に／山梨
403 2002年8月3日 朝刊 大分１ 31 00258文字 適正配置は５校が該当 大分市検討委まとめ ／大分
404 2002年8月8日 朝刊 大分１ 27 00139文字 適正配置校の報告書を提出 大分市の検討委 ／大分
405 2002年8月22日 朝刊 富山２ 28 00887文字 統合問題で協議会設立 富山市・芝園中校区の４小学校 ／富山
406 2002年9月6日 朝刊 栃木２ 34 01515文字 通学区規制を緩和 佐野市教委（きょういく２１） ／栃木
407 2002年10月1日 朝刊 群馬１ 35 00808文字 通う小中学校、自由に選んで 前橋市、０４年度から全校で ／群馬
408 2002年10月5日 朝刊 静岡１ 31 00576文字 校長ら「推進」大勢 浜松市立小統廃合問題 ／静岡
409 2002年10月20日 朝刊 静岡１ 37 01402文字 「小規模特認校」消える？ 浜松市（現場から 教育はいま）／静岡
410 2002年10月22日 朝刊 多摩１ 31 00204文字 学校選択制導入を答申 八王子市の審議会 ／東京
411 2002年10月24日 朝刊 多摩１ 31 00480文字 八王子市の学校選択制、０４年度導入 隣接小・全中学通学可／東京
412 2002年10月25日 朝刊 香川１ 28 00680文字 市立中学「選択制」に 学区域廃止、善通寺市が来春から ／香川
413 2002年11月15日 朝刊 神奈川１ 31 00560文字 小中の学区自由化、川崎市長が構想 「教師を重点配置」 ／神奈川
414 2003年2月19日 朝刊 多摩１ 27 00385文字 市教委「当面２校に」 八王子市の３校統廃合問題 ／東京
415 2003年4月18日 朝刊 大分１ 27 01060文字 大分市政の課題：下（２００３統一地方選） ／大分
416 2003年6月15日 朝刊 山梨１ 33 00412文字 「適正規模化」で市長対話実施へ 甲府の小学校 ／山梨
417 2003年6月15日 朝刊 山梨１ 33 00412文字 「適正規模化」で市長対話実施へ 甲府の小学校 ／山梨
418 2003年6月17日 朝刊 東京２ 34 00267文字 これからの学校、２５人が検討 豊島区教委が懇話会設置 ／東京
419 2003年6月26日 朝刊 東京１ 35 00461文字 ３中学統合の方針 目黒区教育委、説明会開き場所検討へ ／東京
420 2003年6月29日 朝刊 山梨１ 37 00677文字 「市長対話」で保護者ら意見 甲府の小学校「適正規模化」 ／山梨
421 2003年7月22日 夕刊 １総合 1 00431文字 小・中の統廃合、検討へ 小規模化進み弊害 大阪市教委 【大阪】
422 2003年7月23日 朝刊 北海道１ 29 01162文字 通学バス経路に思案 来年度統合・開校、札幌の資生館小 ／北海道
423 2003年8月21日 朝刊 香川１ 26 00495文字 「中心部の８校、統合を」 高松市小中学校配置審議会 ／香川

2003年8月28日 朝刊 青森１ 33 00439文字 橋本小の統合に妥当の判断示す 青森市教委検討チーム ／青森
424 2003年9月6日 朝刊 香川１ 28 00758文字 保護者ら、反発や注文 高松市中心部の小中学校統合で説明会／香川
425 2003年10月2日 朝刊 千葉２ 30 00280文字 千葉市が小学校統廃合 児童減で０６年度に１校 ／千葉
426 2003年11月13日 朝刊 香川１ 28 00636文字 小中校統廃合、年内最終答申は困難に 高松市審議会 ／香川
427 2003年11月20日 朝刊 東京１ 35 00356文字 大田区の２小学校統合 北蒲小・蓮沼小、０５年春近隣校と ／東京
428 2003年11月27日 朝刊 栃木１ 31 00401文字 ２小が統廃合視野「特認」 宇都宮の小中校学区見直し案 ／栃木
429 2003年12月13日 朝刊 東京１ 31 00560文字 港区飯倉小の廃校巡り区議会紛糾 賛否同数、議長裁決で混乱／東京
430 2003年12月18日 朝刊 香川１ 28 00361文字 綾上町の５小学校、１校に統合 ０５年度 ／香川
431 2004年2月18日 朝刊 東京１ 31 00333文字 光が丘の小中校、再編案を決定へ 練馬区 ／東京
432 2004年2月21日 朝刊 山梨１ 27 00595文字 甲府市立小統廃合、ＪＲ南側を４校に 北側３校は存続要望 ／山梨
433 2004年3月23日 朝刊 栃木１ 31 00464文字 通学区域再編で審議会に諮問 栃木、小学校統合図る ／栃木
434 2004年4月6日 朝刊 神奈川１ 31 01085文字 小規模校「適正規模」へ再編統合 横浜と川崎の市教委 ／神奈川
435 2004年4月10日 朝刊 東京２ 30 01344文字 広がる学校選択制 新入生、激減校も（きょういく東京） ／東京
436 2004年5月1日 朝刊 東京２ 26 01531文字 統廃合、教師減らさず適正規模に 藤原和博（杉並校長日記）／東京
437 2004年6月8日 朝刊 東京１ 29 00543文字 「小・大規模校、解消を」 杉並区教委が小中校配置案 ／東京
438 2004年7月7日 朝刊 香川２ 25 00219文字 小中学校統廃合、「地域の意見を」 県教組高松支部申入書 ／香川
439 2004年8月25日 朝刊 高知１ 32 00441文字 適正な学校規模検討へ初会合 県教委 ／高知
440 2004年8月27日 朝刊 香川１ 26 00682文字 ６小を２校、２中は１校 統合へ最終答申 高松市の審議会 ／香川
441 2004年8月31日 朝刊 香川１ 32 00325文字 小中校統合答申で説明会 あすから高松市教委 ／香川
442 2004年9月4日 朝刊 栃木１ 31 00481文字 小中学校の通学区域、緩和へ 宇都宮市教委 ／栃木
443 2004年9月27日 夕刊 ２総合 10 00253文字 「１１小学校の統廃合促進を」 大阪市の審議会答申 【大阪】
444 2004年10月19日 朝刊 ３社会 37 00694文字 「統合」が来た：１ 新校名（がっこう ２００４ 第８５回）
445 2004年10月19日 朝刊 東京１ 31 00664文字 区立小中、再編へ削減案 中野区教委、１９年度まで ／東京
446 2005年2月22日 朝刊 東京１ 31 00421文字 小中、幼稚園を統廃合へ 練馬区教委、規模格差是正目的に ／東京
447 2005年3月21日 朝刊 香川１ 28 01409文字 ああ廃校 消える地域のより所 綾上町の５小学校 ／香川
448 2005年4月14日 朝刊 １道 25 00946文字 「廃校防げ」空き家格安賃貸 旭川・農村地帯の住民組織、小学生持つ世帯に

／北海道
449 2005年5月14日 朝刊 和歌山３・１地方 32 00268文字 審議会の委員、２人を募集中 海南市教委 ／和歌山県
450 2005年6月14日 朝刊 東京都心・１地方 35 00686文字 小中学校に廃校の荒波 「７∼９校過剰」 多摩市教委、審議会答申案 ／東京

都
451 2005年10月2日 朝刊 広島１・２地方 29 00806文字 （やまびこ）小学校の廃校 「生き生き」新生活願う ／広島県
452 2005年10月26日 朝刊 東京東部・１地方 31 00869文字 台東小、来年３月閉校 金曽木小と統合へ 区議会決定 ／東京都
453 2005年12月23日 朝刊 和歌山３・１地方 24 00626文字 学校規模、適正に 県教委、報告書の素案発表 義務教育ビジョン ／和歌山県
454 2006年3月16日 朝刊 山梨全県・１地方 35 00319文字 １５市立小を５校、５中学を３校に 大月市教委に答申 学校適正配置審 ／山

梨県
2006年4月29日 朝刊 岐阜全県・１地方 27 01502文字 （まちはいずこへ 合併後の姿：１）旧町村、進む過疎 仕事・学校「中心部」／

岐阜県
455 2006年5月31日 朝刊 広島１・１地方 32 00689文字 東広島市、新庁舎建設は見送り 蔵田市長「独自色出せた」 ０６年度予算案

／広島県
456 2006年6月17日 朝刊 和歌山２・１地方 28 00488文字 県教委、公立小中学校の適正規模で指針 統廃合へ積極姿勢 ／和歌山県
457 2006年7月5日 朝刊 愛媛全県・１地方 28 00605文字 ２９小中校を１９校へ 愛南町教委、統廃合計画 ／愛媛県
458 2006年7月7日 朝刊 山口・２地方 30 00390文字 小中学校再編で適正規模を検討 山陽小野田市検討委 ／山口県
459 2006年7月19日 朝刊 山梨全県・１地方 35 00687文字 「基準」作りへ検討委 小中学校の適正な規模話し合う 県教委、３月に報告書

／山梨県
460 2006年7月31日 朝刊 山梨全県・１地方 27 01481文字 （リポート山梨）財政効率か個々の教育か 存廃に揺れる芦川小・中学校 ／山

梨県
461 2006年9月22日 朝刊 都・２地方 34 01789文字 （きょういく＠東京）公園の存廃巡り紛糾、２中学統合用地に 文京区
462 2006年10月7日 朝刊 山口・２地方 30 00361文字 小中学校の統廃合に言及 山陽小野田市検討委が答申 ／山口県
463 2006年10月20日 朝刊 宮城全県・１地方 27 00870文字 愛宕・五橋中、統合へ 生徒減 検討委ほぼ合意 東二番丁・立町小も検討 ／

宮城県
464 2006年11月15日 朝刊 千葉・１地方 35 00353文字 １１学級以下は統廃合対象に 千葉市の学校検討委 ／千葉県
465 2006年11月21日 朝刊 宮城全県・１地方 35 00536文字 野村小・東六郷小など統廃合へ 検討委員会 ／宮城県
466 2006年12月2日 朝刊 富山全県・１地方 27 00718文字 小学１３校を９校に、魚津市教育審が答申 松倉・坪野の統合など ／富山県
467 2006年12月12日 朝刊 山梨全県・２地方 34 00276文字 小中学校の再編、合併受け検討へ 富士河口湖町 ／山梨県
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468 2007年1月27日 朝刊 山梨全県・１地方 31 00583文字 １学級適正規模「２０人程度以上」 小中学校、検討委が意見集約 ／山梨県
469 2007年2月16日 朝刊 和歌山２・１地方 20 01455文字 進む少子化、再編加速 ７割、国基準規模満たず 統廃合進む公立小中 ／和歌

山県
470 2007年2月16日 朝刊 和歌山全県・２地方 21 01897文字 本人・周囲、思い交錯 統廃合進む公立小中 ／和歌山県
471 2007年2月18日 朝刊 和歌山２・１地方 24 01394文字 公立小中統廃合、どう考える 学識経験者と教職員組合幹部に聞く ／和歌山県
472 2007年3月3日 夕刊 １社会 9 01629文字 公立小中一貫、九州でも続々 子供・教師、交流密に 教育に新風？高まる関心

【西部】
473 2007年6月6日 朝刊 福島中会・１地方 23 00238文字 小学校統廃合、２５校を２１校に 来年度、田村市方針 ／福島県
474 2007年6月9日 朝刊 ２社会 34 02594文字 危ない校舎、対策苦心 「地震で倒壊」４千棟 教委「公表は不安あおる」
475 2007年6月14日 朝刊 富山全県・２地方 30 00440文字 「相当な時間要する」 小学校統廃合で教育長 魚津市議会 ／富山県
476 2007年6月28日 朝刊 富山全県・１地方 29 00429文字 規模適正化説明会を開始 小学校統廃合で魚津市教委 経田では約３０人出席

／富山県
477 2007年7月17日 朝刊 オピニオン２ 8 01270文字 （私の視点）学校選択制 公平な学校間競争は不可能 中川登志男
478 2007年7月26日 朝刊 広島１・１地方 29 01056文字 跡地、民間売却へ 呉市の学校統廃合、苦しい財政状況で方針 自治会が反対

／広島県
479 2007年8月28日 朝刊 北海道総合 28 00685文字 夕張市、小学校も１校に ３年めど、児童減少とまらず ／北海道
480 2007年8月28日 朝刊 宮崎全県・１地方 31 00534文字 ２保育所と１幼稚園を一元化、小学２校と中学１校を統廃合 北郷町の審議会

／宮崎県
481 2007年8月29日 朝刊 １道 25 00184文字 小学校の１校化、市議会委に提案 夕張市教委 ／北海道
482 2007年9月1日 朝刊 富山全県・１地方 27 00251文字 「地域分断しない統合検討」 小学校統廃合で沢崎・魚津市長 ／富山県
483 2007年9月4日 朝刊 山梨全県・１地方 27 00213文字 棡原中と西原中、上野原中学校に統合 来年４月から ／山梨県
484 2007年9月8日 朝刊 １道 31 00286文字 小中学校各１校化、夕張市説明会 保護者らから懸念の声も ／北海道
485 2007年9月9日 朝刊 高知全県・１地方 28 00284文字 新堀小と合併統合へ 追手前小の存続考える会、意見交換で市長の意向に困惑

／高知県
486 2007年9月12日 朝刊 宮崎全県・１地方 29 00409文字 串間６中学、１校に 市教委方針、少子化で１２年度統合 ／宮崎県
487 2007年9月15日 朝刊 むさしの・１地方 29 00282文字 小学校統廃合を持ち回りで決定 東久留米、議会で批判 ／東京都
488 2007年9月19日 朝刊 オピニオン２ 17 00468文字 （声）すてきな分校残して欲しい
489 2007年9月21日 朝刊 東京都心・１地方 35 00206文字 小学校８校を４校に統合へ 練馬・光が丘地区 ／東京都
490 2007年9月22日 朝刊 ２道 28 00651文字 学校施設改築、まず小中１９校 江戸川区が方針 ／東京都
491 2007年9月22日 朝刊 東京東部・１地方 31 00364文字 学校施設改築、まず小中１９校 江戸川区が方針 ／東京都
492 2007年9月30日 朝刊 青森全県・１地方 31 00472文字 小中学校の統廃合、地域説明会終わる 青森市教委、計画案練り直し作業へ ／

青森県
493 2007年10月10日 朝刊 東京西部・１地方 27 00616文字 文京区、小中統廃合案を凍結 「説明不足」住民反発 ／東京都
494 2007年10月11日 朝刊 ３社会 33 00353文字 「夕張市役所、売りません」 住民反発、市が修正
495 2007年10月13日 朝刊 山口・１地方 31 00917文字 中山間地も対象、振興図る１５市町 県の過疎対策研究会発足 ／山口県
496 2007年10月13日 朝刊 北海道総合 28 00511文字 新築せず改修で対応 夕張の小中学校統廃合計画 市教委想定 ／北海道
497 2007年10月23日 朝刊 香川全県・１地方 32 00298文字 学校環境充実へ、丸亀市が検討委 初会合、来春めど答申 ／香川県
498 2007年10月23日 朝刊 青森全県・１地方 35 00411文字 青森市教委、学校統廃合先送り 保護者ら反対強く ０９年度以降 ／青森県
499 2007年10月24日 朝刊 宮崎全県・１地方 27 00440文字 日南・鵜戸の小学２校統合、保護者要望 ／宮崎県
500 2007年10月27日 朝刊 石川全県・１地方 28 01269文字 「禁酒の村の学校」河合谷小の存廃、議会も割れる 津幡町、３１日に結論 ／

石川県
501 2007年11月2日 朝刊 高知全県・１地方 24 00350文字 谷崎治之氏、政策を発表 高知市長選 ／高知県
502 2007年11月3日 朝刊 北海道総合 30 00316文字 小・中１校化、正式に報告 夕張市、議会委に ／北海道
503 2007年11月7日 朝刊 愛媛全県・１地方 22 00313文字 学校の統廃合を要望 今治市中心部のドーナツ化現象受け 地域審 ／愛媛県
504 2007年11月7日 朝刊 栃木全県・１地方 31 00251文字 公立小中校、計６５学級減 来年度見込み ／栃木県
505 2007年11月13日 朝刊 広島１・１地方 28 00296文字 日浦西小を来春統廃合 児童減で広島市教委 ／広島県
506 2007年11月18日 朝刊 名古屋・１地方 27 00767文字 縄跳びのきずな、忘れない 交流１０年、名古屋・中区の御園小と高山・秋神小／

愛知県
507 2007年11月21日 朝刊 岐阜全県・２地方 22 00724文字 縄跳びの友情 来春統廃合の高山・秋神小、名古屋・御園小で最後の交流会 ／

岐阜県
508 2007年11月22日 朝刊 青森全県・１地方 27 00874文字 市教委が白紙撤回 個別検討へ方針転換 青森の２９小中学校統廃合案 ／青森

県
509 2007年11月25日 朝刊 青森全県・１地方 33 01692文字 財政難、少子化なお 青森市が小中学校統廃合案、白紙撤回 ／青森県
510 2007年12月4日 朝刊 オピニオン２ 17 00492文字 （声）学校の消滅に為す術もなし
511 2007年12月5日 朝刊 青森全県・２地方 30 00738文字 ０９年秋に教員相互授業 むつ市、全域で小中一貫校計画 将来は１０校に再編

／青森県
512 2007年12月7日 朝刊 山形・１地方 27 00693文字 伝承芸能の継承、手探り 小学校統合で危機感、真室川町 ９日子ども祭り ／

山形県
513 2007年12月8日 朝刊 岐阜全県・１地方 35 00239文字 中学校の統廃合、住民ら反対要望 海津・旧南濃町 ／岐阜県
514 2007年12月14日 朝刊 広島１・２地方 33 00397文字 呉・旧吾妻小、３９００平方メートルを一括売却へ 東側の一部は公園に ／広

島県
515 2007年12月26日 朝刊 １道 23 00429文字 歌志内、小学校１校に ０９年度から、検討会議答申 ／北海道
516 2007年12月26日 朝刊 政治 4 03871文字 学校の統廃合を支援、競争促す制度も試行 教育再生会議、第３次報告
517 2007年12月27日 夕刊 大文化 4 01013文字 （単眼複眼）トピックてんこ盛り、教育再生会議 現役教員ら「現実を見よ」

【大阪】
518 2008年1月10日 朝刊 ２社会 30 00739文字 福岡の小規模小、再編へ 市が検討委設置へ 都市部対象 【西部】
519 2008年1月19日 朝刊 栃木全県・１地方 31 00709文字 小規模校統廃合へ ４５校中１６校対象 日光市基本方針、５０人以下小中校

／栃木県
520 2008年1月20日 朝刊 高知全県・１地方 30 00321文字 追手前小統廃合、合意なら図書館 尾崎知事に岡崎・高知市長提案 ／高知県
521 2008年1月22日 朝刊 福岡・２地方 24 00288文字 福岡市立小学校、入学予定者６９人増 昨年比、中心部は減 ／福岡県
522 2008年1月26日 朝刊 大分全県・２地方 30 00322文字 学校規模適正化、委員会設け審議 日田市教委が初会合 ／大分県
523 2008年2月1日 朝刊 政治 4 00656文字 教育再生会議に「後継」 最終報告受け福田首相表明
524 2008年2月3日 朝刊 高知全県・１地方 26 00464文字 追手前小統廃合巡り、岡崎市長を交え議論 中心市街地、高知で活性化シンポ

／高知県
525 2008年2月3日 朝刊 栃木全県・１地方 31 00460文字 ピカピカ校舎は木のぬくもり 日光・市立足尾小の落成式 ／栃木県
526 2008年2月8日 朝刊 香川全県・１地方 26 00448文字 坂出の学校再編で素案 市民の意見求める ／香川県
527 2008年2月13日 朝刊 和歌山全県・２地方 29 00266文字 新宮市総合計画、審議会が案答申 小中学校再編など ／和歌山県
528 2008年2月14日 朝刊 富山全県・１地方 29 00260文字 富山市立小羽小、０８年度で閉校に 大沢野小と統合 ／富山県
529 2008年2月21日 朝刊 宮城全県・１地方 23 00571文字 中学統合、先延ばし 仙台市、小学校を優先へ ／宮城県
530 2008年2月26日 朝刊 茨城・１地方 35 00415文字 小学校数、３分の２に 中学校、４分の３に 取手市の審議会答申 ／茨城県
531 2008年2月27日 朝刊 宮城全県・１地方 27 00449文字 角田の中学統合案、住民反発 玉手安博市議長に反対署名 ／宮城県
532 2008年2月28日 朝刊 愛媛全県・１地方 28 00409文字 連絡協、石橋市長に答申 将来、小学２０・中学６に 宇和島市の学校統廃合

／愛媛県
533 2008年2月28日 朝刊 福井全県・１地方 28 00469文字 「内浦小中１校」案答申 他３校は廃校に 高浜の４校統廃合問題の地区審議委

／福井県
534 2008年3月1日 朝刊 北海道総合 32 00786文字 小中高、５年で２２０校減 道内、０７年度末は４５閉校 ／北海道
535 2008年3月4日 朝刊 香川全県・１地方 30 00609文字 小中一貫の導入、「知らない」７割 高松市、保護者にアンケート ／香川県
536 2008年3月4日 朝刊 大分全県・１地方 27 00629文字 １４年ぶり、校舎に光 ４月、新１年生１人が入学 南院内小羽馬礼分校 ／大

分県
537 2008年3月8日 朝刊 長崎・１地方 31 00537文字 離島・郡部の小中校、１学年に１学級以上 統廃合に向け適正規模指針 県教委

／長崎県
538 2008年3月8日 朝刊 群馬全県・１地方 29 00587文字 さよなら母校 みなかみ・猿ケ京小、１３４年の歴史に幕 ／群馬県
539 2008年3月11日 朝刊 宮城全県・１地方 31 01113文字 県内１０小中校、今春廃校 児童減に合併拍車 ／宮城県
540 2008年3月21日 朝刊 愛媛全県・１地方 25 00218文字 大洲の小学校、１１校に統廃合 検討委が報告書 ／愛媛県
541 2008年3月23日 朝刊 ２社会 38 01368文字 杉並・和田中、ＰＴＡ協議会を脱退 地域と共に学校支援
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542 2008年3月23日 朝刊 香川全県・１地方 30 01279文字 （香川ＴＯＤＡＹ）悩んでいます、廃校舎の活用 ２５校のうち、１１校が未定

／香川県
543 2008年3月25日 朝刊 群馬全県・１地方 35 00303文字 思い出胸に、学舎巣立つ 県内の公立小学校で卒業式 ／群馬県
544 2008年3月27日 朝刊 山梨全県・１地方 31 00797文字 めぐる思い出、さらば上九一色小 １３３年の歴史と校歌、閉校記念碑に ／山

梨県
545 2008年3月28日 朝刊 栃木全県・１地方 29 00252文字 ４中学校区内に「１３小再配置を」 佐藤町長に那須町教委提言 ／栃木県
546 2008年4月3日 夕刊 １総合 1 00109文字 夕張の春、消える学びや 幌南小が閉校
547 2008年4月6日 朝刊 東京西部・１地方 31 00994文字 母校にお別れの花見 杉並第五小、８０年余の歴史に幕 卒業生、姿を胸に刻む

／東京都
548 2008年4月8日 朝刊 東京西部・１地方 31 00486文字 小中一貫教育の「八潮学園」開校 品川区、５校統廃合 ／東京都
549 2008年4月8日 朝刊 青森全県・１地方 31 00391文字 ３校統合し、東通中学開校 少人数学級で村費講師８人 ／青森県
550 2008年4月9日 朝刊 鳥取全県・１地方 24 00446文字 １人そして最後の入学式 若桜町池田小 ／鳥取県
551 2008年4月9日 朝刊 岩手全県・２地方 26 01724文字 （教育インサイド）学校統廃合、揺れる地域 市町村、難しい選択迫られ ／岩

手県
552 2008年4月20日 朝刊 茨城・１地方 35 01293文字 （縮む財政社会）進む少子化、学校統廃合に勢い ８市町検討、経費に悩み ／

茨城県
553 2008年4月26日 朝刊 茨城・１地方 35 01064文字 小学校１学年２学級、中学校全体で９学級 「適正学校規模」で県指針 ／茨城

県
554 2008年4月29日 朝刊 栃木全県・１地方 31 00278文字 廃校跡地の利用、基準見直し要望 那須烏山市 ／栃木県
555 2008年5月2日 朝刊 富山全県・１地方 27 00538文字 魚津市教委、小学校統廃合の素案示す １０年度、坪野小・松倉小で ／富山県
556 2008年5月10日 朝刊 香川全県・２地方 33 00433文字 岩黒・櫃石統合、７年後再検討 小・中校再編委が答申 坂出市 ／香川県
557 2008年5月21日 朝刊 静岡・１地方 31 00557文字 「聖域ない」鈴木市長、容認 浜松市行革審の教育分野踏み込み ／静岡県
558 2008年5月22日 朝刊 宮城全県・１地方 29 00279文字 中学２校の統合、条例改正案可決 角田市議会 ／宮城県
559 2008年5月26日 朝刊 宮城全県・１地方 25 01672文字 （インサイド宮城）「協働のまち」角田・西根中統廃合案 ／宮城県
560 2008年6月2日 朝刊 大分全県・１地方 27 00542文字 （人・交差点）小野工さん 旧校舎に泊まり都市・農村交流 ／大分県
561 2008年6月4日 朝刊 千葉・１地方 21 00646文字 まちづくり共同研究 地域住民と千葉大教員、７日に記念シンポ ／千葉県
562 2008年6月10日 朝刊 山梨全県・１地方 35 00852文字 瀬戸・上和田小、七保小に統合 跡地活用に課題 大月市、きょう条例案 ／山

梨県
563 2008年6月12日 朝刊 富山全県・２地方 34 00501文字 小学校統廃合、説明会始まる 魚津市教委、素案提示 ／富山県
564 2008年6月12日 朝刊 大阪市内・１地方 30 00518文字 「小規模校、統合を」 児童１２０人以下、全学年が各１学級 対象は９校 ／

大阪府
565 2008年6月13日 朝刊 鳥取全県・１地方 32 00691文字 今月から体育館授業 本校統合懸念で 大山小・赤松分校、耐震診断で危険度大

／鳥取県
566 2008年6月16日 朝刊 １社会 35 00762文字 小中校の統廃合を促進 ３５年ぶり基準改定へ 文科省方針
567 2008年6月18日 朝刊 広島１・１地方 24 00811文字 廃校で快適田舎生活１０年 庄原市の手島さん一家 ／広島県
568 2008年6月18日 朝刊 茨城・１地方 29 00521文字 公立小中学再編したら、中学の経費２０分の１ 県議会特別委 ／茨城県
569 2008年6月25日 夕刊 １社会 15 00301文字 廃校の避難所に住民が引っ越し 岩手・一関 岩手・宮城内陸地震
570 2008年6月28日 朝刊 東海総合 34 01620文字 （そうだったんだ）スクールバス 車内は立派な教室 マナー…役割様々 【名

古屋】
571 2008年7月3日 朝刊 多摩・１地方 31 00686文字 「学校跡地、貸します」 多摩市、教育施設に ／東京都
572 2008年7月4日 朝刊 熊本全県・２地方 26 00238文字 天草の学校規模適正化審議会が初会合 ／熊本県
573 2008年7月7日 朝刊 １社会 39 00273文字 （青鉛筆）解体前の校舎で、ぞうきんがけレース 秋田・廃校の小学校
574 2008年7月8日 朝刊 福岡・２地方 26 00445文字 小規模校の統廃合、「地域事情配慮を」 福岡市の検討委会合 ／福岡県
575 2008年7月18日 朝刊 東京西部・１地方 35 00614文字 廃校発、アートの街づくり 「駅２分」活用案・団体募る 千代田区旧練成中 ／

東京都
576 2008年7月24日 朝刊 東京西部・１地方 29 00770文字 統廃合に言及、審議会が報告 区教委、方針転換へ 品川区の小中学校 ／東京

都
577 2008年7月24日 朝刊 愛媛全県・１地方 28 00271文字 小学校を統廃合「１３減の１４校に」 西予市検討委が答申 ／愛媛県
578 2008年7月31日 朝刊 青森全県・１地方 35 00506文字 ４小学校を統合 孫内・鶴ケ坂・戸門→新城中央 青森市教委、市議会に提案

／青森県
579 2008年7月31日 朝刊 大分全県・１地方 31 00598文字 校歌、ＣＤで残せ 地元出身音楽家ら一肌 統廃合含む津久見の小中高 ／大分

県
580 2008年8月13日 朝刊 佐賀全県・１地方 23 00616文字 多久の学校再編、小中一貫校三つ 検討委最終答申 ／佐賀県
581 2008年8月20日 朝刊 群馬全県・１地方 29 00826文字 小中学校の規模、統廃合含め検討 前橋市教委、基本方針 ／群馬県
582 2008年8月25日 朝刊 山形・１地方 33 00472文字 山の小学校に、お別れの歌 朝日・大沼分校、今年度で閉校 ／山形県
583 2008年8月26日 朝刊 宮崎全県・１地方 31 00361文字 宮崎市の去川小、児童減り廃校へ 来春、高岡小に統合 ／宮崎県
584 2008年8月30日 朝刊 宮城全県・１地方 37 00371文字 仙台市の３小学校統廃合 市教委、今後の基本方針決定 ／宮城県
585 2008年9月2日 朝刊 宮城全県・１地方 27 00360文字 統合小、８校に 答申より３減 徒歩通学難は対象外に 仙台市教委 ／宮城県
586 2008年9月10日 朝刊 山形・１地方 25 00315文字 廃校に命、学生と地元民ら展示会 児童の絵も壁に 朝日・旧上郷小 ／山形県
587 2008年9月25日 朝刊 茨城・１地方 35 00217文字 小中学の統廃合、３９市町村が検討 ／茨城県
588 2008年9月27日 朝刊 秋田全県・２地方 34 00419文字 ６小中の統廃合など検討 秋田 ／秋田県
589 2008年9月30日 朝刊 横浜・１地方 31 00350文字 廃校の市立小に私立小が開校へ 旧霧が丘一校舎、横浜市が売却 ／神奈川県
590 2008年10月21日 朝刊 新潟全県・１地方 31 00327文字 廃校の跡地に特別支援学校 阿賀野市、来春開校 ／新潟県
591 2008年10月23日 朝刊 青森全県・１地方 35 00352文字 ７小学校は２校に、２中学も統合方針 鰺ケ沢町教委、１２月正式決定 ／青森

県
592 2008年10月24日 朝刊 島根・１地方 24 00440文字 益田の小中学校、再編計画を策定 市教委、１７年度めど ／島根県
593 2008年10月27日 朝刊 高知全県・１地方 30 00583文字 町立久寿軒小が閉校 大豊の山あい、１世紀以上の歴史 卒業生らが記念碑除幕

／高知県
594 2008年10月30日 朝刊 新潟全県・２地方 30 01614文字 廃校を活用、地域おこし 十日町・旧野中小→陶芸センター 「半農半陶」拠点／

新潟県
595 2008年11月1日 朝刊 香川全県・１地方 34 00891文字 廃校教室、家具展示場に 中讃の建築士ら企画 まんのう・旧仲南北小で ／香

川県
596 2008年11月8日 朝刊 宮城全県・１地方 29 00263文字 「対等」と「吸収」、２中関係者に開き 角田の統合問題で報告 ／宮城県
597 2008年11月8日 朝刊 山梨全県・２地方 28 00393文字 芦川中存続のため「特認校認定」要望 笛吹、越境入学可能に ／山梨県
598 2008年11月14日 朝刊 ２総合 2 02591文字 （時時刻刻）小中校、進む統廃合
599 2008年11月14日 朝刊 ２総合 2 02351文字 （時時刻刻）小中統廃合、悩む自治体 合併・財政悪化が拍車 【大阪】
600 2008年11月14日 朝刊 ２総合 2 02766文字 （時時刻刻）小中校、進む統廃合 【西部】
601 2008年11月14日 朝刊 三重全県・２地方 26 01116文字 学級「適正規模」報告 小学校１２∼１８、中学校９∼１８ 県教委 ／三重県
602 2008年11月19日 朝刊 鳥取全県・１地方 28 00552文字 「本校へ統合が適当」 体育館授業続く大山小赤松分校 町教育審議会が答申へ

／鳥取県
603 2008年11月22日 朝刊 宮崎全県・１地方 31 00650文字 都城市教委、小中学校８校を統廃合 「適正配置方針で」 ／宮崎県
604 2008年11月27日 朝刊 香川全県・１地方 28 00159文字 小学校統合に反対、琴平町では請願書 守る会が提出 ／香川県
605 2008年11月27日 朝刊 青森全県・１地方 31 00423文字 弘前の小中改編協「複式学級解消を」 市教委に報告書 ／青森県
606 2008年11月28日 朝刊 東京都心・１地方 29 00683文字 小規模校に一定ニーズ 「各地区に配置」 品川区の審議会 ／東京都
607 2008年12月2日 朝刊 福岡・１地方 27 01295文字 福岡の小中２割、再編 市検討委提言 規模二極化進む ／福岡県
608 2008年12月12日 朝刊 秋田全県・２地方 28 00388文字 机５０円・ピアノ８千円… 大仙で廃校備品市 ／秋田県
609 2008年12月12日 朝刊 富山全県・１地方 29 00553文字 市全域の小中校統合答申 氷見の審議会 ／富山県
610 2008年12月14日 朝刊 秋田全県・１地方 35 00365文字 廃校備品市、１２００人で盛況 大仙 ／秋田県
611 2008年12月16日 朝刊 秋田全県・２地方 34 00215文字 大仙の廃校備品市、売り上げ計３５万円 ／秋田県
612 2008年12月16日 朝刊 山梨全県・１地方 35 00212文字 甲府の２小学校統合 市教委方針、１０年春にも ／山梨県
613 2008年12月17日 朝刊 長崎・２地方 34 00390文字 壱岐市「旧１町１中」統廃合へ 西海市「小・中・高一貫」も答申 ／長崎県
614 2008年12月17日 朝刊 長崎・２地方 34 01901文字 「複式」拡大、賛成に傾く １０年春１校に統合する旧野母崎町の４小 ／長崎

県
615 2008年12月17日 朝刊 長崎・２地方 34 00312文字 都市部、クラス替えが可能 離島・郡部、複式学級の解消 県内小中学適正規模

／長崎県
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通し番号 発行日 朝夕刊 面名 ページ 文字数 タイトル
616 2008年12月23日 朝刊 富山全県・１地方 31 00679文字 過疎の小学校「復活を」 市全域が通学区、特認校へ 高岡市立西広谷小 ／富

山県
617 2008年12月25日 朝刊 多摩・１地方 27 00650文字 多摩４小学校の統廃合、一転可決 委員会は否決 ／東京都
618 2008年12月27日 朝刊 青森全県・１地方 27 00395文字 「日本一長い廊下」赤石小が統廃合へ 鰺ケ沢町、再編計画 ／青森県
619 2009年1月11日 朝刊 １道 25 00449文字 「廃校舎を児童館に」 藤倉・夕張市長と市民、まちづくり討論 ／北海道
620 2009年1月14日 朝刊 茨城・１地方 27 00472文字 ＴＸ沿線に小中１０校 郊外は統合図る つくば市教委の学校配置計画 ／茨城

県
621 2009年1月23日 朝刊 岐阜全県・２地方 24 00278文字 廃校の再利用、首長らが討議 白川村フォーラム ／岐阜県
622 2009年1月24日 朝刊 大分全県・１地方 35 00270文字 日田の小学校、１８校に統廃合 教育環境検討委が答申 ／大分県
623 2009年1月31日 朝刊 富山全県・２地方 30 00148文字 ３つの小中学校が３月末で廃校に 県教委に報告 ／富山県
624 2009年1月31日 朝刊 青森全県・２地方 30 03557文字 （あおもり 探）再編進み、消えゆく学校 自治体は「費用対効果」重視 ／青森

県
625 2009年2月13日 朝刊 熊本全県・１地方 27 01155文字 （ルポくまもと）学校統廃合、行方は 阿蘇市長選、１５日告示 ／熊本県
626 2009年2月14日 朝刊 山形・１地方 31 00184文字 酒田の離島・飛島で９年ぶり小学校再開 児童２人、今春転入 ／山形県
627 2009年2月22日 朝刊 名古屋・１地方 25 00417文字 「山海小、忘れない」 南知多町・山海小学校で閉校記念行事 ／愛知県
628 2009年2月22日 朝刊 香川全県・２地方 27 02567文字 （週刊まちぶら）小豆島町・福田小学校かいわい 新たな旅立ち見守る ／香川

県
629 2009年2月25日 朝刊 宮崎全県・１地方 31 00923文字 閉校、思い出応援ライブ 最後の５人にエール プロのバンドが都城・四家中で

／宮崎県
630 2009年2月27日 朝刊 新潟全県・１地方 31 00246文字 南魚沼市予算案は前年度比０．９％増に ／新潟県
631 2009年2月28日 朝刊 熊本全県・１地方 35 00370文字 新年度予算案、荒尾市１８６億円 ／熊本県
632 2009年3月3日 朝刊 宮城全県・１地方 25 00291文字 「条例提案に違法性なし」 角田の中学統合に反対の監査請求、監査委員が棄却

／宮城県
633 2009年3月8日 朝刊 愛媛全県・１地方 28 01217文字 １５校、校史に幕 少子化影響 別れ惜しむ ／愛媛県＝訂正あり
634 2009年3月8日 朝刊 山形・１地方 35 00619文字 廃校再生、熱く語る 金山で「全国サミット」 ／山形県
635 2009年3月10日 朝刊 滋賀全県・１地方 28 00298文字 甲津畑小の統合、答申「望ましい」 東近江市の審議会 ／滋賀県
636 2009年3月11日 朝刊 和歌山３・１地方 22 00747文字 ぼくは１０７６人目、最後の卒業生 今春廃校、すさみ・佐本中の間宮君 ／和

歌山県
637 2009年3月13日 朝刊 福井全県・１地方 30 00761文字 築７０年、まなびや守れ 越前町、旧分校舎保存へ住民ら集い あす初会合 ／

福井県
638 2009年3月14日 朝刊 熊本全県・１地方 35 00348文字 小国６小学校、最後の卒業式 宮原小母体に統廃合 ／熊本県
639 2009年3月15日 朝刊 富山全県・１地方 33 00169文字 旧小学校体育館が荒らされる 富山 ／富山県
640 2009年3月18日 朝刊 １道 27 00705文字 廃校舎、芸術の場に再生へ 人が出会う「地区の核」目指す 札幌・旧曙小学校／

北海道
641 2009年3月20日 朝刊 福井全県・１地方 31 00865文字 「山の学校」さよなら劇 全校３人、１３７年に幕 高浜・神野小 ／福井県
642 2009年3月20日 朝刊 鳥取全県・１地方 30 00844文字 １１校で最後の卒業式 若桜・日南・江府の小学校、各１校に ／鳥取県
643 2009年3月24日 朝刊 広島１・１地方 30 00686文字 学校跡、初の民間売却 広島の業者が約１億５０００万円で購入 呉・旧吾妻小

／広島県
644 2009年3月26日 朝刊 岐阜全県・１地方 27 00752文字 総島小、１３６年の歴史に幕 最後の５人巣立つ 下呂・旧馬瀬村、学校統合

／岐阜県
645 2009年3月26日 朝刊 茨城・１地方 35 00299文字 ３校廃止し御前山小を新設 県教委 ／茨城県
646 2009年3月29日 朝刊 愛媛全県・１地方 32 00543文字 学校統廃合、答申案を審議 あす、今治で公開 ／愛媛県
647 2009年3月30日 朝刊 青森全県・１地方 27 01963文字 （青森市、今・これから ４・１９市長選を前に：５）学校統廃合 ／青森県
648 2009年3月31日 朝刊 ちば首都圏・１地方 29 00663文字 勝浦・行川小、きょうで廃校 １２３年の歴史を記念誌に ／千葉県
649 2009年3月31日 朝刊 宮城全県・１地方 25 00453文字 諮問委答申覆し、逆の中学統合案 加美町教委、存続校変更 ／宮城県
650 2009年4月1日 朝刊 愛媛全県・１地方 30 00627文字 小学校２７→９に再編 西予市が統廃合案を発表 ２１年度めど ／愛媛県
651 2009年4月7日 朝刊 三重全県・１地方 23 01413文字 小中学校、統合の春 過疎化・少子化で加速 ７キロ先へバス通学 ／三重県
652 2009年4月11日 朝刊 大分全県・１地方 25 00137文字 新・山香中、スタート 杵築の３中学校統合 ／大分県
653 2009年5月14日 朝刊 三重全県・１地方 21 01803文字 空き校舎、自治体困惑 企業誘致・再利用の条件厳しく ／三重県

※1 朝日新聞以外は、収集不可だったため、記載していない。
※2 面名・ページ・文字数の欄に「PDF」とある記事については、PDFファイルの新聞記事を参照。
※3 上記※2以外の記事については、wordでまとめた記事を参照。
出典：雑誌新聞記事検索ソフト「聞蔵」より作成。
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