
小・中学校施設の在り方に関する基本的な考え方（平成21年2月 中間報告）

１．学校の規模に関する視点

（１）児童生徒の教育的視点

（２）学校施設の視点

（３）学校運営の視点

２．通学に関する視点

（１）子どもの肉体的・心理的負担

（２）安全面の配慮

３．地域との関係に関する視点

小・中学校施設の在り方を検討する上で
は、下記の３つの視点を総合的に考慮して
決定する。

１

学校の規模に関する基準
小学校 （１２）学級～（２４）学級
中学校 （ ９）学級～（１８）学級

※基準を下回る学校の中でも比較的学級数の多い学校や、基
準を上回る学校の中でも児童生徒数の減少により基準内に収ま
る見込みの学校については、『基準に準ずる扱い』とし、今後の
児童生徒数の推移を注視しながら、教育の質的向上につながる
よう教育活動や学習指導等に対する支援策を検討する必要が
ある。
※複式学級のある学校については、今後、早急に何らかの方策
を講ずる必要がある。

通学に関する考え方

・ 小学校では、徒歩で30分以内に学校があることが望ましい。
・ 山間部では、通学距離よりも通学時間を考慮する。
・ 適正配置に伴って、児童生徒や保護者に過度の負担をかけ
る恐れがある場合は、負担軽減のための対策が必要である。
・ 通学距離や通学路の安全性に問題がある場合は、通学区域
の見直しを検討することも必要である。
・ 通学路の安全対策についても十分な配慮が必要である。

地域との関係

・ 学校は地域コミュニティの拠点であるため、地域特性や地域コ
ミュニティへの配慮が必要である。
・ 地域と連携した教育活動を行うことで、学校の活性化が地域
の活性化に結びつくような環境づくりが求められる。
・ 人口減に伴い、地域の捉え方を拡大することも必要である。

別紙１



【参考資料】通学に関する基準について
「中央教育審議会 小中学校の設置・運営の在り方に関する作業部会」での審議

公立学校の設置における国の基準（昭和31年文部次官通達）
①学校規模：12学級以上18学級以下を標準とする。

②通学距離：小学生は4km、中学生は6kmを最高限度とすることが適当だが、地勢、気候、交通等の諸条件ならびに

通学距離の児童に与える影響を考慮して、教育委員会が実情に即した基準を定める。

距離に加え
て通学時間通学時間通学時間通学時間
のののの基準追加基準追加基準追加基準追加
を求める

【改正案】

交通や道路網発達で通学可能な範囲が広がったこ
とから、

ⅰ徒歩徒歩徒歩徒歩でででで30分分分分からからからから1時間程度時間程度時間程度時間程度を上限とする。

ⅱバスバスバスバスなどをなどをなどをなどを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合はははは1時間程度時間程度時間程度時間程度を上限とする。

【佐賀新聞】4月12日掲載

佐賀市における通学に関する考え方【中間報告より】

・ 小学校では、徒歩で30分以内に学校があることが望ましい。
・ 山間部では、通学距離よりも通学時間を考慮する。
・ 適正配置に伴って、児童生徒や保護者に過度の負担をか
ける恐れがある場合は、負担軽減のための対策が必要である。
・ 通学距離や通学路の安全性に問題がある場合は、通学区
域の見直しを検討することも必要である。
・ 通学路の安全対策についても十分な配慮が必要である。

２



佐賀市立小・中学校施設の在り方検討委員会の今後の進め方（案）

（１）第1回から第5回までの審議事項 【平成20年8月～平成21年2月】

（２）第6回から答申までの審議事項【平成21年5月～8月】

佐賀市立小・中学校の適正配置等について（諮問）

より良い教育環境を整備するため、小中学校の適正配
置等について諮問します。

１．小・中学校の適正配置等の基本的な考え方について

２．適正配置を図るための具体的方策について
定例教育委員会に中間報告（平成21年2月24日）
3月議会（文教福祉委員会研究会）へ中間報告

小・中学校の適正配置を図る上では、学校規模に関する基準、
通学に関する基準、地域との関係の３つの視点を総合的に考慮し
て決定する。

【中間報告】１．小中学校施設の在り方に関する基本的な考え方

第6回（5月19日） ：適正配置に向けた手法
第7回（6月） ：先進地視察（宮崎県五ヶ瀬町→小規模校の合同授業、日田市→学校統合の事例）
第8回（7月中旬） ：適正配置に向けた手法（保護者代表を参考人として招聘）
第9回（8月上旬） ：答申（案）の検討

【答申】平成21年8月（予定）

8月定例教育委員会に答申を報告（予定）
９月議会へ答申を報告（予定） ３

平成平成平成平成21年度年度年度年度へのへのへのへの引継引継引継引継ぎぎぎぎ検討事項検討事項検討事項検討事項

①特に、複式学級のある学校（北山東部小、北山校、富士南小、松梅小）について、早急な方策を講ずる必要がある。
②上記以外で基準を満たしていない学校（『基準に準ずる扱い』とする学校／小学校14校、中学校6校）でも、支援策
を検討する必要がある。
③先進地の事例を参考にするために、視察を行う。
④保護者の意見を聴く機会を設ける。

平成平成平成平成21年度年度年度年度へのへのへのへの引継引継引継引継ぎぎぎぎ検討事項検討事項検討事項検討事項

①特に、複式学級のある学校（北山東部小、北山校、富士南小、松梅小）について、早急な方策を講ずる必要がある。
②上記以外で基準を満たしていない学校（『基準に準ずる扱い』とする学校／小学校14校、中学校6校）でも、支援策
を検討する必要がある。
③先進地の事例を参考にするために、視察を行う。
④保護者の意見を聴く機会を設ける。

【答申に向けて】２．適正配置を図るための具体的方策



小・中学校の適正配置に向けた手法（案）①

学校規模 通学 地域との関係

４

（１）大規模校【学校規模に関する基準を上回る（小学校25学級以上、中学校19学級以上）】の場合

佐賀市では、平成26年度には、児童・生徒数減少に伴い、全校において基準内に収まる見込みである。

ただし、基準を上回ってはいないが、施設面で課題が生じている学校については、施設改修の際に、学級数に応じた普通教室・特別
教室を確実に整備するとともに、運動場や体育館の面積拡大に努めることとする。

なし

鍋島小学校（27学級、943名）

平成20年度

なし19学級以上の中学校

なし（鍋島小学校は24学級へ）25学級以上の小学校

平成26年度

●隣接校が保護者や児童・生徒から選ばれるために
は、特色ある学校づくりが前提となる。

対象校が小規模校や望ましい規模の学校と隣接している場合、対
象校の児童・生徒を隣接校で受け入れることで、対象校及び隣接
校の規模を平準化する。

現在、佐賀市では、小学入学時に限って隣接校選択制を導入して
おり、募集の際には学校に応じて受入可能人数を設定している。

③隣接校選択制を
活用する

対象校が小規模校や望ましい規模の学校と隣接している場合、通
学区域の変更により適正化を図る。

②通学区域を変更
する

全市的な少子化の傾向及び校区内の住宅開発の動向を踏まえた
児童・生徒数の長期推計に基づき、将来にわたって学校を設置す
ることが望ましい場合は、対象校の分離により、適正配置を図る。

内容

④

■通学路の安全性の確保と通学距離・時間への配
慮が必要である。

★通学区域と地域のまとまり（自治会）に不整合が生
じないよう配慮する必要がある。

①学校を分離新設
する

■通学、★地域との関係、●その他の配慮事項手法



小・中学校の適正配置に向けた手法（案）②

学校規模 通学 地域との関係

■通学路の安全性の確保と通学距離・時間への配慮が必要である。

★通学区域と地域のまとまり（自治会）に不整合が生じないよう配慮す
る必要がある。

対象校が大規模校や望ましい規模の学校と隣接
する場合、通学区域の変更により適正化を図る。

②通学区域を変更
する

対象校が小規模校または望ましい規模の学校と
近接する場合、学校を統合し、望ましい規模に近
づける。

内容

③

■遠距離通学になり児童生徒や保護者に過度の負担をかける場合は、
負担軽減策が必要である。

★校区が拡大することにより、地域と学校とのつながりが薄くならない
ような配慮が必要である。

①学校を統合する

■通学、★地域との関係、●その他の配慮事項手法

５

（２）小規模校【学校規模に関する基準を下回る（小学校11学級以下、中学校8学級以下）】の場合
①望ましい学校規模（小学校12～24学級、中学校9～18学級）に近づけるための手法

②学校規模に起因する課題を減らす手法

●特認校が保護者や児童・生徒から選ばれるためには、特色
ある学校づくりが前提となる。

市内全域から希望者を受け入れる特認校制度を活用する
ことで、小規模校の児童・生徒増を図る。

現在、佐賀市では、小学入学時に限って市内のどこからで
も入学できる特認校制度を小学校7校（芙蓉小、松梅小、
富士南小、富士小、北山小、北山東部小、三瀬小）で導入

③特認校制度を活
用する

小学1年～中学3年まで9学年の縦の連携を生かした教育

を行い、中学校教員が小学校で授業する乗り入れ授業や
児童生徒の交流を行うことで、教育内容の充実を図る。

②小中一貫教育を
導入する

●移動手段の確保が必要となる。複数校で合同の授業や行事を行う機会を増やすことで、
教育効果の向上を図る。

①複数校での合同
授業を行う。

内容

④

■通学、★地域との関係、●その他の配慮事項手法



【参考資料】小規模校の利点・課題 （第2回検討委員会資料）

① 切磋琢磨する機会が少なく、子どもの
競争心や向上心、社会性が育ちにくい。

② 学習において、多様な考え方やもの
の見方ができにくい。

③ 球技、合奏などの集団で行う活動が
できにくい。

① 子ども一人一人の性格や学習状況
等が把握でき、個に応じたきめ細かな
指導ができる。

② パソコンなどの教材、教具について、
子ども一人一人が十分に利用できる。

③ 家庭状況まで十分に把握でき、保護
者と連携して子どもの教育ができる。

１．学級内
での教育活
動に関して

① 通学時一人になることも多く、子ども
の通学の 安全に配慮を要する。

① 保護者や地域住民と顔見知りになり
やすく、連携が取りやすい。

４．その他

① 技能教科（音楽、美術など）について、
正規の教員が配置されない場合が多
い。

② 教職員一人にかかる校務分掌の負担
が大きく、出張の機会も多く、調整を要
する。

① 職員会議等だけでなく情報交換がど
こでも行われ、教職員間の意思疎通が
できる。

② 学校内での急な行事の変更にも対応
しやすい。

３．学校運
営に関して

① 大勢の前に立っての表現活動をする
ことが難しく、子どもの表現力が乏しい。

② クラス替えができないので、卒業まで
同じメンバーで過ごすことになり、人間
関係が固定化し、変化に乏しい。また、
人間関係に配慮を要する。

③ クラブや部活動、選択教科の数が限
られ、子どもの選択の幅が小さい。

① 運動会、文化祭などの学校行事で子
どもの出番が多く、一人一人の充実感
がある。

② 校外学習や遠足などの活動が行い
やすく、融通がきく。

③ 特別教室（音楽室、理科室など）や体
育館、プールなどの利用に制限がない。

２．学年間
や全校での
教育活動に
関して

課題利点

① 切磋琢磨する機会が少なく、子どもの
競争心や向上心、社会性が育ちにくい。

② 学習において、多様な考え方やもの
の見方ができにくい。

③ 球技、合奏などの集団で行う活動が
できにくい。

① 子ども一人一人の性格や学習状況
等が把握でき、個に応じたきめ細かな
指導ができる。

② パソコンなどの教材、教具について、
子ども一人一人が十分に利用できる。

③ 家庭状況まで十分に把握でき、保護
者と連携して子どもの教育ができる。

１．学級内
での教育活
動に関して

① 通学時一人になることも多く、子ども
の通学の 安全に配慮を要する。

① 保護者や地域住民と顔見知りになり
やすく、連携が取りやすい。

４．その他

① 技能教科（音楽、美術など）について、
正規の教員が配置されない場合が多
い。

② 教職員一人にかかる校務分掌の負担
が大きく、出張の機会も多く、調整を要
する。

① 職員会議等だけでなく情報交換がど
こでも行われ、教職員間の意思疎通が
できる。

② 学校内での急な行事の変更にも対応
しやすい。

３．学校運
営に関して

① 大勢の前に立っての表現活動をする
ことが難しく、子どもの表現力が乏しい。

② クラス替えができないので、卒業まで
同じメンバーで過ごすことになり、人間
関係が固定化し、変化に乏しい。また、
人間関係に配慮を要する。

③ クラブや部活動、選択教科の数が限
られ、子どもの選択の幅が小さい。

① 運動会、文化祭などの学校行事で子
どもの出番が多く、一人一人の充実感
がある。

② 校外学習や遠足などの活動が行い
やすく、融通がきく。

③ 特別教室（音楽室、理科室など）や体
育館、プールなどの利用に制限がない。

２．学年間
や全校での
教育活動に
関して

課題利点

６


