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はじめに 

  
平成１８年２月に、隣接する美山町、越廼村、清水町との合併により現在の新しい福井市

が誕生してから１４年が経過しました。この間、「人 街 自然 文化の 交・響・楽・彩 ふく

い（第５次総合計画）」「自然・活気・誇りにみちた 人が輝く かえりたくなるまち ふくい

（第６次総合計画）」「みんなが輝く 全国に誇れる ふくい（第７次総合計画）」を将来像と

して、さまざまな施策を展開してきました。教育においては、福井市学校教育目標「郷土福

井に誇りを持ち、たくましく生きる子どもの育成」のもと、地域とともに進める中学校区教

育を推進してきました。教育県福井の中核として、子どもたちの学力・体力が高い水準で維

持され、全国はもとより国外からも多数の教育視察を受け入れています。 

一方、人口については、合併後の平成１８年１０月には２７万１千人余であったものが、

この年以降毎年減少し、令和元年１０月には２６万３千人余となっており、この間、約３％

の減少となっています。小中学校の児童生徒数は、合併当初の平成１８年度には小学校児童

15,167 人、中学校生徒 7,334 人の合計 22,501 人であったものが、令和元年度には、小学校

児童 13,747 人、中学校生徒 6,565 人の合計 20,312 人になりました（いずれも５月１日現

在）。この間の減少率は 9.7％であり、総人口の減少率に比べ児童生徒数の減少率が高くな

り、全体としては、いわゆる少子化の現象を如実に示しています。 

令和元年度、全学年１クラス以下という学校が、小学校で２４校、中学校で８校となって

おり、１クラスの人数が１０人以下の学級がある小学校が１５校、中学校が３校にのぼって

います。また、複式学級も増加してきており、小学校の７校に複式学級が存在するという状

況になっています。一方で、一部の小学校においては児童数が激増し、子どもたちの教育活

動に支障をきたすというような状況も生まれてきています。 

義務教育においては、どのような地域にいても、等しく質の高い教育を受けることを保障

しなければなりません。それ故、学校規模の適正化は、極めて重要な環境づくりであり、適

切で良好な環境の中で、子どもたちの個性を伸長するとともに、社会性や集団性を培うこと

が重要になります。 

また、教科学習や学校行事を行うには、一定規模の集団を確保する必要があり、このこと

によって、子どもたちがお互いに学び合い、高め合うなどの切磋琢磨が可能となります。児

童生徒の個性は、異なる個性と学び合い、高め合う環境の中で育まれるものであり、「生き

る力」を育成する上でも、多様な他者と相互に影響し合うことが大切になるからです。 

児童生徒数の少ない学校においては、個別指導の面や各種行事等で活躍の機会が増える

などの利点があります。また、一方で人間関係が狭くなり、固定化されるというような問題

も生じています。ＩＣＴ等が発達し、人口減少地区においても情報の収集は可能になりまし

た。コミュニティの中で互いにつながり、学び合い、運動や活動等を共に行うことで、これ

らの短所を克服することも不可能ではなくなってきました。 

とはいうものの、学級数や児童数といったことが、学校がその本来の機能を十分に発揮し、
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質の高い教育を展開する際に極めて重要な要素の一つであることもまた事実です。 

子どもたちが、適切な環境の中で互恵的に学び合い、運動や活動を他者との関わりの中で

行うことで、自分を意識し、他を認めるという経験を積み、「知・徳・体」がバランス良く

成長していくことになります。 

本検討委員会では、福井市の現状を踏まえ、将来を展望する中で、探究的に学び合い、高

め合うことのできる望ましい学校規模及び配置についての基本的な考え方を協議してきま

した。 

平成３０年９月の第１回委員会開催以降、計７回の検討委員会の審議を経て、福井市の小

中学校の規模及び配置の適正化に向けた考え方や方策等を提言として取りまとめ、ここに

答申するものです。  

 

 

    

令和２年５月２６日  

福井市学校規模適正化検討委員会  
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１ 福井市学校規模適正化検討委員会設置の経緯 

 

平成２７年１月、文部科学省より「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する

手引 ～少子化に対応した活力ある学級づくりに向けて～」が出されました。学校規模の適

正化や学校の小規模化に伴う諸問題への対応が将来にわたって継続的に検討していかなけ

ればならない重要な課題であるとの認識が広がっており、各設置者において、それぞれの実

情に応じた最適な学校教育の在り方や学校規模を主体的に検討することが求められていま

す。この手引きは、改めて各市町村が学校統合の適否やその進め方、小規模校を存置する場

合の充実策等について検討する際の基本的な方向性や考慮すべき要素、留意点等を取りま

とめたものです。 

本市においては、平成２９年度に開催された福井市教育懇話会ならびに福井市総合教育

会議において、学校規模適正化について協議する必要性が確認されました。それを受けて、

小・中学校の小規模化・大規模化に対して、検討の必要な地域や適正化の方向性と方法など

を協議するために、福井市学校規模適正化検討委員会が設置されることとなりました。 
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２ 協議の経過 

 

会議の経過と主な内容 

第１回 

開 催 日  平成３０年９月１４日 

主な内容  ・福井市学校規模適正化検討委員会について 

・委員の委嘱、委員長・副委員長の選出について 

・諮問について 

・これまでの学校規模適正化についての流れについて 

 

第２回 

開 催 日  平成３０年１１月２０日 

主な内容  ・調査内容の報告について 

・現状報告について（大規模校の現状、小規模校の現状） 

・児童生徒数、学級数の予測について 

・福井市としての適正規模について 

・検討対象地区について 

 

第３回 

開 催 日  平成３１年２月１４日 

主な内容  ・対象地区の規模適正化について（グループ協議） 

 

第４回 

開 催 日  令和元年７月２６日 

主な内容  ・再編シミュレーションについて 

・保護者アンケートの実施について 

 

第５回 

開 催 日  令和元年９月１７日 

主な内容  ・アンケート内容の検討について 

 

第６回 

開 催 日  令和２年２月２０日 

主な内容  ・アンケート結果について 

・答申の作成について 

 

4



第７回 

開 催 日  令和２年５月２６日 

主な内容  ・答申の内容について 
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３ アンケート調査の概要と分析 

 

 アンケート調査について 

実施地区 検討対象とした各地区 

実施時期 令和元年１２月 

実施対象 対象校の保護者、一部未就学児の保護者、学校関係者 

回 答 数 対象校の保護者 ：1376（児童生徒数 1814） 

未就学児の保護者： 116 

学校関係者   ： 260 

 

福井市学校規模適正化検討委員会では、将来を担う子どもたちにより良い教育環境のも

とで充実した教育が行われることを願い、検討対象とした学校の子どもたちの保護者を対

象に、「子どもたちの学びの環境」としての学校規模や通学条件等についてのアンケート調

査を実施しました。たいへん多くの保護者の皆様より回答をいただきましたことに感謝申

し上げます。 

 

児童数の増加が続いている森田小学校の保護者は、現在の森田小学校の児童数について

「多すぎて望ましくない」との回答が 56％と過半数を占めています。児童が多く、安全面

やトイレの数について心配する声も多く、対策として「小学校を２つに分ける」という意見

が多数見られました。また、「今の場所で校舎を増築する」などの意見も見られました。い

ずれにせよ、早急な対応を求めています。 

 

小規模校の保護者は、小中学校で重視することとして、小中学校とも、「教職員の目が行

き届く」ことや「多くの児童生徒と関わる」ことを挙げた方が共通して多くありました。ま

た、小規模校の特色である「多くの活躍の場がある」ということを重視するとの考えも一定

程度見られました。 

小学校の児童数については「少なくてもよい。複式でも構わない」「複式は避けたいが少

ない方がよい」を選んだ保護者が過半数となっており、「クラス替えができる人数」を望む

声は少数でした。 

一方で、実際に子どもが通学している、または、今後入学予定の保護者は、小学校の児童

数については、「少ないが望ましい」との考えもありましたが、「少なすぎて望ましくない」

と考えている方もあり、その割合は、学校により差がありました。 

クラブ活動・部活動などについては、複数の活動から選べるとよいと回答した割合が高く、

ほとんどの地区で過半数を占めていました。 

通学については、地区を問わず、小中学校ともに 30 分以内で通えることが望ましいとい

う意見が多く、通学手段についてはバスなどの利用も可とする考えが多いようです。ただし、
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バスなどの利用に関しては、自由記述の中で、保護者負担の重くない形でのスクールバスの

運行を求める声が多く見られました。 

児童数・生徒数が「少なすぎて望ましくない」ことに対しては、行政に人口を増やす施策

を求めるというような意見もありましたが、他の学校と合併するとの意見が多数を占めて

いました。ただし、あくまでも「少なすぎて望ましくない」と考えている方の意見です。一

方で、少人数のよいところを生かして今のまま存続させるのがよいという意見もありまし

た。 
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４ 提言 

 

１ 子どもたちの学びの環境に関する基本的な考え方 

 

学校規模の適正化の検討は、児童生徒の教育環境をより良くするという目的で行う必要

があります。本委員会においては、今回の答申をまとめるにあたり、あくまでも子どもたち

の学びの環境としての適正規模に焦点を当てて議論を重ねてきました。 

 

学校は、一定規模の集団で学習や生活を行うことにより、子どもたちに「豊かな心」「確

かな学力」「健康･体力」「社会性」などを確実に身に付けさせ、心豊かでたくましい人間の

育成を目指す場です。そして、集団での活動や友だちとのかかわりなど集団生活の中でのさ

まざまな経験をとおして、子どもたちは学び合い、高め合い、切磋琢磨して、共に成長して

いきます。 

児童生徒で形成する集団が小規模化すると、集団教育の特徴が活かされず、中学校では多

様な個性を育む大切な場である部活動にも影響が生じ、また、教職員数が減少することから、

児童生徒の教育指導上や学校運営上で多大な影響が生じてくるものと考えられます。 

児童生徒の集団が過度に大規模化すると、トイレ、手洗い、特別教室や体育館等の施設・

設備の利用の面から、学校活動に一定の制約が生じる場合が出てきます。安全面から多くの

規制やルールが必要で、子どもたちは多くのきまりに縛られます。また、災害発生等による

緊急避難時に混雑が生じ、時間がかかります。全教職員による各児童生徒一人ひとりの把握

が難しくなり、教職員相互の連絡調整もやりづらくなります。 

 小学校において過度に大規模化する学校については、子どもたちの安全・安心の面から至

急、再編等について検討する必要があります。また、複式学級が存在する学校規模において

も、教育上の課題が多くあるので、再編等について検討する必要があります。 

学校規模は、学校生活や教育活動を左右する重要な条件の一つです。小規模校の場合、濃

密な人間関係は期待できるものの、児童生徒の人間関係が狭まり、多様な人間関係をつくり

にくい傾向が生じます。固定しがちな人間関係に変化を与えることや、新しい成長の機会を

得るなどのため、クラス替えが可能となる学校規模が望まれます。とりわけ小学校の複式学

級においては、教員は、１時間の中で２つの学年を行き来して直接指導と間接指導を組み合

わせた指導をしなければならず、多くの課題が生じています。 

適正な規模の学校では、大きな集団での活動や小グループでの学習など、多様な学習形態

に対応し、集団の相互作用による思考力の育成を図ることができます。また、中学校におい

ては、確かな学力の育成のために、授業時数の多い５教科で複数教員の配置が可能となりま

す。学校規模が小さいことで、各教科に専門の担当教員を配置することができなくなると、

確かな学力の育成にも影響が生じます。 

集団生活を通じて、様々な個性と出会い、学び合い、高め合う中で、社会性を身に付ける
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ことなど、学校での様々な教育効果は、ある程度の規模の集団のなかで学び、生活していく

ことによって、より高められるものと考えます。また、児童生徒の潜在的な能力を伸ばして

いくためには、様々な個性を持つ多くの教員とふれあうことも必要です。 

学校生活において、児童生徒同士、児童生徒と教職員が多様な人間関係を築きながら学び

合い、協調性・社会性を育む機会が確保できるよう、多様な学習集団の編成やクラス替えが

可能となる学校規模が望ましいと考えます。子どもたちは、学校という集団の中で互いに学

びながら成長していくからです。 

また、教員についても「教師は学校で育つ」と言われます。教員の力量アップのためには、

協働的に学び合う教師集団が必要であり、この観点からも学校規模の適正化を考える必要

があります。 

５教科における授業はもちろんのこと、体育の授業で球技をする場合でも、音楽で合唱を

する場合でも、道徳や学級活動で議論する場合でも、主体的・対話的で深い学びを実現する

ためには、一定規模の集団が必要となります。 

また、子どもたちは、仲間との自主的で自発的な体験活動をなすことによって成長してい

きます。「学校行事」「委員会活動」「係活動」「クラブ活動」「部活動」等を行う際にも、一

定規模の集団が必要となります。小さい頃から、自分にも良くて、仲間にとっても良い解決

方法を見つけ、互いに折り合いをつけていくことは、民主主義や主権者教育の基本であり、

多様な意見の中から培われていくものです。 

 子どもたちに自己決定の場を与えることは、生徒指導においてとりわけ重要なことの一

つです。部活動の教育的価値は高いものがありますが、小規模校においては選択肢を多様に

用意することが難しい状況にあります。その学校の人的環境のために、自己決定権が制限さ

れるケースが数多く見受けられます。 

 また、小規模校であると、固定的な環境の中でクラス分けをすることができず、長期にわ

たり不安定な人間関係の中で過ごさなければいといけないことも生じます。それ故、このよ

うな視点からも学校規模の適正化や学校の再編を考える必要があります。 

学校再編については、小・小の統合、中・中の統合、小中一貫校、義務教育学校、特認校

の導入等を検討するとともに、校区についても運用や変更等、柔軟に対応する等の見直しを

行う必要があります。 

このことに関しては、学校と地域が相互に果たしてきた役割を十分に配慮し、児童生徒数

や学級数の将来推計、学校の小規模化や過度に大規模化することの問題点を保護者、地域住

民などと十分協議しなければなりません。学校再編の必要性に関する共通理解と協力を得

て進めることが肝要になります。 

 

子どもたちは、今後、益々変化の激しい時代を生き抜くことになります。そこでは、主体

的に学び続け、仲間とともに協働で探究するような新しい能力を身に付けることが求めら

れます。グローバル社会が一層進展し、異なる文化や価値観を持つ他者との関わりの中でコ
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ミュニケーション能力を身に付けることも必要となります。そのために学校は、アクティブ

に学び合い、高め合う「学び舎」に生まれ変わらねばなりません。 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、主体的で対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）

を実現するのにふさわしい学校規模の適正化を考える必要があります。 
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２ 学校規模の適正に関する分類と適正規模の考え方 

 

(1) 小学校 

文部科学省の基準を参考にして、学校規模を６段階で分類する。 

 

全校で５学級以下  (各学年１学級以下、複式あり) 

① 将来予測においても、この規模で推移し、再編等の検討が至急必要 

   【７校】                      （全校児童数） 

美山啓明小(45) 羽生小(44) 国見小(35) 一乗小(30) 

越廼小(30) 殿下小(16) 長橋小(15)  

６～１１学級  (各学年１学級～２学級) 

② 将来予測において、５学級以下の複式校になるので、再編等の検討が必要 

   【７校】                      （全校児童数） 

六条小(97) 棗小(73) 本郷小(70) 下宇坂小(67) 

鷹巣小(64) 大安寺小(62) 上文殊小(59)  

③ 将来予測で６学級以上が維持されるので、標準を下回ってはいるが許容範囲 

【１８校】                     （全校児童数） 

日新小(263) 西藤島小(241) 足羽小(237) 東郷小(225) 

旭小(224) 宝永小(224) 河合小(201) 鶉小(201) 

東藤島小(200) 酒生小(181) 清水西小(176) 安居小(154) 

文殊小(135) 順化小(129) 清水北小(122) 岡保小(112) 

清水東小(107) 清水南小(82)  

１２～１８学級   (各学年２～３学級) 

④ 児童、教員にとって理想的な標準規模 

   【１２校】                     （全校児童数） 

円山小(565) 松本小(546) 社北小(542) 豊小(510) 

清明小(491) 啓蒙小(437) 麻生津小(399) 社西小(347) 

日之出小(346) 東安居小(311) 湊小(309) 春山小(308) 

１９～３０学級  (各学年３～５学級) 

⑤ 理想的な標準規模を上回ってはいるが、許容範囲 

【５校】                      （全校児童数） 

明新小(900) 木田小(885) 社南小(833) 中藤小(813) 

和田小(630)  

⑥ 将来予測で各学年６学級以上になり、再編等の検討が至急必要 

【１校】                      （全校児童数） 

森田小(923) 
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(1)-1 小学校の適正規模の考え方 

複式学級の教師は、１時間の中で２学年の子どもたちを交互に教えることになり、負

担が大きくなります。授業を受ける側も、教科によっては、約半分の時間は他学年の児

童を指導していることになり、実質的に先生と自分たちの学年の学習の時間が十分に

確保されません。また、子どもたちは、固定された仲間と卒業まで学ぶことになり、多

様な学び合いや切磋琢磨の点で支障があります。主体的・対話的で深い学びが求められ

るこれからの教育においては、複式の解消を目指すべきです。現在、複式学級を持つ７

校については、至急、再編等の検討が必要になります。 

現在は、単式学級であっても、将来、恒常的に複式学級になることが予想される全校

児童 100 人以下の７校についても、再編等の検討が望ましいと思われます。 

将来予想において複式学級にならずに学年１学級が維持される１８校については、

クラス分けはできないものの、きめ細かな少人数教育が展開できるので、標準の規模は

下回るものの許容範囲と考えます。 

各学年２～３学級ならば、クラス分けが実施できます。子どもたちは、多様な仲間と

学び合い、高め合うことが可能になります。教師集団としても、学年集団内での協働が

可能となり、教師同士の学び合いが期待できます。適正化の観点からは、標準規模と考

えます。 

各学年３～５学級は、理想的な標準規模を上回ってはいますが、将来において規模の

拡大はみられず、現在よりも児童数の減少が見込まれるので、許容範囲と考えます。 

将来において各学年６学級以上、全児童数が 1000 人を超えることが予想される学校

は、体育館や特別教室の活用等で支障をきたし、子どもたちが伸び伸びと学び、生活す

ることが困難になります。至急、再編等の協議が必要になります。 
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(2) 中学校 

文部科学省の基準を参考にして、学校規模を６段階で分類する。 

 

全校で３学級  (各学年１学級で全校生徒数が 30 人以下) 

① 将来予測においても、この規模で推移し、再編等の検討が至急必要 

【２校】                      （全校生徒数） 

国見中(17) 殿下中(8) 

(各学年１学級で全校生徒数が 30～50 人) 

② 将来予想において、全校生徒数が 30 人以下になるので、再編等の検討が必要 

【４校】                      （全校生徒数） 

鷹巣中(40) 大安寺中(36) 棗中(34) 越廼中(31) 

３～５学級     (各学年１～２学級) 

③ 標準規模を下回っており、全校生徒数も 100 人以下だが、許容範囲 

【２校】                      （全校生徒数） 

安居中(80) 美山中(63) 

６～１１学級    (各学年２～４学級) 

④ 標準規模を下回っているが、全校生徒数が 100 人以上で、許容範囲 

【３校】                      （全校生徒数） 

足羽第一中(306) 清水中(254) 川西中(127) 

１２～１８学級 (各学年４～６学級) 

⑤ 生徒、教員にとって理想的な標準規模 

【１１校】                     （全校生徒数） 

灯明寺中(531) 成和中(515) 明道中(513) 大東中(479) 

足羽中(443) 光陽中(395) 進明中(393) 社中(393) 

藤島中(376) 至民中(370) 森田中(325)  

１９～２４学級   (各学年６～８学級) 

⑥ 標準規模を上回ってはいるが、許容範囲 

【１校】                      （全校生徒数） 

明倫中(703) 
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(2)-1 中学校の適正規模の考え方 

福井県の中学校は、県の予算化により複式を解消していますが、全校生徒数が３０人

を下回る規模は、切磋琢磨、多様な学び合いの点で支障があります。集団として多様に

学び合い、高め合うことができず、９教科の教員が揃いません。部活動においても生徒

の希望に応えられません。再編等の検討が必要になります。 

１学年１学級ではクラス分けができず人間関係が固定されます。将来の予想におい

て各学年２０人程度ならば、きめ細かな少人数教育が展開できるので、標準の規模は下

回りますが、許容範囲と考えます。 

各学年複数の学級編成ではクラス分けが可能となり、生徒は、多様な人間関係の中で

の学び合いが可能となります。文部科学省が示す各学年４～６学級を標準規模と考え

ます。２～３学級でも標準の規模は下回りますが、許容範囲と考えます。 

各学年６～８学級の大規模校においては、現在の生徒数 700 人程度がピークで将来

予想において 600 人台に減少します。標準規模は上回りますが、許容範囲と考えます。 
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３-1 将来を見据えて、適正化に関する協議が必要な地域、学校 

 

<小学校>  

 

① 将来予測で各学年６学級以上になり、再編等の検討が至急必要 

【１校】（全校児童数） 

森田小(923) 

 

② 全校で５学級以下(各学年１学級以下、複式あり) 

将来予測においても、この規模で推移し、再編等の検討が至急必要 

【７校】（全校児童数） 

長橋小(15) 

殿下小(16) 

越廼小(30) 

一乗小(30) 

国見小(35) 

羽生小(44) 

美山啓明小(45) 

 

③ 全校で６～１１学級(各学年１学級～２学級) 

将来予測において、５学級以下の複式校になるので、再編等の検討が必要 

【７校】（全校児童数） 

上文殊小(59) 

大安寺小(62) 

鷹巣小(64) 

下宇坂小(67) 

本郷小(70) 

棗小(73) 

六条小(97) 
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３-2 将来を見据えて、適正化に関する協議が必要な地域、学校 

 

<中学校> 

 

① 全校で３学級(各学年１学級で全校生徒数が 30人以下) 

将来予測においても、この規模で推移し、再編等の検討が至急必要 

【２校】（全校生徒数） 

殿下中(8) 

国見中(17)  

 

② 全校で３学級(各学年 1 学級で全校生徒数が 30～50 人) 

将来予想において、全校生徒数が 30 人以下になるので再編等の検討が必要 

【４校】（全校生徒数） 

越廼中(31) 

棗中(34) 

大安寺中(36) 

鷹巣中(40) 
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４ 学校規模の適正化に向けて 

 

アンケートの中には、どの地区においても、現在までの教育効果を高く評価する声が多

数見られました。先生方の丁寧な指導と地域住民との連携のもとに、どの地域においても、

素晴らしいふるさと教育が展開されています。 

そのような教育力の高さは地域の誇りであり、地域のかけがえのない宝であるという

声があることも十分に承知しています。 

本委員会の議論の中で、学校の適正化により学校が地域から無くなると、地域のコミュ

ニティが衰退したり、無くなったりするというようなことも紹介されました。地域コミュ

ニティの活性化は、極めて重要な案件です。このことについては、教育委員会だけでなく

福井市の各部局や各種団体とも協働して推進していくことが不可欠です。 

本委員会においては、そのようなことも十分理解したうえで、多方面から子どもたちの

学びの環境をより良いものにするためにどうするとよいか協議を重ねてきました。ここ

に８つの案を提言します。 

 

１ 福井市における学校規模の適正化について、第一に検討すべき地域は、森田地区です。

とりわけ森田小学校については、急激に大規模校化し、子どもたちの教育活動に支障をき

たしています。今後、更に大規模校化が進展することが予想されるので、速やかに２校へ

の分割を進める必要があります。 

その際、校区を見直し、通学時間や安全面について十分配慮しなければなりません。 

 

２ 福井市の殿下小中学校については、極めて小規模な状況が続いており、将来においても

小規模化を解消できず、多様な学び合いを保障できない状況が予測されます。特認校制度

で他地域からの児童生徒を集めるということも一つの考え方ではありますが、地理的な

条件から他地域からの通学には時間がかかりすぎます。寄宿舎等の設備を充実させたと

しても児童生徒数の増加は難しいことが予想されるので、隣接の校区への統合が望まし

いと考えます。 

その際、通学校の決定については、保護者の意向を十分に踏まえて柔軟に対応する必要

があります。 

 

３ 福井市の臨海地域の小学校については、複式学級が解消できない状況が見られ、多様な

学び合いを保障することができず、子どもたちの教育活動に支障をきたすことが予想さ

れます。長橋小学校、越廼小学校、国見小学校、鷹巣小学校は、今後も小規模校化が進む

と思われますので、速やかに２校化等への再編について協議を進める必要があります。規

模的には、１校化の検討も必要ですが、広い校区になるために通学時間等で子どもたちの

負担が増大することから不適と考えます。 
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  中学校においても同様に今後も小規模校化が進み教育活動に支障をきたすことが予想

されるので、小学校の再編と併せて国見中、越廼中、鷹巣中の再編についても協議を進め

るのが望ましいと考えます。 

通学校の決定については、小中学校ともに隣接の校区への通学も含めて、保護者の意向

を十分に踏まえて柔軟に対応する必要があります。 

 

４ 福井市の美山地区については、羽生小学校、美山啓明小学校において、複式学級が解消

できない状況が見られ、多様な学び合いを保障することができず、子どもたちの教育活動

に支障をきたすことが予想されます。今後、下宇坂小学校においても複式学級が避けられ

ない状況となります。将来も小規模校化が進むことが予想されるので、美山中学校との小

中一貫校としての再編について協議する必要があります。 

美山地区は、認定こども園が一つで中学校も一つです。小学校を一つに統合再編するこ

とで、さらにまとまりのあるコミュニティを形成することが期待できます。美山中学校を

小中一貫校にすることで活性化を図ることが望ましいと考えます。 

 

５ 福井市の本郷地区については、本郷小学校が再び複式学級となり、多様な学び合いがで

きず、子どもたちの教育活動に支障をきたすことが予想されます。小規模校化が進展する

のであれば、川西中学校区としてのつながりを重視して、鶉小学校への統合について協議

を進めるのが望ましいと考えます。その際、スクールバスの運行による通学時間や安全面

について、十分配慮しなければなりません。 

 

６ 福井市の足羽第一中学校地区については、一乗小学校、六条小学校、上文殊小学校にお

いて、複式学級が解消できない状況が見られ、多様な学び合いができず、子どもたちの教

育活動に支障をきたすことが予想されます。今後も小規模校化が進むと思われますので、

速やかに２校化への再編について協議を進める必要があります。具体的には、東郷小学校、

文殊小学校を拠点校とするのが望ましいのではないかと考えます。 

規模的には、１校化の検討も必要ですが、広い校区になるために通学時間等で子どもた

ちの負担が増大するため不適と考えます。 

通学校の決定については、隣接校への通学も含めて、保護者の意向を十分に踏まえて柔

軟に対応する必要があります。その際、校区を見直し、スクールバスの運行による通学時

間や安全面について、十分配慮しなければなりません。 

 

７ 福井市の大安寺地区については、小学校で今後複式学級となることが予想され、将来、

多様な学び合いができず、子どもたちの教育活動に支障をきたす可能性が出てきます。中

学校においても今後も小規模校化が進むことが予想されるので、以下の二つの再編案に

ついて協議する必要があります。 
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一つ目は、藤島中学校区とのつながりを重視して、小学校は西藤島小学校、中学校は藤

島中学校との統合についての案です。 

二つ目は、川西中学校区とのつながりを重視して、小学校は鶉小学校、中学校は川西中

学校との統合についての案です。 

小中学校ともに通学校の決定については、隣接校への通学も含めて、保護者の意向を十

分に踏まえて柔軟に対応する必要があります。校区を見直し、自転車通学やスクールバス

の運行による通学時間や安全面についても、十分配慮しなければなりません。 

 

８ 福井市の棗地区については、棗小学校は当面は存続をベースとして考えますが、今後、

一層小規模校化が進み、棗小学校で複式学級が見られるような状況になれば、鶉小学校と

の統合を協議しなければなりません。 

棗中学校においては、小規模校化で部活動の選択肢が少なくなる等、教育活動に支障を

きたすと思われます。速やかに川西中学校との統合について協議を進めるのが望ましい

と考えます。 

小中学校ともに通学校の決定については、隣接校への通学も含めて、保護者の意向を十

分に踏まえて柔軟に対応する必要があります。校区を見直し、自転車通学やスクールバス

の運行による通学時間や安全面についても、十分配慮しなければなりません。 

 

 

以上８つの案を提言しましたが、今後、地域や保護者と当局との協議の結果、複式学級

であっても、ＩＣＴ等を活用したり、他の学校との交流を拡充したり、子どもたちの学び

の環境を広げることで、現状のまま学校を存続させるという判断になることもあり得る

であろうと考えます。その際は、一つの学校だけで学びの環境を閉じるのではなく、コミ

ュニティ全体の中での協働的な教育の開発が不可欠であり、教員配置等も含めて、行政的

な支援策が必要であることを付記しておきます。 
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５ 配慮事項 

 

今回の答申については、国のガイドラインの基準を参考にするものの、決して画一的な数

合わせではなく、財政的な観点からの統廃合ありきでもなく、あくまでも、子どもたちの学

ぶ環境をより良いものにすることを第一義に考えてまとめました。 

設置者においては、今回の答申を踏まえて、地域や保護者と丁寧な協議を行い、より良い

教育環境の具現化を目指してほしいと思います。 

なお、協議の結果、小規模校を存続させる場合については、小規模校のメリットを最大限

に生かし、デメリットを最小化するよう、様々な工夫を行う必要があります。とりわけ、  

ＩＣＴを活用した遠隔授業等による他校の子どもたちと学び合うための環境整備は必要不

可欠です。予算措置による環境整備に努める必要があります。 

また、他校との集合学習も不可欠であり、そのための支援策も必要となります。いずれに

せよ、どこに生まれようと、等しく質の高い教育環境を保障しなければなりません。子ども

たちの幸せと可能性を拓くために、設置者の特段の配慮をお願いします。 
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おわりに 

  
本検討委員会は、現在の福井市の状況及び将来展望を踏まえ、学びの環境という教育上の

視点を最大限重視し、保護者や地域等の声も考慮した上で、小中学校の適正規模及び適正配

置について検討を進めてきました。 

変化の激しい未来社会を生き抜く子どもたちの望ましい教育環境を保障するためにはど

うしたらよいのか、委員各自の経験や見識等に基づく多様な意見が出され、活発な議論を

行ってきました。 

小規模校、大規模校の校長からのヒアリングを行ったり、保護者、地域の関係者、高校生、

現在勤務している教員からのアンケート等も参考にしたりして、多角的な視点から議論を

重ね、ここに「福井市小中学校の学校規模及び配置の適正化について」を答申として取りま

とめました。 

社会情勢が激しく変化する中、今回、提言しなかった地域においても、学校の適正規模・

適正配置に関する議論を行っていく必要があります。この答申が、提言した地域だけでな

く、福井市の各地域における学校規模適正化の議論のスタートに生かされれば幸いです。行

政、保護者、地域住民が、お互いに案を出し合う中で、納得性の高い合意形成が図られれば

と考えます。 

この答申が、児童生徒の心身の健やかな成長に寄与し、福井市の小中学校の教育環境の整

備及び学校教育の充実に役立つことを願ってやみません。  

  

 

 

 

福井市学校規模適正化検討委員会 
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