
養父市教育のあり方検討委員会 グループ討議資料 

 

１ 学校選択制（隣接区域選択制）の導入 

Ａ小学校に就学すべき児童が、より児童数の多い旧同一町内のＢ小学校へ就学することを認める。 

・適切な交通手段を確保（中学校へのスクールバス）し、遠距離通学のデメリットを一定程度解 

消することができることから、区域は旧町内とする。 

・原則、小学校入学時に選択する。 

 

１ 就学校の指定 

  市町村教育委員会は、市町村内に小学校（中学校）が２校以上ある場合、就学予定者が就学すべき

小学校（中学校）を指定することとされている。（学校教育法施行令第５条） 

２ 学校選択制 

  市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意

見を聴取することができる。この保護者の意見を踏まえて、市町村教育委員会が就学校を指定する

場合を学校選択制という。便宜的に分類すると、主に以下のようなタイプがある。 

自由選択制 当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの 

ブロック選択制 当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認め

るもの 

隣接区域選択制 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認め

るもの 

特認校制 従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、

当該市町村内のどこからでも就学を認めるもの 

特定地域選択制 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択

を認めるもの 

（文部科学省資料より） 
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２ 複式学級が存在する規模が継続する場合、隣接の小学校に統合 

今後、Ｂ小学校において、複式学級を編制することが継続する場合、速やかに近隣のＡ小学校に 
統合する。  

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（要旨）平成 27年１月 27日 

【学校小規模化の影響の例】 
（学校運営上の課題）         （児童生徒への影響） 
・クラス替えできず人間関係が固定化  ・社会性やコミュニケーション能力が身につきにくい 
・集団行事の実施に制約        ・切磋琢磨する環境の中で意欲や成長が引き出されにくい 
・授業で多様な考えを引き出しにくい  ・多様な物の見方や考え方に触れることが難しい  
【提示例】小学校（１～５学級）複式学級が存在する規模  概ね、複式学級が存在する学校規模。学校全体の児童数や指導方法等にもよるが、一般に教育上の課
題が極めて大きいため、学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要が

ある。 
（文部科学省資料より）  
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３ 複数の小学校を統合して低学年部分を分校として存続＋施設の共用化・複合化 

ステップ１ 
Ａ・Ｂ・Ｃ小学校を統合して、Ｂ・Ｃ小学校はＡ小学校の分校となる。分校は小規模校のメリット 
を最大化し、デメリットを最小化することができる様々な工夫を行う。  

複数の小学校を統合して低学年部分を分校として存続させる例 

例えば、域内にある３つの小学校を２つの分校を有する１つの小学校に統合して、 
・ Ａ小学校に通っていた１～６年生はこれまでどおりＡ小学校に、 
・ Ｂ小学校に通っていた、１～４年生はＡ小学校Ｄ分校（そのままＢ小の校舎）に、５～６年生は
Ａ小学校に、 

・ Ｃ小学校に通っていた、１～４年生はＡ小学校Ｅ分校（そのままＣ小の校舎）に、５～６年生は
Ａ小学校に、 

通学させることは現行制度下においても可能である。 
（文部科学省資料より） 

＜本事例の聴き取り＞ 
・本事例の先進地域では、少子化がさらに進展し、分校が存続できない事例が生じている。結果的に、

学校統廃合の過渡的な手段となっている。 
・分校の４年生が本校の５年生に進級する際、小５ギャップ（新しい環境での学習や生活に不適応を

起こす）を感じることがある。本校と分校の積極的な交流により、解消を図ることが可能である。 
・分校の４年生リーダーを育成する必要がある。（東京都足立区の新田学園など先進事例あり） 
・本校と分校のカリキュラムは必ずしも統一させなくてよい。 
・分校の教職員数について、分校も独立した１校とみなされるため、学級数に応じた教職員が配置さ

れる。  
小規模校のメリットを最大化し、デメリットを最小化することができる様々な工夫 

（内容例） 
【小規模の良さを活かす方策】 
・少人数であることを生かした教育活動（外国語の指導や実技指導等）の徹底 
・個別指導、繰り返し指導の徹底等による学習内容の定着 
・地域の自然、文化、産業資源等を活かした特別なカリキュラムの編制 
・地域との密接なつながりを活かした校外学習、体験活動の充実 等 
【小規模の課題を緩和する方策】 
・小中一貫教育による一定の学校規模の確保 
・社会教育施設等との複合化による教育活動の充実 
・ＩＣＴの活用による他校との合同授業 
・小規模校間のネットワークの構築 等 

（文部科学省資料より）    



 ステップ２ 

  Ｂ・Ｃ小学校の校舎の空き教室（５～６年生が使用していた教室）に、公民館、スポーツクラブ、 

放課後児童クラブ、こども園、老人福祉センター等が入り、地域コミュニティ活動の拠点とする。 

 

学校を中心とした他の公共機関との複合化・共用化について 

 学校施設の複合化・共用化を行うことにより、施設機能の高機能化・多機能化に伴う児童生徒や地域

住民の多様な学習環境の創出、公共施設の有効活用、財政負担の軽減等につながることが期待される。 

 

【学校施設と他の公共施設等との複合化イメージ】 

公民館・福祉施設・子育て支援施設等の複合施設として、地域のコミュニティ活動の拠点施設に 

（文部科学省資料より） 
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（参考）複数の小学校を統合して低学年部分を分校として存続させる例

統合

Ａ小

Ｃ小

Ｂ小

Ａ小(本校)

Ａ小Ｄ分校

Ａ小Ｅ分校

（元Ｂ小）

５～６年生は本校へ通学

【統合後】【統合前】

例えば、域内にある３つの小学校を２つの分校を有する１つの小学校に統合して、
・ Ａ小学校に通っていた１～６年生はこれまでどおりＡ小学校に、
・ Ｂ小学校に通っていた、１～４年生はＡ小学校Ｄ分校（そのままＢ小の校舎）に、５～６年生はＡ小学校に、
・ Ｃ小学校に通っていた、１～４年生はＡ小学校Ｅ分校（そのままＣ小の校舎）に、５～６年生はＡ小学校に、
通学させることは現行制度下においても可能である。

（元Ｃ小）

３小学校を

１小学校２分校に

〇学校教育法施行規則

第４１条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、
この限りではない。
第４２条 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
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４ 子どもが切磋琢磨できる学習環境を整備するとともに、小学校高学年において専科指導に積極的に

取り組む。 

小学校高学年における専科指導の充実を図るため、Ａ・Ｂ・Ｃ小学校の５～６年生が、定期的に 
Ａ小学校に登校（スクールバスで移動）し、中学校教員（兼務）による専科指導を受ける。 
・大屋小・中学校の場合、文部科学省の加配要件には該当しないが、大屋中学校教員による専科 
指導は可能。  

少子化に対応した活力ある学校教育への支援策 

【加配要件】 
・教育委員会規則や教育委員会が定める要綱等において、２以上の小学校及び１以上の中学校を含む

学校群で運営を行うこととしていること。 
・要綱等においては、小学校高学年における専科指導を含む義務教育９年間を通じた教育活動を一体

的に行うことが明記されていること。 
【支援内容】 
・＜加配＞小学校高学年の専科指導に積極的に取り組む場合に、専科指導加配を措置。 
・＜スクールバス＞学園運営をする際に、必要に応じて、学校間の移動に必要なスクールバスの運行

委託費を補助。 
（文部科学省資料より）  
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Ａ小学校

Ｃ小学校

Ｂ小学校 Ｘ中学校

Ａ校舎（１～４学年）

Ｃ校舎（１～４学年）

Ｂ校舎（１～６学年）
Ｘ中学校

スクールバス

スクールバス

専科指導加配
（中学校教員兼務）

Ｙ小学校

【例１】中学校区を単位とした学校群で運営する例

子供が切磋琢磨できる学習環境を整備するとともに、
小学校高学年において専科指導に積極的に取り組む学校への支援（①）

○ 教育委員会規則や教育委員会が定める要綱等において、２以上の

小学校及び１以上の中学校を含む学校群（以下「学園」という。）

で、学園運営を行うこととしていること。

○ 要綱等においては、小学校高学年における専科指導を含む義務教

育９年間を通じた教育活動を一体的に行うことが明記されているこ

と。

○ なお、上記の要件を満たしていれば、学校統廃合を行う取組や、

義務教育学校を設置する取組も対象とすることができる。

該当する学校群の要件

＜加配＞小学校高学年の専科指導に積極的に取り組む場合に、専科指

導加配を措置。

＜スクールバス＞学園運営をする際に、必要に応じて、学校間の移動

に必要なスクールバスの運行委託費を「へき地児童生徒援助費等補

助金（補助率1/2）」により補助。

支援内容（加配、スクールバス購入費又は運行委託費の補助)
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５ 【事例その１】 私立学校等の誘致 

  廃校に私立学校を誘致し、特色ある教育活動を展開 

 

私立学校等の例① ニイル教育 

学校法人きのくに子どもの村学園 かつやま子どもの村小学校・中学校 

・文部科学省に認可された正規の私立の小・中学校 

・日本で初めての公立学校の校舎を使った私立学校 

・自己決定、個性化、体験学習が基本原則 

・授業の半分近くがプロジェクトとよばれる体験授業 

・子どもたちは全国各地から集まる 

・３週間に１度だけ家に帰る「長期滞在生」、毎週末に家に帰る「週末帰宅生」、地元の子どもも通学可 

・小学生の場合、通学生が約 81万円、週末帰宅の寄宿生 121万円、長期滞在の寄宿生 141万円 

・中学生の進路は、ほとんどが希望する学校へ進学 

（学校法人きのくに子どもの村学園かつやま子どもの村小学校・中学校ホームページをもとに作成） 

 

私立学校等の例② イエナプラン教育 

学校法人茂来学園 大日向小学校・中学校（長野県南佐久郡佐久穂市大日向） 

・文部科学省に認可された正規の私立の小・中学校 

・日本で初めてのイエナプラン教育校、廃校を利用 

・「見学の精神」自立する、共に生きる、世界に目を向ける 

・入学金 100,000円、授業料 420,000円、施設維持費 75,000円、教育活動費 45,000円(いずれも年額) 

この他に昼食代 １日 300円、通信ツール代、スクールバス利用料がかかる。 

・子どもたちは全国各地から集まる（77家族の移住） 

・家族で移住するが、仕事がないので自営業を始める保護者がいる 

・大日向中学校が 2022年度から開設された 

・異年齢によるグループ編成（１～３年、４～６年） 

・４つの基本活動（対話、遊び、仕事、催し）を基本にそれぞれの方法やペースで学ぶ 

・教室をリビングルームとして居心地の良い多様な学びを可能にする空間にする 

                  （学校法人茂来学園 大日向小学校・中学校ホームページ等より） 

 

みんなの廃校プロジェクト 

 文部科学省では、廃校活用推進のため、全国各地の優れた活用事例の紹介や、活用希望廃校情報の公

表等を通じて、廃校を「使ってほしい」自治体と、廃校を「使いたい」企業等とのマッチングを行っ

ています。 

（文部科学省資料より） 

 

 

 

 

 



６ 【事例その２】 オルタナティブ教育の活用 

  他市に例を見ない先進的な教育を取り入れ、学校の特色化による教育移住を促す 

オルタナティブ教育の例① イエナプラン教育 

広島県福山市立常石ともに学園 

・文部科学省に認可された正規の公立の小学校 

・日本で初めての公立イエナプラン教育校 

・異年齢によるグループ編成（１～３年、４～６年） 

・４つの基本活動（対話、遊び、仕事、催し）を基本にそれぞれの方法やペースで学ぶ 

・教室をリビングルームとして居心地の良い多様な学びを可能にする空間にする 

・地域の方が共用できるオープンスペースがある 

・子どもたちは全国各地から集まる 

・通学のために、家族が校区に移住している 

（文部科学省ホームページの福山市教育委員会福山１００年教育の資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 【事例その３】 学校外での小中高校生と地域のひと・こと・ものを生かした活動拠点の設置 

  地域の教育力を生かした、中高生による地域貢献活動 

 

委託事業による例 

roots（京丹後市未来チャレンジ交流センター） 

・令和２年 10月 開設 

《趣旨》 

・高校生や若者の自由な発想による未来のまちづくりやチャレンジを応援する拠点として設置 

・若者や地域の人との交流を通じてプロジェクトを創出する 

→高校生や若者がチャレンジしやすい場所を提供し、地域の人と交流しながら、まちづくりを一

緒に考える機会を通して、地元への愛着心を育てる 

  →将来の Uターン者や関係人口の増加につなげていく 

・京丹後市の委託事業（3年間） 

《業務内容》 

 ①未来チャレンジ交流センターの管理運営 

 ②チャレンジ支援員によるプロジェクト企画、相談対応など 

 ③オンラインを活用した学びや交流の支援 

 ④市内各地域や団体等とのネットワークづくり支援など 

（京丹後市役所ホームページより） 

公設民営による例 

あおばコミュニティ・テラス（横浜市青葉区） 

《目的》 

・次のまちの担い手を創る 

《青少年の地域活動拠点の活動内容》 

・自らプログラムを発案・企画・実行する 

興味関心のあるプロジェクトを立ち上げて、まちの魅力づくりや地域の課題解決に取り組む 

・プログラム運営に参加する 

プロジェクトチームのメンバーになったり、イベントやワークショップの運営をしたりする 

・プログラムに参加する 

イベントや夏休みボランティア活動に参加する 

・居場所として集う 

自習やおしゃべり、ミーティングのために利用できる。フリーWi-Fi完備 

 （あおばコミュニティ・テラス ホームページ等より） 

 



 

 

 

     令和２年１０月２９日 

京丹後市役所 

  

 京丹後市では、高校生や若者が地域の魅力的な人や素材と出会う場「京丹後市未来チ

ャレンジ交流センター（愛称：roots）」を設置します。 

開所を記念し、オープンデイを開催いたします。当日は開所式と場所の完成お披露目

会に加え、オープニングイベントを実施します。開所に向けては、共に場づくりをしたい

という想いから、地域の方々に参加していただきながら、DIYで床張りや本棚を作るイベ

ントを実施してきました。 

これから、京丹後市未来チャレンジ交流センターは、そこに集う人々の居場所となる

と同時に、課題解決の取組みにより新しい価値を創造するなど、未来へのチャレンジをす

る企画を通してあなたの「やってみたい！」を一緒に形にしていきます。 

 

● 京丹後市未来チャレンジ交流センター オープンデイ 

【日時】令和２年１０月３１日（土）  

［午前の部］１０時～１２時  ［午後の部］１３時～１６時 

【会場】京丹後市未来チャレンジ交流センター 愛称：roots（ルーツ） 

    （峰山町呉服 30番地 丹海峰山 30番街１階） 

【内容】 

［午前の部］ 

 ① 開所式（１０時～１０時３０分） 

・市長挨拶 

  ・施設趣旨の説明 

  ・まちの人事企画室（委託業者）の紹介 

  ・愛称の紹介 

  ・設立経緯動画の公開 

  ・写真撮影 

② オープニングイベント（１０時３５分～１２時） 

  ・本を通した交流企画 「Book to the Future」 

  ・ご案内させていただきました市内高校関係者等による公開企画会議 

「京丹後市未来チャレンジ交流センター（愛称：roots
ル ー ツ

）」 

オープンデイを開催します 

報道資料 



［午後の部］ 

① 出入り自由の見学会（１３時～１６時） 

 ・施設見学、スタッフとの交流、会員登録 

・本を通した交流企画「Book to the Future」 

 

【午後の部参加申込】 

募集人員１０名程度（保護者同伴でお子さまのご参加も可） 

※新型コロナウイルス対策により、同時に施設に入る人数を制限しております。 

人数によっては外でお待ちいただくことがございますのでご了承ください。 

有限責任事業組合 まちの人事企画室（電話 080‐8700‐6057 担当：稲本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 問い合わせ先 

京丹後市市長公室政策企画課地域支援・定住対策係（担当：三井） 

 〒６２７－８５６７ 京都府京丹後市峰山町杉谷８８９番地 

 電話：０７７２－６９－０１２０ ＦＡＸ：０７７２－６９－０９０１ 

 電子メール：kikaku@city.kyotango.lg.jp 

 

（別紙配布資料） 

① イベントチラシ 

  ② 愛称について 

～「京丹後市未来チャレンジ交流センター」概要～ 

◎ 設置運営委託先 

  有限責任事業組合 まちの人事企画室 代表 川渕 一清 

（京丹後市網野町網野1655-3） 

◎「京丹後市未来チャレンジ交流センター」 

 【所在地】京丹後市峰山町呉服３０番地 丹海峰山３０番街 １階 

 【開設時間】午前１１時～午後８時（日・月曜定休） 

 【電話番号】080‐8700‐6057  担当：稲本 

 【メールアドレス】challenge@machi-jinji.co.jp 

    【Facebook】＠roots1031 

 【業務内容】 

  ・未来チャレンジ交流センターの管理運営 

・チャレンジ支援員によるプロジェクト企画、相談対応など 

・オンラインを活用した学びや交流の支援 

  ・市内各地域や団体等とのネットワークづくり支援など 



高校生が実際に考えた観光

コースや、まちの魅力を市外の

人に発信することで、市外在住

者との関係を作り、京丹後市の

力になりたいという人口を増や

していく。

高校生が集まり、力を合わ

せて地域の魅力を発信する

商品開発にチャレンジする。

商品の企画やＰＲ、クラウド

ファンディングのやり方を学び、

自分たちでモノづくりができ

る機会を応援する。

高校生カフェや高校生商店な

ど若者の視点でまちに何があれ

ば面白いか、魅力的になるかを

考えながらまちづくりを学ぶ。

アイデアは企業の方や地域

住民の力を借りて形にしていく。

地元で頑張っている起業家や、

地域を支える伝統産業や、魅力

あふれる企業の方などに来てもら

い、京丹後市で働くことの面白さ

や、魅力を発見する。

将来戻ってくる時の仕事や働き

方を考えるきっかけづくりをする。

アイデア・企画プロジェクト化・実施 地域、企業、関係団体等が、プロジェクトの協力・交流・支援

◼高校生や若者の自由な発想による未来のまちづくりやチャレン

ジを応援する拠点として設置

◼若者や地域の人との交流を通じてプロジェクトを創出する

京丹後市未来チャレンジ交流センター（愛称：roots）

》目的

》実施内容のイメージ

将来のUターン者や関係人口の増加につなげていく

高校生や若者がチャレンジしやすい場所を提供し、地域の人と交流しながら、

まちづくりを一緒に考える機会を通して、地元への愛着心を育てる

（例） （例） （例） （例）＜関係人口創出プロジェクト＞

ル ー ツ

＜若者まちづくり企画＞ ＜地域の職業探究＞ ＜商品開発＞



未来チャレンジ交流センター　愛称「roots（ルーツ）」

生まれ育った地域の軌跡。

周りで支えてくれる人たちの存在。

経験したことに価値を見出せること。

個々の「ルーツ」が交わり、

あたらしい「ルーツ」が生まれていく場所に。

声援を送る、支援の手を差し伸べるという意味も

「ルーツ」には、あるんです。

私たちのあり方に、ぴったりだとおもっています。

呼びやすく覚えやすい愛称が、人々の心に留まるはずです。

チャレンジをするとき、

支えになるものはなんだろう。

私たちは「ルーツ」だと考えました。

ルーツを知る

ルーツが広がる

ルーツになる

roots に行ってみる

roots に帰る

roots からはじまる

ルーツを、つくっていく。

コンセプト：






