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は じ め に 

 

 柳井市教育委員会では、明日を担う柳井の子どもたちの幸せと明るい将来のために、

これまで小中学校の教育環境を整備し、教育条件の充実に取り組んできました。 

 近年、全国的に少子化が進行する中、本市においても児童・生徒数は減少の一途をた

どり、特に周辺地域では学校の小規模校化が進んできました。 

このような中、児童・生徒のより健やかな育成を図るためには、地域の実情を踏まえ

より良い教育環境を整備し、地域ごとに魅力ある学校づくりを進めていくことが肝要と

考えます。 

 そのため、教育委員会では平成２１年８月、市内４つの中学校区ごとに保護者、地域

住民、識者及び公募の委員で構成する「柳井市学校環境整備地域懇談会」（以下、「地域

懇談会」という。）を設置し、約１年半の間に６回余りの地域懇談会の開催、市民への

経過報告会などを行い、市民の市政への参画を促進する環境づくりに努めてきたところ

です。 

 教育委員会では、将来の児童・生徒数の動向などを見据えて、今後の望ましい教育環

境のあり方とそれを実現するための基準と枠組みを示すものとして、ここに、「新たな

柳井市立小中学校整備計画」を策定しました。この計画は、地域懇談会での協議内容や

意見を尊重して教育委員会の考え方をまとめたものです。 

小中学校の適正配置の計画については、通学距離や通学時間、通学の安全性及び地域

と学校の関わり方などを考慮して実行するとともに、耐震化対策など学校施設の安全確

保については喫緊の課題であり、計画的に進めるものとします。 

 ご承知のように、学校は地域のコミュニティの中核的施設として、地域住民に支えら

れて今日まで学校運営が行われてきました。これに応えるためには、安全・安心な環境

の下で、子どもたちがしっかり学び、考え、行動できるような教育環境を整えることが

重要であり、保護者、地域及び学校・行政が一体となって話し合い、知恵を出し合って

取り組んでいかなければならないことをご理解いただき、今後更なるご協力をお願いす

るものです。 

 

平成２３年２月 

 

柳 井 市 教 育 委 員 会  
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第１章 柳井市立小中学校の状況 

 

第１節 児童・生徒と学校数、学級数の推移 

柳井市の児童・生徒数の推移を見ると、旧柳井市の小学校の児童数は、昭和３５

年の 5,363人、中学校の生徒数は 2,833人をピークに、その後は減少し、平成２２

年５月１日現在、児童数 1,702人、生徒数 835人となっています。ピーク時と比較

すると児童数では 32％、生徒数では 30％となっており、半数以下となっています。 

今後の児童・生徒数の見通しについては、柳井市全体の人口推計でも予測される

ように漸減傾向は続くものと見込まれており、平成２８年度で児童数 1,489 人、生

徒数 832人と推計（ともに住民基本台帳を基に推計）されます。 

一方、学校数や学級数については、旧柳井市周辺部や旧大畠町で少子化等による

学校統廃合が過去に行われたことにより減少していますが、児童・生徒数の減少ほ

どではありません。これは、１学級あたりの児童・生徒数が減少し、学級の規模が

小さくなっていることによるもので、総じて学校の小規模化が特に周辺部で顕在化

しています。 

そのため、１学級当りの児童・生徒数は標準的な学級編制を大きく下回る学校が

ほとんどであり、既に複式学級編制となっている小学校が２校（遠崎小学校、鳴門

小学校）存在しています。 

平成２２年５月１日現在、本市の小学校は１４校（うち２校は休校中）、中学校は

４校となっています。 
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第２節 地区別の児童・生徒の増減傾向 

今後の推計として、平成２２年度から推計可能な平成２８年度までの児童・生徒

数の合計を地区別に比較すると、中央地区で 10％（166 人）、大畠地区で 18％（36

人）、西部地区で 9％（44人）減少しますが、南部地区では 13％（30人）増加しま

す。総じて市内小中学校においては、各地区で横ばい若しくは減少傾向にあること

がうかがえます。特に、伊陸、柳井南、鳴門及び遠崎の各小学校では３割前後の減

少が予想され、小規模化がさらに進むことが見込まれます。 

平成２８年度の推計でも、小学校は、柳井小学校が 509人の 17学級である一方、

遠崎小学校が 19人の 3学級であり、また、中学校では、柳井中学校が 523人の 1７

学級である一方、大畠中学校が 60人の 3学級であり、市全体では、学校規模による

教育環境の違いがみられます。 

 

地区別の児童・生徒数の推計      （単位：人） 

地区 学校名 H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ 

中央 

日積小 53 52 47 46 44 42 43 

伊陸小 74 72 73 69 68 59 51 

柳井小 533 508 510 508 505 502 509 

柳東小 274 270 252 241 247 236 215 

柳北小 133 127 116 115 104 104 100 

平郡東小 0 0 2 2 2 2 2 

柳井中 542 566 555 544 525 521 523 

小 計 1,609 1,595 1,555 1,525 1,495 1,466 1,443 

西部 

余田小 63 61 55 58 53 52 58 

新庄小 270 262 258 257 263 253 231 

柳井西中 167 169 165 166 151 150 167 

小 計 500 492 478 481 467 455 456 

南部 

柳井南小 72 65 60 56 52 54 49 

小田小 97 94 103 106 109 119 126 

柳井南中 58 72 82 87 82 75 82 

小 計 227 231 245 249 243 248 257 

大畠 

神西小 69 64 57 56 58 56 62 

鳴門小 38 36 40 31 31 28 24 

遠崎小 26 25 21 24 23 22 19 

大畠中 68 71 71 73 66 65 60 

小 計 201 196 189 184 178 171 165 

合 計 2,537 2,514 2,467 2,439 2,383 2,340 2,321 
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第３節 学校運営に係る支出状況 

柳井市の平成２２年度一般会計当初予算の規模は、149 億 7,500 万円で、このう

ち教育費の割合は、8.5％の 12億 7,370万円となっています。ここで教育費とは、

小中学校の運営費や施設の維持管理費、公民館や図書館など教育施設の運営に要す

る経費です。 

教育費のうち、小学校の運営等に係る経費は、2億 90万円、中学校の運営等に係

る経費は 2億 3，000万円となっています。学校運営に必要な経費は、毎年ほぼ同水

準で推移していますが、近年は、本市の財政状況から緊縮的な予算配分としている

ことによるものと考

えられます。 

なお、小学校での

支出の主なものは、

光熱水費等の需用費、

施設の維持管理委託

料、備品購入費とな

っています。中学校

では、同様に需用費、

維持管理委託料と施

設整備に必要な工事

請負費となっていま

す。 

今後、耐震化対策

など学校施設の整備は緊急の課題であり、小中学校ともに学校の運営に必要な支出

は増加するものと考えられます。 

また、人件費は教育費予

算の中に含まれますが、教

職員は県費負担であり、そ

の人件費は国が 1/3、県が

2/3負担となっており、本市

の予算からの負担はなく、

教育予算には含まれており

ません。 
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第２章 適正規模・適正配置の必要性 

 

第１節 子どもたちの将来像と目指す教育 

２１世紀は、新しい知識・情報・技術が、飛躍的に重要性を増す社会、いわゆる

「知識基盤社会」の時代であると言われています。この知識基盤社会を切り拓くた

めには、今にも増して「生きる力」、中でも「人間（社会人）として社会の中で自立

して力強く生きていく力【人間力】」「人が人とつながり社会をつくる力【社会力】」

の育成が重要です。 

柳井市では、この二つの力の育成のために「しなやかさ」と「なごやかさ」の啓

培に重点を置きたいと考えています。 

「しなやかさ」とは、弾力性に富み、探究心・忍耐力・困難を乗り越える持久力

などを身につけた主体的でたくましい状態であると考えます。 

また、「なごやかさ」とは、自立性を保ちながらも、他人の意見を謙虚に聞き、相

手を十分理解して能動的に人や自然と関わっていける主体的な状態であると考えて

います。 

柳井市は、この「しなやかさ」と「なごやかさ」をもった人の姿を常に描きなが

ら、一人ひとりの自己実現を支援しています。自分の思考や行動そのものを客観的

に把握、認識する能力を高める学びの大切さを示唆し、子どもたちが成長過程の中

で出会う様々な集団での切磋琢磨を通して、自分の弱い心に打ち勝つ克己心を持つ

ことの必要性が実感できる教育を展開していきます。 

その推進に当たって、学校・家庭・地域社会・関係機関は、相互に連携を深めな

がら強い連帯感を持った一つの共同体として、それぞれの役割、責任を果たしてい

かなければならないと考えています。 
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第２節 適正規模・適正配置による教育的効果 

小中学校の適正規模・適正配置を実現することにより、次のような効果が発現さ

れると考えられます。 

（１） 活力ある学校づくり 

柳井市のほとんどの小中学校が小規模校となっていますが、小規模校ゆえの利

点も多くあります。教師の目がきめ細かく行き届き、異学年の集団が形成されや

すく、縦の繋がりが深くなることなどがその典型と考えられます。 

一方、児童・生徒が少ないとお互いが切磋琢磨しながら伸びていこうとする面

で、刺激が不足がちであり、人間関係が固定化し、多様な意見に触れる機会が少

ないなどの課題も指摘されています。社会は多様な集団で構成されており、子ど

もたちが将来社会に羽ばたいてゆくことを考えれば、義務教育９ヶ年において小

さな集団から大きな集団までを経験させることが大切であり、そのためには一定

規模の学び舎が必要と考えます。また、集団が大きくなれば多くのリーダーを育

成しながら、ダイナミックな活動が可能となり、特に中学校では、部活動をはじ

め、さまざまな教育活動の中で協調性を養い、個性・能力を伸ばし、たくましい

人材を育成することができます。 

一定規模の学校集団の中で、さらに活発な学校生活を送り、お互いが刺激し合

えるような活力ある学校をつくっていくことは、教育効果の一層の向上に繋がる

ものと考えています。 

（２） 指導体制の充実 

 指導体制の充実は、教育効果を高めるための条件と考えます。一定規模の学校

とすることで教職員の適正配置が可能となり、特に中学校では、各教科の専任教

員などの配置が可能になり、各教科で適正な教科指導ができるようになります。 

（３） 安全で快適な教育環境づくり、教育条件の充実 

 学校の適正規模・適正配置を推進することで、学校施設の維持・管理経費の効

率的な執行が可能となるとともに、効率化による削減経費を新たな教育環境の向

上のためのソフト、ハード両面の施策に充てることが可能となり、さらなる教育

条件の充実を図ることができます。 

  

資料１ 学校規模における利点と課題について 
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第３章 適正規模・適正配置の基本方針 

 

第１節 適正規模の考え方 

（１） 学級規模 

小中学校の設置者は柳井市ですが、配置される教職員は、県採用の職員であり、

配置等の人事権も県に属します。教職員をどのように配置するかは、「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」（以下、「標準法」と

いう。）に規定されていますが、小中学校の同学年で編制する１学級当りの児童・

生徒数の基準は、ともに４０人を標準として都道府県の教育委員会が定めること

とされています。 

山口県では、「公立小学校及び中学校の学級編制並びに配置基準」において同

学年で編制する１学級当りの児童・生徒数は３５人以下とするよう市町教育委員

会と協議して定める独自の弾力的事業を実施しています。 

単式学級の編制については、山口県の配置基準にならった小中学校の学級規模

とします。 

複式学級の編制については、標準法によって小中学校それぞれにおいて編制の

際の基準が示されていますが、山口県においても、複式学級を解消する目的で特

別措置が設けられています。 

柳井市においては、現在一部の小学校で複式学級の実態があり、また近い将来

において複式学級となる小学校が予測されます。単に複式学級であることで児童

への指導環境に著しい格差が生じているとは考えませんが、当事者である子ども

たちの就学過程において複式学級編制となることは決して好ましい状況ではな

く、教育委員会としては、複式学級の解消を図りたいと考えています。 

（２） 学校規模 

学校の規模については、「義務教育諸学校施設国庫負担法（以下、「負担法」と

いう。）施行令」第４条においては、適正な学校規模の条件を１２学級から１８

学級とする指標がありますが、「学校教育法施行規則」で、地域の実態その他に

より特別な事情がある場合はこの限りではないと定めています。 

これまで地域懇談会において、小中学校の適正規模の範囲を検討する中では、

柳井市の学校規模の現状、地域の地理・歴史的背景、学校規模における利点、課

題などについて意見交換を行い、教育委員会の考え方としては、小学校では１８

０人以上、中学校では９０人以上を適正規模の範囲であると説明してまいりまし

た。従って、これを下回る規模を小規模校と考えています。 

さらに、普通学級が５学級以下の小学校は過小規模校であり、複式学級編制と

なっているため、短期的視点で統合の対象校として検討を行います。また、小規

模校においても、中長期的な視点では過小規模校に移行する時期などを捉え、適

正規模への誘導を図る必要があると考えています。 
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第２節 適正配置の考え方 

（１） 適正配置を考える上での留意点 

① 児童・生徒の登下校の安全確保を最優先に考えます。 

② 小学校の統合の場合は、小中学校の連携を重視し、同一の中学校区での統合

を基本とします。 

③ 基本的に、既存の学校施設を活用します。 

④ 学校の位置については、敷地面積や施設の規模、損耗の程度、地域のコミュ

ニティでの位置づけなどを考慮することとします。 

（２） 通学距離 

通学距離を定義した法令としては、同じく負担法施行令第４条において、小学

校および中学校を適正な規模にするために統合を行う場合の国庫負担の条件と

して、通学距離が小学校でおおむね４ｋｍ以内、中学校でおおむね６ｋｍ以内と

する指標があります。 

柳井市の小中学校においては、昭和の市町村合併以前から存在し、現在に至る

ものがほとんどであり、ほぼ適正な距離内で児童・生徒は通学しています。学校

の統廃合が行われた際には、スクールバスの運行や「柳井市小中学校通学費補助

金交付要綱」に基づき、片道４ｋｍ以上の児童、６ｋｍ以上の生徒を対象に通学

費の援助を行なっています。 

教育委員会では、小中学校ともに適正な通学距離の範囲に適正規模の学校づく

りを行うことを優先課題とし、適正な通学距離の範囲に複数の小規模校がある場

合は、統合の対象校として検討を行います。 

（３） 通学時間 

児童・生徒の通学に係る負担をできる限り軽減すべき観点から、通学に要する

時間は、おおむね 1時間以内が望ましいと考えます。路線バスや鉄道などの公共

交通機関の利用による通学が難しい地域については、スクールバスを運行するな

ど 1時間以内での通学ができることを基本とします。 

 

資料２ 小中学校の位置と通学距離について 
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第３節 適正規模・適正配置の手法 

 学校の適正規模・適正配置を実現するための手法としては、通学区域の変更と学

校の統廃合の２つの手法が考えられます。 

（１） 通学区域の変更 

通学区域の変更は、統合の対象校とその隣接校の平準化を図る手法であり、小

規模校と大規模校が隣接している場合に有効とされています。 

 地域における様々な活動は、学校を拠点として通学区域単位に行われてきた経

緯があり、通学区域の一部だけを他校の通学区域に編入することは、複数の通学

区域を一つにすることに比べ、地域コミュニティに大きな影響を及ぼしかねない

ため通学区域の修正は最小限に止めるべきであると考えています。 

学校の統合を行う中で、通学区域と自治会エリアとの間に不整合がある場合や

隣接する学校の方が通学距離が短いなど、必要に応じて保護者や地域住民の意見

を聴きながら柔軟に対応します。 

（２） 学校の統廃合 

学校の統廃合は、小規模な学校が複数隣接している場合に有効とされています。

柳井市においては、これまで必要と考えられる学校の統廃合は行われていますが、

現在も小規模校が多く存在しています。特に、複式学級編制となっている小学校

については、統合によって適正規模化を図り、一定規模の学校を確保していくこ

とを基本とします。 

 

第４節 通学区域制度 

（１） 指定校制度  

柳井市では、通学距離、通学時間などを考慮して住民基本台帳に登録された住

所地によって各学校の通学区域を定める「指定校制度」を採用しています。通学

区域ごとの就学指定校は住所地によって決まり、教育委員会が就学前に保護者に

通知しています。 

（２） 区域外就学 

住民基本台帳上の住所地に変更がない限り指定校が変わることはありません

が、学年途中での転居のほか、家庭の事情や教育的配慮などの理由により他の区

域の学校へ就学を希望する場合で、教育委員会が相当と認めた場合は、その指定

した学校を変更することができます。 

（３） 学校選択制度 

指定校制度とは別に、教育委員会が学校を指定する前に保護者の意見を聴取し、

希望する形で子どもの通う学校を決めていく「学校選択制度」がありますが、小

規模校化がますます加速するなど、学校間の児童・生徒の偏りが進む傾向が考え

られ、現在、柳井市では学校選択制度を導入する計画はありません。 
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第４章 学校施設の安全対策の基本方針 

   

第１節 耐震診断・耐震化対策の現状 

 学校施設の安全・安心の取り組みとして、耐震化対策は最も重要な施策と位置づ

けていますが、本市小中学校の平成２２年４月現在の耐震化率は、70.4％であり、

全国平均の77.3％を下回っています。校舎の耐震診断はほぼ完了しているものの、

体育館の耐震診断実施が進んでおらず、今後残される課題といえます。 

 体育館は、災害緊急時の一時避難場所にも指定されており、今後早急な対策が必

要と考えています。学校施設の状況を分析し、極力安全な校舎へ児童・生徒の移動

を行うなど安全対策に意を払ってまいりますが、なお、安全対策が必要な施設に対

しては、その方法論を整理したうえで、適切な処置を講じていきます。 

 

資料３ 耐震改修状況について 

 

第２節 耐震化等の安全対策の考え方 

耐震化対策など学校施設の安全を確保するためには、相当な経費と時間を要する

ことから、目標期間を定めるとともに具体的な手法を定める必要があります。 

（１） 改築 

文字どおり建て替えを行うものであり、施設の損耗の程度や将来の児童・生徒

数の推移を見極め、必要な学校の改築を計画的に進める必要があります。 

（２） 耐震補強 

 改築に比べ少ない費用で耐震化を図ることができますが、損耗の程度によって

は補強が不可能な場合もあります。耐震診断を行ったうえ、補強可能なものは早

急な対策を行うべきものと考えます。 

 なお、耐震補強工事は、建物そのものの寿命を延ばす工事ではありません。 

（３） 校舎棟の新設 

限られた学校敷地内ですべての校舎の新設を行うには限界がありますが、一部

の特別教室棟や児童・生徒が最も長い時間を過ごす普通教室棟の新設は、一定の

効果があると考えています。これまでに採用している軽量鉄骨造の長期リース校

舎の建設は、改築に比べ少ない費用で早期の耐震化対策を図ることが可能であり、

リース契約による財政負担の平準化を図ることができます。 

（４） 学校統合 

 直接的な耐震化対策ではありませんが、過小規模の学校が複数ある場合のひと

つの手法と考えられます。学校統合は、それまでの通学区域の変更を伴うこと、

統合先の教育環境の整備や関係者の理解など多くの問題を解決したうえで臨む

必要があります。 
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第５章 実施のためのスケジュール 

 

第１節 計画期間 

本整備計画の期間は、平成２３年度から平成３２年度（２０２０年度）までとし

ます。学校施設の安全対策や児童・生徒の減少など、直面する諸課題に対応する計

画とします。 

計画期間に整備計画の目的を達成するものとしますが、計画期間内であっても、

整備計画の見直しが必要なときは、適時、対策を講じることができるものとします。

その場合は、関係者との話し合いの場を設定することを原則とします。 

 

第２節 実施の方法 

（１） 整備計画の見直し 

計画期間内で、大きな整備計画の見直しが必要となる場合は、現在組織してい

るような広く地域の保護者や地域住民等から構成する「地域懇談会」的な協議の

場を持って、関係者の意見を聴きながら進めることとします。 

（２） 統合計画の進め方 

具体的な学校の統廃合に至る場合は、学校運営、教育内容、施設・設備等につ

いての準備が必要になるだけでなく、児童・生徒の登下校の安全確保、子どもの

心のケア、統合に伴う保護者負担の軽減、教職員の配置等様々な配慮を欠くこと

はできません。関係する小中学校の関係者で組織する「統合準備委員会」を立ち

上げ、具体的な作業を進めることとしますが、児童・生徒数や学級数の将来推計、

学校の小規模化による問題点を保護者や地域住民等と十分協議しながら、学校の

適正配置の必要性に関する共通認識と協力を得て進めることとします。 
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第３節 学校整備計画の策定 

（１） 適正規模・適正配置計画 

適正規模・適正配置計画の策定に当たっては、これまでの地域懇談会の意見等

を踏まえ教育委員会が定めます。学校別の計画は、以下のとおりとします。 

 

【中央地区】 

学校名 適正規模・適正配置計画 

伊陸小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に小学校が必要であ

る。児童数の減少や校舎、体育館等施設の老朽化が進んでいるため対応が

必要であるが、現在地で適正配置の小学校である。 

遠距離通学を余儀なくされる児童の対応として、通学費の補助を行う。 

日積小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に小学校が必要であ

る。児童数が減少し、計画期間内で複式学級編制が予測される。校舎、体

育館等の施設の老朽化が進んでいるため対応が必要であるが、現在地で適

正配置の小学校である。 

遠距離通学を余儀なくされる児童の対応として、スクールバスの運行を

行う。 

柳北小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に小学校が必要であ

る。校舎の老朽化が進んでいるため対応が必要であるが、現在地で適正配

置の小学校である。 

遠距離通学を余儀なくされる児童の対応として、通学費の補助を行う。 

柳東小 

本市にあっては将来とも適正規模校であり、校舎は北館を除き新しい施

設である。 

現在地で適正規模・適正配置の小学校である。 

柳井小 

本市にあっては現在大規模校だが、将来的に過大規模校とはならず、校

舎は第４校舎を除き最新の施設であり、現在地で適正規模・適正配置の小

学校である。 

柳井中 

本市にあっては現在大規模校だが、将来的に過大規模校とはならず、施

設が新しく、将来的にも本市の中心的中学校とする。 

他の中学校との再編を行う場合は、本校施設を活用することにより対応

を図るものとする。 

遠距離通学を余儀なくされる生徒の対応として、スクールバスの運行を

行う。 
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【西部地区】 

学校名 適正規模・適正配置計画 

余田小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、西部地区に１小学校が適正

配置と考えられるが、児童数の減少や校舎の老朽化が進んでいるため対応

が必要である。 

統合については、土穂石川河川改修事業の進捗によりあらためて関係者

との協議の場を設定し、学校の位置を含め決定する。 

新庄小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、西部地区に１小学校が適正

配置と考えられるが、本市にあっては将来とも適正規模校である。校舎は、

第２校舎を除き補強済みの施設である。 

統合については、土穂石川河川改修事業の進捗によりあらためて関係者

との協議の場を設定し、学校の位置を含め決定する。 

柳井西中 
本市にあっては将来とも適正規模校である。施設が新しく、現在地で適

正配置の中学校である。 

 

 

【南部地区】 

学校名 適正規模・適正配置計画 

柳井南小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に小学校が必要であ

る。児童数が減少し、計画期間内で複式学級編制が予測される。校舎、体

育館は新しく、現在地で適正配置の小学校である。 

遠距離通学を余儀なくされる児童の対応として、スクールバスの運行を

行う。 

小田小 

児童の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に小学校が必要であ

る。 

校舎、体育館は新しく、現在地で適正配置の小学校である。 

柳井南中 

生徒の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に中学校が必要であ

るものの、生徒数の減少や校舎の耐震化が図られていないこと、クラブ活

動の選択肢や集団活動の教育効果などを考慮し、平成３２年３月に柳井中

学校へ統合する。 

通学の安全対策として、スクールバスの運行を行う。 
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【大畠地区】 

学校名 適正規模・適正配置計画 

神西小 
児童の通学距離・通学時間から考慮すると、大畠地区に１小学校が適正

配置と考えられる。既に複式学級編制となっていることなど児童数の減少

が進んでいるため対応が必要である。 

計画期間内に３小学校を統合して大畠小学校（仮称）を新設する。 

統合については、あらためて関係者との協議の場を設定する。 

鳴門小 

遠崎小 

大畠中 

生徒の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地に中学校が必要であ

る。校舎等施設の老朽化が進んでいるため対応が必要であるが、現在地で

適正配置の中学校である。 



- 14 - 

 

（２） 学校施設の安全確保 

学校施設の耐震化対策など直面する課題を解決するために学校施設整備事業

として、「柳井市実施計画」（※１）に位置づけ、今後計画的に進めることとしま

す。 

計画期間内に学校施設の耐震化の完了を目指します。学校別の計画は、以下の

とおりとします。 

 

【中央地区】 

学校名 学校施設整備事業計画 

伊陸小 

・ 普通教室棟を新設し、普通学級及び特別支援学級の移動を終了した。 

・ 東側校舎にあった音楽室、家庭科室の各特別教室を西側校舎に移動

し、東側校舎の解体を終了した。 

・ 老朽化した伊陸公民館及び伊陸出張所と合わせて、既存校舎の必要部

分の改築を実施する。 

 

日積小 

・ 普通教室棟を新設し、普通学級の移動を終了した。 

・ 既存校舎の必要部分の改築を実施する。 

・ 体育館の耐震診断を行い、必要な対策を実施する。 

柳北小 
・ 校舎の改築を実施する。 

・ 体育館については問題なし。 

柳東小 
・ 校舎については問題なし。 

・ 体育館は耐震補強工事を終了した。 

柳井小 
・ 校舎については問題なし。 

・ 体育館の改築工事を実施する。 

柳井中 ・ 校舎及び体育館、武道場については問題なし。 

 

 

【西部地区】 

学校名 学校施設整備事業計画 

余田小 

・ 普通教室棟を新設し、普通学級及び特別支援学級の移動を終了した。 

・ 既存校舎の必要部分の改築を実施する。 

・ 体育館については問題なし。 

新庄小 
・ 第２校舎の改築を実施する。 

・ 体育館の耐震診断を行い、必要な対策を実施する。 

柳井西中 ・ 校舎及び体育館については問題なし。 
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【南部地区】 

学校名 学校施設整備事業計画 

柳井南小 ・ 校舎及び体育館については問題なし。 

小田小 ・ 校舎及び体育館については問題なし。 

柳井南中 

・ 東側校舎にあった普通教室を西側校舎へ移動を終了した。 

・ 東側校舎及び西側校舎については、統合されるまでは必要な修繕等を

行う。 

・ 体育館の耐震診断を行い、耐震改修を実施した。 

 

 

【大畠地区】 

学校名 学校施設整備事業計画 

神西小 
・ 校舎については安全と考えている。 

・ 体育館の耐震診断を行い、必要な対策を実施する。 

鳴門小 
・ 校舎については問題なし。 

・ 体育館は耐震補強工事を終了した。 

遠崎小 ・ 校舎及び体育館については問題なし。 

大畠中 

・ 校舎の耐震補強工事を実施する。 

・ 武道場は耐震補強工事を終了した。 

・ 体育館については問題なし。 

 

 

 （※１）「柳井市実施計画」 

 柳井市実施計画は、『柳井市総合計画（平成１８年６月基本構想議決）』に掲げる将来

都市像「人が輝く・夢が生まれる 瀬戸内のふれあい元気都市」の実現に向けて、中期

財政計画との整合性を図りながら、柳井市基本計画に示されたまちづくりの方針を具体

化するための事業計画を明らかにするものです。 

柳井市実施計画は、次の基本的な考え方により策定します。 

① 本計画は、「柳井市で暮らす幸せ」を実感できるまちづくりに向けて、時代の要

請に対応して効果的に実施するべき事業を優先的に選定します。 

② 本計画は、毎年度の予算編成において基本的な指針とします。 

③ 本計画は、毎年度、施策及び事業の効果や効率性を検証して見直しをおこないま

す。 
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資料１       学校規模における利点と課題について 

① 小規模校における利点と課題 

 

 

学 
習 
・ 
指
導 
面
で
の 
観
点 

教育活動全般における利点 教育活動全般における課題 
 

○児童・生徒一人ひとりの個性や特性に応じ
て指導しやすく、学習内容の定着度が高い。 

○児童・生徒一人ひとりが主役として活躍す
ることができる。 

○教材、教具の割り当てが多い。特別教室も
必要に応じて十分活用できる。 

○校外学習等で児童・生徒の行動を掌握しや
すい。 

 

●児童・生徒同士及び教員から情報量が少な
く、多様な知識や価値観が育ちにくい。 

●総合的な学習の時間等において多様なグル
ープ分けが難しい。 

●中学校の選択教科で、履修の選択の幅が小さ
く、生徒の特性や興味に十分対応できない。 

●成績が序列化しやすく、新たな意見を出し挑
戦しようとする意欲が低下しやすい。 

●中学校における技能教科で、専門の教員が配
置されない可能性がある。 

学校行事、部活動における利点 学校行事、部活動における課題 
 

○授業や、運動会、文化祭などの学校行事で
活躍の場が豊富である。 

 

●部活動の種類が限られ、選択の幅が小さい。 

 
児
童 
・ 
生
徒 
の 
生
活 
面 
で
の 
観
点 

人間関係・集団生活における利点 人間関係・集団生活における課題 
 

○児童・生徒、教職員、保護者それぞれがお
互いをよく知り、結びつきが深い。 

○教職員が児童・生徒一人ひとりの特性や家
庭環境等を把握し、指導がしやすい。 

○全校が一体となった活動がしやすく、団体
行動がしやすい。 

 

●人間関係が固定化、序列化しやすく学級編制
が固定化しているため、人間関係に破錠を生
じると、修復が困難となり易く、序列化した
人間関係が継続しやすい。 

●児童・生徒間の交流が限られているため、適
度な刺激や切磋琢磨の機会が少ない。 

●多様なものの見方や、多様な価値観に触れる
機会が少なく、一律的になりやすい。 

 
 
学
校
運
営
か
ら
の
観
点 

組織運営や危機管理における利点 組織運営や危機管理における課題 
 

○教職員と子ども、保護者において意思疎通
がしやすく、全校一体となった指導がしや
すい。 

○学校全体の業務を考えての協力体制がとり
やすい。 

○教職員の人数が少ないため、校務について
共通理解が得やすく、実践が徹底しやすい。 

○PTA 活動では、家庭的雰囲気の中で協力が
得やすい。 

 

 

●全校一体の活動がスケールの小さいものに
なる。 

●校務について教員一人あたりの仕事量が多
く、緊急時等において、十分な対応ができな
いことになりがちである。 

●教科担任制においては、教員が多学年の授業
を担当することが多く、教材研究等が困難に
なりがちである。 

●教員数が少ないため、研修への参加が困難で
ある。 
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② 大規模校における利点と課題 

 

 
 
学
習 
・ 
指
導
面 
で
の 
観
点 

教育活動全般における利点 教育活動全般における課題 
 

○多様なクラス替えが可能となり、新たな人
間関係が多面的なものの見方や価値観の形
成に寄与する。 

○互いの競争心が活発となり、学習意欲が向
上する。 

○教員数が多いため、選択教科や、総合的な
学習の時間において選択の範囲が広がる。 

○学年の教員だけでも様々な学習に対応でき
る。 

 

●情報量が多すぎて処理しきれない場合が生
じる。 

 

●児童・生徒一人ひとりが授業で体験し、活躍
する場が少ない。 

●教材、教具等の使用が十分できない。また、
特別教室、体育館、運動場、プール等の割り
当てに余裕がない。 

●児童・生徒一人ひとりの習熟度や個性に対応
した指導がしにくい。 

学校行事、部活動における利点 学校行事、部活動における課題 
 

○運動会、文化祭等で多様な種目や演目の設
定が可能となり、活気あふれるものとなる。 

○部活動で選択の幅が広がる。 

 

 

●児童・生徒一人ひとりが活躍する場が少な
い。 

●人数が多く、一人あたりの活動量が少なかっ
たり、活動の場所が狭かったりする。 

 
児
童 
・ 
生
徒 
の
生
活
面 
で
の 
観
点 

人間関係・集団生活における利点 人間関係・集団生活における課題 
 

○クラス替えが可能であり、新たな価値観や
人間関係を形成する機会が多い。 

○多種多様な人間関係の中で刺激を受け、互
いに切磋琢磨する機会が多い。 

○児童・生徒間の役割が固定せず、委員会活
動などでも一人あたりの負担も少ない。 

 

●人数が多過ぎ、交友関係等が希薄になりがち
である。 

●児童・生徒の間で、一つの学校としての一体
感を保ちにくい。 

●同学年内での結びつきが中心となり、異学年
との交流が希薄になりがちである。 

●集団に埋没し、個性を発揮できない児童・生
徒が出てしまうことがある。 

●役割分担のない児童・生徒が生じやすく、行
事等への参加意識が低下しやすい。 

 
 
学
校 
運
営
か
ら
の 
観
点 

組織運営や危機管理における利点 組織運営や危機管理における課題 
 

○多くの教職員によって校務を分担できるの
で、組織的・機能的な運営が可能である。 

○緊急時における支援体制がとりやすく、柔
軟な対応ができる。 

○学年や教科で複数の教員がいるため、教員
間での研修・研究が行いやすく、教員の資
質向上に役立つ。 

○PTA 活動では、刺激や活気が生まれやすい。 

 

 

●教職員の増大により、相互の意思疎通を欠
き、学校運営における共通認識を確立しづら
い。 

●学年内での対応が多くなり、学校としての統
一性を欠く可能性がある。 

●校務についての負担が少なく、学校運営を担
っているという意識が希薄になり、他人任せ
の教職員が生じやすい。 

●PTA 活動等で活動に無関心な保護者が出や
すい。 
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資料２        小中学校の位置と通学距離について 



- 19 - 

 

 

 



- 20 - 

 

種別 学校名 建物用途
面　積
（㎡）

建設年度
１次診断
（Is値）

２次診断
（Is値）

改修済
（Ｉs値）

備　考

日積 管理教室棟 787 37 0.14

第4校舎 2,035 54･55 0.85 H20 ２次診断

管理特別教室棟 2,168 H17 ※ ※ ※

普通教室棟 1,180 H18 ※ ※ ※

昇降棟 253 H18 ※ ※ ※

便所棟 186 H18 ※ ※ ※

普通教室棟 1,080 H18 ※ ※ ※

柳東 北館 931 46 0.19 0.31 0.71 H17 補強済み

管理・教室棟 3,045 H12 ※ ※ ※

柳北 校舎棟 1,096 38･39 0.37 H14 ２次診断

管理教室棟 1,067 53 0.77 H15 ２次診断

普通・特別教室棟 1,841 49･50 0.44 0.67 0.70 H16 補強済み

第2校舎 455 35 0.11

余田 校舎棟 761 33･34 0.09

伊陸 校舎棟・管理棟 1,169 31･32･33 木造

柳井南 管理・教室棟 1,155 51･52 1.52 H15 ２次診断

特別教室棟 877 H9 ※ ※ ※

管理・教室棟 1,168 H5 ※ ※ ※

特別教室棟 804 H6 ※ ※ ※

管理・教室棟 1,422 52 0.29 0.67 H18 ２次診断

特別教室棟 239 H4 ※ ※ ※

管理・教室棟 1,369 56・57 ※ ※ ※

特別教室棟 237 H5 ※ ※ ※

管理・教室棟 506 H10 ※ ※ ※

特別教室棟 687 62 ※ ※ ※

日積 屋内運動場 801 52

柳井 屋内運動場 1,524 37 0.08 H21 ２次診断

柳東 屋内運動場 725 56 0.49 0.35 0.98 H21 補強済み

柳北 屋内運動場 798 62 ※ ※ ※

新庄 屋内運動場 750 54

余田 屋内運動場 876 H11 ※ ※ ※

伊陸 屋内運動場 465 45・47

柳井南 屋内運動場 894 H9 ※ ※ ※

小田 屋内運動場 797 H7 ※ ※ ※

神西 屋内運動場 528 54

鳴門 屋内運動場 488 53 0.21 0.40 0.73 H21 補強済み

遠崎 屋内運動場 555 63 ※ ※ ※

屋体

柳井

新庄

小田

神西

鳴門

遠崎

資料３ 耐震改修状況について

【小学校】

校舎
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種別 学校名 建物用途
面　積
（㎡）

建設年度
１次診断
（Is値）

２次診断
（Is値）

改修済
（Ｉs値）

備　考

普通教室棟 2,945 H1 ※ ※ ※

特別教室棟 236 H2 ※ ※ ※

管理特別教室棟 2,457 H2 ※ ※ ※

特別教室棟 256 H2 ※ ※ ※

昇降口棟 302 H2 ※ ※ ※

校舎棟 1,583 59 ※ ※ ※

校舎棟 1,567 60 ※ ※ ※

校舎棟+便所棟 1,092 40 0.35 0.71 H16 補強済み

校舎棟+便所棟 1,189 41 0.17 H15 ２次診断

管理・特別教室棟 2,605 38 0.07 0.45 0.74 H22 補強済み

特別教室棟 180 38 1.24 H21 ２次診断

特別教室棟 247 63 ※ ※ ※

屋内運動場 1,353 H4 ※ ※ ※

武道場 268 57 ※ ※ ※

柳井西 屋内運動場 830 60 ※ ※ ※

柳井南 屋内運動場 650 42

屋内運動場 693 59 ※ ※ ※

武道場 351 54 0.14 0.72 H21 補強済み

（表中の※は、建築基準法改正後の新基準を満たす建物を示す。）

　　　【説　明】

１．平成22年4月現在、柳井市小中学校の耐震診断実施率は78.3％、耐震化率は70.4％となっている。

２．１次診断、２次診断の定義

　１次診断は、建物形状、寸法（柱、梁、壁間隔）とｺﾝｸﾘｰﾄ強度から概略の耐力を推定するもの

　２次診断は、配筋図面（図面がない場合は一部取り壊して確認）やｺﾝｸﾘｰﾄ強度を再測定し詳細に耐力を推定

　するもの

３．耐震構造と耐震指標（Is 値）

　建築基準法改正により、昭和５７年以降建設の建築物は耐震基準を満たす。現行の建築基準法施行令では、

　・中地震時（震度５強程度）で、建物に損傷が発生しないようにする

　・大地震時（震度６強～）で、建物に部分的な損傷は生じるものの、倒壊などの大きな損傷を防ぎ、人命が失

　　われないようにする　　という耐震性能の確保を目標としている。

　また、建物の耐震性能を表す指標として、Ｉｓ値（構造耐震指標）が広く用いられており、

　　Ｉｓ＜0.3　　　　　 大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い

　　0.3≦Ｉｓ＜0.6　　大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性がある

　　0.6≦Ｉｓ          　大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い　　と考えられている。

　文部科学省の指導は、耐震改修の補助要件として補強後のＩｓ値は0.7を超えることとしている。

柳井南

大畠

柳井

大畠

耐震改修状況について

【中学校】

校舎

屋体

柳井

柳井西

 


