
平成 23 年度 第１回奈良市学校規模適正化検討委員会 次第 

 

１ 日 時 

     平成２３年７月１４日(木)  ９：３０～１１：３０ 

 

２ 場 所 

          奈良市役所 中央棟６階・第１研修室 

 

３ 内 容 

(１) 委員委嘱又は任命 

(２) 教育長挨拶 

(３) 自己紹介 

(４) 会長、副会長の選出 

(５) 配付資料の確認 

(６) 案件 

   ① 中学校区別実施計画 前期計画(H19-H22)における総括について 

② 中学校区別実施計画 中期計画(H23-H25)について 

③ 中期計画における適正化の対象校の現状について 

④ 興東小学校 統合再編に関するアンケート調査結果について 

⑤ 小規模校における教育効果を高める取組についてのアンケート

調査結果について 

⑥ その他 

 

４ 配付資料 

・奈良市学校規模適正化検討委員会委員名簿・設置要綱 

・前期計画(H19-H22)の地域別総括 

・奈良県内の統合再編の状況 

・廃校の実態及び有効活用状況（文部科学省の調査より） 



 
平成２３年度 奈良市学校規模適正化検討委員会 委員名簿 

 
 
 
 

 氏  名 区  分 役 職 等 

１ 重 松 敬 一 学識経験者 奈良教育大学教授 

２ 椋 本   洋 学識経験者 立命館大学教授 

３ 小 柳 和喜雄 学識経験者 奈良教育大学教職大学院教授 

４ 古 山 周太郎 学識経験者 奈良県立大学講師 

５ 山 口 清 和 教育長が必要と認める者 奈良市自治連合会会長 

６ 畑 中 康 宣 奈良市ＰＴＡ連合会の役員 奈良市ＰＴＡ連合会会長 

７ 岡 島 和 美 奈良市ＰＴＡ連合会の役員 奈良市ＰＴＡ連合会中高校部会部長 

８ 今 西 康 乃 奈良市ＰＴＡ連合会の役員 奈良市ＰＴＡ連合会小学校部会部長 

９ 秦      俊 彦 奈良市立学校園長会の役員 奈良市立学校園長会会長 

10 永 保 雅 史 奈良市立学校園長会の役員 奈良市立中学校長会会長 

11 中 井   悟 奈良市立学校園長会の役員 奈良市立小学校長会会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



奈良市学校規模適正化検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 奈良市立学校の適正配置及び適正規模について検討し、望ましい学校教育環境の

整備に取り組むため、奈良市学校規模適正化検討委員会(以下「適正化検討委員会」とい

う。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 適正化検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、検討及び教育長に提

言する。 

(１) 奈良市立学校の適正配置(統廃合・校区の見直し等)に関する事項 

(２) その他前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 適正化検討委員会は、委員１２人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 奈良市ＰＴＡ連合会の役員 

(３) 奈良市立学校園長会の役員 

(４) その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年間とし、再任されることを妨げない。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項第２号又は第３号に掲げる委員については、そ

の職を退いたときに委員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 適正化検討委員会に会長及び副会長１名を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３  会長は、会務を総理し、適正化検討委員会を代表する。 

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職 

務を代理する。 

（会議） 

第６条 適正化検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が 

互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。 

２ 適正化検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 適正化検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴 

くことができる。 

（作業部会） 

第７条 会長は、必要と認めるときは、適正化検討委員会に作業部会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 適正化検討委員会の庶務は、教育政策課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、適正化検討委員会の運営に関し必要な事項は、会 

長が定める。 

 

  附 則 

この告示は、平成１８年６月１２日から施行する。 
  附 則 

この告示は、平成２３年４月１２日から施行する。 
  附 則 

この告示は、平成２３年６月７日から施行する。 



前期計画(H19-H22 年)の地域別総括 

■平成 20 年１月策定の「奈良市学校規模適正化実施方針」及び「中学校区別実施計画(案)」に基づいて取り
組んだ前期計画の各地域別の適正化について、まとめました。 
                                                                           (平成 23年 5月 1日現在) 

前期適正化対象 
学校園・地域名 

実施計画案(概要) 実 施 状 況 成果（○）及び課題（・）等 

 
★富雄南幼稚園 

・幼稚園型の認定こども園
制度を導入し、子育て支援
の充実を図る。 

・平成21年４月、認定こど
も園として開園。 
 

○小規模は解消。 
年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 65 60 123 154 168
 

 

★鳥見幼稚園 
 

・鳥見幼稚園を鳥見小学校
内に併設し、幼小連携教育
の強化を図る。 

・鳥見小学校の東校舎を改
修工事し、平成23年４月に
開園。 

○特別支援教育の連携・推進。 
年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 62 54 47 47 54 
 

 
★右京幼稚園 

 

・右京幼稚園を右京小学校
内に併設し、幼小連携教育
の強化を図る。 

・右京小学校の北校舎を改
修工事し、平成23年４月に
開園。 

○幼小連携の推進。・跡地の利活用。
年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 50 45 37 27 20 
 

 
 
 
 

★東 部 地 域 

 
 
 

・柳生小、大柳生小、相和
小の統合再編及び柳生中、
興東中の統合再編を実施す
るとともに、小中一貫教育
を導入する。 

・大柳生幼、狭川幼（休園
中）と柳生保とを認定こど
も園として再編し、子育て
支援等の充実を図る。 

・東部４地区(狭川、東里、
大柳生、柳生)において、各
適正化協議会を開催し、検
討を進めた結果、大柳生小
と相和小が統合再編し、平
成23年4月に興東小が開校。
 
 

○複式解消。 
・小規模化の進行。 
・柳生中・興東中の統合再編。 
 

年度 H19 H20 H21 H22 H23

大柳生 30 24 22 17 
59 

相和 48 42 47 43 

              興東小
 

 
 

精華幼稚園 
(精華小学校) 

 

・精華幼稚園と帯解幼稚園
の統合再編を実施するとと
もに、帯解保育園との認定
こども園としての再編を行
い、子育て支援等の充実を
図る。 

・精華小学校と帯解小学校
を統合再編するとともに、
幼稚園、保育園との連携を
強化する。 

・適正化協議会を開催し、
実施計画案について協議し
たが、地域振興やまちづく
り等の観点から実施計画案
に理解が得られず。 

・過小規模の継続。 
・精華小・帯解小の統合再編。 

年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 7 4 3 5 4 

児童数 23 25 23 21 22 
 

 
帯解幼稚園 

(帯解小学校) 
 

・保護者説明会を開催。

 
 

・過小規模の継続。（帯解幼） 
年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 23 14 16 12 9 

児童数 144 150 143 148 141
 

 

★佐保台幼稚園
 

 

・佐保台幼稚園と左京幼稚
園を統合再編し、左京幼稚
園に幼稚園型の認定こども
園制度を導入し、子育て支
援の充実を図る。 
 

・佐保台地域の協議会にお
いて、実施計画案に合意を
得たため、左京地域との合
同協議会を開催。 

・平成24年４月、認定こど
も園として開園予定。 

・跡地の利活用 
 
 

 

★左京幼稚園 

 

・認定こども園左京幼稚園の開園に向
けて、施設整備等の調整。 
 

 

佐紀幼稚園 

 

・佐紀幼稚園と都跡幼稚園
を統合再編し、都跡幼稚園
に幼稚園型の認定こども園
制度を導入し、子育て支援
の充実を図る。 

・佐紀幼稚園と都跡幼稚園
の合同による適正化協議会
を開催。 

・佐紀の作業部会において
佐紀幼稚園に認定こども園
制度の導入を要望。 

・過小規模の継続。(佐紀幼) 
年度 H19 H20 H21 H22 H23

園児数 26 21 12 18 18 
 

都跡幼稚園 
・実施計画案について佐紀との調整。
 

 

 

鼓阪北幼稚園 

 

・鼓阪北幼稚園と鼓阪幼稚

園を統合再編し、鼓阪幼稚

園に幼稚園型の認定こども

園制度を導入し、子育て支

援の充実を図る。 

 

・保護者説明会の開催 

・自治会長説明会を開催し
たが、地域振興やまちづく
り等の観点から実施計画案
に理解が得られず 

・過小規模の継続 
 

年度 H19 H20 H21 H22 H23

鼓阪北 23 23 21 17 7 

鼓阪 15 9 5 5 4 
 

鼓阪幼稚園 ・適正化準備会を開催
 

★都祁地域 

・並松、都祁、吐山、三城

保育園及び休園中の小倉、

深川保育園を統合するとと

もに幼稚園を設置し、認定

こども園制度を導入する。

・平成22年４月、認定こど
も園都祁保育園として開園

 

○小規模園の解消 



【小学校】
市町村名 統合年度 前年度学校名・児童数 Ｈ２２児童数

田原小学校　　　　７６
水間小学校　　　　１９ ８６
北股小学校　　　　２４
野川小学校　　　　　６ ２９
吉野小学校　　  ２０６
吉野山小学校　　 ３３ ２２８
葛城小学校　　　　９１
葛城南小学校　 　４５　　 １２８
賀名生小学校　　 ３０
白銀北小学校　　 ２３
西吉野小学校　 １８５ １７９
小川小学校  　　　７１
高見小学校  　　　４０ １０７
初瀬小学校　　  １１４
上之郷小学校　　 ３６ １２６
宇太小学校      １５２
宇賀志小学校　　 ４５
下芳野小学校　　 ２８ ２２６
東榛原小学校   ３２４
内牧小学校　　　　６２ ３７６
大王小学校　　　１０７
伊那佐小学校　　 ７１ １６１
大淀第一小学校  　４２
大淀旭ヶ丘小学校　５４
大淀北野小学校　２５９ ３４７
上野地小学校　　　２３
五百瀬小学校　　　　４ ２５
やまぞえ小学校　１１１
豊央小学校　　　　 ２５ １３７
国栖小学校　　　　４８
中荘小学校　　　　３０

山添村 〃 やまぞえ小学校 平成２０年
再統合

吉野町 Ｈ１９ 吉野北小学校

大淀町 〃 大淀希望ヶ丘小学校

３６２

十津川村 〃 上野地小学校 平成２２年
再統合

〃 〃 榛原東小学校
３３５

〃 〃 榛原西小学校
１４４

桜井市 Ｈ１８ 初瀬小学校
１１３

宇陀市
（Ｈ１８．１合併）

〃 菟田野小学校
（別の場所に新築）

１９０

西吉野村
（現：五條市）

〃 西吉野小学校

１２４

東吉野村 〃 東吉野小学校
７０

吉野町 〃 吉野小学校
１５９

御所市 Ｈ１７ 葛城小学校
１０６

奈良県内の統合再編の状況 （平成１６～２３年度）

統合後学校名・児童数

野迫川村 〃 野迫川小学校
（別の場所に新築） １６

奈良市 Ｈ１６ 田原小学校
５２

中荘小学校
吉野北小学校　　 ９３ １４８
天川小学校　　　　４６
洞川小学校　　　　３３ ６５
北野小学校　　　　３８
やまぞえ小学校　１３９ １６７
高取小学校　　　１９７
育成小学校　　　１６２　 ３５２
唐院小学校　　　　５３
結崎小学校　　　３９１ ４４４
大宇陀小学校　 １７１
守道小学校　　　　３２
田原小学校　　　　４２ ２２４
下市小学校　　　１７９
下市南小学校　 　３０ １８９
上野地小学校　 　１７
二村小学校　  　　２６
三村小学校　　　　３３ ８２
下市小学校　　　１８９
阿智賀小学校　 　７１ ２６０
大柳生小学校　　 １７
相和小学校　　　　４３ ５９

【中学校】
西吉野中学校　　５８
白銀北中学校　　３９ ８８

　やまぞえ小学校
１４６

高取町 〃 　たかむち小学校
３３５

天川村 〃 天川小学校
５６

西吉野村
（現：五條市）

Ｈ１６ 西吉野中学校
８０

山添村 Ｈ２０

吉野町 吉野北小学校

１１７

川西町 H２１
　　　川西小学校 ４４１

宇陀市 H２２

　　　　　大宇陀小学校

２２４

下市町 H２２
　　　　　下市小学校 平成２３年

再統合

十津川村 H２２
　 十津川第一小学校 ８２

下市町 H２３
      　　下市小学校

奈良市 H２３
　　　興東小学校



資料「廃校の実態及び有効活用状況（文部科学省の調査より）」 

 
 
※内容については、文部科学省の以下のコンテンツをご覧ください。 

 
文部科学省「余裕教室・廃校施設の有効活用」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu.htm）内 
ダウンロードファイル 

 
「廃校の実態及び有効活用状況、未活用廃校施設（利用計画無）の実態（平成

22 年 5 月 1 日現在）」 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi
le/2010/09/03/1286098_2_2.pdf  
 
「公立学校廃校発生数（年度別・都道府県別、平成 4 年度～平成 21 年度）」 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi
le/2010/09/03/1286098_1.pdf  
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