
［町総合教育会議］ 資料１

年度 西海小学校 舞戸小学校 小学校計 鰺ヶ沢中学校 総　計 備　考

平成23年度 159 292 451 276 727 学校統廃合1年目

平成24年度 136 276 412 288 700

平成25年度 126 256 382 268 650

平成26年度 134 239 373 251 624

平成27年度 139 215 354 227 581

平成28年度 134 222 356 204 560

平成29年度 129 240 369 190 559

平成30年度 120 223 343 179 522

令和元年度 112 209 321 175 496

令和２年度 90 206 296 181 477

令和３年度 77 212 289 173 462

令和４年度 74 197 271 174 445 見込み

令和５年度 71 185 256 171 427 〃

令和６年度 68 179 247 161 408 〃

令和７年度 58 172 230 145 375 〃

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

西海小学校 14 12 11 8 15 6

舞戸小学校 28 30 24 19 19 21

入学者合計 42 42 35 27 34 27

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

西海小学校 2･3年生 3･4年生 4･5年生 5･6年生

＜参考＞令和3年4月1日現在の学区外就学の学年別児童数

学区 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年

西海 ⇒ 舞戸 2 4 2 0 2 3

舞戸 ⇒ 西海 1 0 2 3 1 2

［複式学級の基準］

◆全児童生徒在籍者数（見込み含む）

複式学級解消の見込み

町内児童生徒数の現状･推移と校舎の現状ほか

◆推定入学者数

令和4年度から西海小学校「2年生＝8人」と「3年生＝5人」が複式学級になる見込み

◆複式学級の状況

令和8年度

・2つの学年の児童で編成する学級の人数が16人以下の場合（第1学年を含む場合は8人以下）

［複式学級の要因］

・西海小学校から舞戸小学校へ学区外就学している当該学年の児童の数により16人以下となったため

（※当該学年の西海学区の児童が西海小に在学していた場合、複式学級にはならなかった）

［学区外就学の考え方］　※市町村を越えたものは「区域外就学」

・居住地により、町教委から「指定された小学校（学区）」ではない別区域の小学校へ通うこと

・一定のやむを得ない事情に限り認めており、町教委に申請手続きする

・学区を越えた通学体制は整備していないため、送迎は原則、保護者責任となる



◆校舎の新築年及び改修状況

新築　…　昭和44年(1969)、築52年

大規模改修　…　①平成5年(1993)～6年(1994)、老朽化対策、築24年目

　　　　　　　　②平成22年(2010)、耐震･老朽化対策、築41年目

舞戸小学校 新築　…　平成6年(1994)～8年(1996)、築27年

新築　…　昭和52年(1977)新築、築44年

大規模改修　…　①平成9年(1997)～12年(2000)、耐震及び老朽対策、築20年目

　　　　　　　　②平成22年(2010)、老朽対策、築33年目

◆平成23年度の統合までのプロセス（学区再編…小学校2校、中学校1校）

年度

平成20年度

平成21年度

◆学校建設の財源について（補助事業及び起債）

・小学校新設新規整備事業…国庫補助　1/2

　⇒　例）新たに20億円の校舎を建設するとすれば、国庫補助金 10億円（新設20億円×1/2）

　　　　　国庫補助金を除く単費分10億円について起債を利用するとすれば、

　　　　　①学校教育施設等整備事業債(交付税措置7割程度)　10億円×90％＝9億＋残りの1億円は単費

　　　　　　　or　

　　　　　②過疎債(交付税措置7割程度)

※参考（小学校統合による学校建設の事例：規模及び建築費など）

事例01） 規模：普通学級…6クラス、特別支援学級…1クラス、校舎面積…2,900㎡

　⇒　約16億5千万円

事例02） 規模：児童数…200人規模、校舎面積…4,200㎡

　⇒　約20億円

事例03） 規模：児童数…470人規模の15クラス、校舎面積…4,800㎡

　⇒　約19億円

西海小学校

鰺ヶ沢中学校

◆学校35人学級編成

2021 年4月1日法改正（改正前～第1学年のみ35人以下）

　令和3年度にまず2年生を1クラスを35人以下として、段階的に6年生まで引き下げて令和7年度には全ての学

年で35人学級化が実現する予定。〈公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律〉

　↓

・当町の舞戸小学校では、現在の1学年が普通学級に35名（特別支援学級に2名）が在籍しており、今後1名

　でも児童が増えたら2クラスになる可能性がある

・現在の2学年においても、普通学級34名（特別支援学級に2名）が在籍しており、児童2名増員で2クラス

　の可能性がある

平成22年度
閉校

組織等 詳細

学区再編検討委員会 平成20年7月15日発足、同日諮問、平成20年12月4日答申

学区再編準備委員会 委員会設置期間：平成21年10月6日～平成23年3月31日

《参考》

・校舎の長寿命化後40年で大規模改修すると70年から80年使用可能

・耐震化調査については努力義務

・築25年で4割が大規模改修、6割が一部改修

・総務省による鉄筋校舎耐用年数は47年



◆県内の小中学校統合の動き　（※県庁ホームページより抜粋、県教育庁教育政策課）

　① 令和2年度　学校の新設・廃止・統合等一覧表　…　別紙参照

　② 令和3年度　学校の新設・廃止・統合等一覧表　…　別紙参照

◆県内で参考となる学校統合事例

　［参考事例学校］　三戸郡三戸町　小中一貫三戸学園　三戸小学校･中学校

　　⇒概要： 別紙カラーパンフレットを参照

　　⇒参考動画を視聴

◆県外の学校統合の先進事例

　［参考事例学校］　秋田県小坂町　小中一貫教育　新総合教育エリア

　　⇒概要： 別紙カラーパンフレットを参照

　［参考事例学校］　岩手県大槌町の学校

　　⇒概要： （1）義務教育学校　大槌学園

　　　　　 （2）併設型小中一貫校　吉里吉里（きりきり）学園

　※別紙資料参照

　　⇒参考動画を視聴



教育庁教育政策課

学校種 学校名（フリガナ） 住所 異動年月日 備　　考
公立小学校 青森市立北小学校（キタ） 青森市大字清水字浜元１８１番地 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立鶴田小学校（ツルタ） 鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾１１番地２ 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立黒石小学校（クロイシ） 黒石市大字株梗木字中渡１番地１ 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立黒石東小学校（クロイシヒガシ） 黒石市春日町７０番地 令和2年4月1日

県立高等学校 黒石高等学校（クロイシ） 黒石市西ヶ丘６５番地 令和2年4月1日

学校種 学校名 統合先の学校（統合の場合） 異動年月日 備　　考
公立小学校 青森市立西田沢小学校 - 令和2年4月1日 （新設）青森市立北小学校
公立小学校 青森市立奥内小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 青森市立後潟小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立鶴田小学校 - 令和2年4月1日 （新設）鶴田町立鶴田小学校
公立小学校 鶴田町立菖蒲川小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立梅沢小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立胡桃舘小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立富士見小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 鶴田町立水元中央小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立黒石小学校 - 令和2年4月1日 （新設）黒石市立黒石小学校
公立小学校 黒石市立中郷小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立北陽小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立牡丹平小学校 - 令和2年4月1日 （新設）黒石市立黒石東小学校
公立小学校 黒石市立浅瀬石小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立追子野木小学校 - 令和2年4月1日

公立小学校 黒石市立東小学校 - 令和2年4月1日

公立中学校 六ケ所村立千歳中学校 六ケ所村立第二中学校 令和2年4月1日

公立小学校 八戸市立美保野小学校 八戸市立町畑小学校 令和2年4月1日

令和2年度　学校の新設・廃止・統合等一覧表

1　学校の新設

２　学校の統合・廃止（統合先の学校が無い場合、廃止校の事務の引継ぎ先を備考欄に記入してください。）



教育庁教育政策課

学校種 学校名（フリガナ） 住所 異動年月日 備　　考
小学校 新和小学校 弘前市青女子字桜苅２９２番地４ 令和3年4月1日

（ニイナ） （旧新和小学校の校舎を利用）
高等学校 五所川原工科高等学校 五所川原市湊船越１９２ 令和3年4月1日

（ゴショガワラコウカ） （現行の五所川原工業高等学校の校舎を利用）

高等学校 三本木農業恵拓高等学校 十和田市相坂高清水７８－９２ 令和3年4月1日
（サンボンギノウギョウケイタク） （現行の三本木農業高等学校の校舎を利用）

※　新設校について、希望する学校調査番号も備考欄にご記入願います。

学校種 学校名 統合先の学校（統合の場合） 異動年月日 備　　考
小学校 つがる市立育成小学校 - 令和3年3月31日

小学校 弘前市立小友小学校 - 令和3年3月31日 （新設）弘前市立新和小学校
小学校 弘前市立三和小学校 - 〃 〃
小学校 弘前市立新和小学校 - 〃 〃
小学校 階上町立立大蛇小学校 階上町立道仏小学校 令和3年3月31日

小学校 階上町立小舟渡小学校 階上町立道仏小学校 〃
小学校 新郷村立戸来小学校 新郷村立新郷小学校へ名称変更 令和3年4月1日

小学校 新郷村立西越小学校 新郷村立新郷小学校（旧戸来小学校） 令和3年3月31日

中学校 大間町立奥戸中学校 大間町立大間中学校 令和3年3月31日

中学校 新郷村立野沢中学校 新郷村立新郷中学校 令和3年3月31日

高等学校 青森東高等学校平内校舎 令和3年3月31日

高等学校 大湊高等学校川内校舎 令和3年3月31日

学校種 学校名 休校・募集停止の別 異動年月日 備　　考
小学校 佐井村立牛滝小学校 休校 平成31年4月1日 (H31.4.1～R4.3.31)
中学校 佐井村立牛滝中学校 休校 令和3年4月1日 (R3.4.1～R4.3.31)
中学校 三戸町立杉沢中学校 休校 令和3年4月1日 (R3.4.1～R4.3.31)
高等学校 青森工業高等学校 募集停止 令和3年3月31日 工業科（電子機械）
高等学校 金木高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 木造高等学校深浦校舎 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 板柳高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 鶴田高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 五所川原工業高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 弘前実業高等学校 募集停止 令和3年3月31日 農業科（農業経営）
高等学校 十和田西高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 六戸高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 三本木農業高等学校 募集停止 令和3年4月1日

高等学校 八戸工業高等学校 募集停止 令和3年3月31日 工業科（電子機械・情報技術・土木建築）

高等学校 青森工業高等学校（定時制） 募集停止 令和3年3月31日

高等学校 弘前工業高等学校（定時制） 募集停止 令和3年3月31日

高等学校 八戸工業高等学校（定時制） 募集停止 令和3年3月31日

学校種 変更前（学校名・住所等） 変更後（学校名・住所等） 異動年月日 備　　考
小学校 新郷村立戸来小学校 新郷村立新郷小学校 令和３年４月１日 名称変更のみ

中学校 六ヶ所村立泊中学校 六ヶ所村立泊中学校 令和３年４月１日

六ヶ所村大字泊字焼山６１１－１ 六ヶ所村大字泊字川原７５－１７
中学校 新郷村立新郷中学校 新郷村立新郷中学校 令和３年４月１日

新郷村戸来大久保１ 新郷村西越字佐野平２１
（旧野沢中学校の校舎を利用）

学校種 学校名 新設・廃止学科（課程） 異動年月日 備考(新設・廃止の別を記入）
高等学校 五所川原工科高等学校 普通科 令和3年4月1日 新設
高等学校 五所川原工科高等学校 工業科（機械） 令和3年4月1日 新設
高等学校 五所川原工科高等学校 工業科（電子機械） 令和3年4月1日 新設
高等学校 五所川原工科高等学校 工業科（電気） 令和3年4月1日 新設
高等学校 三本木農業恵拓高等学校 普通科 令和3年4月1日 新設
高等学校 三本木農業恵拓高等学校 農業科（植物科学） 令和3年4月1日 新設
高等学校 三本木農業恵拓高等学校 農業科（動物科学） 令和3年4月1日 新設
高等学校 三本木農業恵拓高等学校 農業科（環境工学） 令和3年4月1日 新設
高等学校 三本木農業恵拓高等学校 農業科（食品科学） 令和3年4月1日 新設
高等学校 八戸工業高等学校 工業科（土木） 令和3年4月1日 新設
高等学校 八戸工業高等学校 工業科（建築） 令和3年4月1日 新設
高等学校 弘前工業高等学校 工業科（インテリア科） 令和3年3月31日 廃止
高等学校 三沢高等学校 英語科 令和3年3月31日 廃止
高等学校 田名部高等学校 英語科 令和3年3月31日 廃止

５　学科、課程等の新設・廃止

令和３年度　学校の新設・廃止・統合等一覧表

1　学校の新設（住所も記入してください。）

２　学校の統合・廃止（統合先の学校が無い場合、廃止校の事務の引継ぎ先を備考欄に記入してください。）

３　休校・募集停止（前年度から引き続き休校するところも記入してください。）

４　学校名・住所等の変更

六ヶ所村立泊小学校との
併置校へ
野沢中学校は新郷中学校へ
統合


