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※平成 30年 5月 1日の児童・生徒数（速報値）を基に 31年度以降の推計を算出しています。 

【事業の必要性】
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学校再編に関する行政の考え方
６年間クラス替え無し

同級生が１０名程度の
学校も出現

教員の若年化・多忙化

隣の担任に学べない

ＰＴＡ参加者の減少

小規模校を避けた転出

クラス替えができる環境、
せめて高学年までに仲間が
増える環境を用意したい！

教員同士が学びあい、
助け合える環境を用意し、
教育の質を上げたい！！

まちの人口流出・高齢化を
止めるには、子育て世代に
選ばれる教育環境が必要

教育的・まちづくりの観点で再編は避けられない

【事業の必要性・事業効果の妥当性】



【事業費等の妥当性】
《実施場所》
・義務教育学校として開校するため、生野中学校と隣接する西生野小学校敷地を有効活
用することは、新規に土地を取得するものではなく、再編実施場所として妥当
・保有する普通教室数では他の小学校が多いが、生野中学校と隣接する西生野小学校を
活用することにより、職員室の集約化や、特別教室の共有化などにより、増築規模を抑
制することができ再編実施場所として妥当
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（参考）生野中

× 6,714㎡ △ 7,458㎡ ○ 8,659㎡ ○ 9,601㎡ 19,535㎡

△ 2,800㎡ △ 2,800㎡ ○ 3,920㎡ ○ 2,840㎡ 7,830㎡

× 6教室 ○ 12教室 ○ 12教室 ○ 10教室 ※余裕教室有

△ 約700m △ 約650m × 約900m ◎ 約0m -

△ 最長約1.3㎞ ○ 最長約0.9㎞ △ 最長約1.3㎞ △ 最長約1.3㎞ 最長約1.3㎞

【結論】
通学距離は最短ではないが、より良い教育環境の整備を行うことができる、生野中学校に隣接する西生野小の校地を活
用し、義務教育学校を設置することを教育委員会として判断した。

※距離はいずれも直線距離

通学距離

中学校との距離

普通教室保有数

運動場面積

校地面積

西生野小生野小林寺小 舎利寺小


Sheet1



				林寺小 ハヤシ デラ ショウ		生野小 イクノ ショウ		西生野小		舎利寺小

		校地面積 コウチ メンセキ		6,714㎡		7,458㎡		9,601㎡		8,659㎡

		運動場面積 ウンドウジョウ メンセキ		2,800㎡		2,800㎡		2,840㎡		3,920㎡

		学校面積 ガッコウ メンセキ		9,514㎡		10,258㎡		12,441㎡		12,579㎡

		普通教室保有数 フツウ キョウシツ ホユウ スウ		6教室 キョウシツ		12教室		10教室		12教室

		中学校との距離 チュウガッコウ キョリ		約700m ヤク		約650m		約0m		約900m

		通学距離 ツウガク キョリ		最長約1.3㎞ サイチョウ ヤク		最長約0.9㎞		最長約1.3㎞		最長約1.3㎞

		※距離はいずれも直線距離 キョリ チョクセン キョリ





Sheet1 (2)



				林寺小 ハヤシ デラ ショウ		生野小 イクノ ショウ		西生野小		舎利寺小

		施設一体型 シセツ イッタイガタ		×		×		×		×

		施設隣接型 シセツ リンセツガタ		×		×		○		×

		連携型
(中学校との距離) レンケイ カタ チュウガッコウ キョリ		約700m ヤク		約650m		―		約900m

		通学距離 ツウガク キョリ		最長約1.3㎞ サイチョウ ヤク		最長約0.9㎞		最長約1.3㎞		最長約1.3㎞

		結論 ケツロン						通学距離は最短ではないが、よりよい教育環境の整備を行うことができる、生野中学校に隣接する西生野小とする。 ツウガク キョリ サイタン キョウイク カンキョウ セイビ オコナ イクノ チュウガッコウ リンセツ ニシ イクノ ショウ

		※距離はいずれも直線距離





Sheet2

		教室名 キョウシツ メイ		内容 ナイヨウ		普通教室
換　　　算 フツウ キョウシツ カン サン		西生野小
教室数 ニシ イクノ ショウ キョウシツ スウ		整備後の
教室数 セイビ ゴ キョウシツ スウ

		普通教室 フツウ キョウシツ		学級数と同数を基本 ガッキュウ スウ ドウスウ キホン		学級数×1Cl		18Cl		15Cl※1

		特別支援教室 トクベツ シエン キョウシツ		学級数と同数を基本 ガッキュウ スウ ドウスウ キホン		学級数×1Cl		4Cl		4Cl

		管理諸室 カンリ ショ シツ		校長室、職員室、事務室、管理作業員室、保健室、放送室、教材室、玄関、資料室、更衣休養室、会議室、相談室、生活科室、備蓄倉庫 コウチョウ シツ ショクインシツ ジムシツ カンリ サギョウイン シツ ホケン シツ ホウソウシツ キョウザイ シツ ゲンカン シリョウシツ コウイ キュウヨウ シツ カイギシツ ソウダンシツ セイカツ カ シツ ビチク ソウコ		10.5Cl		10.5Cl		10.5Cl

		特別教室 トクベツ キョウシツ		理科室、音楽室、図書室、家庭科室、図工室、多目的室、パソコン室（ただし18学級以上の場合、第２音楽室） リカシツ オンガクシツ トショシツ カテイカシツ ズコウシツ タモクテキ シツ シツ ガッキュウ イジョウ バアイ ダイ オンガクシツ		13.0Cl
（15.0Cl）		15.0Cl		8Cl※2

								47.5Cl		37.5Cl





Sheet1 (3)



						林寺小 ハヤシ デラ ショウ				生野小 イクノ ショウ				舎利寺小				西生野小				（参考）生野中 サンコウ イクノ チュウ

		校地面積 コウチ メンセキ				×		6,714㎡		△		7,458㎡		○		8,659㎡		○		9,601㎡		19,535㎡

		運動場面積 ウンドウジョウ メンセキ				△		2,800㎡		△		2,800㎡		○		3,920㎡		○		2,840㎡		7,830㎡

		普通教室保有数 フツウ キョウシツ ホユウ スウ				×		6教室 キョウシツ		○		12教室		○		12教室		○		10教室		※余裕教室有 ヨユウ キョウシツ アリ

		中学校との距離 チュウガッコウ キョリ				△		約700m ヤク		△		約650m		×		約900m		◎		約0m		-

		通学距離 ツウガク キョリ				△		最長約1.3㎞ サイチョウ ヤク		○		最長約0.9㎞		△		最長約1.3㎞		△		最長約1.3㎞		最長約1.3㎞

		※距離はいずれも直線距離 キョリ チョクセン キョリ

		【結論】		通学距離は最短ではないが、より良い教育環境の整備を行うことができる、生野中学校に隣接する西生野小の校地を活用し、義務教育学校を設置することを教育委員会として判断した。
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《定量的評価及び定性的評価の検討②》
他の小学校で再編した場合

小学校 生野小学校 767 百万円

中学校 生野中学校 301 百万円

小学校 生野小学校 609 百万円

中学校 生野中学校 0 百万円

小学校 生野小学校 420 百万円

中学校 生野中学校 423 百万円

合計 2,520 百万円 2,167 百万円

小学校 林寺小学校 1,337 百万円

中学校 生野中学校 301 百万円

小学校 林寺小学校 177 百万円

中学校 生野中学校 0 百万円

小学校 林寺小学校 420 百万円

中学校 生野中学校 423 百万円

合計 2,658 百万円 2,167 百万円

小学校 舎利寺小学校 913 百万円

中学校 生野中学校 301 百万円

小学校 舎利寺小学校 303 百万円

中学校 生野中学校 0 百万円

小学校 舎利寺小学校 420 百万円

中学校 生野中学校 423 百万円

合計 2,360 百万円 2,167 百万円

※定量的評価の試算にあたっては、生野区西部地域における老朽校舎及び屋内体育館の改築や長寿命化の計画されている期間で試算した。

【検討結果】
　隣接する生野中学校と西生野小学校を活用することにより、職員室の集約化や、特別教室の共有化及び中学校校舎の余裕教室の活用などにより、増築規模を抑制することができるため、他の独立した
小学校を活用するより事業費を抑制することができ、隣接する中学校と小学校を活用することは一体的に施設運用することができるため、定量的及び定性的にも今回の再編案は評価できると考える。

百万円

建設費

維持管理費等

建設費

維持管理費等

建設費

維持管理費等

百万円

修繕・改修費
※長寿命化

303 百万円 義務教育学校 295 百万円

843

定量的評価

1,214 百万円 義務教育学校

義務教育学校

1,029

843 百万円 義務教育学校 843

843 百万円

百万円 義務教育学校 1,029 百万円

百万円

百万円

修繕・改修費
※長寿命化

177 百万円 義務教育学校 295

定性的評価

　生野中学校区は、４つの小規模な小学校から１つの中学校に進学するこ
ともあり、学力向上・生活指導の両面から小中の連携や接続が課題となって
おり、生野中学校と西生野小学校を合わせた広大な校地と既存校舎を有
効に活用し、一体的に施設運用することができる義務教育学校として、義務
教育学校の特長を活かした魅力ある学校づくりを進めていく。

百万円

843 百万円 義務教育学校 843 百万円

修繕・改修費
※長寿命化

609 百万円 義務教育学校 295

定量的評価

1,638

　他の小学校（西生野小学校以外）で再編した場合 今回の再編案

定量的評価

1,068 百万円 義務教育学校 1,029 百万円


定量的及び定性的評価

						　４小学校、１中学校を継続した場合														今回の再編案

		定量的評価		建設費・		小学校		林寺小学校		昭和47年以前校舎 ショウワ ネン イゼン コウシャ		729		百万円　		2,320		百万円		義務教育学校		1,029		百万円　

				建替費				生野小学校		昭和47年以前校舎 ショウワ ネン イゼン コウシャ		408		百万円

								西生野小学校		昭和47年以前校舎 ショウワ ネン イゼン コウシャ		411		百万円

								舎利寺小学校　		昭和47年以前校舎 ショウワ ネン イゼン コウシャ		471		百万円

						中学校		生野中学校		昭和47年以前校舎 ショウワ ネン イゼン コウシャ		301		百万円

				修繕・改修費
※長寿命化 チョウ ジュミョウカ		小学校		林寺小学校				169		百万円		1,042		百万円		義務教育学校		295		百万円

								生野小学校				587		百万円

								西生野小学校				0		百万円

								舎利寺小学校　				286		百万円

						中学校		生野中学校				0		百万円

				維持管理費		小学校		林寺小学校				351		百万円		1,827		百万円		義務教育学校		843		百万円　

				・光熱水費 コウネツスイヒ				生野小学校				351		百万円

				・機械警備費 キカイ ケイビ ヒ				西生野小学校				351		百万円

				・点検等委託費 テンケン トウ イタク ヒ				舎利寺小学校　				351		百万円

				 等 トウ		中学校		生野中学校				423		百万円

				合計												5,189		百万円				2,167		百万円

		定性的評価				　有識者で構成する大阪市学校適正配置審議会に諮問し、適正規模として12学級から24学級との答申から、小規模校の学校統合を進めているところであり、教育委員会としても、大阪市教育振興基本計画に重点的に取り組む施策として学校配置の適正化を１つとしている。
　本市の中でも、生野区西部地域に位置する12校については昭和55年に比べ、約70％以上の減となっており、適正規模に及ばない状況となっており、平成29年7月に開催の大阪市総合教育会議において、「生野区の再編については、スピード感を持って進めて行かなくてはならない喫緊の課題である」とのコメントもあることから、生野区西部地域に位置する生野中学校区の再編を進めて行く必要がある。 イクノ チュウガッコウ ク スス イ ヒツヨウ														　生野中学校区は、４つの小規模な小学校から１つの中学校に進学することもあり、学力向上・生活指導の両面から小中の連携や接続が課題となっており、生野中学校と西生野小学校を合わせた広大な校地と既存校舎を有効に活用し、一体的に施設運用することができる義務教育学校として、義務教育学校の特長を活かした魅力ある学校づくりを進めていく。 ショウキボ

		※定量的評価の試算にあたっては、生野区西部地域における老朽校舎及び屋内体育館の改築や長寿命化の計画されている期間で試算した。 テイリョウテキ ヒョウカ シサン コウシャ オヨ オクナイ タイイクカン キカン シサン

		【検討結果】
　再編の対象となる４小学校については、老朽化した校舎等が残存しており、再編を実施せず存続した場合は、すべての学校で建替え及び長寿命化を実施することとなるため、再編による１小学校での事業費がかかり、また再編整備については教育環境の改善の観点から必要であり、定量的及び定性的にも今回の再編案は評価できると考える。 ケントウ ケッカ トウ タテカ オヨ チョウ ジュミョウカ ジギョウ ヒ サイヘン セイビ キョウイク カンキョウ カイゼン カンテン ヒツヨウ テイリョウテキ オヨ テイセイテキ コンカイ サイヘン アン ヒョウカ カンガ



&16定量的評価及び定性的評価の検討		
［対象期間　15年間］





他小学校との比較

						　他の小学校（西生野小学校以外）で再編した場合 タ ニシ イクノ ショウガッコウ イガイ サイヘン														今回の再編案

		定量的評価		建設費		小学校		生野小学校				767		百万円		1,068		百万円		義務教育学校		1,029		百万円　

						中学校		生野中学校				301		百万円

				修繕・改修費
※長寿命化 チョウ ジュミョウカ		小学校		生野小学校				609		百万円		609		百万円		義務教育学校		295		百万円

						中学校		生野中学校				0		百万円

				維持管理費等 トウ		小学校		生野小学校				420		百万円		843		百万円		義務教育学校		843		百万円　

						中学校		生野中学校				423		百万円

				合計												2,520		百万円				2,167		百万円

		定量的評価		建設費		小学校		林寺小学校				1,337		百万円		1,638		百万円		義務教育学校		1,029		百万円　

						中学校		生野中学校				301		百万円

				修繕・改修費
※長寿命化 チョウ ジュミョウカ		小学校		林寺小学校				177		百万円		177		百万円		義務教育学校		295		百万円

						中学校		生野中学校				0		百万円

				維持管理費等 トウ		小学校		林寺小学校				420		百万円		843		百万円		義務教育学校		843		百万円　

						中学校		生野中学校				423		百万円

				合計												2,658		百万円				2,167		百万円

		定量的評価		建設費		小学校		舎利寺小学校				913		百万円		1,214		百万円		義務教育学校		1,029		百万円　

						中学校		生野中学校				301		百万円

				修繕・改修費
※長寿命化 チョウ ジュミョウカ		小学校		舎利寺小学校				303		百万円		303		百万円		義務教育学校		295		百万円

						中学校		生野中学校				0		百万円

				維持管理費等 トウ		小学校		舎利寺小学校				420		百万円		843		百万円		義務教育学校		843		百万円　

						中学校		生野中学校				423		百万円

				合計												2,360		百万円				2,167		百万円

		定性的評価																		　生野中学校区は、４つの小規模な小学校から１つの中学校に進学することもあり、学力向上・生活指導の両面から小中の連携や接続が課題となっており、生野中学校と西生野小学校を合わせた広大な校地と既存校舎を有効に活用し、一体的に施設運用することができる義務教育学校として、義務教育学校の特長を活かした魅力ある学校づくりを進めていく。 ショウキボ

		※定量的評価の試算にあたっては、生野区西部地域における老朽校舎及び屋内体育館の改築や長寿命化の計画されている期間で試算した。 テイリョウテキ ヒョウカ シサン コウシャ オヨ オクナイ タイイクカン キカン シサン

		【検討結果】
　隣接する生野中学校と西生野小学校を活用することにより、職員室の集約化や、特別教室の共有化及び中学校校舎の余裕教室の活用などにより、増築規模を抑制することができるため、他の独立した小学校を活用するより事業費を抑制することができ、隣接する中学校と小学校を活用することは一体的に施設運用することができるため、定量的及び定性的にも今回の再編案は評価できると考える。 ケントウ ケッカ リンセツ チュウガッコウ ショウガッコウ カツヨウ イッタイテキ シセツ ウンヨウ
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モトネタ

		【建替え】 タテカ

		学校名 ガッコウ メイ		※老朽校舎①【㎡】 ロウキュウ コウシャ		老朽校舎②【㎡】 ロウキュウ コウシャ		老朽校舎③【㎡】 ロウキュウ コウシャ		老朽屋体【㎡】 ロウキュウ オクタイ		計 ケイ		改築単価【円】 カイチク タンカ エン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ハヤシデラ ショウ		602		774		242		612		2,230		327,000		729

		生野小 イクノ ショウ		618		631		-		-		1,249		327,000		408

		西生野小 ニシ イクノ ショウ		1,109		147		-		-		1,256		327,000		411

		舎利寺小 シャリジ ショウ		800		640		-		-		1,440		327,000		471

		生野中 イクノ チュウ		-		-		-		920		920		327,000		301

		※老朽校舎：昭和47年以前に建設された校舎。校舎対応年数は約60年。 ロウキュウ コウシャ ショウワ ネン イゼン ケンセツ コウシャ コウシャ タイオウ ネンスウ ヤク ネン								合計 ゴウケイ		7,095		327,000		2,320

		【修繕・改修】 シュウゼン カイシュウ

		学校名 ガッコウ メイ		※長寿命化①【㎡】 チョウ ジュミョウカ		長寿命化②【㎡】 チョウ ジュミョウカ		長寿命化③【㎡】 チョウ ジュミョウカ		長寿命化屋体【㎡】 チョウ ジュミョウカ オクタイ		計 ケイ		改築単価【円】 カイチク タンカ エン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ハヤシデラ ショウ		1,196		-		-		-		1,196		141,000		169

		生野小 イクノ ショウ		4,162		-		-		-		4,162		141,000		587

		西生野小 ニシ イクノ ショウ		-		-		-		-		0		141,000		0

		舎利寺小 シャリジ ショウ		1,361		-		-		670		2,031		141,000		286

		生野中 イクノ チュウ		-		-		-		-		0		141,000		0

		※長寿命化：昭和48年以降に建設された校舎。校舎対応年数は約80年。 チョウ ジュミョウカ ショウワ ネン イコウ ケンセツ コウシャ コウシャ タイオウ ネンスウ ヤク ネン								合計 ゴウケイ		7,389		141,000		1,042

		【維持管理費】 イジ カンリヒ

		学校名 ガッコウ メイ		維持管理費 イジ カンリヒ								計 ケイ		対象期間【年】 タイショウ キカン ネン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ハヤシデラ ショウ		2,340		-		-		-		2,340		15		351

		生野小 イクノ ショウ		2,340		-		-		-		2,340		15		351

		西生野小 ニシ イクノ ショウ		2,340		-		-		-		2,340		15		351

		舎利寺小 シャリジ ショウ		2,340		-		-		-		2,340		15		351

		生野中 イクノ チュウ		2,820		-		-		-		2,820		15		423

		※長寿命化：昭和48年以降に建設された校舎。校舎対応年数は約80年。 チョウ ジュミョウカ ショウワ ネン イコウ ケンセツ コウシャ コウシャ タイオウ ネンスウ ヤク ネン								合計 ゴウケイ		12,180		15		1,827

		【再編小増築】 サイヘン ショウ ゾウチク

		学校名 ガッコウ メイ		増築教室【㎡】 ゾウチク キョウシツ		階段【㎡】 カイダン		トイレ【㎡】		渡り廊下/手洗い【㎡】 ワタ ロウカ テアラ		計 ケイ		改築単価【円】 カイチク タンカ エン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ショウ		1,513		180		244		66		2,003		282,000		565

		生野小 イクノ ショウ		712		180		244		66		1,202		282,000		339

		舎利寺小 シャリジ ショウ		979		180		244		66		1,469		282,000		414

										合計 ゴウケイ		4,674		282,000		1,318

		【再編小改修】 サイヘン ショウ カイシュウ

		学校名 ガッコウ メイ		法的改修 ホウテキ カイシュウ								計 ケイ		改築単価【円】 カイチク タンカ エン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ショウ		1,593								1,593		4,900		8

		生野小 イクノ ショウ		4,507								4,507		4,900		22

		舎利寺小 シャリジ ショウ		2,740		691						3,431		4,900		17

										合計 ゴウケイ		9,531				47

		【再編小空調】 サイヘン ショウ クウチョウ

		学校名 ガッコウ メイ		空調 クウチョウ								計 ケイ		改築単価【円】 カイチク タンカ エン		事業費【百万円】 ジギョウヒ ヒャク マンエン

		林寺小 ハヤシデラ ショウ		17								17		2,551,800		43

		生野小 イクノ ショウ		8								8		2,551,800		20

		舎利寺小 シャリジ ショウ		11								11		2,551,800		28

										合計 ゴウケイ		36				91





Sheet2

		普通教室 フツウ キョウシツ												普通教室 フツウ キョウシツ

		校名 コウメイ		保有数 ホユウ スウ		必要数 ヒツヨウ スウ		整備数 セイビ スウ						校名 コウメイ		保有数 ホユウ スウ		必要数 ヒツヨウ スウ		整備数 セイビ スウ

		生野小 イクノ ショウ		12		18		6						生野小 イクノ ショウ		12		18		6

		西生野小 ニシ イクノ ショウ		10		18		※5						西生野小 ニシ イクノ ショウ		10		18		※5

		生野中 イクノ チュウ		-				3						生野中 イクノ チュウ		-				3

		☆隣接する中学校校舎に配置することができ、整備数を抑制 リンセツ チュウガッコウ コウシャ ハイチ セイビ スウ ヨクセイ

		特別教室 トクベツ キョウシツ												特別教室（普通教室換算） トクベツ キョウシツ フツウ キョウシツ カンザン

		校名 コウメイ		保有数 ホユウ スウ		必要数 ヒツヨウ スウ		整備数 セイビ スウ						校名 コウメイ		保有数 ホユウ スウ		必要数 ヒツヨウ スウ		整備数 セイビ スウ

		生野小 イクノ ショウ		7		8		1						生野小 イクノ ショウ		７(13)		8(15)		2

		西生野小 ニシ イクノ ショウ		7		4		△3		他の教室に改修 タ キョウシツ カイシュウ				西生野小 ニシ イクノ ショウ		７(13)		4(7)		△6

		生野中 イクノ チュウ		-		4		-						生野中 イクノ チュウ		-		4(8)		-

		☆隣接する中学校校舎を共有することができ、他の教室に改修し事業費を抑制 リンセツ チュウガッコウ コウシャ キョウユウ タ キョウシツ カイシュウ ジギョウ ヒ ヨクセイ
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