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第１部

少子化に伴う市立学校の環境整備について

（公財） 福岡市施設整備公社

平成２９年 ７月２０日 （木）
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小学校児童数
１０５，９７９人
（昭和 ５７年）

中学校生徒数
５２，１６５人
（昭和 ６２年）

小学校児童数
７６，０５７人
（平成 ２５年）

中学校生徒数
３５，７６２人
（平成 ２５年）

福岡市の児童，生徒数の推移
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① 商業施設の立地が進んだ都心
地域。

② 住宅開発ができない区域が
多く，人口が減少している地
域。

③ 昭和４０年代，５０年代の人口
急増期に開発された大型団地
があり，高齢化が進んでいる
いる地域。

児童，生徒数が減少し，学校の

「小規模化」 が著しい地域

福岡市の児童，生徒の流れ



福岡市の児童，生徒の流れ
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① 交通の利便性が高く住宅の立地
条件の良い，都心・副都心地域。

② 大部分が工業系の用途地区で，
あるが，住宅地としての土地利
用が進ん だ地域。

③ 土地区画整理事業などの大規
模な開発が行われた地域。

児童生徒数が増加し，学校の

「大規模化」 が著しい地域



福岡市立小中学校の規模別一覧 （平成２５年現在）
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中学校：５９校

35,762人・1,089学級
（１校：606人・18.5学級）

小学校：１４５校

76,057人・2,673学級
（１校：524人・18.4学級）



学校の適正な規模について
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１２学級 ～ ２４学級

適正な規模

12学級～２４学級
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学校の環境整備方針① ・・・「小規模校」

１ 学校の統廃合

・対象校が小規模校または適正規模の学校に隣接する場合で，統合後

の学校が適正規模を維持できる場合は，学校の統合を検討。

２ 施設一体型小中学校の連携

・統合によっても適正規模の維持ができない場合，同一敷地内にある小

学校と中学校の校舎を 一体的に整備し，施設一体型の小中連携教育

を検討。

３ 通学区域の変更

・大規模校，適正規模校に隣接する場合，通学区域の変更を行って

双方が適正規模の学校となる場合は，通学区域の変更を検討。
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学校の環境整備方針② ・・・ 「大規模校」

１ 学校の分離

・児童生徒数の長期的推計の結果，将来にわたって新設校の設置が

必要な場合は，当該校の分離を検討。

２ 特別教室等の増設

・学校の分離と通学区域の変更のいずれも困難な場合であっても，

教育効果の向上が図れるよう特別教室や多目的教室の増設のほか

必要な教育環境の整備を検討。

３ 通学区域の変更

・大規模校，適正規模校に隣接する場合，通学区域の変更を行って

双方が適正規模の学校となる場合は，通学区域の変更を検討。
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学校の環境整備事例 ・・・ 「統廃合」
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博多小学校 （平成１３年 開校）

・冷泉小学校，奈良屋小学校，御供所小学校
大浜小学校の４校を 「統合」

・旧奈良屋小学校跡地に建設

博多小学校

学校の規模

・鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 ５階建，地下１階建
延床面積 ： 約１２，３５８㎡

・児童，学級数 ： ６８４ 人 ２２ｸﾗｽ
（特別支援学級含む。 平成２８年現在）

博多小学校

道路側より



学校の環境整備事例 ・・・ 「統廃合／ 跡地利用」
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・旧大浜小学校跡地 ＵＲ賃貸住宅建設

・旧御供所小学校跡地 博多高等学園建設

旧冷泉小学校

冷泉公民館・老人いこいの家

知的障がい児通園施設



学校の環境整備事例 ・・・ 「小中連携」

12

舞鶴小中学校 （平成年２２ 開校）

・大名小学校，舞鶴小学校，簀子小学校

の３校を 「統廃合」
・舞鶴中学校と 「施設連携」

・旧舞鶴小学校跡地に建設

舞鶴小中学校
学校の規模

・鉄筋コンクリ－ト造６階建
・延床面： ２４，２０１ ㎡

（小学校）
・児童，学級数 ： ５９０ 人 ２１ｸﾗｽ
（中学校）
・生徒，学級数 ： ２１０人, ７ｸﾗｽ

（特別支援学級含む。 平成２８年現在）ｸﾞﾗﾝﾄﾞ側から



学校の環境整備事例について ・・・「小中連携／跡施設利用」
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旧大名小学校 内，外観

校舎中央階段

旧大名小学校 接写

中央階段 接写



学校の環境整備事例 ・・・「小中連携／施再設利用」
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起業者向事務所

カフェコ－ナ－ 共同作業スペ－ス

官民共働型創業視線施設

「福岡グロ－ネクスト」へ リニュ－アル



学校の環境整備事例 ・・・ 「小中連携／施設再利用」
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福岡の歴史，観光拠点

「三の丸 スクエア」へ リニュ－アル

展示場 通路，廊下

玄関アピロ－チ



学校の環境整備事例 ・・・ 「小中連携」
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住吉小中学校 （平成２７年 開校）

・住吉小学校，美野島小学校の２校と 「統合」
・住吉中学校と「施設連携」

・旧美野島小学校跡地に建設

学校の規模

・鉄筋コンクリ－ト造６階建，地下１階建 外
・延床面：２３，７３８ ㎡

（小学校）
・児童，学級数 ５７６人 ２２ｸﾗｽ
（中学校）
・生徒，教室の数 ２９０人 １０ｸﾗｽ

（特別支援学級含む 。 平成２８年現在）

住吉小中学校

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ側から



学校の環境整備事例 ・・・ 「小中連携／跡地利用」
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・中央に道路を配し，跡地を三分割。

①地域向けの行事を行なう運動広場とし，災害
時の避難場所に指定。

②民間の保育園用地（貸地）とし，保育園を移転
・建築。 （待機児童収容）

撮影方向

保育園用地

運動広場

売却地
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学校の環境整備事例 ・・・ 「新設，分離」

照葉小中学校 （平成１９年 開校）

・大規模校からの分離ではなく，
アイランドシティを対象とした
新設校。

照葉小中学校

学校の規模

・鉄筋コンクリ－ト造３階建 外
延床面 １４，７０７㎡

（小学校）

・児童，学級数 １，１０４人 ３６ｸﾗｽ
（中学校）
・中学校生徒数 ３７０ １２ｸﾗｽ

（特別支援学級含む。 平成２８年現在）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ側から



学校の環境整備事例 ・・・ 「新設，分離」
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西都小学校 （平成２８年 開校）

・大規模校化した玄洋小学校と周船寺
小学校の通学区域を再編。

・伊都区画整理区域内に開校。

B－１ 学校の分離

西都小学校

学校の規模

・鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造４階建 外
・延床面積 ： 約１１，０７５㎡

（小学校）
・児童，学級数 ： ７５０人 24ｸﾗｽ

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ側から



学校の環境整備事例 ・・・ 「特別教室新設」
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草ケ江小学校 （平成２８年 供用）

・講堂兼体育館，屋外プ－ル，
特別教室，図書室，多目的室等
の増築

草ケ江小学校

学校の規模

・鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造４階建
全体延べ床面積 ８，７２６㎡

（増築部分 ３，３７９７㎡）

・小学校児童，学級数 ７６６ 人
２７ｸﾗｽ

（特別支援学級含む。 平成２８年現在 ）



学校の環境整備事例 ・・・ 「特別教室新設」
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塩原小学校 （平成２８年 供用）

普通教室 ８教室，倉庫等の増築

塩原小学校
学校の規模

・鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造３階建
全体延べ床面積 ８，９８７㎡

（増築部分 １６０㎡）

児童，学級数 ： ６６１人 ２２ｸﾗｽ
（特別支援学級含む。 平成２８年現在）



学校の環境整備事例 ① 「視聴覚室の改修」
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教室 １
教室 ２

廊 下改造平面図 （赤分割ﾗｲﾝ）

着手前

完 成



学校の環境整備事例 ② 「音楽室の改修」
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教室 (大) 教室 (小)

改造平面図 （赤分割ﾗｲﾝ）

完成

着手前



学校の環境整備事例 「解体・撤去 」
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教室 (大) 教室 (小)

床材撤去

壁材，建具等撤去



学校の環境整備事例 「間仕切り新設」
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間仕切り設置工事

構造用合板 完了

遮音材取付完了



学校の環境整備事例 「ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ新設 」

26ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃ-ｼｮﾝ 取付完了

ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ取付



学校の環境整備事例 「改修 完成」
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電気工事 完成

黒板設置
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ご清聴ありがとうございました。

○今後の建設予定

工事中・・・

・平尾小学校 増築工事
・東福岡特別支援学校 増築工事
・生の松原特別支援学校 増築工事

○今年度着工予定

・照葉小学校 増築工事
・千早小学校 増築工事
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