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・平成26年度予算に反映（官と民が協力した海外留学支援制度の
創設、スーパーグローバル大学創成支援、スーパーグローバル
ハイスクール等）

・中教審「大学のガバナンス改革の推進について」とりまとめ
（平成26年2月12日）、「学校教育法及び国立大学法人法の一部
を改正する法律」（平成26年6月20日成立、平成27年4月1日施
行）

・小学校3年からグローバル化に対応した英語教育を行う英語教育
改革実施計画の公表（平成25年12月13日）、中教審に
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」
諮問（平成26年11月20日）

・「いじめ防止対策推進法」成立（平成25年6月21日）
・道徳教育用教材「私たちの道徳」の作成・配布（「心のノート」

の全面改訂）（平成26年度より使用開始）
・「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」（ 小・中学校で週１時間）

として新たに位置付ける学習指導要領の一部改正（平成27年3月）

・中教審「今後の地方教育行政の在り方について(答申)」とりま
とめ （平成25年12月13日）-教育委員会制度改革-

・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する
法律」（平成26年６月13日成立、平成27年4月1日施行）

・グローバル化に対応した教育環境づくりを進める
・イノベーション創出のための教育・研究環境づくりを進める
・学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化
・社会人の学び直し機能を強化 ・大学のガバナンス改革

第三次提言 これからの大学教育等の在り方について
(平成25年5月28日)

・高校教育の質の向上（達成度テスト（基礎レベル）の創設等）
・大学の人材育成機能の強化
・大学入学者選抜改革（達成度テスト（発展レベル）の創設、

多面的・総合的な選抜への転換等）

第四次提言 高等学校教育と大学教育との接続・
大学入学者選抜の在り方について
(平成25年10月31日)

・地方教育行政の権限と責任の明確化

第二次提言 教育委員会制度等の在り方について
(平成25年4月15日)

・道徳教育の抜本的改善・充実
・いじめ対策
・体罰禁止の徹底

教育再生実行会議

・新しい時代にふさわしい学制（幼児教育、小中一貫教育、職業教育等）
・教員免許制度の改革 ・教育を「未来への投資」として重視

第五次提言 今後の学制等の在り方について(平成26年7月3日)

・中教審「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等
学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について

（答申）」とりまとめ（平成26年12月22日）、今後取り組むべき
重点施策とスケジュールを明示した「高大接続改革実行プラ
ン」を策定（平成27年1月16日）。「高大接続システム改革会
議」において具体的な方策について検討中。

・中教審「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ
効果的な教育システムの構築について（答申）」とりまとめ（小
中一貫教育の制度化、大学への編入学の柔軟化等）（平成26年
12月22日）、「学校教育法等の一部を改正する法律」（平成27年
６月17日成立、平成28年４月１日施行）

・有識者会議を経て、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関
の制度化について諮問（平成27年４月14日）

第一次提言 いじめの問題等への対応について(平成25年2月26日)
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・情報通信技術の進展を踏まえた生涯学習環境の整備について
中教審に諮問（平成27年4月14日）

・文科省と厚労省の連携協議の場を設置（平成27年４月30日～）
・女性・高齢者・障害のある児童生徒等の学びの促進のための

各種事業を実施
・奨学金を活用した大学生等の地方定着を促進するための新た

な仕組みの創設、地(知)の拠点となる大学への支援
・学校と地域の連携・協働の在り方（今後のコミュニティ・ス
クールや学校支援地域本部の在り方等）等について中教審に諮
問（平成27年４月14日）

・誰もが「学び続け」、挑戦できる社会の実現
・女性、高齢者、障害者など「全員参加型社会」の実現
・教育の力による「地方創生」

第六次提言 「学び続ける」社会、全員参加型社会、第六次提言 「学び続ける」社会、全員参加型社会、
地方創生を実現する教育の在り方につい
て(平成27年３月４日)

・これからの時代を見据えた教育内容・方法の革新
(アクティブ・ラーニングの推進、ＩＣＴ活用等)

・教師に優れた人材が集まる改革
(育成指標の明確化、全国的な育成支援拠点の整備等)

第七次提言 これからの時代に求められる資質・能力
と、それを培う教育、教師の在り方につ
いて(平成27年５月14日)

・次期学習指導要領に関する中教審での審議（平成26年11月20日諮
問）の中で、教育目標・内容と学習・指導方法、学習評価の在り
方を一体として捉えた、新しい時代にふさわしい学習指導要領等
の基本的な考え方等について審議。

・有識者会議（平成27年５月12日第1回開催）にて、いわゆる「デ
ジタル教科書」の位置付けや関連する教科書制度の在り方につ
いて検討。

・教職員やチームとしての学校の在り方に関する中教審での審議
（平成26年７月29日諮問）の中で、育成指標の明確化等につい
て審議、中間とりまとめ（平成27年７月16日）

・「幼児教育の段階的無償化及び質の向上」、「高等教育段階における
教育費負担軽減」を優先した教育投資

・民間資金の活用、税制の見直し等による教育財源確保
・国民の理解の醸成

第八次提言 教育立国実現のための教育投資・教育財
源の在り方について(平成27年７月８日)

・幼児教育の段階的無償化、高等教育段階の教育費負担軽減（無
利子奨学金の貸与人員の増員、授業料減免の充実等）などに
ついて、平成28年度概算要求に反映。

・国立大学法人への個人寄附に係る税額控除の導入など、寄附金
税制の一層の拡充を要望。

・中央教育審議会において今後議論される第３期教育振興基本計
画に反映。

・教育投資の効果や必要性について国民への説明、理解の醸成に
取り組む。
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●小中一貫教育の制度的基盤が整備されることにより、国・県
による支援の充実が行いやすくなる。

●人間関係の固定化や転出入への対応などの小中一貫教育
に指摘されている課題について、制度化に伴い積極的な指
導助言や好事例の普及を行うことなどにより、課題の速やか
な解消に資する手立てが講じられるようにする。

子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について（答申）
第一章 「小中一貫教育の制度化及び総合的な推進方策について」概要

１節 小中一貫教育が求められる背景 ２節 小中一貫教育の現状と課題

３節 小中一貫教育の制度化の意義

● 全国各地で地域の実情に応じた小中一貫教育の取組が
進められているが、それには以下のような背景があると考え
られる。

・教育基本法、学校教育法の改正による義務教育の目的・
目標規定の新設
・近年の教育内容の量的・質的充実への対応
・児童生徒の発達の早期化等に関わる現象
・中学校進学時の不登校、いじめ等の急増など、中１ギャッ
プへの対応
・少子化等に伴う学校の社会性育成機能の強化の必要性

● 小中一貫教育の取組は全国的に広がり、今後さらなる増加
が見込まれる。

● 現在行われている小中一貫教育の取組の内容や進捗状況
は、教育課程の連続性や、教員の指導体制、施設形態、校長
の体制等の点において極めて多様である。

● 小中一貫教育の実施校のほとんどが顕著な成果を認識して
おり、その内容は学力向上、中一ギャップ緩和、教職員の意
識・指導力の向上など多岐にわたる。その一方、教職員の負担
軽減など解消を図るべき課題も存在する。

● 小中一貫教育の取組の多様性を尊重しつつ優れた取組が展
開されるような環境整備が必要となる。

●運用上の取組では小中一貫教育を効果的・継続的に実施し
ていく上での一定の限界が存在するため、制度化により教育
主体・教育活動・学校マネジメントの一貫性を確保した総合的
かつ効果的な取組の実施が可能となる。

●設置者の判断で教育課程の特例を認め、柔軟な教育課程編
成を可能とすることにより、地域の実態に対応した多様な取組
の選択肢を提供する。
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４節 小中一貫教育の制度設計の基本的方向性

（制度化の目的）

●一体的な組織体制の下、９年間一貫した系統的な教育課程を編成することができる学校種を新たに設けるなどして、設置者が

地域の実情を踏まえて小中一貫教育が有効と判断した場合に、円滑かつ効果的に導入できる環境を整えることである。これによ
り、小中一貫教育の優れた取組の全国展開と既存の小・中学校における小中連携の高度化が促進され、義務教育全体の質向
上が期待される。

（制度化の基本的方向性）

●小中一貫教育が各地域の主体的な取組によって多様な形で

発展してきた経緯に鑑み、地域の実情に応じた柔軟な取組を
可能とする必要があることから、下記の２つの形態を制度化す
べきである。

①１人の校長の下、１つの教職員集団が９年間一貫した教育
を行う新たな学校種を学校教育法に位置付け（小中一貫教
育学校（仮称））

②独立した小・中学校が小中一貫教育学校（仮称）に準じた形
で一貫した教育を施すことができるようにする（小中一貫型
小学校・中学校（仮称））

●小中一貫型小学校・中学校（仮称）においては、９年間の教育

目標の明確化、９年間一貫した教育課程の編成・実施とともに、
これらを実現するための学校間の意思決定の調整システムの
整備を要件として求めることが適当である。

●小中一貫教育学校（仮称）については、既存の小・中学校と同

様に、市町村の学校設置義務の履行対象とするとともに、就学
指定の対象とし、市町村立の場合、入学者選抜は実施しないこ
ととすべきである。

●小中一貫教育学校（仮称）の小学校段階を終えた後、希望す

る場合には他の学校への転校が円滑に行えるよう配慮するこ
とも必要であり、小中一貫教育学校（仮称）の修業年限の９年
間を小学校段階と中学校段階の二つの課程に区分し、６学年
修了の翌年度から中学校等への入学を認めるべきである。

●小中一貫教育学校（仮称）においては、原則として小・中学校

教員免許状を併有した教員を配置することとするが、当面は小
学校教員免許状で小学校課程、中学校教員免許状で中学校
課程を指導可能としつつ、免許状の併有を促進するべきである。

●小中一貫教育学校（仮称）及び小中一貫型小学校・中学校

（仮称）においては、現行の小・中学校の学習指導要領に基づく
ことを基本とした上で、独自教科の設定、指導内容の入れ替
え・移行など、一定の範囲で教育課程の特例を認めるべきであ
る。

5



５節 小中一貫教育の総合的な推進方策

●国としては、小中一貫教育の実施を希望する設置者の積極的な取組を促すため、財政的支援を含めた条件整備や小中一貫教
育の取組の質の向上を図るための方策を総合的に講じていく必要がある。

●具体的には、以下のような方策が求められる。
・小中一貫教育の制度化および推進に当たっての適切な教職員定数の算定
・小中一貫教育に必要な施設・設備の整備への支援
・小中一貫教育と学校運営協議会の一体的な導入推進など、義務教育の９年間の学びを地域ぐるみで支える仕組みづくり
・モデル事業等を通じた小中一貫教育の好事例の収集・分析・周知
・小中一貫教育に応じた学校評価の充実と市町村における評価・検証
・都道府県教育委員会による現場のニーズを踏まえた積極的な指導・助言・援助
・教職員の負担軽減の取組の推進
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7

検討の背景

①教育基本法、学校教育法の改正による
義務教育の目的・目標規定の新設

②近年の教育内容の量的・質的充実への対応

③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象

④中学校進学時の不登校、いじめ等の急増
など、中１ギャップへの対応

⑤少子化等に伴う学校の社会性育成機能の
強化の必要性



①教育基本法、学校教育法の改正による
義務教育の目的・目標規定の新設

○学校教育法（昭和22年3月31日法律第26号）（抄）

第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成18年法律第120号）第５条第２項に規定する目的
を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共
の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態
度を養うこと。

三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が
国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発
展に寄与する態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養う
こと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養う
こと。

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達
を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を
養うこと。 8



②近年の教育内容の量的・質的充実への対応

小・中学校の教員が連携した、小学校高学年での専門的指
導の充実や、児童生徒とのつまづきやすい学習への長
期的視点に立ったきめ細かな指導に取組むことが求められ
る

近年の教育内容や学習活動の量的・質的充実

●平成２０年学習指導要領改訂における教育の質・量の充実
・小学校高学年への外国語導入
・理数教育の一層の充実
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③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象(1)

男児の身長平均値

出典：昭和23年(1948年)度 及び 平成25年(2013年)度 学校保健統計調査より

伸び
(cm)

身長
(cm)

昭和23年と平成25年との間の変化を比較すると、身長の伸びの大きい時期が
早まっている。（14～15歳 → 12～13歳）
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③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象(2)

男児の体重平均値

【男子】
増加
(kg)

体重
(kg)

昭和23年と平成25年との間の変化を比較すると、体重の伸び の大きい時期が
早まっている。（14～16歳 → 12～15歳）

出典：昭和23年(1948年)度 及び 平成25年(2013年)度 学校保健統計調査より 11



伸び
(cm)

身長
(cm)

出典：昭和23年(1948年)度 及び 平成25年(2013年)度 学校保健統計調査より

昭和23年と平成25年との間の変化を比較すると、伸長の伸びの大きい時期が早まっ
ている。（11～13歳 → 10～11歳）

③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象(3)

女児の身長平均値
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増加
(kg)

体重
(kg)

昭和23年と平成25年との間の変化を比較すると、体重の伸びの大きい時期が早まっ
ている。（12～15歳 → 11～12歳）

出典：昭和23年(1948年)度 及び 平成25年(2013年)度 学校保健統計調査より

③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象(4)

女児の体重平均値
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出典：第16回教育再生実行会議 無藤隆白梅学園大学教授提出資料

③児童生徒の発達の早期化等に関わる現象(5)

性的成熟は昭和の初めと比べて 1980年代までに約２歳早くなっている。
栄養や情報刺激が重要であると言われている。

日本女児の初潮年齢推移
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中学校

小学校

□ 学級担任制
□ きめ細かく指導・グループ学習
□ 単元テスト重視、意欲・関心・態度の重視
□ 緩やかな生徒指導
□ 部活動なし

□ 教科担任制
□ 板書が多い、スピードが速い、教師主導型
□ 定期考査重視、知識技能重視
□ より厳しい生徒指導
□ 部活動あり
□ 他の小学校からの進学者との新たな人間関係

④中１ギャップへの対応(1)
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出典：平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

18,428 20,085 
20,889 20,503 20,420 

18,480 

27,362 

18,686 

9,200 

5,622 3,502 

1,876 
39 
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30,000

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 高４

（件）

４８％増

学年別いじめの認知件数

④中１ギャップへの対応(2)
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出典：平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

1,150 1,806 2,791 4,291 6,127 
8,010 
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38,736 
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180％増

学年別不登校児童生徒数
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④中１ギャップへの対応(3)
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出典：平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

（人）

２３２％増

暴力行為の加害児童生徒数
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④中１ギャップへの対応(4)



平成５年度 平成２４年度

１．８倍

0.17%

0.31%

小学校 中学校

平成５年度 平成２４年度

２．１倍
2.56%

1.24%

（注） 国・公・私立学校のデータ （出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

④中１ギャップへの対応(5)

不登校の児童生徒数
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平成１８年度 平成２４年度

２．２倍

3,494件

7,542件

平成１８年度 平成２４年度

27,540件

34,528件

（注） 国・公・私立学校のデータ

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

小学校 中学校

１．３倍

④中１ギャップへの対応(6)

学校での暴力行為の件数
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－対象の内訳－

北海道千歳市の小学４年生から中学１年生の児童生徒 計７３８人

気分障害の有病率は、小学４年生が１．５％、小学５年生が２．１％、小学６年生が４．１％、中学１年生が１０．
７％。特に、大うつ病性障害は中学１年生が４．１％と高く、中学生になると大うつ病性障害になる危険率が有意
に増すと考えられる。

２００７年４～９月、対象学校の検診日に１校につき５～６人の精神科医が直接出向き面接
※面接項目は、精神疾患簡易構造化面接法（小児・青年用）ＭＩＮＩ－ＫＩＤ２００５のうち、大うつ病性障害、気分変調性障害、双極性障
害に該当する部分を使用。

「児童・青年期の気分障害の診断学－ＭＩＮＩ－ＫＩＤを用いた疫学調査から－」
（傳田健三 北海道大学大学院医学研究科精神医学分野、２００８年）

出典

調査対象

実施方法

結果

学年 年齢 男子 女子 合計（人）

小学４年生 ９－１０ ９５ ９２ １８７

小学５年生 １０－１１ ７３ ７０ １４３

小学６年生 １１－１２ １４２ １４４ ２８６

中学１年生 １２－１３ ７２ ５０ １２２

合計 ３８２ ３５６ ７３８

全対象 小４ 小５ 小６ 中１

大うつ病性障
害

１．５％ ０．５％ ０．７％ １．４％ ４．１％

小うつ病性障
害

１．４％ ０．５％ ０．７％ １．４％ ３．３％

気分変調性
障害

０．３％ ０ ０ ０．３％ ０．８％

双極性障害 １．１％ ０．５％ ０．７％ １．０％ ２．５％

合計 ４．３％ １．５％ ２．１％ ４．１％ １０．７％

－気分障害の有病率－

大うつ病性障害：精神症状または身体症状を５つ以上含む期間が２週間以上持続する
小うつ性障害：大うつ病の症状のいずれかが２週間以上持続する
気分変調性障害：低レベルまたは閾値下の抑うつ症状
双極性障害：躁と抑うつを特徴とし、通常はこれらが交互に現れる

21

小５～中１
で５倍

④中１ギャップへの対応(7) 児童生徒の気分障害



出典：Ａ県調査（平成２２年度）
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1.2 

1.0 

0.8 

2.0 

3.5 

3.7 

小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

よくわかる だいたいわかる わからないことが多い ほとんどわからない

学校の授業がどのくらいわかりますか

－１２ポイント

22

④中１ギャップへの対応(8)



出典：Ｄ県調査（平成２５年度）

学校が好きだ

54.0 

39.6 

32.2 

40.0 

8.1 

11.4 

4.5 

7.7 

1.2 

1.3 

小５

中２

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答

－１４．４ポイント
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④中１ギャップへの対応(9)



ベネッセ教育総合研究所：小中学生の学びに関する実態調査（速報版）(2014年）より
24

20.4

25.8

28.9

34.2

37.8

41.6

42.7

39.5

中学１年生

小学６年生
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※単位：％
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中１
58.2

9.2ポイント減少

④中１ギャップへの対応(10)

勉強が好きかどうか（算数・数学）



ベネッセ教育総合研究所：小中学生の学びに関する実態調査（速報版）(2014年）より
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④中１ギャップへの対応(11)

勉強が好きかどうか（理科）



④中１ギャップへの対応(12)

43.6

55.6
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43.9

55.5

56.5

27.2

41.8

41.8

26.2

40.2

38.9

29.5

37.7
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勉強が計画通りに進まない
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上手な勉強のやり方が分からない

学習上の悩み（学年別）

小４

小５

小６

中１

中２

＋14.7

＋13.7

＋16.7

ベネッセ教育総合研究所：小中学生の学びに関する実態調査（速報版）(2014年）より

※単位：％。複数回答。
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昭和61
年

平成元
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単独世帯 夫婦のみ

の世帯

夫婦と未婚の

子のみの世帯

一人親と未婚

の子のみの世帯

三世代

世 帯

その他

の世帯

世帯別構成割合

厚生労働省：福祉行政報告例結果の概況、平成24年国民生活基礎調査

⑤学校の社会性育成機能の強化の必要性(1)

27



共働き世帯数

1980年～2001年は総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月、ただし、1980年～1982年は各年３月）
2002年以降は「労働力調査（詳細集計）」（年平均）より作成。
2010年及び2011年の[ ]内の実数は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

内閣府：男女共同参画白書 平成26年度版 28

⑤学校の社会性育成機能の強化の必要性(2)



母子・父子世帯の推移
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厚生労働省：福祉行政報告例結果の概況、
厚生統計要覧（平成25年度） 29

⑤学校の社会性育成機能の強化の必要性(3)



30

2040年総人口指数（2010年を100とした場合）
2040年における人口推計（市区町村）

国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（総務省統計局「平成22年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」）



資料：旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年１月推計[出生中位・死亡中位推計]）
国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」等、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」[出生中位・死亡中位推計]）

日本の人口推移とその予測（明治期～21世紀～2110年）
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1億0,728万人
2040年
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「地域の教育力」は自身の子ども時代と比べて
どのような状態にあると思われるか。

文部科学省「地域の教育力に関する実態調査（平成17年度）」
調査対象は、小・中学生の保護者

55.6 15.1 5.2 22.7 1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

以前に比べて低下している 以前と変わらない
以前に比べて向上している わからない
不明

以前に比べて低下している



※特別支援学級は含まない
※０学級は休校中の学校

適正規模複式学級

複式学級

適正規模
H25学校基本調査を基に作成

46.5%

51.6%

学級規模別学校数
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小中一貫教育の取組状況

■これらを背景に、多くの学校設置者において小中一貫教育が取り組まれている
小中一貫教育に取り組む市町村（特別区を含む。以下同じ。）は２１１、取組の総
件数は１，１３０件であり、全国的に取組が広がっている。また、今後小中一貫教
育の実施を予定又は検討している市町村や、全国的な動向を注視している市町
村が相当数あることから、小中一貫教育の導入は今後増加していくものと考えら
れる。

・ 小中一貫教育を実施中：２１１市町村（約１割）

・小中一貫教育を実施予定又は検討中：１６６市町村（約１割）

・国及び他市町村の状況を注視している市町村：４５０市町村（約３割）

・小中一貫教育の取組件数：１，１３０件（小学校２，２８４校、中学校１，１４０校）

34



調査対象：都道府県、市区町村、小中一貫教育を実施する国公立小・中学校／調査時点：平成２６年５月１日

小中一貫教育等についての実態調査の概要 ①

○ 実施件数 １１３０件 （小学校２２８４校、中学校１１４０校）

○ 実施市町村 ２１１市町村 （全市町村の約１２％）

○ 積極的に推進している県 ４県

積極的な検討・注視している県 ３県＋３３県

１．実施状況について

○ 施設一体型 １４８件 （１３％）

○ 施設隣接型 ５９件 （ ５％）

○ 施設分離型 ８８２件 （７８％）

２．施設形態について

○ １人の校長が小・中学校を兼務 １３１件 （１２％）

○ 学校毎に校長を置くが、責任者となる校長を指名 １１５件 （１０％）

○ 学校毎に校長を置き、適宜連携 ８８４件 （７８％）

３．管理職の配置について

【９年間の系統性・連続性の確保のための取組】

○ 合同行事の実施（７０％）

○ ９年間をひとまとまりと捉えた学校目標の設定（４７％）

○ ９年間の系統性を整理した小中一貫カリキュラムの作成（５２％）

○ ９年間を見通した学習・生活規律の設定（５１％） 等

※回答に重複あり。なお、９年間一貫した学校教育目標と

カリキュラムの作成の双方を実施している学校は２８９件（２６％）

４．教育課程・指導方法について

【特例の活用状況】

○ 研究開発学校制度の活用 １％

○ 教育課程特例校制度の活用 １９％

※特例の内容…新教科等の設定７２％、英語教育

早期化：８２％、指導内容の前倒し１８％

「研究開発学校制度」：学習指導要領の改訂等に資する実証的
資料を得るため、研究校を指定し、新しい教育課程等の研究
開発を実施するもの。
「教育課程特例校制度」：地域等の特色を生かした特別の教育
課程の編成・実施を認めるもの。 35



○ 以下に当てはまる取組の方が「大きな成果が認められる」、「成果が認められる」と回答する割合が上昇する傾向

① 取組の開始から一定程度年数が経過している場合 ⑤ 学年段階の区切りを４－３－２などに変更した場合

② 小学校における教科担任制を導入した場合 ⑥ ９年一貫の教育目標やカリキュラムを導入した場合

③ 小・中学校教員の乗り入れ授業を実施した場合 ⑦ 施設一体型とした場合

④ １人の校長が小・中学校を兼務した場合

【課題の状況】

○課題が認められる８７％

（大きな課題が認められる（７％）、課題が認められる（８０％））

①教職員の負担感・多忙感の解消

②小・中の教職員間での打ち合わせ時間

の確保

③小・中合同の研修時間の確保

【成果の状況】

○ 成果が認められる ８８％

（大きな成果が認められる（１０％）、成果が認められる（７７％））

① 中学校進学に不安を覚える児童が減少

② 中１ギャップが緩和された

③ 小・中の教員間で協力して指導に当たる意識が向上

④ 小・中で共通で実践する取組が増えた

⑤ 小・中で互いの良さを取り入れる意識が高まった

小中一貫教育等についての実態調査の概要 ②

○ ６－３ ： ８１０件（７２％） ○ ４－３－２ ： ２９３件（２６％） ○ ５－４、４－５ ： ３件（０．３％）

５．学年段階の区切りについて

７．効果的な一貫性の確保の取組について

６．成果・課題について

36



○生徒指導上の諸問題の発生件数や不登校の数が年々減少
○児童生徒の学力の向上
○ほとんどの教員が、「授業の工夫・改善の場面が見られた」、「小中学校を一貫したカリキュラム
づくりは必要」と答えるなど、教職員の意識が向上

○市内の全２６中学校区（施設分離型２２中学校区，施設一体型４中学校区）で、現行制度の
範囲内で、９年間を見通して行う小中一貫教育を実施

○各中学校区の特色を生かし、小中合同授業、小中合同行事、小中合同研修会等を実施

○９年間を前期（４年）、中期（３年）、後期（２年）に区切り、中期に重点をおいた教育を展開

○学習指導要領の範囲内で、各中学校区ごとに小中一貫カリキュラムを作成

取組概要

（１） 義務教育９年間を修了するにふさわしい学力と社会性の育成

（２） 中一ギャップの解消と自尊感情の向上

ねらい

成果

【事例１】 広島県呉市における取組
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※第１回小中一貫教育特別部会（平成２６年８月２９日）配布資料
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○国・都・品川区が実施する学力調査において全国平均を上回った学校数が増加するなど学力
が向上

○小中一貫教育実施によって、年々、不登校生徒の出現率が抑制
○学習・生活規律の徹底、礼儀等の面で全国平均を上回る結果

○区内の全中学校区（施設一体型６校、施設分離型９中学校・３１小学校）で、実施
○区独自の「小中一貫教育要領」を定め、９年間の系統的な学習を実施
○全学年に「市民科」を新設し、小１から「英語科」を実施
○小５～中３に「ステップアップ学習（選択学習）」 を新設
○小５から教科担任制を導入
○９年間を４年・３年・２年に区切ったまとまりで教育計画を立て実践

取組概要

成果

（１） 中学校の学習への接続を意識した小学校段階での指導を実現し、９年間継続した系統的な学習に取
り組む。

（２） 小学校から中学校への環境の激変を緩和することによりストレスを解消する。幅広い年齢の児童生徒
と学校生活を共にすることにより、多様な人間関係を形成する。

（３） 小・中学校間の情報共有により、９年間継続性のある生活指導を実現する。

ねらい

【事例２】 東京都品川区における取組

※第１回小中一貫教育特別部会（平成２６年８月２９日）配布資料
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○自然教室、プレ中学生体験、部活動体験、中学生の小学校ボランティア訪問等の小・小及び小・中間

の交流活動により、学園の子供としての一体感が醸成

○小・中学校の教員同士の相互理解が促進され、協力し合う姿勢が定着

○小・中学校教員の授業交流により児童・生徒の学習意欲・学力が向上

○学園の教育活動により、学校生活への安心感が増し、不登校の出現率が低下

学力向上

○ 義務教育９年間の教育を
①現行の法制度（６－３制）の下で、 ②既存の小学校・中学校を存続させた形で、
③コミュニティ・スクールを基盤として、④小・中一貫カリキュラムに基づき、系統性と連続性を重視
して行い、児童・生徒に「人間力」と「社会力」を培う

○ 全教員が小･中学校双方の教員として兼務発令を受け、相互乗り入れ授業を実施

（１）小・中学校の教員が、目指すべき「１５歳の姿」の共有しつつ、徹底して
協働し、発達段階に即した「学び」の系統性と連続性の確保、小中の円
滑な接続を図る。

（２）小学校の効果的な指導を発達段階を考慮して中学校に引き継ぐ。
（３）中学校でのつまずき、思春期等を見通した共通理解・早期対応を図る。

【事例３】 東京都三鷹市における取組 （教育課程の特例を用いない取組）

取組概要

ねらい

成果
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※第１回小中一貫教育特別部会（平成２６年８月２９日）配布資料

三鷹市学習到達度調査結果 経年変化
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○地域の意識改革（地域全体で子供を育む）、
教職員の意識改革（中学校ブロック全体で
学力向上を図る）の促進

○同じ中学校区内の小学校同士の連携の
推進（合同宿泊活動、話型・ノート・学習
規律の統一）

○小学校・中学校いずれにおいても学力が
向上

○市内の全中学校ブロック（施設一体型４、併設型２、分離型６４、その他３）で、実施
○以下の「５つの視点」による取組を実施
（１）小中一貫共通目標 ・・・目指す子供像を共有し、「生きる力」の育成を図る
（２）教育課程／指導形態の工夫・改善 ・・・教育課程の編成や指導形態などの工夫・改善を

図り、「確かな学力」の育成を目指す
（３）教育活動の連続性 ・・・子供たちの教育活動の連続性を高める

（例：児童生徒交流、部活動体験、合同宿泊行事）
（４）教職員間の連携・協働 ・・・小中学校の教職員間の「連携」と「協働」を深める

（例：教職員合同研修会）
（５）家庭・地域との連携・協力 ・・・家庭や地域との「連携」「協力」をより一層推進する
○小中間の段差を学力面からフォローする「京都市学習支援プログラム」を実施

取組概要

成果

○ 家庭教育も含めた計画的・系統的な一貫教育を地域と一体となって行い、小中９年間の学びと育ちに責
任を持つ

ねらい

【事例４】 京都府京都市における取組

※第３回小中一貫教育特別部会（平成２６年９月１９日）における京都市からのヒアリングを元に作成
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【全国学力・学習状況調査の結果】
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小中一貫教育の成果
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57%

67%
36%

49%
47%

53%
58%

53%
21%
25%

32%

全国学力・学習状況調査の結果が向上した
都道府県又は市町村独自の学力調査の結果が向上した

民間の標準学力検査の結果が向上した
学習習慣の定着が進んだ
生活リズムが改善した

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が向上した
授業が理解できると答える児童生徒が増えた

勉強が好きと答える児童生徒が増えた
学習意欲が向上した

学習に悩みを抱える児童生徒が減少した
中学校への進学に不安を覚える児童が減少した
児童生徒の学校生活への満足度が高まった

いわゆる「中１ギャップ」が緩和された
いじめの問題等が減少した

不登校が減少した
暴力行為の発生件数が減少した

学習規律・生活規律の定着が進んだ
児童生徒の規範意識が高まった（子供が落ち着いた）
児童生徒に思いやりや助け合いの気持ちが育まれた

児童生徒の自己肯定感が高まった
児童生徒のコミュニケーション能力が高まった

上級生が下級生の手本となろうとする意識が高まった
下級生に上級生に対する憧れの気持ちが強まった

予防的生徒指導等の取組が充実した
特別な支援を要する児童生徒へのきめ細かな指導が充実した

教員の指導方法の改善意欲が高まった
教員の生徒指導力の向上につながった
教員の教科指導力の向上につながった

養護教諭、栄養教諭、学校事務職員などの資質能力が向上した
小学校教職員の間で基礎学力保障の必要性に対する意識が高まった

小・中学校の教職員間で互いの良さを取り入れる意識が高まった
小・中学校の教職員間で協力して指導にあたる意識が高まった

小・中学校共通で実践する取組が増えた
小・中学校の授業観や評価観の差が縮まった

小・中学校の指導内容の系統性について教職員の理解が深まった
教職員の仕事に対する満足度が高まった
保護者の学校への満足度が高まった
保護者との協働関係が強化された
地域との協働関係が強化された

同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消につながった
異校種、異学年、隣接校間の児童生徒の交流が深まった

学校独自の新教科や領域の指導が充実した
校務分掌等、学校運営の効率化につながった

その他（自由記述）

大きな成果が認められる

成果が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数）
※「大きな成果が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 41



小中一貫教育の課題
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9年間の系統性に配慮した指導計画の作成・教材の開発

小中合同の行事等における発達段階に応じた内容設定

施設・スペース（教室、グラウンド等）の確保及び使用時間調整

時間割や日課表の工夫

チャイムの鳴らし方

転出入者への学習指導上・生徒指導上の対応

児童生徒の人間関係が固定化しないような配慮

中学校における生徒指導上の問題の小学生への影響

小学生高学年のリーダー性・主体性の育成

年間行事予定の調整・共通化

小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保

小中合同の研修時間の確保

児童生徒間の交流を図る際の移動手段・移動時間の確保

校舎間等の移動に伴う児童生徒の安全の確保

学校間の交流を図る際の教職員の移動手段・移動時間の確保

成果や課題の分析・評価手法の確立

成果・課題の可視化と関係者間での共有

教職員の負担感・多忙感の解消

小・中学校間での負担の不均衡

教職員間での負担の不均衡

所有免許の関係で兼務発令を拡大できないこと

兼務発令の趣旨・内容に関する教職員の理解

小中の管理職間の共通認識の醸成

小中の教職員間の共通認識の醸成

小中が接続する学年又は区切り以外を担当する教職員の意識向上

小・中学校間のコーディネート機能の充実

同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消

必要な予算の確保

小学校費、中学校費の一体的な運用（費目の一体化等）

都道府県教委の理解・協力・支援の充実

市区町村教委の理解・協力・支援の充実

その他

大きな課題が認められる

課題が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数）
※「大きな課題が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 42



●運用上の取組では一定の限界。人事異動に取組の進捗が左右
されたり、小学校・中学校固有の業務に加えて様々な調整事務を行うことは
教職員の多忙化にもつながる。

●制度化により、教育主体・教育活動・学校マネジメントの一貫性を確保し、

継続性・安定性を担保した総合的かつ効果的な小中一貫教育
の取組の実施が可能に。

●小中一貫教育の制度的基盤が整備されることにより、国・県による支
援の充実が行いやすくなる。

●人間関係の固定化や転出入への対応などの小中一貫教育に指摘
されている課題について、制度化に伴いむしろ課題の速やかな
解消に資する手立てが講じられるようにする。

小中一貫教育の制度化の意義
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学校教育法等の改正の内容



（平成２６年）

１２月２２日 中央教育審議会 答申

（平成２７年）

３月１７日 閣議決定

６月１７日 法案成立

６月２４日 法公布 ※審議の主な論点
・法改正の背景、意義・目的
・成果、課題とその解消策
・複線化、エリート校化への懸念
・学校統廃合との関係
・地域や保護者との連携の在り方
・教員免許、教職員定数関係

※総審議時間
衆議院 ８ｈ４５ｍ
参議院 ８ｈ５０ｍ 計 １７ｈ３５ｍ
（参考人質疑を含む）

※視察
衆議院 港区立小中一貫教育校お台場学園

（東京都港区）

法案等の審議経過
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・１人の校長の下、原則として小中免許を併有した教員が９年間の一貫した教育を行う新たな学校種を学校教育法に位置付ける（義務教育学校）

・独立した小・中学校が義務教育学校に準じた形で一貫した教育を施すことができるようにする（小中一貫型小・中学校（仮称））

・既存の小・中学校と同様、市町村の学校設置義務の履行の対象とする（市町村は全域で小中一貫教育を行うことも可）

・既存の小・中学校と同様、市町村教委による就学指定の対象校とし、入学者選抜は実施しない

◎制度設計のポイント

◎小中一貫教育の
２つの類型

義務教育学校 小中一貫型 小学校・中学校（仮称）

修業
年限

・９年
（ただし、転校の円滑化等のため、前半６年と後半
３年の課程の区分は確保）

・小・中学校と同じ

教育
課程

・９年間の教育目標の設定、９年間の系
統性を確保した教育課程の編成

・小・中の学習指導要領を準用した上で、
一貫教育の実施に必要な教育課程の
特例を創設
（一貫教育の軸となる新教科創設、指導事項の
学年・学校段階間の入れ替え・移行）

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統性
を確保した教育課程の編成（※）

・小・中の学習指導要領を適用した上で、一貫
教育の実施に必要な教育課程の特例を創
設
（義務教育学校と同じ）

組織 ・１人の校長

・一つの教職員組織

・教員は原則小・中免許を併有
（当面は小学校免許で小学校課程、中学校免許
で中学校課程を指導可能としつつ、免許の併
有を促進）

・学校毎に校長

・学校毎に教職員組織

（学校間の総合調整を担う者をあらかじめ任命、学校運
営協議会の合同設置、校長の併任等、一貫教育を担
保する組織運営上の措置を実施）（※）

・教員は各学校種に対応した免許を保有

施設 ・施設の一体・分離を問わず設置可能 ・施設の一体・分離を問わず設置可能

（制度化に伴う主な支援策）

９年間を適切にマネジメントするために必要な
教職員定数の措置

（制度化に伴う主な支援策）

施設一体型校舎や異学年交流スペースなど、小
中一貫教育に必要な施設整備を支援

（制度化に伴う主な支援策）

異学年交流スペースなど、小中一貫教育に必要な施
設整備を支援

（制度化に伴う主な支援策）
小中一貫教育の円滑な実施のための教員加配を措置

A小学校
B小学校

C中学校

義務教育学校

中学校

小学校

小中一貫型小・中学校
（仮称）

市町村教委

就学指定

学校設置
義務の履行

◎ 制度化後のイメージ
今回学校教育法等
改正で措置

今後政省令
改正で措置

小中一貫教育の全体の制度設計



趣旨・

位置付け

□ 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中
学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定（学校教育法第
１条関係）

設置者・

設置義務

□ 国公私いずれも設置が可能（学校教育法第２条関係）
□ 市区町村には、公立小・中学校の設置義務があるが、義務教育学校の設置をもって設置義務
の履行（学校教育法第38条関係）

目標・

修業年限

□ 義務教育学校の目的：心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育について、基
礎的なものから一貫して施すこと（学校教育法第49条の２関係）
□ ９年（小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前期６年と後期３年の課程に区分）（学校
教育法第49条の４及び第49条の５関係）

※就学指定、教育課程の特例等については、政省令で規定する予定

施行期日
平成２８年４月１日
（施行前でも義務教育学校設置のための準備行為は可能）

中学校

小学校
市町村

学校設置
義務の履行

b校舎a校舎

（参考：義務教育学校のイメージ） （施設一体型）
義務教育学校

（施設分離型）
義務教育学校

教職員

関係

□ 市区町村立の義務教育学校の教職員給与は、国庫負担の対象（義務教育費国庫負担法第２条関係）
□ 小学校と中学校の免許状の併有を原則（当分の間は例外あり）（教育職員免許法第３条及び附則第20項
関係）

施設整備
□ 施設費国庫負担・補助の対象（小・中学校と同様に、義務教育学校の新築又は増築に要する経
費の1/2を負担等）（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条関係）

学校教育法等の一部を改正する法律の概要
小中一貫教育を行う新たな学校の種類の制度化
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現行制度と義務教育学校の比較

48

現行制度下での小中一貫教育 義務教育学校

修業年限 ・小学校６年
・中学校３年

・９年
（ただし、小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前半６年と後半３年
の課程の区分は確保）

設置義務 ・小学校、中学校ともに市町村に設置義務 ・設置義務はないが、小学校・中学校の設置に代えて設置した場
合には、設置義務の履行と同等

教育課程 ・小学校・中学校それぞれの教育目標の設定、教育課程の編
成

・一貫教育の実施に必要な教育課程の特例を個別に申請し、
文科大臣の指定が必要

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統性を確保した教育課
程の編成

・小・中の学習指導要領を準用した上で、一貫教育の実施に必要
な教育課程の特例を創設し、個別の申請、大臣の指定は不要

（例：一貫教育の軸となる新教科創設、指導事項の学年・学校
段階間の入れ替え・移行）

組織 ・小学校・中学校それぞれに校長（計２人）

・小学校・中学校別々の教職員組織

・１人の校長

（ただし、統括担当の副校長又は教頭を１人措置）

・一つの教職員組織
（教職員定数は、小学校の定数と中学校の定数の合計数と同じ）

免許 ・教員は所属する学校の免許状を保有すれば十分 ・教員は原則小・中両免許状を併有
（当面は小学校免許状で小学校課程、中学校免許状で中学校課程を指導
可能としつつ、免許状の併有を促進）

施設 ・国庫負担の対象は、小学校同士の統合、中学校同士の統
合のみ

・国庫負担の対象として、小学校と中学校を統合して義務教育学
校を設置する場合も追加

その他 ・学校評価は、小学校・中学校それぞれで実施

・学校運営協議会は、小学校・中学校それぞれに設置

・学校いじめ防止基本方針は、小学校・中学校それぞれで策
定

・学校評価は、義務教育学校として実施

・学校運営協議会は、義務教育学校として一つ設置

・学校いじめ防止基本方針は、義務教育学校として策定
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義務教育学校を設置する上での
留意点



衆・文部科学委員会 参・文教科学委員会
エ
リ
ー
ト
校

化
の
防
止

一、義務教育学校の設置に当たっては、我が国の教育の基本原則である機会均等
を確保するとともに、既存の小学校及び中学校との間の序列化・エリート校化・複線
化等により児童生徒の学びに格差が生じることのないよう、万全を期すること。

学
校
運
営
協

議
会
の
活
用

一 義務教育の九年間の学びを地域ぐるみで支える新たな仕組みとしての義務教
育学校となるよう、市町村教育委員会は、保護者や地域住民の理解と協力を得る
ための場として、学校運営協議会等の設置及び活用の推進に努めること。

三、義務教育学校等における九年間の学びを地域全体で支えることの重要性に鑑
み、保護者や地域住民の理解と参画を得るため、学校運営協議会等、組織的・継続
的な学校支援体制の整備及び活用に努めること。

学
校
統
廃
合

の
際
の
留
意
点

二 小学校及び中学校は児童生徒に対する教育施設であるだけでなく、各地域の
コミュニティの核としての性格を有することを踏まえ、市町村教育委員会は、義務教
育学校の設置に伴い、安易に学校統廃合を行わないよう留意すること。

二、小学校及び中学校は児童生徒の学びの場であるだけでなく、各地域のコミュニ
ティの核としての性格を有することを踏まえ、市町村教育委員会は、義務教育学校
の設置に当たっては、安易に学校統廃合を行わないよう、特に留意すること。また、
検討段階から保護者や地域住民等に対し丁寧な説明を行い、その意見を適切に反
映し、幅広く理解と協力を得て合意形成に努めること。

教
職
員
体
制
の
整

備
・
定
数
の
確
保

三 義務教育学校の設置等を支援する観点から、国は、異なる学校段階間の接続
を円滑にマネジメントする体制の整備や乗り入れ授業等への対応のための十分な
教職員体制の整備を図り、教職員の更なる過重負担を招かないよう努めるとともに、
小学校及び中学校が統合される場合においては、義務教育学校への円滑な移行
が図られるよう、十分な教職員定数の確保に努めること。

五、義務教育学校の設置等に当たっては、政府は、異なる学校段階間の接続を円
滑にマネジメントする体制の整備や乗り入れ授業等への対応のための十分な教職
員体制の整備を図り、教職員の更なる過重負担を招かないよう努めるとともに、小
学校及び中学校が統合される場合においては、義務教育学校への円滑な移行が図
られるよう、十分な教職員定数の確保に努めること。

教
員
免
許
状

の
併
有
促
進

四 都道府県教育委員会は、他校種免許状の取得のための免許法認定講習の積
極的な開講やその質の向上等を図ることにより、義務教育学校教員における小学
校・中学校教員免許状の併有の促進に努めること。

六、義務教育学校に係る教員免許状について、都道府県教育委員会は、他校種免
許状の取得のための免許法認定講習の積極的な開講等、小学校及び中学校教員
免許状の併有のための条件整備に努めること。また、政府は、併有する際の負担が
過大なものとならないよう、必要な環境整備を積極的に行うとともに、教員免許制度
の在り方について引き続き検討を行うこと。

取
組
事
例
の
分
析

と
情
報
提
供
等

五 小中一貫教育の取組について、国は、各地域における実施上の課題を継続的
に把握し、優れた取組事例を収集・分析した上でその情報提供に努めること。また、
市町村教育委員会は、自らの方針や各学校の取組について積極的な説明に努め
ること。

四、児童生徒の人間関係の固定化や転出入への対応など小中一貫教育実施上の
課題の解消に向け、政府は、各地域における取組事例を収集・分析・検証した上で、
積極的な情報提供を行うとともに、課題解決のための指針の作成に努めること。ま
た、市町村教育委員会は、自らの方針や各学校の取組について保護者や地域住民
等に対し丁寧な説明を行い、幅広く理解を得るよう努めること。

専
攻
科
の

質
の
担
保

六 高等学校等専攻科から大学への編入学の実施に当たり、国は、大学の自主性
を尊重しつつ、大学における学びの質が担保されるよう指針を示すなどの取組に
努めること。

七、高等学校等の専攻科から大学への編入学を実施するに当たっては、政府は、大
学の自主性を尊重しつつ、大学における学びの質が担保されるよう指針を示すなど、
編入学者が大学教育に円滑に移行し、主体的な学びを実現するための取組を積極
的に支援すること。

学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

※青字は参のみ
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○ 今回の義務教育学校の創設は、地域の実情や児童生徒の実態など
様々な要素を総合的に勘案して、設置者が主体的に判断できるよう、既

存の小学校・中学校に加えて、義務教育を行う学校の設置に係る
制度上の選択肢を増やしたもの。

○ 今回の制度化は、小中一貫教育を通じた学校の努力による学力
水準の向上や、学校段階間の接続に関する優れた取組の普及
による公教育全体の水準向上に資する。

○ 各設置者においては、今回の改正を契機として、義務教育学校の
設置をはじめ、小学校段階と中学校段階を一貫させた教育活
動の充実に積極的に取り組むことが期待される。

学校教育法に関する留意事項
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（１）義務教育学校の名称

○「義務教育学校」という名称は、法律上の学校の種類を表す名称であ

り、個別の学校の具体的な名称に「義務教育学校」と
付さなければならないものではない。

○小学校・中学校と同様に、公立学校であれば、設置条例で法律
上の正式な名称（義務教育学校）を明らかにした上で
学校管理規則等の教育委員会規則により、私立学校であれば寄附行

為により、義務教育学校以外の個別の名称を用いるこ
とは可能。
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学校の名称に関する規定の例

○品川区立学校設置条例（昭和57年品川区条例第37号）平成17年10月24日改正
（名称および位置）
第２条 学校の名称および位置は、別表のとおりとする。
別表（第２条関係）
(１) 小学校

(２) 中学校

○品川区立学校の管理運営に関する規則（昭和53年品川区教育委員会規則第13
号）平成18年３月30日改正

（小中一貫校）
第30条 次の表の左欄に掲げる小中学校は、小中一貫校として同表の右欄に掲げる名称
を称する。

名称 位置

品川区立第二日野小学校 東京都品川区東五反田二丁目11番１号

名称 位置

品川区立日野中学校 東京都品川区東五反田二丁目11番１号

小中学校 小中一貫校の名称

品川区立第二日野小学校
品川区立日野中学校

品川区立小中一貫校 日野学園
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（２）義務教育学校の設置の在り方 ①

○ 地域とともにある学校づくりの観点から、小中一貫教育の導入に当たっ

ては、学校関係者・保護者・地域住民との間において、新たな学
校作りに関する方向性や方針を共有し、理解と協力を得ながら
進めて行く ことが重要。

○ 市区町村における義務教育学校の設置は、小学校・中学校の設置に代

えられることを踏まえ、市区町村立の義務教育学校は就学指定の
対象とする予定。

○ 就学指定は、市区町村の教育委員会が、あらかじめ各学校ごとに通学
区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校を指定する制度であり、そ

の指定に当たっては入学者選抜は行わない。
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市町村教委

前期課程 後期課程

〇学区等に基づき
就学校を指定

×就学指定の仕組みなし
〇入学者選抜を実施（ただし学力検査を禁止）

小中高等学校、義務教育学校、中等教育学校の入学者決定の比較

義務教育学校

中等教育学校 前期課程 後期課程

×入学者選抜なし（したがって、学力検査も行われない。）

小学校 中学校 高等学校

市町村教委
〇学区等に基づき
就学校を指定

市町村教委
〇学区等に基づき
就学校を指定

×就学指定の仕組みなし
〇入学者選抜を実施（学力検査も可）

小・中・高等学校
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義務教育学校の設置の在り方について ②

○ いわゆる「学校選択制」は、あくまで就学指定の手続の一つとして行わ
れるものであり、特定の学校に入学希望者が集中した場合の調整に当

たっては、就学指定の基本的な仕組みを踏まえ、入学者選抜は行わな
い。

○ 「学校選択制」の導入に当たっては、通学する学校により格差が生じると

の懸念を払拭する観点から、小学校・中学校の場合と同様、市区町村が
児童生徒の実態や保護者のニーズを踏まえ、対外的な説明責
任にも留意しつつ対応する必要がある。
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市町村教委

C学区 D学区

A学区 B学区

①学区等に基づき
就学校を指定

市町村教委

C学区 D学区

A学区 B学区

②保護者の希望を踏まえて就学校
を指定（特定の学校に希望者が
集中した場合は抽選等により調
整）

②通学②通学

②通学②通学

①保護者から
就学校の希望聴取

③通学 ③通学

③通学

③通学

学校選択制を導入した就学指定の方法について（典型例）

通常の就学指定 学校選択制を導入した就学指定
学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）

（入学期日等の通知、学校の指定）
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者（中略）のうち、認定特別支援学校就学者 （中略）以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は
中学校の入学期日を通知しなければならない。
２ 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校（法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）
を除く。中略）が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）

第三十二条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項 （中略）の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校（中略）を指定する場合には、あらかじめ、
その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。 57



小中一貫教育校と学校選択制との関係

6%

2%

7%

10%

5%

5%

71%

自由選択制を導入している

ブロック選択制を導入している

隣接区域選択制を導入している

特認校制を導入している

特定地域選択制を導入している

その他の学校選択制を導入している

学校選択制を導入していない

自由選択制 当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの

ブロック選択制 当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの

隣接区域選択制 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認めるもの

特認校制
従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも
就学を認めるもの

特定地域選択制 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認めるもの

【参考：学校選択制の種類】
N=211（小中一貫教育実施市区町村）

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 58



（２）義務教育学校の設置の在り方 ③

○ 域内に義務教育学校と小学校・中学校が併存する場合は、
小中一貫教育の実施を通じて蓄積される様々な知見を既存の小学
校・中学校にも積極的に普及を図る。
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（３）義務教育学校の目的

○ 義務教育学校は、小学校・中学校と同様の目的を実現するための教

育活動を行うものであり、義務教育を施す点においては、小学
校・中学校と義務教育学校は同等である。

○ 義務教育学校は、小学校・中学校の学習指導要領を準用することと
しており、学習指導要領に示された内容項目を網羅して行われることに

なるため、小学校・中学校と異なる内容・水準の教育を施す学
校ではない。
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各学校種の目的規定

学校教育法（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号）

第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行わ
れる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

第四十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の
発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的
とする。

（新設）
第四十九条の二 義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育

として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すこ
とを目的とする。
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（４）義務教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分 ①

○ 小中一貫教育においても、

子供の成長の節目に配慮するような教育課程の工夫が重要。
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児童生徒の人間関係や相互評価が固定化しないような工夫

58%

58%

26%

49%

25%

56%

多様な活躍の機会を意図的に設定

異学年交流の機会を意図的に設定

同一学年内の学級間交流の機会を意図的に設定

教科担任制や乗り入れ授業により多様な教職員と関わ

る機会を意図的に設定

地域との連携により学校外の集団への所属を促進

いじめの早期発見・早期対応の取組を充実

N=1130（小中一貫教育実施件数） 63



義務教育学校の修業年限、前期・後期課程の区分について

○ ９年の課程を前期６年、後期３年に区分することとしているが、

「４－３－２」や「５－４」などの柔軟な学年段階の区切
りを設定することも可能。
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前期６年・後期３年の区切りと４－３－２などの関係

４ ２３

前期課程（６年）

一部教科担任制
50分授業、
小・中教員によるTT
予習を前提とした授業

部活、定期考査
制服、生徒会活動
小・中合同行事

後期課程（３年）

指
導
上
の
工
夫

教
育
課
程

重点的な進路指導

中学校学習指導要領を準用小学校学習指導要領を準用

特例教科：ふるさと科
特例教科：英語科

区切りを意識させる行事
（立志式等）

１ 2 3 4 5 6 7 8 9
特例の前提条件（イメージ）：
① 教育基本法及び学校教育法に規定する小学校及び中学校の教育の目標に関する規定等に照らして適切であること
② 学習指導要領の内容項目が９年間を通じて網羅され、学習内容の系統性・連続性が確保されていること
③ 児童生徒の過重負担への配慮や転出入児童生徒の教育に支障が生じないような適切な配慮がなされていること
④ 学習指導要領の内容事項を指導するために必要となる標準的な総授業時数が確保されていること
⑤ 各教科等の目標がおおむね達成されていること 65

区切りを意識させる行事
（１／２成人式等）

教育課程特例①：小中一貫教育の軸となる独自教科の設定（ふるさと科、英語科など）（※）

教育課程特例②：前期・後期課程間の指導内容の移行（※）
（例）小学校高学年からのアルファベット指導（英語）や負の数・代数の指導（数学） など



学年段階の区切りの状況

72%

26%

1%未満

1%未満

1%未満

1%未満

1%未満

0%

1%

1%

６－３

４－３－２

５－４

４－５

５－２－２

３－４－２

２－３－４

８－１

教科特性に合わせて区分を設定

その他

N=1130（小中一貫教育実施件数）
出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 66



（４）義務教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分 ②

○ 「学年段階の区切り」とは、前期課程、後期課程の目標を達成するた
めの課程の変更ではなく、カリキュラム編成上の工夫や指導上の
重点を設けるための便宜的な区切りの設定を想定。

例:◇教育課程の特例を活用して小学校高学年段階から独自の教科を設け、当該教科が
導入される学年を区切りとする

◇従来であれば中学校段階の教育の特徴とされてきた教科担任制や定期考査等を小
学校高学年段階から導入して、この学年を区切りとする 等

○ 義務教育学校の課程は、前期６年、後期３年に区分することとし
ているが、組織としては一体であり、義務教育学校の教職員は一体
的に教育活動に取り組む。
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学年段階の区切りの設定に係る具体的取組(学年区切りが6-3以外の場合）

70%
37%

8%
17%

4%
2%

37%
53%

28%
72%

13%
10%

7%
12%

17%
14%

3%

①区切り毎の学習指導上の重点を明確化

②区切り毎の生徒指導上の重点を明確化

③運動会・文化祭・学芸会などを分割して実施

④学年段階の区切りに対応した校舎やフロアの区分

⑤学校段階/学年間での指導内容前倒し・後送り

⑥選択教科の導入

⑦独自の教科等の導入

⑧教科担任制の導入

⑨習熟度別グループ編成の導入

⑩乗り入れ授業の導入

⑪50分授業の導入開始学年の変更

⑫制服・鞄等の導入開始学年の変更

⑬進路指導の導入開始学年の変更

⑭定期テストの導入開始学年の変更

⑮生徒会活動の導入開始学年の変更

⑯部活動の導入開始学年の変更

⑰その他
N=320（学年段階の区切りを6-3以外で設定している件数）

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 68



卒業式入学式以外の学年段階区切りを意識させる行事の実施
(学年段階の区切りが6-3以外の場合）

36%

64%

行っている

行っていない

N=320（学年段階の区切りを6-3以外で設定している件数）

【行事の主な内容】
・１／２成人式（４年目）
・立志式（７～８年目）
・毎学年末の修了式
・立志登山（７～８年目）
・区切りのまとまり毎の修了面接
・卒業論文（８～９年目）

小学校の卒業式や入学式の実施状況
(学年段階の区切りが6-3以外の場合）

87%

1%

2%

11%

小学校卒業式/中学校入学式ともに実施

小学校卒業式実施/中学校入学式未実施

小学校の卒業式未実施/中学校入学式実施

小学校の卒業式/中学校入学式ともに未実施

N=320（学年段階の区切りを6-3以外で設定している件数） 69



（５）義務教育学校の教育課程 ①

○ 義務教育学校の教育課程については、前期課程及び後期課程に、
それぞれ小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を準用
することを省令において定める予定であり、教育課程の特例や配慮す
べき事項については、省令等で定める予定。

具体的には、学習指導要領に示された内容項目を網羅すること、各教科等
の系統性・体系性に配慮すること、児童生徒の負担過重にならないようにす

ること等を前提とした上で、小中一貫教育の円滑な実施に必要とな
る９年間を見通した教育課程の実施に資する一定の範囲内で、
設置者の判断で活用可能な教育課程の特例を創設することを予
定。

なお、創設される本特例と同様の内容については、今後、教育
課程特例校制度の活用が不要となる。詳細については、教育課程特
例校の申請手続に係る事務連絡（H27.7.30付け初等中等教育局教育課程
課発出）を参照。 70



教育課程の特例として考えられる取組

○中央教育審議会答申「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟
かつ効果的な教育システムの構築について」 （抜粋）（平成26年12月12日）

【小中一貫教科等（仮称）の設定】
・小中一貫教育の軸となる独自教科等（小中一貫教科等）の追加
・小中一貫教科等による他の各教科等の代替
・小中一貫教科等の授業時数による他の各教科等の授業時数の代替

【指導内容の入替え・移行】
①小学校段階及び中学校段階における各教科等の内容のうち相互に関連
するものの入替え

②小学校段階の指導内容の中学校への後送り移行
③中学校段階の指導内容の小学校への前倒し移行
④小学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前倒し移行
⑤中学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前倒し移行
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教育課程の特例を認める制度の活用状況

1%

19%

3%

12%

65%

研究開発校制度の特例を

活用

教育課程特例校制度の

特例を活用

特例の活用を検討

特例を活用した他市区町

村の取組を注視

特例を活用しておらず、

今後も活用する予定なし

特例の活用 具体的取組状況

72%

82%

1%未満

0%

18%

1%未満

小中一貫教育の軸

となる独自の教科等

の創設

英語教育・外国語教

育の導入

興味関心の多様化

に対応した選択教科

の導入

指導内容の後送り

指導内容の前倒し

その他

N=224 / 1130N=1130（小中一貫教育実施件数）
出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 72



（５）義務教育学校の教育課程 ②

○ 「６－３」と異なる学年段階の区切りを設けたり、教育課程の特

例を活用する学校においては、転出入する児童生徒に学習内容
の欠落が生じないようにするとともに、転校先の学校に円
滑に適応できるようきめ細やかに対応する必要がある。

【具体例】
・指導要録に、当該児童生徒が先取りして学習した事項や学習しなかった事項等
を具体的に記載するとともに綿密な引継ぎを行う
・通常の教育課程との違いを分かりやすく示した資料をあらかじめ備える
・転出入に際して、必要に応じて個別ガイダンスや個別指導を行う 等
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転出入学する児童生徒に対する配慮

16%

9%

54%

6%

29%

4%

家庭学習の課題を工夫して出している

補習授業を実施している

保護者や児童生徒に個別ガイダンスを

行っている

通常の教育課程との違いを分かりやすく示した

資料をあらかじめ作成し、活用している

特別な教育課程を編成しておらず

特に配慮をしていない

その他

【その他の主な内容】
・市独自のパンフレットを作成し配布している
・転校先に教育課程の違いを説明
・未習内容について補充的な課題・プリントなどを与える
・昼休み等に未習単元を個別指導
・定期・随時の教科相談を実施
・本人や保護者への丁寧な説明

N=1130（小中一貫教育実施件数）
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（５）義務教育学校の教育課程

※ ９年間を見通した観点から、教育課程を編成し、
カリキュラム・マネジメントの充実に取り組むことが必要。

（カリキュラム・マネジメントの３つの側面）

① 教育内容を、一つの教科に留まらずに各教科横断的な相互の関係
で捉え、効果的に編成する。

② 教育課程の編成、実施、評価、改善のサイクルを確立する。

③ 教育内容と、実施体制やICT活用など諸条件の整備・活用を効果的
に組み合わせる。
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（６）義務教育学校の設置基準

① 義務教育学校の設置基準については、前期課程については小
学校設置基準、後期課程については中学校設置基準を準用
することをはじめ、具体的な内容については、省令等において定めるこ
とを予定。

② 義務教育学校の施設については、同一敷地に一体的に設置する場

合だけでなく、隣接する敷地に分割して設置する場合（施設隣
接型）や隣接していない異なる敷地に分割して設置する場合
（施設分離型）も認められる。

施設分離型の義務教育学校を設置する場合、校舎間の距離に着目し

た制限を設けることは予定していないが、設置者において、教育上・
安全上の観点や、保護者や地域住民のニーズを踏まえ適切
に判断することが求められる。
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校舎設置状況

13%

5%

78%

4%

いわゆる施設一体型校

舎

いわゆる施設隣接型校

舎

いわゆる施設分離型校

舎

その他

N=1130（小中一貫教育実施件数）
出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査 77



（７）小中一貫型小学校・中学校（仮称）の扱い

○ 平成26年12月の中央教育審議会答申で示された「小
中一貫型小学校・中学校」（仮称）については、法
律上の学校の種類としては通常の小学校と中学校である
ため、今回の学校教育法の改正事項には当たらない。

小中一貫した教育課程やその実施に必要な学校
間の総合調整を行う際の組織運営上の措置等に関
する具体的な要件については、省令等において定
めることを予定している。
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小中一貫型小学校・中学校（仮称）の要件

○中央教育審議会答申「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な
教育システムの構築について」（抜粋）（平成26年12月12日）

小中一貫型小学校・中学校（仮称）については、一般的な小中連携と明確に区別するとと
もに、複数の小学校が中学校に接続する形態も想定し、一貫教育の実質を適切に担保する
観点から、小中一貫した教育課程と、その実施に必要な組織運営体制等に関して、一定の
要件を課すことが適当である。具体的には、設置者の定めるところにより、小中一貫教育の
中核的な要素と言える
①９年間の教育目標の明確化
②当該教育目標に即した教科等ごとの９年間一貫した系統的な教育課程の編成・実施
（年間指導計画の策定を含む）

を要件として求めることが適当である。

また、これらを実現するための学校間の意思決定の調整システムの整備について、例えば、
①小中一貫に取り組む学校を一体的にマネジメントする組織を設け、学校間の総合調整を担う校長
を定め、必要な権限を教育委員会から委任しておくことや、

②学校運営協議会を関係校に合同で設置し、一体的な教育課程の編成に関する基本的な方針を
承認する手続を明確にしておくこと、

③一体的なマネジメントを可能とする観点から小学校と中学校の校長を併任させること
等 の中から、実情に応じた方策を講じることを求めることが考えられる。
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義務標準法に関する留意事項

○ 小学校及び中学校を廃止して義務教育学校を設置する場合を含め、
義務教育学校において小中一貫教育が円滑に行われるよう、都道府

県教育委員会等においては、義務教育学校に係る教職員定数
の標準を踏まえた適切な教職員配置に努める。
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義務教育学校の教職員定数の算定

小・中学校の算定（例） 義務教育学校の算定（例）

○小学校
（12学級校）

○中学校
（6学級校）

○義務教育学校
（18学級校）

職種 定数

副校長・教頭 1人

教諭 9.5人

養護教諭 1人

事務職員 1人

職種 定数

副校長・教頭 1人

教諭 13.5人

養護教諭 1人

事務職員 1人

職種 定数

副校長・教頭 1人

教諭 13.5人

養護教諭 1人

事務職員 1人

※前期課程（12学級）

職種 定数

副校長・教頭 1人

教諭 9.5人

養護教諭 1人

事務職員 1人

※後期課程（6学級）

総計：31人

○義務教育学校の「前期課程」は小学校、「後期課程」は中学校にそれぞれ準じた教育を行う。
→ 教職員定数も「前期課程」は小学校、「後期課程」は中学校と同等の算定とする。

○義務教育学校は、副校長・教頭に総括担当として１人分を加算する。

※ 義務教育学校に対する加配措置･･･小･中学校と同様に措置

校長 1人

校長 1人

校長 1人

副校長 1人
（総括担当）

（小学校と同様の算定）

（中学校と同様の算定）

総計：31人

【小学校１校と中学校１校を義務教育学校１校に移行する場合の例】

※義務教育学校の設置の有無に関わらず、複数の小学校を統合する場合には、学校数や学級数の減少に基づく教職員定数の減が生じる。
そのため、複数の小学校と中学校を義務教育学校に移行する場合（例：小学校２校＋中学校１校→義務教育学校１校）においても、
複数の小学校を統合することによる教職員定数の減が生じることとなる。 81



○ 現行制度（公立小・中学校）
公立小・中学校の校舎・屋内運動場の整備については、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する
法律」等に基づき、以下のとおり財政措置を講じている。

①校舎・屋内運動場の新増築について
○教室不足を解消するための校舎の新増築
○屋内運動場の新増築
○統合に伴う新増築

②校舎・屋内運動場の改築（建て替え）、改修等について

公立学校施設整備費負担金により原則1/2負担

施設費負担法に関する留意事項

学校施設環境改善交付金により原則1/3補助

○ 義務教育学校の施設整備についても、小・中学校と同様に、法律上位置づけ、国庫負
担・補助の対象とする

（負担金関係 （負担金の対象に義務教育学校を追加））

・教室不足を解消するための校舎の新増築、屋内運動場の新増築、統合に伴う校舎・屋内運動場の新増築に対して１／２負担
（複数の学校が１つの義務教育学校になり、関連学校数が減少する場合、統合事業の対象）。なお、必要面積については今後
政令で定める。

（交付金関係 （交付金の交付対象に義務教育学校を追加））
・改築、改修等について補助する「学校施設環境改善交付金」の交付対象に義務教育学校を追加。
（第２条の「義務教育諸学校」の定義に義務教育学校を加える改正を行ったことにより第１２条の対象となるもの。）
なお、義務教育学校の補助メニューや補助要件等は予算編成過程で検討。

このほか、階段のけあげ寸法（建築基準法施行令）、財産処分の取扱い等についても検討中であり、決まり次第周知予定。
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学校施設の計画・設計における留意事項

○ 小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項につ

いては、文部科学省が開催する有識者会議「学校施設の在り方に
関する調査研究協力者会議」での検討を踏まえ、関係者に
周知。

⇒平成27年7月、報告書「小中一貫教育に適した学校施設の在り方につ
いて～子供たちの9年間の学びを支える施設環境の充実に向けて～」を
公表（本資料Ｐ84～87に概要を掲載）
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第１部 小中一貫教育に適した学校施設の在り方

第１章 背景

小中一貫教育の制度化

小中一貫教育の制度化に対応した施設整備の必要性

● 小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務
教育学校」を新たな学校種として規定

第２章 小中一貫教育を実施する学校施設の現状、課題

● ９年間一貫した学校運営ができるとともに、児童生徒の発
達段階に応じ、安全性を備えた施設環境の確保が必要

● 各地域の先行的な取組などを通じて、効果的な対応策や
配慮すべき事項に留意して計画・設計することが必要

施設整備に関する課題への対応の必要性

①計画・設計プロセスの構築 ②施設規模の設定
③施設形態の設定 ④既存学校施設の有効活用

小中一貫教育に取り組む市町村は211（約１割）、取組の総件数は1130件
※H26年5月現在

● 小中一貫教育の取組形態の多様性に配慮しつつ、以下に示す
施設整備に関する課題について対応が必要

・施設一体型校舎：13％（148件） ・施設隣接型校舎：5％（59件）
・施設分離型校舎：78％（882件） ・その他：4％（41件）

（施設一体型校舎と施設分離型校舎の併存等）

第３章 小中一貫教育に適した学校施設の在り方

第１ 小中一貫教育に適した学校施設の基本的考え方

⇒ ９年間の系統性・連続性のある教育活動を効果的に実施できる施設環境を確保することが重要

⇒ 一貫教育に適合した学校マネジメントを可能とする施設環境を確保することが重要

⇒ 小中一貫教育を実施する学校における活動を地域ぐるみで支える場を確保することが重要

小中一貫教育に適した学校施設が効果的な小中一貫教育の実施に寄与

１． ９年間一貫した教育活動に適した施設環境の確保

２． ９年間一貫した学校運営に適した施設環境の確保

３． 地域ぐるみで子供たちの学びを支える場としての施設環境の確保
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第２ 小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項

計画・設計プロセスの構築

施設の規模、形態の設定

既存学校施設の有効活用

地域と共にある学校施設の整備

施設一体型の留意事項

施設隣接型・分離型の留意事項

1

2

4

5

6

3

⇒ 早い段階から関係者が参画する計画・設計プロセスを構築

⇒ 学校施設づくりの明確な目標を設定し、関係者で共有・継承

⇒ 施設規模の設定は、地域の実情を踏まえ長期的視点に立って実施

⇒ ９年間一貫した教育活動や学校運営の実施に適した施設形態を設定

⇒ 小中一貫した教育課程に対応した施設環境

⇒ 学年段階の区切りに対応した空間構成、施設機能

⇒ 異学年交流スペースの充実 等

⇒ 教育課程や施設間の連携内容等に応じた施設環境を計画

⇒ 施設間の教職員が連携できる管理関係室を計画 等

⇒ 小中一貫教育を効果的に実施できる施設への転換

⇒ 安全・安心な施設環境を確保

⇒ 学校支援の取組等における利用を考慮し、活動拠点等を計画

⇒ 児童生徒と地域との交流部分や地域への開放部分を計画

第４章 国による支援策

●財政支援 ● 学校施設整備指針への反映 ●学校施設の計画・設計プロセス構築の支援 ●普及啓発

第３章 小中一貫教育に適した学校施設の在り方
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第２部 先行事例

第１部第３章第２「小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計における留意事項」について、
１１校の先行事例を基に具体的内容を解説

【第３章 第２-３】施設一体型の留意事項

教育活動の一貫性確保への対応

はるひ野小中学校
「児童生徒の発達段階に応じた教室環境」

春日学園
「職員室、事務室を統合した校務センター」

学校運営の一貫性確保への対応
（学年段階の区切りへの対応） （職員室の一体的な利用）

小学校低学年用の教室環境は、教室
を中心に教科学習などが行われることに
配慮して、教室周りを充実させている

小・中学校段階の教職員が、日常的に
業務の連携やコミュニケーションを取ること
ができるオープンな空間を確保している

【第３章 第２-５】既存学校施設の有効活用

特別教室型から教科教室型へ改修

府南学園（第一中学校）

中学校段階
においては、生
徒自らが主体
的に学ぶことを
重視して教科
教室型に改
修している

[数学教室]

[ホームベース]（生徒の居場所）

安全性の確保

飛島学園
「しばふ広場」

（低学年児童用の広場等の計画）

低学年児童が安心して遊べ
るよう、教室に隣接するとこ
ろに、遊具の設置とともに芝
生を整備している
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【第３章 第２-４】施設隣接型・分離型の留意事項

教育活動の一貫性確保への対応 学校運営の一貫性確保への対応

【第３章 第２-６】地域と共にある学校施設の整備

安全性の確保

京都教育大学附属京都小中学校
「隣接する施設をつなぐ連絡通路」

（連絡通路の設置）

小中一貫教育の効果的な実施のた
め、施設間を連絡通路で接続し、施
設を一体的に利用している

府南学園（第一中学校）
「小・中学校合同の研修スペース」

（合同研修室の整備）

学園（４小学校＋１中学校）の教職
員が合同で研修を行うため、中学校の余
裕教室に研修スペースを設けている

東山泉小中学校（東学舎）
「既存の中学校校舎の階段段差の改善」

（階段の昇降に係る児童の安全性確保）

児童が利用する階段
について、安全に昇降
できるよう段差（けあ
げ）の寸法を小さくす
る改修を行っている

地域ぐるみで子供たちの学びを支える場の確保

湖南小中学校

地域住民を
招き、民話
学習や茶道
教室等が行
われている

[語り部の部屋]

[郷土資料室]

郷土が生ん
だ文学者や
芸術家等の
作品を紹介
している
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教育職員免許法に関する留意事項

○ 他校種免許状の取得のための免許法認定講習の積極的な開講やそ

の質の向上等により、小学校及び中学校教員免許状の併有の
ための条件整備に努める。

○ 免許状の併有を促進する場合において、併有の促進が教員の過
度な負担につながらないよう配慮する。
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【現行】
・ 小学校教員が中学校免許状を取得するためには、通常であれば２２単位程度必要であるが、３年の勤務経験があれば１４単位で取得可能

・ 中学校教員が小学校免許状を取得するためには、通常であれば２４単位程度必要であるが、３年の勤務経験があれば１２単位で取得可能

教員免許について

小学校 中学校
義務教育学校（案）

前期課程 後期課程

教科 道徳
外国
語活
動

総合
的な
学習
の時
間

特別

活動

免許
状の
教科

道徳

総合
的な
学習
の時
間

特別

活動
教科 道徳

外国
語活
動

総合
的な
学習
の時
間

特別

活動

免許
状の
教科

道徳

総合
的な
学習
の時
間

特別

活動

小・
免許 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

中・

免許 △*1 ×*3 △*2 △*1 ×*3 ○ ○ ○ ○ △*1 ×*3 △*2 △*1 ×*3 ○ ○ ○ ○

○所有する免許状と担任できる教科等

*１ 例えば、理科の教員免許状を所有する者は、小学校理科の担任が可能。また、総合的な学習の時間における理科に関連する事項の担任が可能。
*２ 英語の教員免許状を所有する者のみ、小学校の外国語活動の担任が可能。
*３ 中学校の教諭免許状を有している者について、小学校及び義務教育学校の前期課程の道徳及び特別活動の担任を可能とする制度改正を検討中。

○教諭の他校種免許状の所有状況 小学校教諭の中学校免許状の所有状況 59.9％（173,427人）

中学校教諭の小学校免許状の所有状況 30.4％（51､878人）

○免許状併有を促進するための推進方策

■現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業
平成27年度予算額 64，937千円（新規）

現職教員の研修環境の充実を図るとともに、隣接校種等の新たな免許状取得を促進する。

１．小中学校免許状併有のための講習の開発・実施 ［１８機関］
２．更新講習との相互活用による講習の開発・実施 ［６機関］
３．通信・放送・インターネット等を活用した講習の開発・実施 ［２機関］
４．希少免許教科等に関する講習の開発・実施 ［２機関］

■教員免許状の取得に必要な単位数の軽減

今般の義務教育学校創設にあわせ、制度を改善し、教員個人の経験や能力に応じ、従来よりも容易に他の学校種の免許状を取得できる方策を検討中

免許法認定講習・公開講座：現職教員が、他の種類等の免許状を取得しようとする場合に、大学の教職課程によらずに必要な単位を修得するために開設 （ 平成25年度
の受講者数は、42，169人）

出典：文部科学省調べ
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教員免許について②

90

○ ケース１ ： 中学校の「理科」教諭免許状を持っている場合

○ ① 義務教育学校（後期課程）の

「理科」「道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」

○ ② 義務教育学校（前期課程）の

「理科」 と 「総合的な学習の時間」（理科に関連する事項） の担任が可能
※更に、「道徳」「特別活動」の担任も可能とする制度改正を検討中。

○ ③ 義務教育学校（前期課程）の

・「全教科」のティーム・ティーチング活動におけるＴ２

・全体の指導評価を行う小学校教諭免許状所有者がいれば、所有免許状以外の教科の特定の
授業における担任（特別非常勤講師制度の活用）

× 義務教育学校（前期課程）のクラスを担任することは不可能。

○ ケース２ ： 小学校の教諭免許状を持っている場合

○ ① 義務教育学校（前期課程）の

「全教科」「道徳」「外国語活動」「総合的な学習の時間」「特別活動」 の担任に加え、

○ ② 義務教育学校（後期課程）の

・習熟度別指導の１グループを担当

・「全教科」のティーム・ティーチング活動におけるＴ２

・全体の指導評価を行う中学校教諭免許状所有者がいれば、特定の授業における担任
（特別非常勤講師制度の活用）

を受け持つことも可能

× 義務教育学校（後期課程）のクラスを担任することは不可能（副担任は可能）。
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85.6
84.5

83.6
81.5

79.6
79.3

77.0
76.1
75.9

75.1
74.6

73.2
71.8
71.6
71.3

69.9
69.3
68.9

67.2
66.8

62.2
62.2

61.3
61.1

60.1
59.9

59.0
58.7
58.3

57.8
57.1

55.6
51.5

49.1
48.6

47.3
45.8

44.6
42.4
42.3

40.3
39.9

37.2
31.7

29.4

岐阜県
福井県
長野県
茨城県
群馬県
富山県
愛知県
静岡県
栃木県
秋田県
徳島県
山形県
島根県
山梨県
鳥取県
石川県
新潟県
香川県
大分県
北海道
岩手県
福島県
山口県
滋賀県
宮城県
三重県
佐賀県

全国平均
和歌山県
愛媛県
千葉県
青森県
長崎県
奈良県
宮崎県

神奈川県
京都府
兵庫県
東京都
岡山県
埼玉県

鹿児島県
広島県
高知県
熊本県
沖縄県
福岡県

※大阪府はデータ無し

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査

小学校教員に占める中学校免許併有教員の割合
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34.0
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28.1
27.4

25.6
22.5
22.1

21.4
21.2
21.2

20.6
19.3
19.1
18.8
18.6

17.6
17.3
17.0

15.7
15.6

12.4
12.3
12.3
12.2

11.6
9.6

8.4
8.3

福井県
群馬県
岐阜県
茨城県
愛知県
長野県
鳥取県
秋田県

和歌山県
栃木県
徳島県
香川県
北海道
三重県
静岡県
滋賀県
富山県
熊本県
島根県
山形県

全国平均
石川県
岩手県
新潟県
山梨県
大分県
宮城県
兵庫県
愛媛県
奈良県
京都府

鹿児島県
福島県
長崎県
佐賀県
千葉県
青森県
宮崎県
岡山県
山口県
広島県
埼玉県

神奈川県
東京都
高知県
沖縄県
福岡県

※大阪府はデータ無し

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査

中学校教員に占める小学校免許併有教員の割合
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※従来よりも容易に他の学校種の教員免許状を取得できるようにする措置

現行 改正案

４．小中一貫教育制度の整備に当たっての取組
（２）対応方策
③両免許状の併有の促進について

現在、現職の教員が隣接免許状を取得する場合、所定の講習等において必要な単位を修得することとなっており、例えば、３年の勤務経験のある小学
校教員が中学校教員免許状を取得するためには１４単位、３年の勤務経験のある中学校教員が小学校教員免許状を取得するためには１２単位、それぞ
れ必要とされている。

今後、小学校及び中学校教員免許状の併有を進めるためには、この制度について、例えば取得する免許状に関連する教職経験等を勘案して単位数を
軽減するなど、都道府県・市町村教育委員会の判断を踏まえつつ、教員個人の経験や能力に応じ、従来よりも容易に他の学校種の教員免許状を取得で
きるようにする措置（※）等を講じることを検討する必要がある。

加えて、現職の教員が他の学校種の教員免許状を取得しやすくなるよう、大学や都道府県等における認定講習等を一層充実させる取組を行う必要があ
る。この際、国においては、例えば小学校及び中学校教員免許状併有のための認定講習、通信等を活用した認定講習等に関するモデル事業を実施し、
その成果を全国的に普及することが期待される。

これらの取組により、小中一貫教育学校（仮称）に配置される教員については、例えば指導力に優れた教員や教科に関する専門性の高い教員、小中連
携教育や小中一貫教育に関する経験の豊富な教員など多様な教員の配置が進み、これらの教員が学校内において幅広く活動できるようになることが期
待される。

これからの学校教育を担う教員の在り方について（報告） ―小中一貫教育制度に対応した教員免許制度改革―

（平成26年11月6日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会）
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現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業
平成27年度予算額 64,937千円（新規）

複数の学校種を通貫した教育や、小学校高学年における専科指導の推進が期待されており、特に小中一貫教育の制度化は喫緊の課題。また
教員の新たな教員免許状取得に向けた学びを促進するため、免許法認定講習等と免許状更新講習との相互認定を活用することが求められてい
る。

これらを踏まえ、免許法認定講習と免許状更新講習、あるいは研修制度との相互活用により、現職教員の研修環境の充実を図るとともに、隣接
校種等の新たな免許状取得を促進する。

３．通信・放送・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を活用した講習の開発・実施

小学校の現職教員に中学校免許状、又は中学校の現職教員に小学校免許状を取得させるための講習を開発・実施する。 ［１８機関］

１．小中学校免許状併有のための講習の開発・実施

免許法認定講習と免許状更新講習のいずれにも対応可能な講習を開発・実施する。［６機関］

２．更新講習との相互活用による講習の開発・実施

勤務時間の制約のある教員やへき地の教員が受講可能となるよう通信・放送・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を活用した講習を開発・実施する。 ［２機関］

教員免許取得者の少ない希少免許教科・免許種に係る講習を開発・実施する。［２機関］

４．希少免許教科等に関する講習の開発・実施
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その他の留意事項 （１）改正法における経過措置

○ 義務教育学校の設置のために必要な行為について規定した改正法
附則第２条の施行日は、公布の日（平成27年６月24日）であるため、私
立の義務教育学校の設置認可の申請及び認可、公立の義務教育学校

の設置のための条例制定等の準備行為は、公布の日から行うこ
とができる。
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（２）①コミュニティ・スクールの推進

○ 義務教育９年間の学びを地域ぐるみで支える仕組みとし
て、学校運営に地域住民や保護者等が参画するコミュニ
ティ・スクールは有効であり、子供たちの豊かな学びと成長を実現で
きるよう、小中一貫教育も含め、コミュニティ・スクールの推進
が期待される。
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15%
7%

4%
15%

11%
13%

44%
20%

16%
20%

24%
20%

コミュニティ・スクールを導入している

コミュニティ・スクールの組織を小中合同で設けている

コミュニティスクールの導入に向けた検討を行っている

学校支援地域本部による取組を行っている

学校支援地域本部の組織を小中合同で設けている

学校評議員を小中合同で任命している

地域住民・保護者・学校関係者による協議会等の設置

ＰＴＡ組織を小中合同で設け、活動している

自己評価を小中合同で実施している

学校関係者評価を小中合同で実施している

小中合同の学校通信を継続的に発行している

その他 N=1130（小中一貫教育実施件数）

出典：文部科学省 小中一貫教育等についての実態調査

小中一貫教育とコミュニティ・スクール等との一体的推進（関連データ）

■地域や保護者との協働を強めることを目的に取り組んでいる事項
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新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方について(諮問)

コミュニティ・スクールの推進等に関する
調査研究協力者会議

（H26.6.20より開催 H27.3.20最終報告）

○コミュニティ・スクールと学校支援地域本部や学
校関係者評価との一体的推進

○学校評議員制度をはじめ、類似の仕組み
からコミュニティ・スクールへの移行の促進

○中学校区内の小・中学校における一体的な学校
運営協議会の取組の促進

○全国展開を図るための普及・啓発 など

中央教育審議会への諮問（H27.4.14～）
■新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方について審議
■初等中等教育分科会に置く作業部会（新設）及び生涯学習分科会に置く部会（新設）において審議
＜検討事項＞
○新しい時代の教育や地方創生を実現するために求められる今後のコミュニティ・スクールの在り方や、
それを踏まえた総合的な推進方策等について
・今後のコミュニティ・スクールの在り方の検討
校長のリーダーシップの観点、学校支援地域本部や学校評価等の関連の仕組みとの一体的な推進の観点、
小中一貫教育等の学校間連携を推進する観点 など
・全ての学校のコミュニティ・スクール化に係る総合的な方策の検討（コミュニティ・スクールの仕組みの必置の検討）
学校や地域の状況、市町村や学校の規模との関係、幼稚園、高等学校、特別支援学校におけるコミュニティ・スクールの在り方、
小規模自治体における教育委員会と学校運営協議会との関係の取扱い など

○学校と地域がパートナーとなり、連携・協働体制を築くための地域人材の養成と環境整備について
・新たな学校支援の役割、地域の教育資源を効果的に結びつける学校支援地域本部等の仕組みの在り方
・学校と地域をつなぐコーディネーター等の人材の配置の在り方や、養成・研修・確保方策等
・学校と地域の連携・協働による教育活動を通じた人的ネットワークの構築や、地域住民の学びの機会の充実方策、
それらを主体とした地域の振興・再生方策 など

教育再生実行会議第６次提言
（H27.3.4）

○コミュニティ・スクールの未導入地域における取組の拡充や、
学校支援地域本部等との一体的な推進
（制度面の改善、財政面の措置）
○地域と相互に連携・協働した活動を展開するための抜本的な方策
○コミュニティ・スクールの仕組みの必置についての検討推進
○学校と地域をつなぐコーディネーターの配置
○学校を核とした地域づくり（スクール・コミュニティ）への発展 など
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（２）②小学校・中学校の適正規模・適正配置との関係

○ 義務教育学校の制度化の目的は、設置者が、地域の実情を踏まえ、
小中一貫教育の実施が有効と判断した場合に、円滑かつ効果的に導入

できる環境を整備するものであり、学校統廃合の促進を目的とする
ものではない。

○ 今後、少子化に伴う学校の小規模化の進展が予想される中、魅力ある
学校づくりを進める上で、児童生徒の集団規模の確保や活発な異学年
交流等を意図して、小学校・中学校を統合して義務教育学校を設置する

ことは一つの方策であると考えられるが、その場合、設置者が地域住
民や保護者とビジョンを共有し、理解と協力を得ながら進めて
行くことが重要。

○ 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引
の策定について（26文科初第1112号）も参照のこと。
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基本的な考え方と手引の位置付け
（基本的な考え方）
●学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条件をより良くする目的で
行うべきもの。

●学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良さを活かした学校作り
を行うか、休校した学校の再開を検討するかなど、活力ある学校作りをど
のように推進するかは、地域の実情（学校が都市部にあるのか過疎地に
あるのか等）に応じたきめ細かな分析に基づく各設置者の主体的判断。

●コミュニティの核としての学校の性格や地理的要因・地域事情等に配慮
する必要。特に過疎地など、地域の実情に応じて小規模校の課題の克服
を図りつつ小規模校の存続を選択する市町村の判断も尊重。

●学校小規模化の影響について、学級数の観点に加え、学校全体の
児童生徒数やクラスサイズ等の様々な観点から整理。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引（要旨）
１

●スクールバス利用等、通学実態の多様化を踏まえ、従来の通学距離の基準（小学校：４ｋｍ以内、中学校：６ｋｍ以内）に加えて、通学時間
の基準を設定する場合の目安を提示。

⇒１時間以内を一応の目安として、市町村が判断
（適切な交通手段を確保し、遠距離通学のデメリットを一定程度解消する前提）

2 学校規模の適正化

3 学校の適正配置（通学条件）

【提示例】 小学校 （１～５学級） 複式学級が存在する規模
概ね、複式学級が存在する学校規模。学校全体の児童数や指導方法等
にもよるが、一般に教育上の課題が極めて大きいため、学校統合等に
より適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。
地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメ

リットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和
策を積極的に検討・実施する必要がある。

【学校小規模化の影響の例】

（手引の位置付け）
●必ずしも検討が進んでいない市町村も多く、検討に必要な資料
の提供等の国による支援が求められている。

●学校規模適正化や小規模校の充実策の検討に際しての基本的
方向性や考慮すべき要素、留意点等をまとめ、各自治体の主体
的な取組を総合的に支援する方策の一環として策定するもの。

●その上で、学校規模の標準（12～18学級）を下回る場合の対応の大
まかな目安について、学級数の状況毎に区分して提示。

（児童生徒への影響）
・社会性やコミュニケーション能力が
身につきにくい
・切磋琢磨する環境の中で意欲や成
長が引き出されにくい
・多様な物の見方や考え方に触れる
ことが難しい 等

（学校運営上の課題）
・クラス替えできず人間関係が固定化
・集団行事の実施に制約
・部活動の種類が限定
・授業で多様な考えを引き出しにくい 等
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●保護者・地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら検討を進める上での工夫例を提示。

●小規模校のメリットを最大化し、デメリットを最小化することができるよう様々な工夫例を提示。

（内容例）

○小規模校の良さを活かす方策

・少人数であることを生かした教育活動（外国語の指導や実技指導等）の徹底
・個別指導・繰り返し指導の徹底等による学習内容の定着
・地域の自然・文化・産業資源等を活かした特別なカリキュラムの編成
・地域との密接なつながりを活かした校外学習・体験活動の充実 等

（内容例）

○統合の適否に関する合意形成
・小規模の課題の可視化と共有
・統合効果の共通理解
・保護者や地域代表が参画した統合プランの検討
・住民アンケートの実施 等

4 学校統合を検討する場合の留意事項

5 小規模校を存続させる場合の教育の充実方策

○魅力ある学校作り

・教育課程特例校制度等を活用した魅力的
なカリキュラムの導入
・コミュニティスクールの推進
・小中一貫教育の導入
・施設設備の充実 等

○統合により生じる課題への対応

・バス通学による体力低下への対応
・児童生徒の環境適応支援
・廃校校舎の地域拠点としての活用 等

○小規模校の課題を緩和する方策

・小中一貫教育による一定の学校規模の確保
・社会教育施設等との複合化による教育活動の充実
・ＩＣＴの活用による他校との合同授業
・小規模校間のネットワークの構築 等

●地域全体の振興策を総合的に検討する中で、一旦休校とした学校を再開させる取組に関して、具体的な工夫例を提示。

（内容例）

○一旦休校とした学校の再開に向けた工夫

・学校選択制の部分的導入等により人口集中地域から生徒を集める工夫
・山村留学・漁村留学の積極的な受け入れ
・学校再開を想定した休校の校舎等の維持・活用
（宿泊可能な設備の整備、伝統文化の保存・継承組織の活動拠点や
芸術家村としての活用） 等

6 休校した学校の再開

○再開後の小規模校の活性化

・小規模校のメリット最大化・デメリット最小化策の重要性
・地域の豊かな自然や地域住民とのふれあいの機会等を活かした
特別なカリキュラムの編成
・国の支援メニューの活用（施設整備・スクールバス購入補助等）
・多様な工夫や支援の活用に関する文部科学省に対する直接相談 等101



（２）③校務運営体制の見直し

○ 小中一貫教育の導入に当たっては、校長は、一部の教
職員に過重な負担が生じないよう、校内での連携体制
の構築や校務分掌の適正化など校務運営体制を見直
し、校務の効率化を図る必要がある。

○ また、学校における校務運営体制の見直しに係る取組が

促進されるよう、学校設置者が適切な支援を行う必要
がある。
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教職員の余裕時間の確保や負担軽減の取組

力を

入れてい

る
19%

今後の課

題である

81%

取組内容

N=212

60%

56%

42%

8%

54%

33%

25%

15%

校務支援システムの導入

ＩＣＴの活用による授業の効率化

教材、教具、指導案等の共有促進

ＴＶ会議システムの活用

会議の見直し

次年度の教育課程や会議・研修ス

ケジュール等の前倒し策定

教職員集団が大きくなることを生

かした校務の効率化

教員と学校事務職員との役割分

担の見直し

N=1130（小中一貫教育実施件数）
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（２）④義務教育学校以外の教育課程の特例を活用する学校

○ 転出入する児童生徒へのきめ細かな対応につい
ては、義務教育学校に限らず、研究開発学校や教育課程

特例校など教育課程の特例を活用する学校全般に
おいて留意すべきであること。
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今後のスケジュール等



８～９月 法改正説明会（全国７ブロック）

１０月 政令公布

１１月 省令公布

年内 告示制定、ガイドライン等を策定

２８年１月 導入意向調査

など

今後の予定

※ 小中一貫教育推進事業（平成２７年度新規）
５県程度において実施予定
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